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・新しい時代のグローバル人材育成について、教育の果たす役割  
・高等教育機関の国際競争力 
・基礎教育における課題 
などの、教育に関わる諸問題について、教育界と実業界のメンバーが集結し、 
「新しい教育のビジネスモデル構築」への模索・提言を行う目的で2011年から研究会を開催しています。

 
【研究会委員】　＊50音順 
　奥島　孝康	 （早稲田大学　元総長・名誉教授） 
　関口　和一	 （日本経済新聞社　論説委員・編集委員） 
　前原　金一	 （公益社団法人 経済同友会　副代表幹事・専務理事） 
　武藤　敏郎	 （株式会社大和総研　理事長） 
　村井　勝		 （TXアントレプレナーパートナーズ　代表・ファウンダー、コンパックコンピュータ株式会社　元社長） 
　鷲山　恭彦 	 （東京学芸大学　元学長・名誉教授） 
 
　岸田　徹		 （株式会社ネットラーニングホールディングス　代表取締役会長） 
　 

　【事務局】 
　　中村　久哉 	（株式会社ネットラーニングホールディングス）　 
　　渋谷　高弘	 （日本経済新聞社　編集委員） 
　　藤田　耕司	 （藤田公認会計士・税理士事務所代表、静岡産業大学　非常勤講師）

「教育問題研究会」とは
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◆ テーマ：「オープン・エデュケーション」 

◆ 日時：2012年11月2日（金）16：00～18：00
◆ 場所：東京帝国ホテル　4階　橘の間
◆ 出席者：
【ゲスト講演】
福原美三氏（明治大学国際総合研究所特任教授　日本オープンコースウェア・コンソーシアム事務局長）

【研究会委員】　＊50音順 
　関口　和一  （日本経済新聞社　論説委員・編集委員） 
　村井　勝（司会） （TXアントレプレナーパートナーズ　代表・ファウンダー、コンパックコンピュータ株式会社　元社長） 
　鷲山　恭彦   （東京学芸大学　元学長・名誉教授） 
 
　岸田　徹  （株式会社ネットラーニングホールディングス　代表取締役会長） 
 
【事務局】 
　　中村　久哉 （株式会社ネットラーニングホールディングス）　  
　　渋谷　高弘 （日本経済新聞社　編集委員） 
　　藤田　耕司 （藤田公認会計士・税理士事務所代表、静岡産業大学　非常勤講師）

【傍聴】
木下真理子氏（株式会社ネットラーニングホールディングス　執行役員　広報部　部長） 
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村井氏：今回はMITが始めた「オープン・エデュケーショ
ン」をテーマに、福原さんに講演をお願いします。

最近、日本でも大学の秋入学の話などが出てきております
が、世界がオープン教育を積極的に導入している現状に比べ
ると、教育問題のとらえ方にますます大きな格差が生まれて
いるように思われます。教育問題を部分的な改善として取り
入れるのではなくグランドデザインそのものに手をつける必
要があるのではないでしょうか。次回には締めくくりとし
て、岸田会長からｅラーニング全般についてまとめをいただ
きたいと思っています。

では、福原さん、よろしくお願いいたします。

福原氏：私はNTTにおりまして、80年代から社内教育の研究
をはじめ、94年に日本初のウェブ・ベースのトレーニングシ
ステムを開発。98年にそれをベースとしたｅラーニング事業
をNTTの中で立ち上げました。

2005年から慶応義塾大学に移りましたが、基本的にはICTを
活用した教育に取り組んできました。慶応では、日本オープ
ンコースウエア・コンソーシアム（JOCW）の代表幹事とし
て活動してきました。国際組織のOCWのボードメンバーも、
この４月まで務めておりました。そういう立場からお話をさ
せていただきます。

まず言葉の定義ですが「OCW（オープンコースウェア）」と
いうのは、2000年にMITで提案されました。コンセプトは、
大学で正規に提供された講義情報を、インターネットで無償
公開するというものです。MITは07年を目標に、同大学のす
べての講義をネットで公開すると宣言したのです。ヒュー
レット・パッカードのウィリアム＆フローラ・ヒューレット
財団とメロン財団から資金援助を受けています。

セクション 1

問題提起ー現状報告
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現在、OCWはMIT以外にも広まり、世界の200以上の大学か
ら2万科目以上が公開されている状態です。

OCWに目を付けたヒューレットはUNESCOを巻き込み、
2002年にパリで会議を開き、OCWの概念をさらに広げ、発展
途上国などの教育向上に役立てるという「OER（オープン・
エデュケーショナル・リソーシズ）」という構想を立ち上げ
たのです。最近では今年６月、UNESCOが「2012パリOER宣
言」を採択し、各国の正式代表に対し、OERについて政府レ
ベルの積極的な推進を要請するというメッセージを発信しま
した。

我が国の状況を申し上げますと、最初は比較的早く飛びつき
ましたが、世界各国がどんどん動きを加速しているのに比
べ、停滞しています。マレーシアで行われたUNESCOのOER
会議にも、日本政府は正式代表を送れないありさまです。

OCW / OERは面的・量的のみならず、質
的な広がりも進んでいます。最初は「大
学の講義ノートの公開」という、いわばフェイズ１だったの
ですが、それが「映像・動画を含めた講義内容の提供」とい
うフェイズ２になり、学習している人が意欲を高められるよ
う学習者同士がやり取りできる「学習コミュニティの形成」
というフェイズ３ができ、さらには「学習者が一定のスキル
に達したことを認定する仕組み」というフェイズ４が登場し
てきたわけです。

岸田氏：これが最近10年ぐらいでの変化ですか。

福原氏：はい、フェイズ1は2004年ごろ、MITの動きですが、
フェイズ２～４となると、MITだけでなく世界中で様々な動
きが出てきたのです。そしてフェイズ５として、今まさに
「Big Data」などが話題になっているわけです。

