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MOOCの始まりとその後

 2012: 
 MOOC元年 （”The Year of MOOCs”）

 2013 – 2014:
 多様な形で世界に展開

 2015 –
 ??
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世界のMOOCの推移 (2016)

Source: Class Central, ” By The Numbers: MOOCS in 2016, https://www.class‐central.com/report/mooc‐stats‐2016/

• Coursera – 2300万人
• edX – 1000万人
• XuetangX – 600万人
• FutureLearn – 530万人
• Udacity – 400万人
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MOOCのインパクト
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… 高等教育のアンバンドリングには至らないが、
職業開発、生涯学習への展開はあり？



米国で冷めるMOOC熱

Source:  Online Learning Consortium: “Online Report Card: Tracking Online Education in the United States, 2016”
http://onlinelearningsurvey.com/reports/onlinereportcard.pdf

Source:  Babson Survey Research Group (2016)

米国大学のプロボスト、教育担当副学長への調査：

―大学におけるMOOC計画の有無

計画なし

未定

計画有
既に有り
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Ⅱ-１．米国の高等教育事情

• 高等教育のマス化

• 高等教育財政の逼迫

• 授業料の高騰



高等教育の発展段階...マーチン・トロウ提唱

Martin Trow （1976年）

大学への進学率に応じた、高等教育の発展段階の
概念を提唱

8（出典）Trow, Martin（天野郁夫，喜多村和之訳）：「高学歴社会の大学―エリートからマスへ(UP選書)」，東京大学出版会，204p，1976

大学進学率

 15％まで ： エリート型

 15-50％ ： マス型

 50％以上 ： ユニバーサル型

高
等
教
育
の
大
衆
化



大学進学率（OECD: Education at a Glance 2014）
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Chart C3.1. Entry rates into tertiary-type A education (2012)

… 主要先進国の高等教育は概ね、マス段階からユニバーサル段階へ

（出典）OECD: “Education at a Glance 2014”, Chart C3.1. Entry rates into tertiary-type A education (2012), 2014



高等教育のマス化問題とは
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高等教育のマス化

高等教育
財政の逼迫

高等教育人口の
増大と多様化

学生一人当たりに
かける資源の縮小

きめ細かい
学習支援の
必要性拡大

Doing more with less!
少ない資源でよりきめ細かい支援を

提供する方法とは？

少ない資源で
より多くを

要求されるのは
マス化の構造的な

問題だね。



米国高等教育の 大の課題
The Issues in US Higher Ed

 高等教育財政の逼迫
A shrinking higher education budget followed by…

授業料の高騰
→ 中流階級の学生が大学進学を断念

Tuition rise, and the middle class left out of higher ed

提供できる科目数の縮小
→ 必須科目を履修できない学生続出！

Shortage in course provision, and 6-yrs graduation rates 
falling
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米国における大学授業料の高騰
Tuition rise in US higher education

12（出典）College Board: “Tuition and Fee and Board Charges over Time” Published Tuition and Fees Relative to 1986-87, by Sector
https://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/published-tuition-and-fees-relative-1986-87-sector

四年制州立大学、過去8年間で3割以上の授業料上昇

四年制州立大学
・授業料 9,650ドル
・下宿費等込み

20,090ドル

四年制私立大学
・授業料 33,480ドル
・下宿費等込み

45,370ドル

（2016-17年度平均額）リーマン
ショック



提供できる科目数の縮小
Shortage in course provision
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提供単位数、
4年間で２割減
Dwindling of credits offered

by 20% in four years



米国４年制大学における６年以内卒業率

米国の四年制大学における６年以内卒業率は、
６割に留まる。

14（出典）National Center for Education Statistics, “Institutional Retention and Graduation Rates for Undergraduate Students” (2015.5)
https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cva.asp, https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=40

全大学 州立大学 私立非営利大学 私立営利大学

＜設置形態別＞

＜選抜率別＞

計 男 女

無選抜 90%- 75-90%  50-75% 25-50%  -25%

平均59%

平均59%

（注）初めて大学に通うフルタイム学生に関する統計



米国学部生の特徴

学部生の７３％がノン・トラディショナルな学生
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ノン・トラディショナル学生

