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はじめに

DCC は 1999年の発⾜以降、Tutorial English、オンデマンド授

業、CCDL（Cross-Cultural Distance Learning)など、数々の教

育プログラムを開発し、その多くが現在では早稲田大学における教育の

中枢的機能を担っています。今後は、これらの教育基盤を活用しつつ、

新たな段階への対応が求められてきます。

そのような中、早稲⽥⼤学は創⽴ 150 周年を迎える 2032年を⾒

据えた中期計画「Waseda Vision 150」を策定し、変化の激しい時

代を生き抜くために果敢に改革を進めており、DCC はまさにこの改革を

下⽀えするための⼤きな推進⼒となっています。第 6 次 DCC（2014

年度〜2017 年度）においては、アクティブラーニングを実現する学習環境として、CTLT Classroom、

W Space を開設し、現在に⾄るまで⾼い稼働率を実現することができました。ICT ツールを活用した授

業支援の一環として、学生に実機に触れてもらうことでニーズの把握にも努めて参りました。また、ポートフ

ォリオシステムの導入準備を進めたことで、今後は学生の振り返りや就職活動への応用へも期待が広がっ

ております。一方、全授業公開に向けた教育内容のデジタル化および公開促進を推進するため、教室

授業の⾃動収録システム等の収録設備の拡充と整備を⾏いました。更には、MOOC の戦略的活用とし

て edX における講座の公開を⾏い、当初の⽬標数を⼤幅に上回る登録者を獲得し、世界中からの好

評を得ることができました。これもひとえに、DCC 会員企業（以下、会員企業）の皆様の厚いご支援の

賜物です。

第 7 次 DCC（2018-2020年度）では、これまでの⽅向性を継承しつつ、“3e”、①e エンゲージメ

ント、②eエデュケーション、③eポートフォリオをキーワードとしていきます。すなわち、①eエンゲージメントで

は、会員企業と本学の教職員および学生一体となっての教育手法の開発を、②e エデュケーションでは、

学習データの解析およびそこから得られる知⾒をもとに、学習者の特性に合わせた最適な履修モデルを

構築、③e ポートフォリオでは、学生が社会で一層活躍できるキャリア形成支援を会員企業とともに目指

します。いずれも会員企業の皆様とのより強固な連携のもと、産学共創による教育イノベーションの創出

を掲げて活動を⾏って参ります。

何卒この趣旨をご理解いただき、ご協⼒賜りますようお願い申し上げます。

デジタルキャンパスコンソーシアム会⻑

早稲⽥⼤学理事 大野 髙裕
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1. これまでのDCC の成果

◆第 1次DCC（1999-2001 年度）：

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築きました。

◆第 2次DCC（2002-2004 年度）：

NPO 法⼈オンデマンド授業流通フォーラム(FOLC)・実務能⼒認定機構（ACPA)の設⽴、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)の基盤構築など、幅広い展開をおこないました。

◆第 3次DCC(2005-2007 年度)：

国際遠隔共同授業の実施、CCDL の標準化と拡大、日本語教育プログラムの拡充と海外展開、

FOLC と ACPA の活動⽀援を通じたオンデマンド授業と実務教育プログラムの流通促進など、国内・海

外の大学および企業とのネットワーク拡充による『アジア・サイバー・カレッジ』(ACC) の基盤を整備しまし

た。

◆第 4次DCC(2008-2010 年度)：

ACC をアジアの学生や社会人が、e ラーニングを通じて、グローバル・リテラシーと実務能⼒を継続的に学

習する機会を提供する仮想の（バーチャルな）仕組みと位置付け、体系化された「ACC/W コース」科

目群の整備、参加者が互いに学び教え合うインターネット上の継続的な学習コミュニティ（QuonNet）

の形成を進めました。

◆第 5次DCC(2011-2013 年度)：

「ボーダレスな知」を循環させる新たな学びのコミュニティ ACC （Asia Cyber-learning Community）

の実現、多⽂化融合社会に対応した教育システムの⾼度化を⽬指し、異⽂化交流の促進、次世代 e

ラーニングシステムの検討、授業および学習成果のデジタル化の推進に取り組みました。

◆第 6次DCC(2014-2017 年度)：

「多⽂化共生による世界市⺠の育成」を⽬指し、 ボーダレスな知の循環による教育改革、国際化の次

なる段階を生き抜くグローバル人材の育成、産学連携による知の国際連携に取り組みました。具体的に

はアクティブラーニング部会を中心とした「ICT を活用したアクティブラーニング手法の検討」「MOOC コース

の開発ならびに反転授業の普及」などで成果を上げました。
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3. 第７次DCC活動内容