次に具体的に、MITのOCWについて紹介します。MITのOCW
を紹介するサイトでは、OCWとは何か、ということが４つほ
ど書かれています。

第１が「OCWはMITの教育そのものではない」ということで
す。「OCWによってMITの講義ノートがみられるなら、MIT
に行かなくていいじゃないか」と考える人がいるかもしれま
せんが、そうではない。MITの教育というのは２~４年、MIT
のキャンパスにおいて教員や学生と交流したり、MITの空気に
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触れたりすることも含むものであって、MITの講義ノートが
公開されているからといっても変わるものではない、という
ことです。

次に、現在では変わってきているのですが、「OCWについて
単位の認定などはしません」と断っています。

さらには「OCWではMITの教授へのアクセスはできません」
とか「OCWが授業のすべての要素を含むものではない」とも
断っています。

MITがどのくらいのOCWを公開しているのかというと、現在
2,000科目以上です。講義ノートから始まったので、そのタイ
プが多いのですが、課題とか定期試験などもたくさん出てい
ます。最近は音声情報や映像情報も増えてきています。

ところで、アップルがやっているiTunesに「iTunesＵ」という
大学のコンテンツのチャンネルがあります。実はこれ、OCW
と関連があって、 iTunesＵは最初、スタンフォード大学の授
業の公開からスタートしていますが、スタンフォードはMIT
とライバル関係にある大学です。だからMITがOCWを始めた
時、そこで公開するということはよしとせず、（地元企業
の）アップルと組んで、iTunesＵで授業の公開を始めたという
事情です。そしてMITの方はiTunesＵの方でも公開していると
いう関係になっています。

次にMITがOCWについて公表している、
興味深いレポートをご紹介します。

MITに入学した新入生のうち35%がOCWを知っており、大学
を選ぶ際にOCWの存在が大きく影響したとアンケートに答え
ています。OCWで教授の授業を見てインパクトを受け、他の
大学ではなくMITを選んだということです。高校生がそれだけ
OCWを見ているというのはある意味すごいことです。

次に、90％の学生がOCWを見て、自分の授業、あるいは受け
たいと思っている授業をチェックしているということ。そし
てもっと驚くのは、卒業生の半分が「OCWを知っている」で
はなく、「OCWを使っている」と言うのですね。アメリカの
場合、大学を卒業して社会に出てからも、また大学に戻って
再教育を受ける機会が多くありますから、大学の存在という
のが、社会人にとっても身近だということがあるのでしょ
う。アメリカの大学だと学生の３割ぐらいが社会人、と言わ
れていますので。日本は極端に少なくて３％程度と言われま
すが。

村井氏：それは非常によいことですね。

福原氏：はい。で、これらは何を言っているのかといえば、
大学側にとってOCWというのは、入学者や卒業生を含めて学
生のロイヤルティを高めるのに使える、ということです。MIT
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の場合、ロイヤルティを高めて卒業生から寄付を集めること
にも役立ったということです。

それから、教員の３割はOCWをみて講義の改善に役立ててい
ます。そしてこれは日本から見れば驚きですが、教員の８割
は「同僚の講義でよいものがあれば、自分の講義に取り込ん
で使っている」というのです。教員が互いの講義を高める相
乗効果が出ているということです。

それからもう少しおもしろいプロジェクトとしては、例えば
アフリカなどの国から来た留学生に、OCWの内容をハード
ディスクにコピーしてあげて、お土産として自国に持ち帰らせ
てあげているのですね。

というのは、ご存知のようにアフリカの国々と他国とのネッ
トワーク回線は弱く、アフリカからMITのサイトを閲覧する
と速度がとても遅くなってしまう。でも主要な国立大学の
キャンパスLANは整備されているから、ハードディスクにコ
ピーしてあげれば、それをもとにミラーサイトを開設して、
快適に使えるのですね。ということで海外にMITのOCWのミ
ラーサイトは、すでに百数十あるということです。

ここで、実際にOCWに掲載されている教授の講義を見てみま
しょう。中でもリッチなコンテンツでは、動画、音声、そし
て映像の下には字幕まで出てきます。テープ起こしした全文
が載っているのもあります。どうやってテープ起こししてい

るかわかりませんが、おそらく機械力プ
ラス人力でしょう。

ある先生の場合、すべての講義でそこまでやっていますが、
そこまでやっている事例はまだとても少ないです。このペー
ジにはアマゾンとリンクしていて、この先生が使っている教
科書をすぐに購入することもできるようになっています。

村井氏：このあたりなども、日本の教育とはだいぶ違うと思
うけれど、先生が使っている辞書みたいなものも、全部、公
開してしまうわけですよね。そうすると生徒に授業をすると
きには、先生はさらにその上をいかなければ、先生の価値が
なくなってしまいますね。

福原氏：この先生はテストと回答も出していますが、当然、
テストは毎年変えないといけないわけです。まあ、これは一
番、充実している内容です。実際に最もシンプルなコンテン
ツとしては、先生の手書きのメモを掲示しているだけのもの
もあります。先生の判断で、その先生が出したいものを出
す、ということが基本になっています。

ですので「すべての講義を公開する」というコンセンサスは
ありますが、何を公開するのかは、担当教員に依存している
ということです。これがMITのOCWです。

村井氏：私もいろいろ見ましたが、ビデオはまだまだ少ない
ですね。
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福原氏：はい、ビデオはまだまだ少ないです。さて、もう少
しOCWの現状の話をしておきたいと思います。