 家庭から経済的に独立

 扶養家族有り

 母子or父子家庭

 通常の高校卒業資格なし

 高等教育への遅れた入学

 パートターム学生

 フルタイム勤務

（出典）National Center for Education Statistics “Nontraditional Undergraduates”
http://nces.ed.gov/pubs2002/2002012.pdf

いずれかに該当

扶養家族有り

高校卒業資格なし

母子/父子家庭

ﾌﾙﾀｲﾑ勤務

遅れた入学

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ学生

経済的に独立



米国学部生の就労状況と３年以内中退率

 学部生の8割は働いており、32％は被雇用者。

 ノン・トラディショナル度が高いほど、入学後3年以内の中退率が高い。
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米国学部生の就労状況
米国学部生の3年以内中退率

就労 非就労 被雇用者

就労 非就労 被雇用者

少しノントラッド

適度にノントラッド

極めてノントラッド

トラディショナル

全学部生

修了証ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 準学士ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 学士ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（出典）National Center for Education Statistics “Nontraditional Undergraduates”
http://nces.ed.gov/pubs2002/2002012.pdf

ノン・トラディショナルな学生は、
脱落する危険性が高い！
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Ⅱ-２．MOOCのインパクト

• MOOC
• オンライン教育

• パーソナライズド/アダプティブ学習

• コンピテンシー・ベースド教育

• 高等教育のアンバンドリング化



高等教育の
救世主 !
MOOCs
The Savior
of higher ed

無料！
free

大人数収容可
massive

誰でも
アクセス可能

open access

単位取得可能
courses with credit
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MOOCsの法制化、単位化の動き（2013年）
The enforcement of MOOCs (2013)

 米国教育協議会（ACE）、MOOCについて単位認証開始
ACE College Credit Recommendation Service (ACE CREDIT®) evaluates MOOCs

 カリフォルニア州、MOOC単位認定に向けて法案提出（現在、凍結段階）
California Bill seeking campus credit for MOOCs (now put on ice)

 英国「高等教育の将来に関する委員会」、MOOC単位付与を含む答申を提出
UK Commission on the Future of Higher Ed calls for MOOCs credit recognition and other

 欧州MOOCsのiversity、ECTS付与を開始
European MOOC platform iversity provides ECTS credits

 複数大学、MOOC単位認定を発表
 加州大学、コロラド州立大学、ジョージア州立大学、メリーランド大学等

Several universities starting to approve MOOCs; U Cal, Colorado State U, Georgia State U, Maryland U

 サン・ノゼ州立大学、UdacityとedXとの共同実験
San Jose State University experiments with Udacity and edX

 ジョージア工科大学、Udacityとのコンピュータ科学の修士プログラム開設
Georgia Tech offers MOOC-like online master’s degree

 メジャーを模したMOOC開始：MITの”Xseries”, Courseraの”Specialization”
Major-like MOOC sequence: MIT “Xseries”, Coursera “Specialization”

19



高等教育の代替手段とみた場合の
MOOCsの課題

The Misstep of MOOCs as higher ed alternative

 単位、学位に繋がっていない
Not leading to credits, let alone degrees!

慎重な学生 cautious students

低い修了率（5-8%） low retention rate

受講者の多くが既学位取得者
participants mostly degree holders

20



MOOC開発コスト

受講者にとって、

 MOOCの受講料はタダだが…

大学にとって、

 １MOOC開発コスト＝1000-3000万円程度

 開発チーム：10名以上

 MOOCプラットフォームにとって、

 有効なビジネスモデルが未だ見出せず

21



学生からMOOCへの反論

22

大学は、自大学学生の
教育の質向上に
全く貢献しない

MOOCに多額の投資を
している！

（コーネル大学、テキサス大学の学生からの大学批判）

（出典）Inside Higher Ed, “What's In It for Us?” (2014.2.12)
http://www.insidehighered.com/news/2014/02/12/ut-austin-and-cornell-u-students-question-their-institutions-investments-moocs



