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1. はじめに ～産学連携による『国際ネットワーク大学』創設を目指して～

早稲田大学は、1990年代より、教育研究を世界的水準に高めるため、21世紀型大学モデルの実現に向けて様々な試みを行ってきま
した。

そのための仕組みのひとつである『早稲田大学デジタルキャンパスコンソーシアム（DCC)』は、『情報化』『国際化』『産学連携』の3つ
の要素を融合することにより、高等教育の改革を通して、社会の変革に弾みをつける産学協同体として機能してきました。

第1次DCC（1999-2001年度）では、ネットワーク型授業・海外大学との異文化交流授業・チュートリアル外国語学習プログラムの実用
化・早稲田大学との共同事業会社2社の設立など、大学と産業界が協力しながら、情報化をベースとする２１世紀型の新しい大学モデ
ルを実現するための基礎を作りました。

第2次DCC（2002-2004年度）では、オンデマンド授業流通フォーラム(FOLC)設立・NPO実務能力認定機構（ACPA)設立・大学事務シ
ステムプロトタイプの無償配付・オープンソースソフトウェア研究所設立・サイバーユニバーシティコンソーシアム(CUC)の基礎作りなど、
単に早稲田大学に止まらない幅広い展開をすることができました。

早稲田大学の教育改革の基本的な考え方のひとつは、「教育研究のオープン化」を推進することによって教育研究の質を高めようとい
うものです。この考え方を基に、オープン教育センターが設置され、学部の垣根を越えた教育が可能となりました。

ＤＣＣは、オープン教育センターを側面から支援し、オンデマンド授業の正規科目化を実現しました。また、人間科学部ｅスクールの基
盤づくりにも貢献しました。

このような実績を基に、第3次DCC（2005-2007年度）では、産業界と大学が協同して日本の高等教育全体の発展に、より直接的に寄
与することを目的とします。

『オンデマンド授業流通フォーラム(FOLC)』、『NPO実務能力認定機構（ACPA) 』、『サイバーユニバーシティコンソーシアム(CUC)』な
どの活動を通して、教育改革の機運をさらに高め、異文化と多様性を認め合う真の国際人を育成することを目標とします。

すなわち、ＤＣＣを『産学連携による教育改革推進コンソーシアム』と位置付けたいと考えています。

最終的には、DCCが母体となり、アジアを中心とした『国際ネットワーク大学』を創設することにより、世界の高等教育の発展に貢献し
たいと考えています。

どうかこうした趣旨を是非ともご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

早稲田大学総長 白井克彦
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2. DCC第3次計画の趣旨
1. 産学連携による教育改革コンソーシアム設立の理念(1/3)

1. 日本の高等教育：６つの問題点

1. 「時代の要請に適応したカリキュラム作り→学生個人の学習目標達成度
評価→個々の授業評価→授業改善」といった授業科目の品質向上サイ
クルのモデルが今の大学には欠けている。

2. 大学の理念、カリキュラムは長い歴史の中で培われてきたものであるが、
社会や産業界からの要請に対して必ずしも十分に応えられてない。

3. マスプロ教育の弊害が叫ばれて久しく、多人数教室集合型・知識伝達偏
重型の授業科目から脱却し、自ら課題を発見し解決していく能力の育成
が求められている。

4. 異文化を理解し、多様性を認め合う真の国際人を輩出していかないと日
本は国際化社会を生き抜くことができない。

5. 閉鎖的になりがちな大学教育を、オープンな場でしかも迅速に改革する
ための仕組みや仕掛けが足りない。

6. 現在の入試制度では先ず高等教育を改革しなければ、中等教育の改革
にまで波及しない。
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2. DCC第3次計画の趣旨
1. 産学連携による教育改革コンソーシアム設立の理念(2/3)

2. 21世紀型教育モデルの実現①

大学の重要な存立基盤は「教育研究」である。「研究」に関しては、近
年、共同研究・受託研究・技術移転・インキュベーション・知的財産戦
略など企業との産学協同の仕組みが整備されつつある。しかしなが
ら、もう一方の重要な核である「教育」に関しては、十分とは言えない。
いま教育改革に最も必要な条件は、オープンな環境で教育を行い、
オープンな場で教育を議論し、それを直接的な改革に結びつけるた
めの仕組みである。
これまでのDCCの活動では、教育改革のための教育研究のオープ
ン化を標榜しつつ、「大学の知的財産のデータベース化によるオープ
ン化」と「オンデマンド授業による国内外の大学との交流」によりこれ
らの環境を整備してきた。
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2. DCC第3次計画の趣旨
1. 産学連携による教育改革コンソーシアム設立の理念(3/3)