国際コンソーシアムも最初はMITの傘下で活動していたのです
が、2008年に独立したNPO法人になっていまして、加盟して
いる大学、アフィリエイト機関が現在は合わせて46か国、
300弱あります。国ごとにみますと、アメリカが56と多いのは
ある意味当然ですが、その次がスペインの39です。それから
台湾の29、日本の25、韓国の23、中国の15ですが、特徴は２
つあります。

ひとつはアジアが上位にあるということ、もうひとつはスペ
イン、ブラジル、ベネズエラ、コロンビア、メキシコ、チリな
どありますが、要するにスペイン語圏、ポルトガル語圏が目
立つということです。スペインの大手銀行のサンタンデール
銀行というのがあって、ここがスペイン国内のOCW機関のス
ポンサーになっています。

これは私の解釈ですが、スペイン語、ポルトガル語のコンテ
ンツをどんどん公開すると、世界中のスペイン語、ポルトガ
ル語圏の人々の文化・教養レベルの向上につながります。そ
れは経済レベルの発展にもつながります。当然、銀行へのリ
ターンもあるわけです。

アフリカも積極的で、２つのOCWの普及組織が活発に活動し
ています。

アジアの状況についても説明します。ま
ず韓国ですが、国際コンソーシアムに加
盟している大学は23で、日本より少ないのですが、実際に
オープンコースウエアを公開している大学は127あります。
オープンコースウエアを公開することに対して韓国政府が助
成金を出していることが背景にあります。公開コース数も
2,000以上あります。台湾も積極的で、コンソーシアム加盟大
学は26あり、これは全大学の15％です。トップ10大学のうち
9大学が行っています。ビデオ配信が非常に活発です。

そして日本ですが、スタートは大々的に始まりました。2005
年5月13日に東大、京大、阪大、東工大、早稲田、慶応の６
大学が記者会見をして、日本もオープンコースウエアを本格的
に進めるということを発表したわけです。この時点で、それ
ぞれの大学が10科目程度をそろえてスタートしました。

その後も順調に公開科目は増えていますが、世界の動きとし
て参加大学と公開科目がどちらも増えて２次関数的に増えて
いるのに比べて、日本はそうなっていません。また、どうし
ても日本語のコンテンツが多く、英語のコンテンツは100～
200しかないのです。国際的な交流という観点からは微妙な課
題になっています。

その点、台湾では世界中のチャイニーズ・コミュニティーの
ボランティアによりMITのコンテンツを中国語に翻訳するプロ
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ジェクトが当初からありました。日本では残念ながら、そう
いうことができておりません。

加盟機関自体も大学、企業など現在約40ですが、近年はやや
頭打ちになっています。主だったところがすでに入ってし
まったということと、コンテンツの質を担保するために大学
の正式な承認のもとに加盟してもらっているという面もある
からです。

さて、先ほども少し触れましたが、最近はOER（オープン・
エデュケーショナル・リソーシズ）という、さらに広い概念
の発展的な活用が進んでいます。「Open Study」「P2P 
University」「OER University」といいまして、先ほど説明し
たフェイズ２（リッチコンテンツ化）、フェイズ3（学習コ
ミュニティ形成）、フェイズ４（スキル・達成度認定）を
やっている団体です。

「Open Study」はコミュニティをやっている団体です。先ほ
どOEWでは大学の教員や施設は使えないということを申し上
げましたが、Open Studyは、学生が同じ内容を学んでいる学
生との間で質問をしたり、助言したり、つながりを持ったり
できるサイトを運営しており、これはジョージア工科大発の
ベンチャーがやっている活動です。それがMITとつながって、
ソーシャル機能のあるサイトになっています。

それからP2P Universityですが、これは
P2Pですから草の根的な活動で、世界中
にいる教育者が個人的に学習者のサポートをしてあげるとい
う動きです。ある程度のレベルまで学習が進むと、そのサ
ポート役の人が学習レベルを認定してあげてバッジを進呈し
て、それがコミュニティの中で通用するという仕組みを動か
しています。

もう少し組織的な動きをしているのがOER Universityです。こ
れも世界中でOERコンテンツを使っている人たちのモチベー
ションを高めてあげようというコンセプトで、それには公認
の高等教育機関が認定してあげることが最も重要だというこ
とで、そういう枠組みをスタートさせています。世界中の大
学が公認の認定機関として手を挙げており、UNESCOも正式
にサポートしています。

国別でみると、英連邦の国が多いです。どういうことかとい
うと、OERで学んでいる人が自分のスキルを認めてもらいた
いと思った時に、認定のプログラムが提供されます。それに
合格すると、最終的には正式な学位として認定されるという
ものです。

そして今週の「ニューズウィーク」誌でも紹介されている最
新の動きが「MOOCS(Massive Open Online Courses)」で
す。
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これは大規模なオンライン大学のコースを提供するというも
ので、大きなプロジェクトとしてCourseraとMITxがありま
す。

Courseraは昨年の秋にスタンフォード大学の２人の教授が立
ち上げたベンチャーです。

Coursera    https://www.coursera.org/

オンラインコースで20万人が集まったということで、Massive
と言っているわけですが、カリキュラムの内容も細かく分か
れており、自動採点の仕組みを取り入れていると同時に、学
習者間で助け合いながら学習到達を目指そうというプロジェ
クトです。現在、数十の大学が参加しています。

もうひとつ、似たようなものが、やはり
スタンフォードの教授2人が立ち上げた
Udacityで、こちらも16万人が参加しています。

Udacity     https://www.udacity.com/

次に、スタンフォードと並んでMOOCS (Massive Open 
Online Courses) に取り組んでいるのがMITで、MITxというプ
ロジェクトを進めています。背景としてはOERの広がりが
あって、MITとしてもOERをやろうということになったわけ
ですが、MIT本体ではいろいろ制約があるので100%出資の子
会社MITxを作り、ここがオンライン教材を提供しています。
認定するのもMITxです。
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MITx  https://www.edx.org/university_profile/MITx

