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国境の希薄化

激しさを増す学生や教員の流動性

国境を越えた研究協力の普遍化

大学国際ランキングの横溢

高等教育のグローバル化

The Great Brain Race: How Global Universities Are Reshaping the World
(Ben Wildavsky, 2010)



「君たち全員に、私が言うことをそのまま実行するよ
うな、自立した、イノベーティブで、批判的な思考が
できる人になってもらうことを期待しているよ」

















「失敗を起こさないことを重視する」という減点主義・「前例
に従え」的な価値観や文化が、日本の社会や教育のシステムの
中に蔓延している。

だから「失敗しても挽回・逆転するための手段としての、教育
の意味や価値」が、日本で軽んじられてきたのではないか。

つまり「失敗して当たり前。転んでもまたすぐに立ち上がって
歩きだせばいい」という社会では、「アクティブ」に学ぶこと
が「アクティブ」なセーフティーネットとして機能するはず。

チャレンジ精神、好奇心、自ら変わり続ける勇気、自分や他人
の成功に対する素直な賞賛と敬愛の気持ちが大切。

どうして一人ひとりの可能性が広がらないのか？



「Eの時代」から「Oの時代」を経て「Cの時代」へ
Eの10年：1990年代

e-コマース、e-ビジネス、e-パブリッシング、e-ラーニング 
Gopher (1991)、WWW (1991)、Mosaic (1993)、XML (1996)、WebCT & 
Blackboard (1997)、他 

Oの10年：2000年代
オープンソース、オープンシステム、オープンスタンダード、オープンアクセ
ス、オープンエデュケーション、オープンリサーチ、オープンイノベーション
WEB 2.0、Wikipedia、YouTube、Blogs、OpenCourseWare、iTunes U、他
「解放テクノロジー」 (J. M. Unsworth) 

Cの10年：2010年代
Collaboration、Collectivity、Communities、Commons、Cloud
Social Networking Service (SNS)、Twitter、Social Learning、Meta 
University



そして「Pの時代」へ？

Personalization（個人対応）
Preference（好み）
Prediction（予測）
Proactive（先見的に行動）
PGP (Pretty Good Pedagogy)
Project-based（プロジェクト型）
Problem-based（問題解決型）
Playable
Privacy（プライバシー）
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By David J. Staley
and

Dennis A. Trinkle

Changing
he landscape of higher education—the 
growing variety of higher education 
institutions, the cultural environment, 
the competitive ecosystem—is chang-
ing rapidly and disruptively. The higher 
education landscape is metaphorically 
crossed with fault lines, those fissures in 
the landscape creating potential areas of 

dramatic change, and is as “seismic” as it has been in decades. 
Below we identify ten such fissures or fault lines in the larger 
landscape of higher education. Unlike the Horizon Report,1 
which looks largely at technology trends, we are looking at a 
context and environment wider than IT departments. Indeed, 
most of the fissures noted below are not technological, 
although they encompass significant technical implications. 
Those of us in information services and information technol-
ogy need to be aware of these larger changes and the impact 
they will have on college and university IT departments and 
on academic computing. Consider this article advanced warn-
ing of potentially tectonic change.
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変わりゆく高等教育の風景

1.高等教育のさらなる機能・役割の分化

2.一般教養教育カリキュラムの変容（知識・教養＋コンピテンス）

3.大学教員の変化（非常勤・任期制教員の増加、ICT利用の影響）

4.教員と学生のグローバルな流動性の急騰

5.新たな「目に見えない（invisible）大学」の出現

6.変わりゆく「伝統的」学生像

7.学士号の付加価値を実証することに対する（社会的）圧力の増大



Western Governors University



Western Governors University
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拡がり続けるオープンコンテンツの世界
既に何万ものオープンな教材が利用可能

and more...

オープン
コンテンツ



MIT OpenCourseWare: 2000以上の講義教材・ビデオを公開



OpenCourseWareコンソーシアム

世界各国の100以上の大学・機関が参加し、既に数千もの講義教材が公開されている。



ウェブ上でオープン化されてい
る講義教材や授業ビデオは、よ
り良く教えるための宝庫！



Massive Open Online Course
世界中から10万人以上が登録
学習評価サービスも提供
コース修了者には認定書を発行



Massive Open Online Course: MITx



MOOC Wars? Coursera vs. edX

スター教師たちが参戦する
「教えのバトル・ロワイヤル」

大学 (組織) → 教員 (個人)
というシフト



2012



MOOCsで修了証だけでなく単位も取れる?
Supported by







MOOC実践・分析による教育・学習の進化

専門性の高いMOOCは、受講者数は少ないが修了率は高
く、講義内容・宿題・テストに関するディスカッション
も活発になる
受講者に揉まれてコンテンツが改良される（FD的授業・
教材改善効果）
一つのMOOCを、様々な形で提供・利用する
期間限定開講 vs. 常時開講
予習・反転学習
全体利用 vs. 部分利用



世界中の地域や国で急速に拡がるMOOC



「学びのビュッフェ」としての高等教育？

「知の食い倒れ」
でも、学ぶ側の
「知の食欲」は？



6-Week MOOC

14-Week MOOC 4-Week MOOC

MOOC・mini-MOOC・micro-MOOC



習得された知識や技能をどう分類し評価するか？

MEGA LIBERAL ARTS EDUCATION?



MOOCを巡る教育的評価・質保証の課題
�������������������������������������

��������������������������������

�����������������������������
���������������������������������

����������������������������

����������������������������

��������������������������������
����������

����������������������������������
����





Micro Master



Micro Master



Supply Push               Demand Pull

流通・販売
小売店 オンラインストア

メディア
マスメディア パーソナルメディア

広告
マスメディア ネット検索付帯

教育
大量生産的・画一的な知識や

技能の習得
コミュニティーベース
興味・能力・必要に応じたオン
デマンドな知識・技能の習得

「グローバル化・フラット化する世界」において求められる
21世紀の教育におけるパラダイム転換



21世紀の教育におけるパラダイム転換

Supply Push               Demand Pull
教育

大量生産的・画一的な知識や
技能の習得

コミュニティーベース
興味・能力・必要に応じたオン
デマンドな知識・技能の習得

高等教育 1.0 高等教育 2.0

現代社会において、 個々人が、知識的・技能的・職業的基盤を確
保するために、十歳代後半から二十歳代前半までの四年間を「壁に
囲まれた」大学で過ごせば「高等教育は修了」というモデルは、機
能しなくなりつつある。「高等教育のロングテール化」が不可避。

オープンエデュケーションを活用した新たな高等教育モデルの模索



(2010)



Ｔ型人材

専
門
的
知
識
・
能
力

広い視野・多面的洞察

超

専
門
的
知
識

Open 
・
能
力Education

(Tim Brown, IDEO)



高等教育の未来

「高等教育システム」の構造的見直し：

　 パイプライン型 → ネットワーク型（知識と人）

「物理的空間としての大学」という概念の見直し

「運営組織・経営体としての大学」の在り方の見直し

「大学教職員」という職業の見直し

「教える人＝教員 vs.  学ぶ人＝学生」という役割の見直し

「高等教育＝学位」という固定観念の見直し

「社会 vs. 大学」という対立軸の見直し