2. 21世紀型教育モデルの実現②

DCC第3次計画では、こうした教育改革のためのデジタル化
事業の推進を土台とし、以下の活動を通じて『産学連携により
実現する教育改革システム』を構築することを目指す。

① オンデマンド授業流通フォーラム（FOLC)

② サイバーユニバーシティコンソーシアム（CUC)

③ NPO実務能力認定機構（ACPA)
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2. DCC第3次計画の趣旨
2. DCC第3次設立の目的

1. デジタル化事業推進によるオープンな教育環境の構築

2. オープンな教育環境をアジア環太平洋を中心とした海外にも拡
大し真のグローバルな人材を育成する

3. 産業界からの教育分野における要求および社会貢献としての支
援（人・技術・アイディア・資金）の受け皿として「デジタルキャンパ
スコンソーシアム（DCC)＝産学連携による教育改革コンソーシア
ム」を機能させる

4. 大学教育の改革実現により、国際化・情報化時代に適応し、産
業界で活躍できる人材の輩出を可能とする

5. ITを基盤とした国際ネットワーク大学を産学協同で創設する
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3. DCC第3次計画活動内容
1. 方 針

1. DCCの各プロジェクトにより得られたこれまでの成果を基礎に、国内外への
教育のオープン化・グローバル化を更に推進し、総合的な教育改革システ
ムの確立へと昇華させる。
成果：オンデマンド授業、ネットワーク型異文化交流ゼミ（CCDL)、サイ
バーユニバーシティコンソーシアム共同実験講座、英語チュートリアル講
座、ネットワーク型外国語講座プログラム(日中露語） 等

2. これまでも実践してきたように、単に早稲田大学内における教育改革に止ま
らず、日本の高等教育全体への貢献に繋がることを目指す。
例：オンデマンド授業流通フォーラム、サイバーユニバーシティコンソーシ
アム、NPO実務能力認定機構、大学事務システムプロトタイプ無償配付
等

3. 広く産業界の要請に応えられるような教育改革システムを目指す。
4. DCC会員企業のコンソーシアムにおける活動そのものが、教育改革への大

きな貢献であることを社会的にアピールする。
5. デジタル化推進事業と教育改革への参画を基礎に、産業界を活性化させる

ための、新たな21世紀の大学ビジネスモデル創出の機会を提供する。
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3. DCC第3次計画活動内容
2. 計 画

1. オンデマンド授業流通フォーラム(FOLC)活動支援
特色ある授業コンテンツを正規科目として大学間で相互流通させ、
個別指導による問題発掘・解決型の新しい教育スタイルを確立、
教育の多様化・高度化･オープン化に対応し、教育効果向上を目
指す。

企業冠寄附講座

他大学向け講座制作費支援

企業や業界独自の寄附講座を制作、正規科目としてフォーラ
ムに提供

e-Learningに関する共同研究
フォーラム加盟大学のコンテンツ制作・配信ビジネス

フォーラム加盟大学の著作権処理・コンサルティングビジネスな
ど
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3. DCC第3次計画活動内容
2. 計 画

2. NPO実務能力認定機構（ACPA）活動支援
教育界と産業界が協力して個人のスキル評価認定制度を普及し、
雇用と求職のミスマッチを解消し、高度な実務能力を持つ人材の
育成を目指す。早稲田大学はこの事業を積極的に支援し、認証・
認定を受けるための講座を産業界とも連携しながら推進していく。
認証認定事業への会員企業の参画

ACPAへの賛助企業会員加盟
日本唯一の実務能力認証認定事業への参画による産業界の
ニーズ反映
企業の保有する豊富な実務能力講座コンテンツの事業化による
ビジネス
大学の授業コンテンツを実務能力認定型に対応させるためのコ
ンサルティングビジネス
企業実務者の大学への講師派遣、授業コンテンツの供給ビジネ
ス
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3. DCC第3次計画活動内容
2. 計 画

3. サイバーユニバーシティコンソーシアム(CUC)設立のための
活動支援
アジア環太平洋における主要大学とのネットワーク型共同授業プロジェクト。各国の有
名大学をハブ化して最終的に100以上の大学が参加するコンソーシアムを設立。教育
研究のオープン化を国際的に推進し、「行動する国際派知識人育成」「教育研究のグ
ローバル化」「DCC会員企業と海外大学との産学連携プロジェクト設立」などを目指す。
ネットワーク型遠隔講座プロジェクト