MITxではすでに最初のサンプルプログラムが始まっていて、
一定の期間内でしっかりと終わらせる、しっかりとした内容
です。これには15万人が申し込みました。2万7,000人が最初
の問題まで到達し、中間テストをパスしたのが9,000人で、単
位認定までたどり着いたのは7,000人です。

15万人がどこから申し込んできたかというと、トップ３は米
国、インド、英国ですが、それに次ぐのはコロンビア、スペ
イン、パキスタン、カナダ、ブラジル、ギリシャ、メキシコだ
とプロジェクト・リーダーが述べています。

edX  https://www.edx.org/

さらに大きな枠組みが「edX」です。これはMITとハーバード
大学が提携してオンラインプログラムを提供するプロジェク
トです。MITxを拡張して両大学の講義を配信するというもの
で、最新の情報では、そこにUCバークレーとテキサス大など
が加盟しました。これは学習者の学習ログが記録され、課題
やテストもオンラインで提供されます。

さらに関連してこの９月にはMITxが英出版社のピアソンと提
携して、オプションで認定のテスト環境を提供すると発表し
ています。認定のクオリティを担保しようという動きです。
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このように今年になって、MOOCSと呼ばれる動きが加速し
ています。MITとハーバードの学長がedXについて口をそろえ
て言っていましたが、「edXはMITとハーバードが新たなオン
ライン教育のビジネスを始めるというものではない。オンラ
イン教育を通じてBig Dataと呼ばれる膨大な記録が蓄積さ
れ、それをMITやハーバードの教育の中に生かしていくという
試みである」ということです。あのビル・ゲイツ夫妻がやっ
ているビル＆メリンダ財団が資金協力してゆくという話も浮
上しています。

さて、ここまでの話をまとめますと、オープン・エデュケー
ションは2004年ごろにMITが火をつけてスタートし、それか
ら10年たって、今やグローバルな大規模オンライン学習環境
がどんどん整備されてきているというわけです。そしてMITと
ハーバードの学長も指摘しているように、そこで蓄積した膨
大なデータを研究に用いることで、大学の教育を変えてゆこ
うというのが、米国を中心とした世界の大学の強い問題意識
になっています。

これに対して日本は、まだ教育のオープン化の第一歩につい
てすら、非常に感度が低いというのが現状です。

以上が私からの報告となります。
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村井氏：NHKや日経といったメ
ディアにもたくさん素晴らしい
コンテンツがありますが、そう
いったものも学習のマテリアル
として使えるものもあると思い
ます。カリキュラムの中に入れ
ていくと、また新しいコンセプ
トが生まれてくるのではないで
しょうか。

関口氏：日本は個人情報保護法の問題とか著作権保護の問題
とか、何かと理由を付けて情報を出さない国になってしまい
まして。NHKもライブラリを持つくらいのコンテンツを持っ
ているんですが、それが一般には公開できない状況です。

村井氏：BBCとか米国の大学などで公開できるのはなぜなの
でしょう。

関口氏：BBCは法律によって国民から受信料を強制的にとる
仕組みがあります。そのため国民から集めたお金で作ったコ
ンテンツは国民のものである、という考え方が徹底されてい
るので、基本的には開放しなくてはならないんです。開放の
仕方も、NHKは放送番組というスタイルだけですが、BBCに

は情報を広くシェアするという意図の元で、最新の技術を
使ってシェアしなければならないという考え方があります。
インターネットが普及したらインターネットを使って情報を
公開しなくてはいけないという枠組みです。今回のオリン
ピックでもそういった動きがどんどん出てきていますね。

日本の場合は、放送番組というコンテンツを壊したくないの
で、インターネットには情報は流したくないのです。イン
ターネットに流すと著作権法を無視して情報が無償でコピー
されてしまうという発想があるため、なかなかこういう流れ
にはならないのですね。

福原氏：今のお話で、コンテンツとしての権利を守る、コン
テンツに価値があるという考え方の一方で、最近の動きを見
ていて明確になってきているのは、コンテンツそのものに本
当に価値があるのか、コンテンツを受け取った側がその受け
取ったことによって付加価値が生じてはじめて価値として顕
在化するのではないか、という考え方です。同じコンテンツ
で誰もが同じ付加価値を受けとるというわけではないですか
ら。

コンテンツそのものには価値はなく、それをどう受け取っ
て、それをどう価値につなげたかという発想がまず重要だと

セクション 2

ディスカッション
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いう考え方ですね。このコンテンツ一部いくらという考え方
は意味がないということです。

関口氏：うちの会社でも昔は会議資料として新聞記事情報を
コピーして配るのは大目に見ていたのですが、ある段階から
法務部が著作権云々として、１部まではいいけれども２部以
上コピーする場合は有料にする、というようなことを言うよ
うになりました。

先生がおっしゃるようにメディアである以上、みんなに見ら
れてはじめてメディアの価値が上がるということを十分理解
していないということですね。

福原氏：知識というのは使って減るものではなく、それが循
環することによって付加価値を生む財なんだ、という考え方
は昔から言われ続けていますが、実態とは乖離しています
ね。

渋谷氏：数年前に著作権法の改正論議があった際に、フェア
ユースという概念、つまりこういうことに使うのであれば、
コピー等の複製を許していくことも盛り込んだ方がいいので
はないか、という論議がありました。

結果としてフェアユースは不正なコピーを助長する可能性が
あるということで、日本新聞協会は完全に反対し、日本経済
新聞社は当初は認めてもいいのではないかというスタンスを
とっていましたが、協会に説得されて反対に回りました。