（１）学生の主体的な学びを引き出す ICT活用手法の開発と定着

➽企業連携版 Faculty Cafe（産学連携 Cafe）： 

企業と大学が連携し、ICT を活用した新たな教育手法を検討する場として本学の FD コミュニ

ティである「Faculty Café」を発展させた「産学連携 Café（仮称）」を設置します。「産学連

携 Cafe」では、勉強会、授業⾒学、他⼤学の事例研究・視察、DCC 産学連携フォーラムと

連動したイベントを企画・運営し、会員企業と本学の教職員ならびに学生（⾼度授業 TA 等）

による⾃由闊達な議論を通して、 ICT の教育活用について新しいアイディアの創出を図りま

す。

➽企業・教員・学生・職員四位一体の教育・学習手法の開発： 

会員企業と本学の教職員、学生による実証実験にもとづく新たな教育手法の開発、相互

フィードバックやデータの分析による効果検証などを進めます。「産学連携 Café」とも連携し、新

たな教育手法や学習方法を学生から提案するコンペティションの開催や、会員企業の提供す

る製品やソリューションを本学の教員や学生が⼀定期間無料で試用できるモニター制度などを

検討します。また開発した新たな教育手法の波及を図るために、学内では e-Teaching

Award、学外では e ラーニング大賞にエントリーするとともに、Web サイトや SNS などを通じて

積極的に情報発信を⾏って参ります。

➽「臨場感」を重視した新たな遠隔ディスカッションシステムの開発：

VRや最新の⾼精細動画技術を駆使し、空間的な制約を超えて「臨場感」あふれる遠隔交流

システムについて検討を進めて参ります。特にディスカッションやグループワークを中心としたアクテ

ィブラーニング形式の授業においては、海外や多地点との接続で、その場にいないことを感じさせ

ない様々な工夫を施したシステムの実現が求められています。大がかりな設備や多額の費用、

手間を発生させないことも踏まえ、会員企業と大学の叡智を結集した新システムの開発を目指

します。
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3. 第７次DCC活動内容

（２）学習活動の可視化による新しい教育の探究

➽教育の質保証・質向上に資する、Learning Analytics の深化： 

LMS や MOOC プラットフォームから得られる学習履歴データや閲覧動向などの詳細なデータを

データマイニングの手法を用いて可視化・解析し、教育効果の検証や学習者の特性分析等に

関する具体的な手法を検討します。ビックデータの収集・解析にあたっては会員企業のソリュー

ションを活用しつつ、教育⽅法の改善等に向けた検討段階では教育⼯学的な知⾒を導⼊す

るなど産学協働により効果的かつ効率的な仕組みを構築することを⽬指します。

➽学習者に適応した学習方法（Adaptive Learning）の提示： 

Learning Analytics により得られたデータと知⾒をもとに、AI などの先端技術を活用し、学

習者の特性を考慮した最適な履修モデルや学習プロセスを提案する仕組みの構築を⽬指しま

す。また、適応型学習⽅法の提⽰においては、学習者の将来的な学習能⼒伸⻑の予測にも

とづいた効果の検証を⾏うなど、Learning Analytics と連携した改善のプロセスもあわせて検

討し、データエビデンスに基づく教育の好循環創出に繋げます。

➽産学連携による EM（Enrollment Management）IR の推進： 

EMIR の推進に資する学生の学習履歴や閲覧動向などのデータを収集・集積する新しい ICT

の仕組みを構築します。これにより、学内外に分散する情報を統合し、リアルタイムでの情報活

用を実現することができ、早稲田大学の自主的な点検・評価とそれらを通じた自らの質的な改

善に繋げることが期待されます。また、EMIR データに基づいて導き出される分析から、新しい教

育⽅法の開発を⾏うことも視野に⼊れ、学習効果を⾼める ICT ツールの導入も検討して参り

ます。さらに、産業界が学生に求める能⼒とその測定⽅法を検討し、⼤学における教育の質保

証に資する新たな手法の導入を目指します。
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3. 第７次DCC活動内容