5大学「アジアの共生」共同講座、World Englishes and Miscommunications
CCDL講座プロジェクト

21か国44大学とネットワーク型異文化交流ゼミ(Cross-Cultural Distance 
Learning)

FOLC海外プロジェクト
中国大連市の20数大学のオンデマンド授業流通フォーラムへの加盟要請

ネットワーク型チュートリアル外国語講座プロジェクト
英・日・中・露語
受験英語から脱却しビジネスに使える実践的な語学能力向上

各プロジェクトの運営・システム開発に関するビジネス
早稲田大学とネットワーク型授業を実施している21か国数十大学とDCC会員企業との
交流支援



13

3. DCC第3次計画活動内容

2. 計 画
4. OSS研究所活動支援

Open Source Software分野における、基礎開発研究、応用技術
研究、人材育成に関する活動を行い、早稲田大学が日中韓を中
心としたアジアにおけるOSSの教育研究・人材育成の活動拠点
となることを目指す。

OSSを基盤としたビジネスモデルの検討
アジアにおけるOSS技術者養成教育・人材派遣
オンデマンド授業のLMSであるOic(On-demand Internet 
Class)のOSS化による普及ビジネス
大学標準業務システム(WISDOM/U)のOSS化による普及ビジ
ネス など
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3. DCC第3次計画活動内容

2. 計 画

5. プロジェクト研究所の設立

専門領域の垣根を越えて、大学と企業の研究者が集まり、独創的な
先端研究を行う、早稲田大学の産学連携研究システム。

専門分野を横断したプロジェクト型の研究所

早稲田大学の正式な組織であり専任教員が所長や研究員となる

企業の要請に応じて早稲田大学の研究者を紹介

DCCより研究費を支援
オンデマンド授業流通フォーラムへ提供する寄附講座の基盤研究

早稲田大学をビジネスや研究成果の実証実験のフィールドとして活
用し、検証結果について共同研究 など
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3. DCC第3次計画活動内容
2. 計 画

6. 国際ネットワーク大学の創設

21世紀型教育プログラムを世界に発展させ、異文化と多
様性を認め合う真の国際人を育成
東アジアの国・地域（日本・韓国・中国・台湾など）を基盤
として発展させる
既成概念にとらわれないオープンな大学をつくるため
DCCを母体とし各国の「企業と大学」が中核となって形
成する
先ず、IT教育や外国語教育など実務的な専門分野から
開始する
2007年度開校を目標とする
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3. DCC第3次計画活動内容
－ 国際ネットワーク大学のイメージ －

国際ネットワーク大学

Ａ大学（日本）

Ｄ大学（台湾）

Ｂ大学（中国）

Ｅ大学（日本）

Ｃ大学（韓国）

Ｇ企業（中国）

Ｆ企業（日本）

Ｊ企業（台湾）

Ｈ企業（韓国）

Ｋ企業（日本）

産業界の要請
• 大学の知的財産の社会還元と
オープン化

• 実務的、実践的な人材養成

大学の使命

• ２１世紀型の教育スタイルを確立
• 国際的な実務家の養成

人材養成

優秀な人材の輩出
＜期待される人材像＞

• 行動する国際派ビジネスマン

人材
供給

ＤＣＣ
• 教育分野の産学連
携スキーム

ビジネス創出

ニーズ

国際ネットワーク大学へ

科目提供

知的財産、ビジネスチャンスの提供

出資または奨学金・寄附金等の提供

共同研究・開発の協力関係

大学

企業



17

3. DCC第3次計画活動内容
2. 計 画

7. DCC会員企業と大学の交流活動
DCC教育改革推進フォーラム
大学の現状を紹介する基調講演
会員企業からの教育改革提言の場
大学と企業の交流サロン
年間数回定期開催

会員企業オンデマンドセミナー
専用サイトを設置し、ビジネス講座など会員企業による独自コンテンツをインターネット発信
早稲田大学在学生・教員・職員・OBなどが受講
企業と大学の相互交流の場を提供

会員企業と早稲田大学のインターンシップ制度による交流
会員企業の早大OB社員と早大在学生との交流企画
早稲田大学の交流する海外大学との交流ツアー
海外一流校の学長・学部長クラスとの交流

8. 広報活動
出版、ビデオ制作
ニュースレターの配信
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ＤＣＣ（第ＤＣＣ（第３３次）次）の最終イメージの最終イメージ