村井氏：日本の大学においてコンテンツ
の公開というのはどうなのでしょうか。

関口氏：日本の大学の先生の中には十年間同じ帳面で授業し
ている方もいらっしゃるんですね。もちろんクリエイティブ
な授業を展開している方もいらっしゃいますが、そうでない
方もいらっしゃいます。こういう方たちはコンテンツが大っ
ぴらに外に流れることを嫌がるのですね。

なぜかと言うと、日本の教育そのも
のが明治以降、海外のものを日本語
に翻訳して卸のように流すというや
り方が主流でしたので、そのネタを
明かすと授業にならないという状況
だったのです。考えることを教える
とか、学生にクリエイティブに何か
を作らせるとか、こういう授業のや
り方をやっていなくて、単なる知識
の卸売をやっているから、そういう
議論になってしまうのです。

村井氏：今回のケースは、すべての先生に強要しないで、積
極的に参加する先生だけを対象にするわけですから、後ろ向
きの先生と先進的な先生とがいらっしゃるといっても、先進
的な先生が表に出てくると、日本の大学も、右へならえで普
及するかもしれませんね。
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鷲山氏：問題は公開されたコンテンツの見られ方や使われ方
がどこまでフォローできているかだと思うのですが。実際に
フォローはできていますか。

福原氏：できています。

鷲山氏：そのフォローは各大学で見るのか、業界として全体
的に見るのかという点はいかがですか。

福原氏：コンソーシアムというところではすべてのデータを
集約して管理していますが、基本的には各大学がサーバーを
設置して、大学ごとに分析しています。ただ、その情報は共
有しようということで、大学同士のコンセンサスが得られ始
めています。

日本の大学でも、例えば東工大などは、アクセスランキング
をトップページで出したりしています。基本的には、どれだ
け見られているかということについての先生へのフィード
バックや社会へのフィードバックをやっていく方向です。一
例として、アクセスランキングトップ10という形で見ること
ができます。

日本の中では東工大が一番公開数が多く、今は1,314講義あり
ます

鷲山氏：公開講義数が多くて、学生もしくは一般の方が見る
回数も多いということですね。

福原氏：そうですね。クリティカル・マ
スという言葉がありますが、あるところ
までくると相乗効果が働いてきます。そうすると多くの学生
が見るようになり、学生からの評価も高くなってきます。

どのくらいの数がクリティカル・マスと言えるのかについて
は議論がありますが、全講義の２割～３割がそういう形をと
ると、相乗効果が出てきますね。

関口氏：講義を公開することで、教員は大学の中で評価され
るのですか。

福原氏：ほとんどのところでは、教員の評価のうち、教育的
評価というのは極めて低く、研究評価が圧倒的に高いです。
残念ながら日本ではこういう活動をしたことを評価しようと
いう大学は例外的だと思います。一般的にはこういう活動を
したことは先生の業績評価には反映されていないと思いま
す。

関口氏：ただ、学生はお金を払って大学に来ているわけです
から、学生に情報提供するのは当然だとしても、お金を払っ
ていない人たちに対して大学の費用で作ったものを公開する
ということはどう受け止められているのでしょうか。

福原氏：MITのレポートでは、公開することが、費用を払っ
て大学に来ている学生の権利を侵害したかと言うと、そうで
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はないと言っています。むしろ、公開することにより大学の
評価が高くなり、優秀な学生が集まってきて大学の将来価値
が高まることは、在学生にとっても有益なことですよね。

村井氏：それはMITの理論と思いますが、日本の大学ではい
かがですか。

福原氏：その点は日本ではほとんど理解されていないです
ね。しかし例えば先ほどの東工大では、基本的に全講義を公
開することを目指しましょうという方針を作っています。

渋谷氏：日本の大学の成功事例として検証する価値があるか
もしれませんね。

村井氏：これだけオープンになっていれば利用者の方がもっ
と増えてもいいと思います。利用者からのフィードバックが
出てくれば、こういうものを推進するプレッシャーになると
思うんですが。

福原氏：この点について６年間ずっと世
論調査をやってきています。大学の講義
公開ということに対して、どういう意見を持っているかにつ
いて、インターネットでのリサーチを使って、10代、20代、
30代、40代、50代、60代までで各世代200人ずつ、計1,200人
のサンプルをとって調べています。その結果、二つ問題が浮
かび上がってきました。

一つは、こういうことをやっていることに対してほとんど知
られていない、認知度が非常に低いということ。一部知って
いるという人でも２割ぐらいでした。もう一つは、こういっ
た講義がある場合、使いたいですか、という質問に対して８
割が使いたいという回答がきています。ですので、潜在ニー
ズは非常に高いということですね。

村井氏：プロモーションがうまくいっていないということで
すね。

福原氏：プロモーションもうまくいっていませんし、資金源
でも苦戦しています。海外のヒューレット財団やスペインの
銀行のようなビッグスポンサーが日本にはいません。各大学
がそれぞれの予算や裁量の範囲内で行っている状況です。

岸田氏：戦前、「早稲田大学講義録」という爆発的なベスト
セラーがありました。早稲田大学の講義録そのものを書籍に
したのです。これがすさまじいベストセラーになりました。
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そういう意味で、大学の講義公開の有用性が広く認知される
可能性はあると思います。

お話を伺って感じるのは、大
学で学習というものの比重が
大きく変わりつつあるという
ことですね。学習というのは
実は教材だけでは難しいんで
す。本当に優秀な人は教材だ
けでもやりぬいていくのです
が、８割、９割以上の人は学
習プロセスが大事なんです
ね。そこを同じ学習者とどう
共有できるか、どういうサ

