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広く一般に向けてオンライン講座を
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開講したりするなど、これまで大学の

のものをオープンにする取り組みも始

シミュレーション教材などを受講者に
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無償で提供する。あらかじめ定められ

「外」に向けてオープンにする活動が

現在開講されているMOOCは２つに

た数週間から数か月のスケジュールに
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従って講義は進められ、受講者にはテ

「オープンエデュケーション」と呼ば

た教材をオンライン講座として公開す
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れる。国内外の大学では、大学教育で

る「プロバイダー」が主体となってい
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実際に用いている教材や講義ビデオ

るものであり、この代表例としてコー

したとみなされた受講者には、「認定
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証（Certificate）」が講師から与えられ
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る（図表２）。

が学内外の数万人規模の受講者に対

ンチャー企業であり、2014年２月時点
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規模公開オンライン講座）」など、大
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講者は学習コースに従って自学自習

学教育をオープンにする取り組みを推

習コースは多言語で提供されていて、
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オープンエデュケーションは2000
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インターネットの普及
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の普及も伴って、学生はキャンパスの

る取り組みが発端となった。その活動

するもので、代表例として「エデック

（ティーチング・アシスタント）との質
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内と外でネットワークにつながり、日常

は、オープンな教育コンテンツの開発
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疑応答が行われたり、受講者同士のコ
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ニケーションを取ることができる授業

的にインターネットを使った学習を体

やオープンな教育テクノロジーの利活
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言えよう。
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生は時間や場所にとらわれず学ぶよう

System：学習管
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に向けてのみならず、インターネット
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このことを裏付けるデータがある。

備 し たりす るな

ベネッセの調査によれば、大学生の半

ど、大学教育にイ

数は１週間あたり６時間以上インター

ンターネットを導

ネットやSNSを利用している。インター

入しやすい環 境

ネットを使った大学教育に触れる頻度

が 整 備され つつ
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関わる全 ての 資 料 を無 償 公 開 する

さらに近年は、大学での学びを学生

公開する「OER（Open Educational

【図表１】大学教育におけるインターネット利用の経験
インターネットやメールなどを利用して、
授業以外でも教員や学生とコミュニケーションがとれる授業
ほとんどなかった
29.6%

あまりなかった
32.2%

学（MIT）が提唱した大学の講義に

大学に広がる
教育のオープン化の波

よくあった 8.2%

ある程度あった
30.0%

出典／ベネッセ教育総合研究所「第２回 大学生の学習・生活実態調査報告書」
（2012 年）

OCWや、さまざまな教育資源を無償

【図表２】オープンな教育サービスとしての MOOC
OER を使った学習コミュニティー

MOOC

Resources: オープン教材）」の普及が
講師

代表的な取り組みである。加えて、単
にインターネット上に教材を公開する
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え学び合うオンラインコミュニティー
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習成果を認定するデジタルバッジな
ど、オープンエデュケーションによる
学びの効果を高め社会に認知させるた

数週間の
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学び合う
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コミュニティー

認定証

学習コミュニティー
学びたい人

学びたい人

受講者

受講者

めのしくみづくりも進んでいる。
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教育や経営の改善、
広報などへの寄与も