Copyright (c) Waseda University Digital Campus Consortium

グローバル

海外との共同授業・交流
→国際派知識人の育成

オープン

産官学連携生涯学習

２１世紀型大学モデルの実現２１世紀型大学モデルの実現
－ 教育研究のオープン化・グローバル化

－ 社会に根ざした大学（生涯学習機関化）

－ 企業と連携したコーポレイトユニバーシティの実現

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ授業ｼｽﾃﾑ
コンテンツ制作
講座提供

ＮＰＯ運営支援

ＯＳＳ研究・開発
プロトタイプ開発
ＯＳＳ教育ｺﾝﾃﾝﾂ

コンテンツ制作
講座提供・運営
講座運営システム
ＮＰＯ運営支援

OSS研究開発・教育環境の提供
→ビジネスチャンスの拡大

遠隔教育システム
コンテンツ制作
講座提供

ＣＵＣ運営支援

海外大学
・研究教育機関

授業コンテンツの流通促進
→新たな教育システムの創出

オンデマンド授業
流通フォーラム

FOLC

(NPO)
実務能力認定機構

ACPA

サイバーユニバーシティ
コンソーシアム CUC

実務能力を持つ人材育成
・キャリア形成

→雇用制度改革

産業の活性化（企業）産業の活性化（企業）

－ 国内大学マーケット確立

－ 海外大学マーケット確立

－ ＯＳＳ新ビジネスモデル形成

－ 人材育成・流動化

－ 雇用促進・安定化

海外企業
海外拠点

国内大学
・研究教育機関

官公庁
地方自治体
企業（中小）

早稲田大学
ＯＳＳ研究所

国際ネットワーク大学国際ネットワーク大学の創設の創設

国内大学の組織化
実務教育コンテンツ・認定制度

の普及
アジア各国の大学と企業の組織化

オンデマンド授業流通フォーラム（FOLC)
活動支援

NPO実務能力認定機構
活動支援

サイバーユニバーシティコンソーシアム（CUC)
活動支援

連携 連携
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4. 会員企業の参加方式
一般会員
寄附金額：年額一口３０万円（何口でも可能）

① DCCへのプロジェクト設置提案が可能
② DCC教育改革推進フォーラムなど会員と大学の交流諸活動に参加可能
③ １０口以上で冠寄附講座の設置が可能
④ 国際ネットワーク大学の創設に参加できます
※教育改革の産学連携の裾野を広げるため、一般会員の拡大を目指しており、
３年後には２００社の参加を目標としています。

幹事会員
寄附金額：年額1,100万円～2,200万円（大学管理経費含む）

① DCCの活動を統括する幹事会員(DCC運営委員会の構成メンバー)
② 早稲田大学におけるDCC基幹プロジェクトの設置
③ プロジェクト研究所の設置が可能
④ 早稲田大学の教育･研究を実証実験のフィールドとして活用可能
⑤ 冠寄附講座の設置が可能
⑥ 国際ネットワーク大学の創設に参加できます
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5. 付録
1. 国内の大学を取り巻く現状とe-Learning
2. 海外のe-Learningの現状
3. 会則
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－日本の大学を取り巻く状況

－ｅ-Learningを取り巻く背景

付録１．国内の大学を取り巻く現状
とe-Learning



22

全国の４年制大学数 出典：文部科学省HP

日本の大学を取り巻く現状（１） 増え続ける大学
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日本の大学を取り巻く現状（２） 少子化の波
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区分等 研究科等の数 代表的大学院

国立 ４校　３研究科　１教育学部　４専攻 小樽商科、東北、東京、香川

私立 10校　10研究科　10専攻　 早稲田、法政、明治、同志社　他６校

早稲田大学 ファイナンス研究科・ファイナンス専攻

区分等

国公立

私立

早稲田大学 公共経営研究科・公共経営学専攻、アジア太平洋研究科・国際経営学専攻

区分等 研究科等の数 代表的大学院

国立 20校　19研究科　１教育学部　20専攻 北海道、東北、東京、一橋、大阪、神戸、九州　他13校

公立 ２校　２研究科　２専攻 東京都立、大阪市立

私立 50校　50研究科　51専攻　 早稲田、慶応、法政、明治、同志社、立命館　他44校

2004年度に開校した法科大学院

大学院名・研究科等の数

商学、法学、公共政策学、地域マネジメント、総合科学技術経営、福祉マネジメント、グローバ
ル・ビジネス、ファイナンス、応用情報技術、総合政策、など

2004年度に開校した専門職大学院（法科大学院を除く）

代表的な研究科

早稲田、青山、芝浦工大、中央の４校、５研究科、４専攻

2003年度までに開校した専門職大学院

代表的な研究科
国際企業戦略、医学研究、経済学、経営学、国際マネジメント、工学マネジメント、国際会計、公
共経営、アジア太平洋研究

一橋、京都、九州、神戸の４校、５研究科、４専攻

出典：文部科学省Webページ

日本の大学を取り巻く現状（３）

実務教育・生涯教育の要請(1)
専門職大学院の設置数
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日本の大学を取り巻く現状（３）