（3）未来志向のキャリア形成支援の充実化：

➽e ポートフォリオを活⽤したキャリア形成支援の充実化： 

本学が導入したポートフォリオシステム「MyPortfolio」を活用して、学生の科⽬履修、課外活

動などの履歴をデータとして可視化し、さらに本学の教員と共同開発する振り返り手法で、学

生が各種課外活動（留学、ボランティア、部活動等）で培った経験を蓄積し、省察し、⾃⼰

改革計画をたてるという PDCA サイクルを築き上げることで、学生のキャリア形成の充実化を支

援します。

➽就職活動の変革を促す新たな枠組みの創出： 

「MyPortfolio」を活用した新たな就職活動の枠組みについて、会員企業とともに検討を進め

ます。採用活動を実施する企業との連携により、企業と学生をより効果的にマッチングさせる仕

組みを検討し、伝統的な求人・就職活動に変革をもたらすことを目指します。具体的には、学

生が就職を希望する企業へ⾃らアプローチする従来の⽅法とは別に、学生個々の成⻑過程や

特性を可視化し、企業側の雇用ニーズからその業種・業態に合った人材へのアプローチを可能

にします。これにより、企業が望む⼈材により積極的にアクセスできる流れを構築し、学生が社

会で一層活躍できる新たなキャリア形成支援につなげていきます。

➽産学協働による、社会⼈基礎⼒等の養成プログラムの開発：

リーダーシップ開発プログラムや、プロフェッショナルズ・ワークショップなど、早稲田大学が有する社

会につながる教育プログラムの発展を目指して、学生のキャリア形成につながる新たな教育プロ

グラムを産学協働で開発します。具体的には、対面型のワークショップやフィールドワーク、

MOOC（含む反転授業）などによる学習の社会接続を検討します。また、大学と社会を接

続するプログラムとして、学生の能⼒開発のみならず企業の若手社員の研修にも活用可能な

生涯キャリア形成の手法としての検討も⾏います。
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4. DCC会員企業の参加方式

◆幹事会員

-会費：年額 1,100 万円以上

-DCC理事会・運営委員会のメンバー

-DCC 活動計画の策定およびプロジェクト運営に参画

◆準幹事会員

-会費：年額 300 万円以上

-DCC運営委員会へオブザーバーとしての参加が可能

◆一般会員

-会費：年額⼀⼝ 30 万円（何口でも可）
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5. [付録] 第 1次〜第 6次 DCC の実績

正規授業として定着した教育プログラムの成果

■DCC の活動から始まり、正規授業として定着した教育プログラムの状況

◆インターネットオンデマンド授業

学生がいつでも、どこからでも、何度でも受講できる授業形態の導⼊

オンデマンド授業科目数推移

オンデマンド授業科目数推移

◆Tutorial English

4 人 1組の少⼈数レッスンによる徹底したコミュニケーション能⼒の育成

◆異⽂化交流実践講座（Cross-Cultural Distance Learning）

海外提携校のパートナーとのリアルタイムオンラインチャットによる異⽂化交流
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[付録] DCC実績 第1次：1999〜2001年度

DCC第１次活動（1999〜2001年度）では、時空を越えた「オープンキャンパス」の創出を⽬指

し、大学の持つ知的資源と企業などが持つデジタル化・情報化技術を融合することで、多くの成果を

あげました。

■オンデマンド授業の実用化

実験を通じて、オンデマンド授業メソッドを開発し、実用化しました。（2001 年度：5科目）

⇒授業内容の理解促進、定着化

▣BBS を用いた活発なコミュニケーション 

⇒課題発⾒・解決型授業の実現

[オンデマンド授業の特徴]