反転授業とその応用型
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反転授業
×

完全習得
学習

（従来） （反転授業）

好きな時間・場所で
何回でも講義をみて
自分のペースで勉強。

授業中は、演習・
ディスカッションで

知識の咀嚼。

一斉形式のため、
付いていけない学生もいる。

オンライン講義、オンライン演習で自分の水準・ペースで勉強。
参加型の授業、教員の個別指導で知識咀嚼。

教室で知識伝授

自宅で宿題

■ 反転授業の応用編

反転授業×完全習得学習 （mastery learning）
学生一人一人が個々の単元を完全にマスターしてから先に進む。
授業内の活動は習熟度別。しかし、授業内容の進むペースは全員同じ。

反転授業×完全習得学習×個別学習 （personalized learning）
学生一人一人が個々の単元を完全にマスターしながら、自分のペースで先に進む。
結果として、同じクラスに多様な進み具合の学生が混在する。教員は個別対応。

大事なのは、学生の
学びを 大化する

教育方法を採用する
ことだよ！

部分的に反転
するだけでも良いし、

反転授業の
応用型でなくても

良い。

（出典）”Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day” Jonathan Bergmann、 Aaron Sams (2012/8/15)



MOOCsは
「学びの楽しみ！」
のため
MOOCs as recreational learning

 社会人等向け
MOOCs for adult learners

 スキルアップ
career development

 教養、楽しみ
learning for fun!

Higher ed credentials
relying on online programs

「高等教育の
資格付与」は

オンライン教育
プログラムで

 単位・学位要望者向け
For those in need of credits and degree

 厳正な成績評価可能な人数
Capped number for rigorous grading24



オンライン教育拡大の動き
The expanding online education

 フロリダ州、科目毎に州が認証できる法案を提案
Florida Accredited Courses and Tests Initiative（FACTs）

 米国教育長官の諮問委員会、オンライン教育について、州毎の規制ではなく、プロ
グラム設置州のみに準ずるべきと報告提出

Distance learning should be regulated by fewer perhaps only one state

 カリフォルニア州、試験のみで教育不在の第4の州立大学システムを検討
California bill proposes faculty-free college degrees

 フロリダ大学、オンラインのみの学士課程プログラム提供開始
University of Florida to offer bachelor’s degree online

 コミュニティ・カレッジ、コンピテンシー・ベースのオンライン・リメディアル教育の試み
Community Colleges tries to fix remedial education online

 カナダ・オンタリオ州、大学-カレッジ間の単位互換も可能とするオンライン学習ハブ
構築を発表

Ontario Creates Online Learning Hub

 ブレンド型ロースクール William Mitchell College of Law、認証される。
American bar association approves hybrid program

 ハーバード大学、スタンフォード大学、オンライン教育担当副学長任命
Vice Provost for online education for Harvard and Stanford U

 アポロ教育グループ、オーストラリア・オンライン・カレッジ買収
Apollo Buys Australian Online College

 無償オンライン大学University of People、認証評価を獲得
Free online university receives accreditation
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コンンピテー・ベースド教育法制化、実質化の動き
The enforcement of competency-based programs

 米国教育省、コンピテンシー・ベースのプログラムにおいても学資援助を認める
ことを再確認
 北アリゾナ大学、ウィスコンシン大学システム、南ニューハンプシャー大学、カペラ大学、西ガ

バナーズ大学等、承認を得る。
Student Aid Can Be Awarded for 'Competencies,' Not Just Credit Hours, U.S. Says

 認証評価機関やルミナ財団、コンピテンシー・ベースド教育の提供や意味の検討開始
Accreditation Agencies and Lumina Foundation starts examining the meaning of competency-based education

 スキルアセスメントの手法、複数開発される。
Various skill assessment methods developed by testing firms

 Council for Aid to Education：職業準備度や学生のレベルを測る”Collegiate Learning 
Assessment(CLA+)”

 Educational Testing Service (ETS)：学生の学習に関する電子証明書を２つ導入
 ACT Inc.：WorkKeysスキル評価システムを開発

 ゲイツ財団、11のコミュニティ・カレッジがコンピテンシー・ベースド教育プログラムを開発
することに対して、3カ年100万ドルを助成。

The Bill and Melinda Gates Foundation kicks in $1 million over three years for developing competency-based education at community colleges.