実務教育・生涯教育の要請(2)

317

281

218

186

143

107104

17.7 18.3

23.7

29.9

33.5

41.9

46.3

0

50

100

150

200

250

300

350

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

年

大
学
数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

実
施
率

出典：経済産業省インターンシップデータブック2004

インターンシップを実施している大学数の推移と実施率



26

日本の大学を取り巻く現状（３）

実務教育・生涯教育の要請(3)

教育委員会、社会教育関係施設及び都道府県知事部局･市町村長部局が
実施した学級・講座の受講者数 （単位：千人）
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日本の大学を取り巻く現状（３）

実務教育・生涯教育の要請(4)

教育委員会、社会教育関係施設及び都道府県知事部局･市町村長部局が
実施した学級・講座の数
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日本の大学を取り巻く現状（４）

国際人養成の必要性(1)

日本の外国人留学生総数
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出典：文部科学省 第11回中央教育審議会総会資料
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日本人学生の英語力強化

大学進学を希望する日本・韓国・中国の高校生を対象に行った
英語のリーディング（読み）、ヒアリング（聞き取り）、ライティング（書き）の
試験結果

（出典：ベネッセコーポレーション）

【リーディング】 【ヒアリング】 【ライティング】
第１位 韓国 第１位 韓国 第１位 日本
第２位 中国 第２位 中国 第２位 中国
第３位 日本 第３位 日本 第３位 韓国

日本の大学を取り巻く現状（４）

国際人養成の必要性(2)
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いつでも、どこでも繰り返し学習することのできる

e-Learning

今日、高等教育機関に求められているもの

１．実務能力と学問的知識を持ち合わせた学生を育成する機能

２．主体的・自律的に学習に取り組む意欲を持った学生を育成する機能

３．学習意欲を持った万人に学習機会を提供するﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｱｸｾｽ機能

４．国際人（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力）養成機能
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▼学校教育におけるｅ-Learningの普及は徐々に進展
→代表的な例は大学教育（単位取得）

▼大学通信教育設置基準、大学設置基準改正（2001年）
→インターネットなどを利用した授業での単位修得が可能に

▼米国では大学の講義のパッケージ化が進展

→オンラインコースとして他校への展開などが盛ん

▼e-Japan構想＜初等/中等教育にも遠隔教育を普及＞
→学校教育全般に今後ｅ-Learningの活用度が高まる

ｅ-Learningを取り巻く背景（１）
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▼ポータルサイトを利用して提供するタイプ
→カリフォルニア・バーチャル・キャンパス
（カリフォルニア州の300余りの大学で提供している3,000コースを扱う）
→ペンシルバニア・バーチャル・コミュニティ・カレッジ・コンソーシアム
→Global University Alliance（欧米・豪・NZの9大学）
→Universitas 21（欧米・豪・NZ・アジアの18大学）

▼他校のオンラインコースを購入し提供するタイプ
→ウエスタン・ガバナーズ大学
→カーディアン大学

▼大学が子会社を設立して他校に販売するタイプ
→コロンビア大学
→コーネル大学
→ハーバード大学

※マサチューセッツ工科大学（MIT）では2002年から10年間で、
ほぼすべての講義の教材をインターネットで無償公開

ｅ-Learningを取り巻く背景（２）
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▼事例
→信州大学のインターネット大学院（2002.4～）
→東北大学のバーチャル・ユニバーシティ（2002.4～）
→大阪芸術大学通信教育部（2001.4～）