▣いつでも、どこでも、何度でも学習可能

⇒授業内容の理解促進、定着化

▣BBS を用いた活発なコミュニケーション 

⇒課題発⾒・解決型授業の実現

■チュートリアル英語学習プログラムの開発

学生 4名にチューター1名の徹底した少⼈数教育による英語コミュニケーション能⼒の基礎⼒養

プログラムを開発しました。2001 年度は、のべ 2,800 ⼈が受講し、英語スピーキング能⼒テスト

（SST）スコア向上を確認しました。

■海外協定校とのネットワーク型異⽂化交流ゼミ（CCDL）実施

■学術データベースのオンライン公開

▣学術資料のデジタルコンテンツ化

▣書籍情報のデータベース化 

▣DVD『狂言でござる』（角川書店）出版 

⇒40点にせまる学術データベースのオープン化

【学術データベース】
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■社会人向け遠隔講座配信

衛星通信で 34科目を日本各地の受講教室へ配信

■企業と早稲⽥⼤学の共同事業会社設⽴

企業（技術⼒・事業⼒）と大学（学術資産・ノウハウ）を融合し、２社設⽴

▣早稲⽥⼤学ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

▣早稲⽥⼤学ﾗｰﾆﾝｸﾞｽｸｴｱ 

■出版活動支援

▣ 「早稲⽥⼤学デジタル革命」（アルク、2000年）

▣ 「早稲⽥⼤学新世紀への挑戦（東洋経済新報社、2001年）
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[付録] DCC実績 第2次：2002〜2004年度

DCC（第１次）での成果を引き継ぎ、DCC（第２次）では「21 世紀型大学モデルの実現」に

向けて、以下のプロジェクトを柱に活動しました。

■CUC設⽴のための実験講座

サイバー・ユニバーシティ・コンソーシアム（CUC）の設⽴を⽬指し、オンデマンド授業やライブセッ

ション（ビデオ会議）を組み合わせた海外大学との共同遠隔授業を実施

  ▣「アジアの共生」（2003 年度〜）

  ▣「World Englishes and Miscommunications」（2004 年度〜）

  ▣国際シンポジウム開催 

「アジア太平洋地域に築く『知』の共創世界を目指して」（2003 年 12月 20日）

「アジア太平洋の連携を深める“Cyber University Consortium”への挑戦」

（2004 年 12月 22日）

■CCDL講座

ビデオチャットやビデオ会議システムを用いた、海外パートナー⼤学とのネットワーク型異⽂化交流

ゼミ（CCDL：Cross-Cultural Distance Learning）

  ▣2004年度までの参加数は、21 カ国・44大学（機関）

  ▣2002〜2004年度までの、のべ参加学生数（早⼤生）は、約９千名

  ▣外国語運用能⼒の向上ばかりではなく、学生の内発的な学習意欲の向上にも効果

■外国語コミュニケーション講座

ビデオ会議システムなどを利用し、海外在住のネイティブチューターによる語学レッスンプログラムを

実施

▣英語コミュニケーション講座（のべ参加学生数：約 150 名） 

▣中国語コミュニケーション講座（のべ参加学生数：約 300 名） 

▣ロシア語／日本語コミュニケーション講座（のべ参加学生数：約 80 名） 

■日本語教育講座

海外に在住する日本への留学希望者をサポートする日本語教育プログラムを開発

▣「日本語教育学オンデマンド講座」（のべ参加学生数：約 70 名） 

▣「留学生のための就職活動⽀援」（2004 年度 早稲⽥⼤学の留学生向けに実施）
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■会員企業提供講座

企業人講師によるオンデマンド講座を実施し、

企業との新たな連携の可能性を検証

▣「日本の IT 動向講座」（2003 年度〜）

▣「日本の IT 動向講座－ロボット技術編」（2004 年度〜）

【日本の IT 動向講座 -ロボット編】

■NPO 法人 実務能⼒認定機構（ACPA）／NPO 法人 オンデマンド授業流通フォーム

（FOLC）支援、DCC の目的達成のために、ACPA および FOLC の諸活動を支援し、国内外

の他大学および企業との連携を深めました。

▣ACPA（2004 年２⽉に NPO として正式発足）

  ▣FOLC（2004 年２⽉設⽴研究会発⾜〜2005年２⽉設⽴）

■CUC設⽴プロジェクト

CUC設⽴に向けて、システム開発や運用検討を⾏いました。

▣CUC に必要なネットワーク、システムの検討および標準化 

  ▣オンデマンド授業システム（Oic）の開発および英語対応 

  ▣CUC の運用および単位互換等の検討 

■出版活動支援

DCC活動や早稲田大学の取り組みについて広く知っていただくために、以下の出版を支援しまし

た。

 ▣ 『だから早稲⽥はトクなんです』日経ホーム出版社（2002） 

 ▣ 『いま、最先端の研究がおもしろい』松岡⼀郎著 中央公論新社（2003）

 ▣ 『研究の最前線を⾒る』読売新聞⼤学取材班 中央公論新社（2004）

 ▣ 『英語は早稲⽥で学べ』中野美知子編著 東洋経済新報社（2005） 
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[付録] DCC実績 第3次：2005〜2007年度