ポートがあるか、この辺がオープンコースウェアの最大の課
題であると思います。

福原氏：今おっしゃっているのはBig Dataを持つ大規模な学
習者集団のことだと思うんですが、そういったところは基本
的に数万人以上という規模ですから、個別対応は元々できな
いわけですね。その中で学習者コミュニティにおいて、どう
いう学習サポートというのが実際に在り得るのか、というと
ころが論点ですね。

岸田氏：私はOER Universityに非常に注目しています。こうい
うことが起きた結果、大学で何が起きているかというと、

「反転授業」という言葉が使われ始めて
いるんですね。これはどういうことかと
いうと、講義は自宅で受けてきなさい、そして大学に来たら
ディスカッションをやりなさいと。この反転授業がものすご
く注目され始めています。

この発想の反転授業をそろえてしまうような教育機関を新し
く作ってしまおうと思っています。授業などはMITの授業教材
を使って自宅で自分で学習してきなさい、そしてうちの大学
ではその講義をベースに学習支援をしたりディスカッション
したりしますと。例えば、日本でOER専門の大学を作って、
これをもし文科省が認可すればすごいことになると思うんで
すね。

世界中の大学のフリーの教材を使って、ベストの授業を受講
して授業をやります、そういうOER Universityの可能性を私は
ものすごく注目しています。

福原氏：リソースとしては可能になってきていますね。学習
用のところを大学の制約から切り離してあげると非常に面白
いことになると思います。私は実際に慶応大学の経済学部の
講義で同じようなことにトライしたことがあるんです。

オープンコースウェアとして昨年の講義が全て録画されていま
したので、学生にその講義を事前に見てきて下さいと、そし
てそれを見てきた前提でディスカッションしましょうと、そ
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の後、課題設定があって、という流れでコントロールした日
本経済史という講義をやったのですが、その講義に対して学
生の評価は非常に高かったのです。

岸田氏：私はロンドン大学の設立の歴史も非常におもしろい
と思います。ケンブリッジ大学やオックスフォード大学は庶
民の側には全然解放されていなかった。それに対して、この
試験を合格すれば大学卒業と認めますという、ものすごくユ
ニークな大学を設立していったのです。

鷲山氏：知識や情報や考え方を学ぶという講義スタイルを情
報ツールで転換して、大学に来たらディスカッションとい
う、岸田さんが今言われた「反転授業」は、なるほど、理想
的な大学の在り方だと思います。ただ、大学というスペース
でどのような形でディスカッションを展開するのか、空間、
時間、在り方の課題が残りますね。今の話は教材提供をどう
するかということですよね。

福原氏：いろいろな問題が浮き彫りになってきて、走りなが
らチャレンジして解決していこうというのが欧米系のアプ
ローチです。走り出す前にまず議論して議論のところで止
まっているのが日本。

岸田氏：ですから、既存の日本の大学ではなくて、そういう
OER Universityを新しく作ってしまおうと。

福原氏：それは世界の流れから見たら時
間の問題だと思います。日本はそういう
点にセンシティブなところがあって、どんどんチャレンジし
始めているよ、という動きを出す必要があります。

鷲山氏：OER Universityを作るとい
うことは、コンテンツ提供だけで
なくて、ディスカッション中心の学
習コミュニティーをどう作るか、
学んだ成果をどう認定するかの問
題もあるわけで、それはキャンパス
のいらないバーチャル大学ではな
くて、肌も触れあえ、共同の生活
もある大学をつくるということな
のでしょうか。どうも私は既成の
枠に囚われて、バーチャルな在り方がうまく想像できないの
と、学生相互が生身で共有する時間と空間は決定的に大事だ
と思っていますので、今までの大学が変革されて、この間お
話しを伺った国際教養大学のような新しい環境を作るという
ことでもあるのですね。

福原氏：OERはどんどんそういう活用をして下さい、使って
下さいという趣旨です。

関口氏：最近、電子教科書の問題がありますが、それとこの
話は繋がってきませんか。

17

 iBooks Author



福原氏：電子教科書はむしろ使いやすいフィールドにはなり
ますね。ただ、電子教科書そのもののアプローチとは独立で
すね、今のところは。

関口氏：ただ、これだけのコンテンツがあるわけですから、
端末の受け皿とそのプラットフォームがあれば活用できると
思うのですが。

岸田氏：教科書検定とか国定というのはアジアだけで、日本
と韓国と台湾ですね。例えば、台湾ですと電子教材の冒頭に
文部大臣のあいさつが出てきます。日本だけが取り残されて
いて、韓国とか台湾とかは進んでいるんですよ。

日本でももし電子教科書が出てくれば、将来的にクラウド化
すると思います。クラウド化すると検定とか不可能になるん
ですね。ですので、電子教科書が持っている本質的なものを
文科省が感じ取ると、ある面でブレーキをかけることもある
かもしれないですね。

関口氏：私も文科省の電子教科書の懇談会に入っていて、２
年間議論しましたが何も決まらなかった。教科書屋さんや大
学の保守的な先生たちなど足をひっぱる人ばかりなんです。

村井氏：そういうことをやっていると何も進まないですね。

渋谷氏：国を関与させると前に進まないので、民間で進めて
いかないと。

岸田氏：その通りだと思います。昔、私
が小中学校の教材を扱っていた時に、あ
る日突然、朝日新聞の一面を使って「電子教材も検定対象」
という記事が出たんですよ。今からこの記事を読むとまた面
白いと思うんです。教科書の他に教材も検定対象と。

ですので、電子教科書となると民間教材がクラウド化しなが
ら、学校にどんどん入ってくるのかなと思います。国の動き
を超えた民間の動きが流れを変えていく可能性が強いと思い
ますね。