▼単位互換の例
→キャンパスプラザ京都
→彩の国大学コンソーシアム
（埼玉県西部の私立17大学）

ｅ-Learningを取り巻く背景（３）



34

▼日本ではこれまで実験で行われていた程度にすぎない

（要因）

→通信コストや授業運営コスト（教材作成を含む）が高い

→魅力的な授業を行える教授が乏しい

→教材作成スキルが未熟

→大学間での単位互換がない

→社会人が働きながら受講できる環境がない

※ユニアデックスHPより
（http://www.uniadex.co.jp/nextalk/special/sp2002_07.html）

ｅ-Learningを取り巻く背景（４）
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－中国

－韓国

－米国

－日本の弱点

出典：メディア教育開発センター（NIME)中原 淳助手講演

毎日新聞2005年2月3日,4日記事より引用

付録２．海外のe-Learningの現状
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中国のe-Learningの現状①
1. 高等教育の急速な大衆化

1990年代前半の大学進学率18歳人口の５％
10年で１４％に上昇(1964年の日本に相当)
2002年現在1,600万人が進学（日本70万人）
年８．５%の割合で急増、２０２０年には５，０００万人と予測
高等教育機関・教員の不足をe-Learningで補填

2. 中国政府のe-Learning施策
1. 有名大学での重点実施

北京・精華・人民・復旦など１，０００校の国立大学中６９大学で実施、
ネット教育学院を設立して運営を委任
高等教育人口１，６００万人中１３９万人が受講、２００５年には５００万人

2. コンテンツの共有化
CORE(China Open Resources Co-education)設立
国内の大学から教育コンテンツを収集して無償公開を計画
マサチューセッツ工科大学（MIT）のオープンコースウェアの活動を参考
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中国のe-Learningの現状②

3. 問題点

1. ネットワークインフラ整備の遅れ

国全体のインターネット普及率７％

インターネット利用可能な一般家庭の４５～６０％がダイ
ヤルアップ

2. 教育コンテンツの質がバラバラ
ネット教育学院の実態(悪い例)
コンテンツのCD－ROMとID,パスワードが配布されるだけ
サポートが不十分で独習
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韓国のe-Learningの現状①
1. 韓国政府のe-Learning施策

1. １９９５年 Education構想 いつでもどこでもだれでも教育機
関にアクセス可能に

2. １９９８年 Vertual University Trial Project(VUTP)
６５大学５企業参加

新しい技術やコンテンツは開発せず、既存の技術や施設利用

スペース、人的資源は各大学共有

3. ２０００年 サイバー大学誕生

4. ２００４年 サイバー大学１６大学、学生2万3,850人
８１％は高卒社会人対象

最大規模コリアサイバーユニバーシティ1,800人
5. サイバーMBA １０大学 学生２０~３０代の４００人、大卒社会
人対象
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韓国のe-Learningの現状②

2. 韓国の現状
1. 高等教育よりもK-12の教育の伸びが大きい

教育産業の市場規模４年で３倍

1999年 6億8,300万ドル ⇒2003年 20億8,300万ドル
大学受験用学習サイト「メガスタディ」、有名講師の授業
をインターネットオンデマンド授業により家庭で受講、受
講生５０万人(韓国受験生６０万人)

2. 様々な企業が企業内大学をつくりe-Learningを導入
しつつある
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米国のe-Learningの現状①
1. 米国の現状

全大学の５６％、公立大学の８９％が、 e-Learning実施
履修者数３０８万人は世界１位

企業化していく営利大学と大学化していく企業という２つの流
れによりe-Learning産業が隆盛

2. ニューヨーク大学の例
失敗を経て、学習者のニーズを徹底的に調査・分析のうえ
コース設置、不採算コースは中止

ニーズがあるのは「金融」「IT」「ツーリズム」「教育」「ヘルスケ
ア」と分析

米国の小中学校教員の５６％は修士卒、修士のニーズは高く
「教育」はドル箱

２万人の社会人学生が登録（日本における社会人大学院生３
万５，０００人）



42

米国のe-Learningの現状②
3. MITのOCW戦略

オープンコースウエア（OCW)、授業教材の無償公開
世界から優秀な学生を集めるための「リクルートのメディア」と
しての側面

MITは優れた教育研究をしていると企業や社会にアピールす
ることで知名度向上に貢献

4. 米国のe-Learningが強い理由
規制機関が無く、大学が独自に事業やコースを立ち上げるこ
とが可能

大学設置基準が無い代わりに民間アクレディテーション機関
が教育の質を評価・認証

一方で質がばらけてくるので、ドイツでは米国の学部卒を高卒
とみなしているところもある
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米国のe-Learningの現状③
5. 高等教育マーケットの日米比較