DCC（第３次）では、第２次までの成果を引き継ぎ、産業界と大学が協同しアジアを中心とした

「アジア・サイバー・カレッジ」（ACC）の創設に向けて、日本の高等教育全体の発展により直接的

に寄与するために、以下のプロジェクトを推進しました。

■CUC〜共同実験講座プロジェクト

ACC の基盤となる「サイバーユニバーシティコンソーシアム（CUC）」の設⽴を⽬指し、オンデマン

ド授業やライブセッション（ビデオ会議）を組み合わせた海外大学との共同遠隔授業を実施

  ▣「アジアの共生」（2003〜2006 年度）

  ▣「東アジア共同体の形成に向けて」（2006〜2007 年度）

▣「東アジアの⾃由貿易協定（FTA）」（2007年度〜）

  ▣「World Englishes and Miscommunications」（2004 年度〜）

  ▣国際シンポジウム「東アジア経済統合をめざして」（2008年 1月 19日）

「SEAMEO RELC 第 3回国際共同セミナー」（2008 年 2月）を開催

■ネットワーク型異⽂化交流ゼミ（CCDL）プロジェクト

チャットやビデオ会議システムを用いた、海外パートナー大学とのネットワーク型異⽂化交流を⽀援

  ▣研究型（従来型）CCDL に加えて、CCDL の実践を中⼼に授業を構成した展開型 CCDL

を開始

▣交流校 21 カ国・79大学/機関、のべ参加学生 研究型CCDL 2,225 名、展開型CCDL

321 名（2007年度実績）

■日本語教育プロジェクト

日本語学習や日本留学を希望する海外在住者向けのコンテンツの開発と展開

▣留学生就職活動⽀援のため、オンデマンドコンテンツ「留学生の就職活動」を開発

▣ヨーロッパ各国の企業が日本へのビジネス展開を検討するための⼈材育成プログラム 

Executive Training Programme –Japan のオンデマンドコンテンツを DCC にて制作 

  ▣早稲⽥エデュケーション・タイランド（WET）制作の日本語学習教材「漢字ワークブック」をもと 

に、タイ人向け初級漢字学習ソフト「わせだ初級漢字３６５」を WET と共同開発し、タイ国

内の学校・大学等にて無償配布
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■高校・大学連携教育プロジェクト

オンデマンドコンテンツを活用した高大連携教育プロジェクトのさらなる展開と大学広報手段として

の確⽴

▣2004 年度よりスタートした「⼤学体験 web サイト」をさらに拡充し、模擬講義や学生紹介、

学部学科紹介等、既存ジャンルを充実化および大学院模擬講義・研究科紹介を新たに公

開

■社会連携事業支援プロジェクト

NPO法人 実務能⼒認定機構（ACPA）／NPO法人 オンデマンド授業流通フォーラム

（FOLC）支援

▣ACPA は、2004年 2月の NPO法⼈としての正式発⾜以降、各業種区分における実務能

⼒基準表の制定を進め、2006 年 4月より認証事業を開始し、約 70講座を認証

▣FOLC は、2008 年 3 月に NPO 法人としての認定を受け、学校会員と講座提供機関とをつ

なぐ「e ラーニングのポータルサイト」として、日本におけるオンデマンド授業科目の一大データベー

ス化に向けて活動

■プロジェクト研究所活動支援

以下のプロジェクト研究所を設置し活動を支援

▣次世代 e-learning 総合研究所      ▣遠隔教育・テスト理論研究所

▣CCDL 研究所                  ▣OSS 研究所 

▣アジア IT戦略研究所

■会員交流活動

会員企業と早稲田大学との定期的なコミュニケーション・情報交換の場を提供

▣計 22 回の「DCC産学交流フォーラム」を開催し、2007 年 12月 15日には国際シンポジウ

ム「DCC 祭り」を開催

  ▣北京、韓国、タイへの海外 e ラーニング視察調査を実施

■広報活動

DCC活動や早稲田大学の取り組み関する広報・出版活動を支援

▣『⼤学⼒』 白井克彦、枝廣淳子著 主婦の友社（2005）

▣『研究室から社会を変える』日経 BP 企画（2006） 

▣『未来社会を創る研究者たち』日経 BP 企画（2007） 
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[付録] DCC実績 第4次：2008〜2010年度