福原氏：MOOCSという最近の動きはアメリカの圧倒的な力
を背景にして動いています。ヨーロッパがそれに追随するか
というと、そうはならない可能性があるんですね。アジアの
オープンユニバーシティ関連のコミュニティも、いわゆるオー
プン・エデュケーションに対する捉え方はかなり積極的です
ね。アジア、except Japanですけど。

村井氏：教材は何でもいいわけですよね。ここで議論に出て
いる教材だけではなくて、過去のあらゆる教材を家で学習し
てきなさいと、それを前提にディスカッションすればいいわ
けですよね。

鷲山氏：初等中等教育は人類の知的成果の学びですから、知
識の伝授が主流になるのはやむをえないとしても、大学は学
習の場でなく学問の場で、まさに問うことを学び、学ぶこと
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を問うわけですから、ディスカッションが本質です。今や情
報知識のコンテンツには幾らでもアクセスできる、それを基
礎にディスカッションできる。すごい転換だと思います。知
識や情報を自分の体験や考え方とぶつけ合いながら、みんな
と議論していく、このプロセスが中心になって、まさに大学
が大学らしくなっていく。

関口氏：アジアが一生懸命で日本が一生懸命でないというの
はインターネット普及のbefore、afterで大きく変わると思う
んですよ。アジアは幸か不幸か、かなりの国が植民地化され
て、英語を使わざるを得ない環境にあった。それと国が元々
小さいわけだから、母国語に翻訳してやるほどにはお客さん
がいない。ですので高等教育は元々英語でやっていました。

そこにインターネットが普及してきたわけだから、アメリカ
の教材をそのままもってきて使えてしまうわけです。この流
れはアメリカのコンテンツをただで使える非常にいい機会な
わけです。

ところが、日本は国が大きいものだから、翻訳して日本語で
教えていたんですね。そうすると大学の先生も新聞社も出版
社も翻訳で商売してきたから、インターネットでそのまま生
の情報が入ってくると困るので、そういう流れを止めようと
したわけですよ。

90年代の中頃、インターネットが普及し
始めた頃から日本の国際競争力が一気に
落ちて行ったのは、そういう作用が働いたためで、技術的に
世界で孤立してしまいました。その結果がパナソニックや
シャープの業績不振につながっている。新しいデジタルの技
術が国際的なコミュニティとかサロンの場で決まっていくわ
けです。日本はその中に入っていけていないのですね。

福原氏：そういう点では韓国は非常に戦略的ですね。

関口氏：韓国も97年のアジア通貨危機で国が倒れたわけで
す。その前までは日本が一番だったので、日本の方式を学ん
でいたんですが、通貨危機を克服する時点で彼らは日本方式
を捨てたんですね。そこでIMFが入ってきてアメリカ方式に変
わり、インターネット、ブロードバンドが普及し、そこで韓
国の仕組みが全く変わりました。

日本がサムスンに対してアレルギーがあるというのは、日本
が悠々としていた頃の感覚のまま、日本が韓国を上から目線
で見ているからなんですね。ところが、韓国は国が全く変
わっている。

村井氏：そういう意味では今は日本にとってラストチャンス
なわけじゃないですか。

福原氏：ASEAN統合の話で2015年が一つのターゲットです
が、ASEANの国々の中では「教育のポータビリティ」という
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のが重要な問題になっています。それに対して韓国が動いて
いるんですよね。じゃ、自分のところで共通のインフラを作
りましょうとか、LMSを共有化して韓国製のものを提供しま
しょうとか。バックに国がついてやっています。

関口氏：韓国は電子教科書導入が進んでいるわけですけど、
日本はその入り口のところで議論している段階ですね。

鷲山氏：日本は本当に発展途上の感じですね。教員免許更新
制にあたってeラーニングを初めて導入しましたが、検定や単
位認定の新しい基準をつくって新しい状況に対応しないと。
民間ベースで実績を積み挙げて行くことが、変革への圧力と
いう意味で非常に大切なのですね。

関口氏：たとえば文科省では、大学のスクーリングについて
日数要件を決めています。最近は月曜日が振替休日になって
休みになっているにもかかわらず、数をこなすために月曜日
にわざわざ授業をやるんです。

福原氏：このeラーニング化の時代に、文科省がここ数年大学
にしきりに言っているのは、単位の実質化といって、15コマ
ちゃんとやりなさいと。それをeラーニングに置き換えるとは
何事だと。

村井氏：とんでもない話ですね。

渋谷氏：私も次回取り上げようと思って
いるんですが、法科大学院が今、大変な
ことになっていまして。70校以上できてしまって、教員が足
りず生徒が集まらないため、ほとんどたちいかないという状
況になっているんです。

eラーニングの話は先日、日弁連に行って話してきたんです
が、担当者はソクラテス方式をやらなければいけないので、e
ラーニングは馴染まないということだったんですね。ですの
で、教員不足がネックになったままなんです。

村井氏：なじむ、なじまないという話をしていては、日本だ
け取り残されてしまいますよね。

福原氏：逆転の発想で、なじむ、なじまないではなくて、ど
ういう特性があるのであれば、どういうeラーニングを作れば
なじむのか、という議論をすることが必要ですね。
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渋谷氏：eラーニングを使えば、地方でも、教職員が一人いれ
ば大学院を作れるんですよ。

関口氏：学校は認可の条件も、定員と面積と施設と、そうい
う基準から入りますから。

岸田氏：私たちが取った特区の認可というのは多分これが最
後なんですよ。株式会社立の認可は今後、おそらく認められ
ないと思います。一部で専門学校をそのまま大学に衣替えし
ようとしたとか、そういった問題がありまして。