大学院生１８１万人(日本２２万人)
教育学修士１２万人/年間(日本6,700人/年間）
教育学博士号4,368人/年間（日本90人/年間）
高卒年収 2万6,677ドル ＜ 学士年収 5万623ドル ＜ 修
士年収 6万3,592ドル ＜ 博士年収 8万5,675ドル ＜ 医
学部、ロースクール、MBA 10万1,375ドル
日本 高卒男子と大卒男子の給与格差 １．２８倍(世界最低
比率)
日本 生涯所得 高卒2億4,500万円、大卒3億1,500万円
授業料や就業年数を換算すると日本の学歴収益率は極めて
低い



44

日本の弱点①

1. 日本でe-Learningが普及しない理由
学位取得可能なe-Learningを実施している大学４．３％(米国
５６%)
コンピュータやマルチメディア利用など授業のIT化は進んだが
e-Learningとは乖離している
日本の大学が実施するe-Learningのパターン

1. 教育学の研究としてのe-Learning
教育工学・教育学・コンピュータサイエンスの研究者の研究フィールド
として、もしくは産学連携の試みとして実施する例

2. ボランティアリズムe-Learning
組織的な対応でなく教員のボランティア精神・善意に基づく運営

これまでの日本のe-Learningはテクノロジー重視
持続的に行うためには、「リーダーシップ」「ワークフロー」「ス
ペシャリスト」「組織」「ポリシー」といった戦略の検討が必要
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日本の弱点②

2. e-Learning推進のキーポイント①：ポリシーと支援セン
ター
遠隔教育をどうやって実現していくかの「ポリシー」や「戦略」が必要
「支援センター」のような組織を有する大学の方がe-Learningが盛ん
日本の大学のポリシー

1. ネットワークセキュリティ（設備機器導入・将来計画など）
2. 遠隔教育提供の方針
3. 知的所有権の取扱い 不十分
4. 学生獲得を目指したIT戦略の策定
遠隔教育戦略の立案に必要なもの

1. 自分の大学の強み弱み、積極的か、差別化戦略かなどマーケティングの手法
2. グループインタビュー、質問調査による社会階層のターゲット分析
3. 競合大学の検討

MITのOCWコンセプト
有料サービスはペイしないので社会貢献を前面に出して、財団から寄附をもらい
広報活動を行って、優秀な学生を集め利益はこれまでどおりの通常教育から出す
MIT前学長曰く「OCWの最大の発明はこのコンセプト」
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日本の弱点③

2. e-Learning推進のキーポイント②：ワークフロー
e-Learning教材制作のワークフローの重要性
海外大学は「出版モデル（それぞれの専門家による分業）」を導入

教える専門家の教員は、コンテンツ制作の専門家の教材には口を出さない

日本の大学で最も多い「ファカルティ・ボランティア・モデル」は普及しない(教
員は多忙)

ニューヨーク大学の失敗例
「ITと教育」に専門性のない教員がe-Learning事業を直接統治
納期守れない、品質は落ちる

「出版モデル」導入で成功

「ITと教育」の専門家である教員は、「事業の戦略立案」「意思決定」
「評価」などの上流工程に専念すべきで、コンテンツ制作の作業はそ
の専門家に委ねタッチすべきでない
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日本の弱点④

2. e-Learning推進のキーポイント③：人材育成
IT支援センター

1. 日本の大学のIT支援センタースタッフ人数が貧弱なためe-
Learningまで手が回らない（4人以下 ２５％、 8人以下 ５０％）

2. 大学業務の仕事量の増加、組織的かつ構造的な問題
⇒ e-Learningをやりたくてもやれない、続けられない

3. e-Learning推進のための人材育成を大学院レベルで実施し、人
材を雇用するe-Learning推進部門が必要

4. ニューヨーク大学では、School of Continuing and Professional 
Studies を設置し、 e-Learningの実施・人材教育・人材雇用の３
つに貢献

人材不足解消策として、既存の大学事務職員のリカレン
ト教育が必要
学長などトップマネジメント層のリーダシップがe-
Learning推進の鍵



48

第１章 総 則
第１条（名称）
本会の名称は、「デジタルキャンパスコンソーシアム（以下ＤＣＣとい
う）」とする。
第２条（事務所）
本会は、主たる事務所を早稲田大学内に置く。
第３条（目的）
本会は、国際ネットワーク大学を結成するための準備活動を行うこ
とを目的とする。
第４条（活動内容）
本会は、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
一 オンデマンド授業流通フォーラム（FOLC)活動支援
二 NPO実務能力認定機構（ACPA)活動支援
三 サイバーユニバーシティコンソーシアム（CUC)設立のための
活動支援