DCC（第４次）では、第３次までの成果を引き継ぎ、ACC をアジアの学生や社会人が、e ラーニ

ングを通じてグローバル・リテラシーと実務能⼒を継続的に学習する機会を提供する仮想の（バーチ

ャルな）仕組みと位置付け、体系化された「ACC/W コース」科目群の整備と、参加者が互いに学

び教え合うインターネット上の継続的な学習コミュニティ（QuonNet）の形成を進めました。

■サイバーゼミプロジェクト

海外の教員・学生との実践的なディスカッションを通じて国際コミュニケーションスキルを向上させ、

専門分野で堂々とわたり合えるグローバルな人材の輩出に寄与する教育プログラムを実施

▣「World Englishes and Miscommunications」（2008〜2010年度）

▣「東アジアの⾃由貿易協定（FTA）」（2008〜2010 年度）

▣「SEAMEO RELC 国際共同セミナー」 （2008〜2010 年度の各 2月に開催）

▣「東アジアの⾃由貿易協定（FTA）」国際学生ワークショップ（2008〜2010年度）

※2008 年度は上海で実施

■CCDL(Cross-Cultural Distance Learning)プロジェクト

PC チャットやビデオ会議システムを用いた海外パートナー⼤学とのネットワーク型異⽂化交流を

支援

▣研究型（従来型）CCDL では、英語だけでなく、中国語、仏語、独語などの言語も拡充 

▣展開型 CCDL プログラム「異⽂化交流実践講座」は、韓国・延世⼤学など相手国を代表する

⼤学との交流開拓に注⼒し、質の拡充を実現

2010年度は海外相手校 6 大学と 20 クラス開講

▣交流校 24 カ国・91大学/機関、のべ参加学生 3,574 名（2010年度実績）

■異⽂化交流とサイバーゼミの拡⼤

第5次DCCへ向けた本格的な準備を⾏うため、新たな異⽂化交流とサイバーゼミの新規実験プ

ログラムを開発

▣「留学生混在型異⽂化交流プログラム」（Cross-Cultural Discussion） 「Tutorial

English Training Camp」（国内宿泊型プログラム）を、新たな異⽂化交流プログラムの

開発と実験として実施

▣遠隔交流マッチング⽀援システムの開発

▣⼤連理⼯⼤学共同プロジェクトによる専⾨科⽬での海外⼤学との交流⽀援
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■日本語教育プロジェクト