ただ、特区の認可を受けるプロセスで文科省といろいろな交
渉をしたんですね。そこで、４学期制を文科省は認めてくれ
ました。ビジネスは４半期で動いているので、４学期制を
とって３ヵ月ごとに入学を受け付けたいと。これは最終的に
認めてくれました。スペースの問題では、図書館が必要だと
いう要件がありますが、これは電子図書館でいいというとこ
ろまで認めてくれました。あと、スクーリングが必要だとい
う要件もありますが、これもすべてeラーニングでいいという
ところまで認めてくれました。

こういうところをベースにして、もう一度組み立て直して文
科省とぶつかってみたいなと思うんですね。

福原氏：電子図書館という点では、OERを集めたら世界最大
の電子図書館になりますよね。

中村氏：さきほどのMOOCSのお話だ
と、学校組織だけではなく、スタート
アップ企業も大きな働きをしているように思いますね。

福原氏：Courseraは最初からベンチャーです。ビジネスモデ
ルとしてはまだ明確になっていないですが、いくつかの可能
性が出てきています。1,600万ドルをベンチャーが集めたとい
うことで、様々な大学が参加表明しています。それらのコン
テンツがどんどん使えるようになってくる、イコール、十数
万人がそういうもので学習をして非常にクオリティの高い修
了者、習得者を輩出し始める。そこにビジネスモデルが出て
きます。

一つ分かりやすいのはマッチングビジネスですね。優秀な人
を紹介することで紹介手数料が入ってくるというモデルで
す。

岸田氏：いずれの場合も二人くらいの有名な教授がスタート
させています。その人たちが最初にやった講義は大学での講
義ではないんですよね。

福原氏：最初は大学ではないです。有名な大学の先生なんで
すが、大学の講義を公開するのではなく、公開するための別
の講義を作っていたということですね。
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岸田氏：なぜその後に大学の講義の公開に戻ってしまうんで
すかね。

福原氏：大学の先生が大学外で何をしていいのかという議論
になるのかもしれませんが、大学として関与してもらう方が
楽ですし、個人単位で展開するとスケールしない、とファウ
ンダーが判断したのでしょうね。

福原氏：これだけのオーディエンスというか受講者という
か、数十万人という人間を世界中から集めてくると、それだ
けで広告ビジネスだけでも相当なモデルになってしまうの
で、マスの力はすごいですね。

村井氏：このテーマと少し違いますが、発想をもっとダイナ
ミックにするという意味で言うと、私が関係しているカリ
フォルニア大学では、州立大学の中に私学の大学を作ってし
まうんですね。日本で言うと例えば東京大学の中に早稲田大
学を作ってしまうというような発想です。

そういうことさえも十分に議論できる環境にある国と、ベー
シックでファンダメンタルなことをきちんと守り続けなけれ
ばいけないという国との違い、これをどういう風にして埋め
ていくべきかと。

関口氏：先ほど渋谷さんがおっしゃっていたフェアユースの
話、これは肝の話で、正にフェアユースやるべしという社説

を日経は書いていたんですよ。だけど
も、日本新聞協会としてはいやがる内容
で、新聞協会から日経に圧力がかかってきました。日経も新
聞社として、新聞協会と横並びでやっていますから、そこか
らあまり突出はできないんですよ。

実際、日本の法律においては、フェアユースというのはある
意味、包括概念ですから、それでやって何でもありというこ
とになってしまうのは困ると。ですので、歴史的に一つ一つ
法改正して、その都度新しいものが出てきたら、それをやっ
てよろしいという風にしていきたいわけですよ。ですから、
今回の法改正も包括概念的なものは入ったけれども、実は包
括では全くなくて、その都度法改正していかなければならな
い。そうするとタイムラグがあるんで、国会も昨今はこうい
う状況ですから、国会自体が流れてしまうと決まるものも決
まらない。こういったことがいろいろなことの足を引っ張っ
ています。

日本ではクラウド、特にグーグルのような検索サービスが立
ち上がらなかったのは、2010年春の法改正までは日本の法律
では巨大な検索サーバーを使って他者のものをスキャンして
インデックスを作ることは違法だとされていたからなんで
す。要するに、検索可能にするためには検索簿を作らなくて
はいけないわけですが、そのためには一旦読み込まなければ
いけない。これが日本の法律では違法なコピーとみなされる
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わけですから、日本のベンダーは日本の法律ではできない
と。

それでグーグルやアマゾンは、アメリカに情報が集まる仕組
みを作ってしまったわけです。しかも、9.11の後にアメリカ
は「愛国者法」というのを制定して、政府が有事の時には通
信事業者、コンピュータ事業者のサーバーをのぞいてよろし
いということになったんですよ。そこに我々の情報がたくさ
ん貯められているわけです。我々はそこに対して情報開示請
求権もなければ、日本政府もその情報を見る権利はないとい
う不思議な状況になっているわけです。

さすがに政府もそういう状況に気が付きましたが、法改正に
は時間がかかるので、2010年春以降に改正できましたが、そ
の時にはクラウドのプラットフォームは米国に持っていかれ
てしまったわけですね。

村井氏：アカマイもそうですね。国の情報が全部向こうで管
理されているわけですよね。

最初に申し上げましたように、このようにいろいろなテーマ
が出てくるわけですけれども、一区切りをつけるという意味
で、次回はまとめとして岸田さんにお願いしたいと思うんで
すが、いかがでしょうか。

岸田氏：そうですね。教育のダイバーシティと言いますか、
いろいろな新しい動きが始まっていて、多くの分野で日本は

取り残されていくという状況の中で、
我々はそういう状況をどう捉えて、どう
考えていくべきかということを、インターネット教育なども
交えながら、次回まとめたいと思います。

村井氏：みなさま、本日はどうもお忙しいところ、ありがと
うございました。
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