四 OSS研究所活動支援
五 プロジェクト研究所の設立
六 国際ネットワーク大学創設のための活動支援
七 その他、教育・研究のデジタル化に関連する開発および構築

第５条（事業年度）
本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ
る。

第２章 会 員
第６条（会員）
本会は、早稲田大学および次の会員によって組織する。
一 幹事会員：ＤＣＣの活動を統括する幹事会員
二 一般会員：一般参加会員

第７条（入会）
会員になろうとする者は、運営委員会の承認を得なければならな
い。

第８条（会費）
１ 会員は、本会の運営に要する経費を負担するため、会費を納入
しなければならない。会費の額については、別に定める。

２ 会費のうち、幹事会員の会費のうちから一般会員の会費（1口分）
相当額および一般会員の会費全額を事務経費とする。

第９条（特典）
会員は、別に定めるところにより、本会の活動に関する情報を得ること
ができる。

第１０条（退会）
１ 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を書面によって届
け出なければならない。

２ 退会する場合であっても、一旦納入した会費その他の物品は返還し
ないものとする。

３ 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。
第１１条（除名）
会員が、本会の名誉を棄損または本会の目的に著しく反する行為をし
たときは、運営委員会において委員の過半数の承認を得て除名する。

第３章 組 織
第１２条（運営委員会）
１ 本会の活動について、企画・立案・連絡・調整を行うために運営委員
会を置く。

２ 運営委員会は、本会の事業計画書および事業報告書を作成し、会
員に報告するものとする。

第１３条（運営委員）
運営委員会は、以下の者によって構成する。
一 委員長 1名
二 副委員長 1名
三 幹事 1名
四 委員 若干名

付録３．デジタルキャンパスコンソーシアム会則①



49

付録３．デジタルキャンパスコンソーシアム会則②

第１４条（運営委員の選任）
委員は、以下のとおり選任する。
一 委員長は、早稲田大学理事とする。
二 副委員長および幹事は、委員長が指名する。
三 委員は、委員長の指名する者および幹事会員の代表者とする。

第１５条（運営委員の職務）
１ 委員長は、本会を代表する。
２ 副委員長は、委員長を補佐し、業務を統括する。
３ 幹事は、委員長の命によって、運営委員会の業務を執行する。
４ 委員は、本会の活動全般についての連絡・調整を行う。
第１６条（運営委員の任期）
運営委員の任期は、本会終了までとする。
第１７条（プロジェクト）
１ 本会は、活動の円滑な遂行を図るため、運営委員会の下にプロ
ジェクトを置く。

２ プロジェクトの組織、構成および運営に関して必要な事項は、運営
委員会において決定する。

第１８条（総会）
１ 本会は、年に１回、総会を開催する。
２ 総会は、早稲田大学および会員をもって構成する。
３ 総会は、運営委員会委員長が召集する。
４ 総会は、本会の活動について協議する。
第１９条（顧問）
１ 本会は、本会の活動に関する技術的、専門的な助言を
求めるため、顧問を置くことができる。

２ 顧問は、運営委員の推薦に基づき、運営委員会で嘱任する。
３ 顧問は、運営委員会に出席することができる。

第４章 事務局
第２０条（事務局）
１ 本会には、本コンソーシアムの事務を行うため、運営委員会の下に
事務局を置く。

２ 事務局は、本会の事務経費に関する収支決算書を作成し、運営委
員会の承認を得て、会員に報告するものとする。

３ 事務局は、早稲田大学教務部教育連携事業開発室、情報企画課
および幹事会員の中から選任された幹事企業が担当する。

４ 事務局には、委員長の指名によって、事務局長を置く。
５ 事務局長は、委員長の承認を得て、本会の対外的代理行為を行う
ことができる。

６ 事務局には、運営委員会委員長の承認を得て、所要の職員を置くこ
とができる。

７ その他事務局に関する必要な事項は、運営委員会において決定す
る。

第５章 会則の変更および解散
第２１条（会則の変更）
会則の変更は、必要に応じ、運営委員会の承認を得て行うものとする
第２２条（解散）
１ 本会は２００８年３月３１日をもって解散する。
２ 前項にかかわらず、第３条に規定する本会の目的を達成したときは、
運営委員会の承認を得て解散する。

第６章 補 則
第２３条（報告会）
本会は、年1回、活動に関する報告会を行う。なお、報告会の開催につ
いては、運営委員会において協議し、事務局長が召集する。

付 則
この会則は、1999年4月1日から施行する。
2002年6月3日改訂,2003年7月24日改訂,2005年3月22日改訂
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