日本に来た留学生への日本語教育や海外に在住する日本語学習者に向けた学習コンテンツの

開発および実験プログラムの実施

▣外国⼈日本語学習者向け教材として、日本語学習用オンデマンドコンテンツや漢字練習 

ソフトを開発

▣日本語学習用オンデマンドコンテンツのうち、反響の⼤きいコンテンツを海外提携校に配信 

  ▣留学生向け日本語教育プロジェクトとして、情報生産システム研究科（IPS）の留学生を

対象に、Web チャットシステム LiveOn を用いた遠隔日本語チュートリアル実験授業を実施

■次世代e ラーニングおよびコンテンツの検討

ICTを活用した新たな教育スタイル確⽴を推進してきたこれまでの経験を踏まえ、第5次DCCに

つなげるべく、動画コンテンツ自主制作ツール「Xpert」の導入やモバイルラーニングの検討などの取

り組みを実施

■社会連携事業支援プロジェクト

NPO 法人 実務能⼒認定機構（ACPA）／NPO 法人 オンデマンド授業流通フォーム

（FOLC）支援

▣ACPA は、語学分野を始めとした新規の実務能⼒基準表の作成や認証対象講座領域の拡

充を⾏うなど、実務能⼒認定制度の定着を重点とした取り組みを推進

▣FOLC は、各⼤学が地域社会と連携した個性的な教育システムの構築を⾏える⽀援活動を

推進し、多様な講座を網羅する講座データベースの充実と流通チャネルを構築

■会員交流活動

会員企業と早稲田大学との定期的なコミュニケーション・情報交換の場を提供

▣計 20 回の「DCC 産学交流フォーラム」を開催し、台湾、広州・⾹港、上海・蘇州への海外

視察調査を実施

■広報活動

DCC活動や早稲田大学の取り組み関する広報・出版活動を支援

▣『早稲⽥の杜を変えた組織の「知恵」』 ⿊⽥学著 早稲田大学出版部（2008）

他 2冊を刊⾏
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[付録] DCC実績 第5次：2011〜2013年度

DCC（第５次）では、第４次までの成果を引き継ぎ、ACC（Asia Cyber-learning

Community）を創出し、グローバル化を牽引する人材の育成と地球社会における人的ネットワー

クを形成するため、以下のプロジェクトを推進しました。

■サイバーゼミ運営支援

共同遠隔講座『World Englishes and Miscommunications』の支援を継続するとともに、

これまでの運営で培った教育方法を新たな取り組みへと展開

▣「World Englishes and Miscommunications」 

（教育・総合科学学術院 中野美知子教授）

▣「アジア学生ネットワーク」（政治経済学術院 砂岡和子教授） 

▣「Global Environmental Politics and Policies」（国際学術院 太⽥宏教授） 

■ネットワーク型異⽂化交流ゼミ（CCDL）プロジェクト

チャットやビデオ会議システムを用いた海外パートナー⼤学とのネットワーク型異⽂化交流を⽀援

▣「CCDL（Cross-Cultural Distance Learning)」の授業計画再検討を⾏い、早稲⽥への

留学生を Program Assistant（PA）として授業へ参加させたり、TV 会議での交流を 2回

に増加する等、交流機会を拡充

▣オンラインプレゼンテーションコンテストの実施 

▣交流校 24 カ国・94大学/機関、のべ学内履修者数 3,525 名（2012 年度実績）

■異⽂化交流機会の充実

▣Tutorial English Training Camp（国内における短期集中宿泊型英語学習プログラム）

の開発

▣遠隔交流マッチング⽀援システム「CCDL Partner Search Site」の開発・運用

■モバイルラーニングプロジェクト

ICT を活用した教育・学習スタイルを実現するためのシステムおよびコンテンツを開発

▣Discussion Tutorial English におけるモバイルラーニングシステムの開発 

▣モバイル端末向けのデジタルブックとクイズ機能連携教材や、簡易アンケート機能の開発

▣スマホ向けアプリ「WASEDA Mobile」、「World Englishes(世界の英語たち)」の開発
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■教育・学修内容公開プロジェクト

