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概要 

MOOC（大規模公開オンライン講座）や OER は教育や教材が国境を越えて利用されることを

可能にし、学生の流動性の高まりと相補して高等教育のグローバル化を加速していると考えられ

る。日本語での高等教育の提供は、日本語の OER や MOOC の数が限られることも関係して、高

等教育のグローバル化の影響を受けにくく、グローバル化がなかなか進まない原因とも考えられ

る。 

本企画セッションでは、教育のグローバル化の背景にある OER や MOOC の役割について再検

証するとともに、学習スペースに対する国ごとの取り組みの相違や共通点を紹介し、今後の高等

教育のグローバル化と学習コンテンツの再利用がどのように進展するかを議論する。 

 

1  はじめに 

MOOC や OER の進展は、教育や教材が国境を

越えて利用されることを可能にし、特に質のよい

教材へは世界中からアクセスがあるといわれてい

る。一方で、教材の言語の偏りがあり、現状では

英語による MOOC や OER の数が多いと考えられ

ている。こんため、英語を母語や主要な高等教育

における使用言語としている国では、各種オンラ

イン教材を用いたオンライン教育が進展を見せて

いる。また、学生の流動性の高まりと相補し、応

答教育のグローバル化もかそくしている。反面、

日本をはじめとする自国語での高等教育を実施し

ている国にとっては、英語でのオンライン教材の

普及により加速する教育グローバル化の潮流に取

り残されかねない状況となりつつある。 

これらの背景を考える際に、必ず議論となるの

が高等教育をどの言語で行うのかという議論であ

り、グローバル言語による教育を推進する立場と、

母語による高等教育を維持する立場が対立してい

るように見える場合もある。この議論は別の機会

に譲るとしても、加速する教育のグローバル化の

状況を見極めて筒、日本の大学独自のオンライン

教材を作成し、日本初の教育のグローバル化、オ

ンライン化への道を探ることを重要である。また、

ユネスコを中心とする OER を推進する動きでも、

それぞれの国や地域の状況に適合した教材開発を

推奨しており、One size fits all 的な OER 教材の提

供が推奨されているわけでなく、またそのような

教材は存在しない。 

本企画セッションでは、国内外での MOOC や

OER の動きや、世界におけるラーニングスペース

の発展状況調査等についてパネリストから紹介い

ただき、教育のグローバル化とその地域差につい

て考える。 なお、本セッションは、大学 ICT 推

進協議会 学術・情報コンテンツ共有流通部会、

日本オープン・オンライン教育推進協議会、並び

に日本オープンコースウェア・コンソーシアムの



共同企画である。 

尚、パネリストは、JMOOC 関係者（パネリス

ト未定）、JOCW 代表幹事 竹村治雄（大阪大学）、

John Augeri（Paris Île-de-France Digital University）

他を予定している。 

2  パネリストによる講演概要 

2.1 日本のMOOC・世界のMOOC 

北米での MOOC の発展を受けて Reginal 

MOOCがアジア各国でも立ちあり様々な講座が提

供されている。これらの講座に対するニーズは、

それぞれの国の教育事情や社会的背景、文化の違

いなどに差があり、必ずしも北米で人気にコンテ

ンツの日本語バージョンが日本人気があるとは言

えない。 ここでは、Global な MOOC と Reginal 

MOOC それぞれの、目的とするもの、学習コンテ

ンツや学習者から見える、それぞれの相違点や共

通点について議論する。また、そのうえでの Regina 

MOOC や Global MOOC が教育のグローバル化や

高等教育の深化に果たす役割についても考察する。 

2.2 OER世界の動向 

OER 運動は、一時的に MOOC が注目を圧また

ことにより、下火となるように思われていたが、

北米での教育コストの高騰を背景に、Open Text 

Book の開発が盛んに進められており、決して下火

となることなく着実にその足場を海外では固めつ

つある。北米では、公的資金による OER 教材作成

のプロジェクトもあり、様々な教材が提供され、

利用されている。また、コミュニティカレッジな

ど多様な学生が在籍する教育機関では、オンライ

ン教育や教材に対する学生からのニーズは高く、

一般の大学でも、一部オンライン教育やブレンド

型の授業も行われている。一方、日本はオープン=

無料という考えが多く、教材作成に公的資金が投

入される例はきはめて少ない。これらの状況を改

善し、日本初の OER を徐々に増やすための方策に

ついても議論する。 

2.3 世界におけるラーニングスペース調査（John 

Augeri, Paris Île-de-France Digital University & 

Kyoto University） 

After almost 15 years of focus on elearning, 

OER and then MOOCs, the current trend of 

the Active Learning Classrooms, Learning 

Commons, and Learning Centers illustrates a 

genuine rebalancing of the physical learning 

spaces compare to the virtual ones. Since the 

beginning of this decade, those different 

kinds of physical learning spaces appear to be 

a core component of the innovation strategy 

of many universities, as well as a key 

visibility factor. Of course, they also pretend 

to actively support the next generation of 

teaching and learning practices. 

But this worldwide phenomenon is also very 

sensitive to the different cultural approaches. 

Practically speaking, the architectural 

principles, the teaching traditions and the 

educational system history greatly influence 

the design and the uses of the physical 

learning spaces, in a different way from a 

continent to another.  

Nevertheless, best practices are possible to 

get from every experience in the world, and 

an international research project, especially 

centered on Japan and France, is about to 

identify the synergies to create the most 

efficient spaces to come.  

This presentation will show some facts and 

figures about physical learning spaces and 

explain the proceeding and the expected 

outcomes of this research project, entitled: 

"Comparative study of Learning Commons & 

Learning Spaces policies, trends, design 

principles and impact on the teaching / 

learning practices in France, Japan, USA, 

Australia, Canada, New Zealand, Singapore, 

Hong Kong and European Union" 

3. 終わりに 

本パネルを通じて、日本の高等教育のグローバル

化についての問題を共有するとともに、関係者の

協力体制について議論できることを期待していま

す。 