型の授業を行う。これにより、受講者

型学習や反転授業などの教育手法を

の離脱率を大幅に改善する効果が実証

効果的に用いながら、大学の「知」に

されている。

学生がより深く関わる学習環境を提供

オープンエデュケーションの活動が

インターネットを通じて大学レベル

し、単純な知識伝達を超えた「学び」

広まる背景には、この活動を社会貢献

の教材や学習環境が提供され、誰でも

の機会を提供する主体として、自らを

として位置付けて、大学が社会に向け

無料で知識を得ることができる環境が

再定義すべきだろう。教職員やキャン

て蓄積した「知」を還流させるという

整いつつある。同時に、大学がオープ

パスを有する大学だからこそ実現でき

理念的な側面もある。

ンエデュケーションに関わり、公開さ

る、学生の学習意欲を喚起し、きめ細

一方、大学経営にプラスに働く側面

れた教材を用いることにより、大学の

かな学習支援を提供する学習環境の構

も存在する。例えば、大学への進学を

認知度の向上や、大学教育の改善に役

築が望まれる。

控えた入学志望者にとって、大学が公

立てる取り組みも広がっている。

開する教材を見ることは、教育の様子
を事前に知り、大学選びの手掛かりの

育の「個性」を社会に周知させるきっ

学外との関係形成を促す
教学マネジメントを

かけともなる。それぞれの大学が必ず

教材として公開されているビデオ講義

そもそも、eラーニングに代表され

を再認識し、大学の特色、強みを生か

を視聴すれば、自らの興味や学びたい

る教育におけるコンピュータやネット

した教育コンテンツを学外に向け発信

内容に近い教育を行っている大学を選

ワークの利用は、「デジタル化」され

することによって、大学の魅力を社会

ぶことができるだろう。

た技術とメディアに支えられている。

に広く訴求できる。

１つとすることができる。高校生が進
学したい大学を選ぶときに、オープン

有している歴史や特色に由来する強み

実際に、OCWを公開しているMIT

デジタル技術の持つ特性上、またイン

このとき求められるのが、「学外」

の調査によると、MITの入学生のうち

ターネットが本来持っているオープン

とのつながりの形成を促す教学マネジ

入学前にMITの講義をOCWで閲覧し

な性格をふまえれば、大学の枠を超え

メントであろう。明確な大学の特色や

たことが大学選びに影響を与えた、と

て教育コンテンツがオープンとなり、

教育の目的に基づき、体系化した教育

答えた学生が27％を占めているとの

あまねく行き渡ることは必然とも言え

内容と魅力あるコンテンツ、独自の学

データがある。大学の広報活動や学生

る。デジタル技術が社会インフラとし

習環境を発信し、地域・社会とのつな

募集にとって少なからぬ効果を持つこ

て定着している今日、大学教育がデジ

がりを深化させる。学生に加え、保護

とが示されている。

タル化・オープン化の流れに逆らうこ

者、卒業生や企業・自治体など、大学

とは困難であろう。

を理解し、関わりを持つステークホル

加えて、オープン教材を教科書とし
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教育コンテンツがオープンになるこ
とは、それぞれの大学が有している教

て使えば、教科書代の節減になり、ひ

このことはすなわち、大学が教育コ

ダーが増えることにより、地域貢献や

いては学生が支払う教育コストを下げ

ンテンツを提供する対象を学生に限定

連携のきっかけが生まれやすくなる。

ることにもつながる。またMOOCをオ

し、学生をキャンパスに「囲い込む」こ

学生募集や広報も活性化するだろう。

ンライン教材として授業に使い、ブレ

とが不可能になりつつあることを示し

「オープンエデュケーションの時

ンド型学習（Blended Learning）に用

ている。これからの大学はどのような

代」において、それぞれの大学はこれ

いることも可能である。

道を取るべきであろうか。

までの常識や前例にとらわれない、新

ブレンド型学習の一形態として授

一つの選択肢は、デジタル化した社

たな大学教育へのアプローチを生み出

業前にオンライン教材で予習し、授

会、オープン化された「知」と共存す

すことが求められる。オープンエデュ

業では知識確認やディスカッションな

ることである。オープンな教育コンテ

ケーションの活動に参画する、しない

ど、知識を使う活動を行う反転授業

ンツを大学の認知度向上に役立て、大

にかかわらず、大学は自らが置かれた

（Flipped Classroom）があるが、ア

学教育に学内外のオープンな教育コン

社会の変化を捉えながら、それぞれの

メリカの一部の大学ではMOOCを反

テンツを取り入れることによって教育

大学の特色や強みに応じた活動を、そ

転授業用のオンライン教材に用いる。

の質を高める。もちろん、大学教育は

れぞれの大学でしか成し得ない形で実

MOOCを予習時に受講させ、授業内容

教育コンテンツを学生に提供すること

現する道筋を真摯に考える時期に差し

に対する学生の理解度を高め、双方向

だけでは完結しない。大学はブレンド

掛かっている。
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