Waseda Vision 150 の教育・学修内容公開を達成するため、簡易収録や⾃動収録システム

の開発・普及を実践

▣⾃分⾃身の PC で手軽に動画コンテンツを作成・蓄積・公開できるシステム「Waseda-net 

Commons」を導入

▣教室授業の収録や、「対話型、問題発⾒・解決型教育」を実現するため次世代教室空間の

検討を開始

▣iTunes U の早稲⽥⼤学専用チャンネルでの配信コンテンツについてオンデマンド授業を中⼼に

約 500 に拡大

▣授業動画・資料・学生の成果物を公開するポータルサイトの構築に着手

▣早稲⽥⼤学における ICT を活用した授業の Good Practice を表彰する Waseda  

e-Teaching Award を実施

▣「早稲⽥⼤学体験 web サイト」にて、双⽅向性のある模擬講義の無償公開・修了証の発⾏

を実施

■オンラインプレゼンテーションコンテスト

▣ 韓 国 ・ ⾼ 麗 ⼤ 学 と 共 催 で 「 Waseda University Korea University Global

Presentation Competition」を開催

▣Waseda Vision150 に対する具体的施策の提案を募る「Waseda Vision 150 Student  

Competition」を開催

■日本語学習者へのビジネスマインド研修プロジェクト

▣第４次 DCC の分析調査をもとに、アジアの日本語学習者のニーズに合わせた研修を企画・ 

実施

■大学・社会連携プロジェクト

▣NPO 法⼈ 実務能⼒認定機構（ACPA）では、「社会人リテラシー基準表」による講座認

証と個人認定への活用や、「大学マネジメント・業務スキル基準表」の普及活動を支援

▣NPO 法⼈ オンデマンド授業流通フォーラム（FOLC）では、ACPA と連携し、企業が提供す

る実践的スキル講座の開拓と普及活動を⽀援

■会員交流活動

会員企業と早稲田大学との定期的なコミュニケーション・情報交換の場を提供

▣計 16 回の「DCC産学交流フォーラム」を開催し、シンガポール、韓国への海外視察調査を

実施
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[付録] DCC実績 第6次：2014〜2017年度

DCC（第６次）では、第５次までの成果を引き継ぎ、授業支援システム（わせポチ、Contents

Creation Studio、自動収録システムなど）のさらなる普及、学修ポートフォリオシステム構築を進

めつつ、グローバル⼈材育成のための取組みや新たな産学連携の開拓を⽬指して参りました。

■リアルな授業を革新する ICT 活用の推進

システムを提供するのみにとどまらず、効果的な活用法を提示し、普及の仕組みについても検討

▣将来的な他⼤学・他機関への展開を視野に⼊れたわせポチへの機能（タイマー、グループ分け 

等）追加検討

▣Skype などを利用したビデオ会議システムによるWeb会議の教室利用サポート

▣グループワーク向けツール「Beacon」を用いたデモンストレーションの実施

▣手書きデジタルツール「デジタルペーパー」実証実験の実施

▣⾳声認識ソフト搭載の「UD トークアプリ」による難聴学生の支援

▣学内における ICT ツールを活用した授業の Good Practice 普及のための、WASEDA 

e-Teaching Award 開催

■アクティブラーニングを実現する学習環境の創造

▣充実した ICT 環境を有している CTLT Classroom の簡易取扱い説明書の作成

▣学内の ICT を活用した Good Practice を学内外に共有するための Good Practice & Tips

集の記事追加

▣授業前・授業実施中、授業後に活用できる ICT ツールを紹介した CTLT ガイドブックの作製 

▣アクティブラーニングにおける ICT ツール利用を容易にする「アクナビ（Active Learning

Navi）」システムの構築

▣各幹事企業の製品を紹介する W Space 内展⽰ブース出展内容の検討 

■ポートフォリオシステムの構築

入学から卒業までのアクティビティを可視化し、自身の学修成果を振り返り、蓄積、公開する仕組

みの構築

▣サークルやインターンシップ、留学、ボランティアなどの課外活動のデータベース構築

▣履修科⽬・課外活動⼀覧を搭載したポートフォリオシステムの構築ならびに就職活動への活用

検討
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■企業の人材発掘に寄与するポートフォリオの運用検討

  ▣学修ポートフォリオシステムに対する企業側のニーズの聞き取り 

  ▣「学修ポートフォリオ」と「リーダーシップ教育」をテーマにしたシンポジウムの開催 

■教育・学修内容の公開促進

全授業科目の公開に向けて教区内容のデジタル化及び公開促進を展開

▣⾃動収録システムを活用した Good Practice の収録・公開 

▣⾃身で収録・配信する Contents Creation Studio 導⼊による手軽な動画コンテンツ作成 

■MOOCの戦略的活⽤推進

米国における MOOC の代表的なプラットフォーム edX における講座の公開

■グローバル人材の育成

▣CCDL・サイバーゼミによる海外協定校との交流、教育実践

▣本学及び⾼麗⼤学におけるオンラインプレゼンテーションコンペティション（JKGPC）の実施

▣「 Waseda Vision 150 」に対する学生から企画提案を⾏う「Waseda Vision 150

Student Competition」の実施

■会員企業との連携強化

本学と会員企業の連携を強化するために例年実施している「DCC 産学交流フォーラム」の定期

開催や「海外視察調査（タイ）」、「広報部会」の開催

■大学・社会連携プロジェクト － NPO法人 実務能⼒認定機構（ACPA）

ACPA⼤学マネジメント・業務スキル基準表の他⼤学への認知度向上と活用促進を重点施策と

した各種の取組みの推進
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