 連邦教育省が2013年12月に発表した、コンピテンシー・ベースド教育等の実験に対す
る学生奨学金規則の免除について、１７機関が名乗りを上げる。

Colleges Pitch Possible Experiments With Competency-Based Programs
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学習時間に全く依らない、コンピテンシー・ベースド
教育プログラム

 指定されたコンピテンシーをマスターしたことを示すと、
大学の単位を取得可能。

 大学側の教育活動は一切行われない。

 参考文献やe-ラーニング教材は示されるが、当該コン
ピテンシーをマスターしているのであれば、これを学習
する必要はない。

≒ 単位取得が、学習時間と全く関係ない！

Direct Assessment Programs

27
（出典）Inside Higher Ed, “Credit Without Teaching”, (2013.4.22)
http://www.insidehighered.com/news/2013/04/22/competency-based-educations-newest-form-creates-promise-and-questions
U.S. Government, “§668.10   Direct assessment programs”
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=c6dbf7953117d4ce6c48087ad7c495d5&rgn=div8&view=text&node=34:3.1.3.1.34.1.39.10&idno=34

社会人にとっては、
知っていることを

今更チンタラ学んで
いられないし、効率的に

学位取得できて
いいね！

試験だけ合格すれ
ば、深い学びを得た

と言えるのか?!
学位は本来、

統合的カリキュラム
のもとで達成するも

のである。

Direct Assessmentで連
邦教育省の学資援助付与の
認可を得た大学

 南ニュー・ハンプシャー大学
内のCollege of America
 時間給などの労働者対象

 Capella大学のプログラム
 提携した企業社員対象かつ

GPA3.0以上要のビジネス学位

※ ２つの州立大学については、差し戻し
がなされている。（2014.2）

南ニュー・ハンプシャー大学の
コンピテンシー・クラスター



州立大学の試み
ウィスコンシン大学システム：UW Flexible Option

 UWシステムとUW Extensionの協力による、
UWの学位と全く等価な学位が取得可能。

 自分のペースで学べるコンピテンシー・ベースド
教育プログラム
 自分の既に知っている内容で単位が取得可能！

 自分のペースで学べる！

 Academic Success Coachによるパーソナルな支援！

 自分の好きなときに開始可能（学期開始時期は関係なし!）
 雇用者が望むスキルを獲得！

 科目は、コンピテンー別
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取得可能な学位

 文理学準学士

 看護学学士（BSN）

 生医科学画像診断学士（BS）

 情報科学・技術学士（BS）

 ビジネスと技術コミュニケー
ション修了書

二つのコース

 All you can learn Option
 3ヶ月間で自分が学びたいだけ、学べる。

 2250ドル

 Single Competency-Set Option
 単一のコンピテンシーのセットのみ学ぶ。

 900ドル

二つのコース

 All you can learn Option
 3ヶ月間で自分が学びたいだけ、学べる。

 2250ドル

 Single Competency-Set Option
 単一のコンピテンシーのセットのみ学ぶ。

 900ドル

情報科学・技術学士（BS）のコンピテンシー・セット

 INFOST 110—情報科学・技術入門
 INFOST 210—研究のための情報源
 INFOST 230—知識体系
 INFOST 240—ウェブ・デザイン入門
 INFOST 310—情報検索・活用におけるヒューマン・ファクター
 INFOST 340—システム分析入門
 INFOST 410—データベース情報検索システム
 INFOST 440—ウェブ・アプリケーション開発
 INFOST 490—卒業制作

（出典）Chronicle of Higher Education, “Competency-Based Education Goes Mainstream in Wisconsin”, (2013.9.30)
http://chronicle.com/article/Competency-Based-Education/141871/?cid=at&utm_source=at&utm_medium=en
UW flexible option, http://flex.wisconsin.edu/
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Ⅱ-３．MOOCのその後

• 教育プログラムの形成

• 大学のMOOCによる安価/無償の教育プログラム提供

• 専門職科目の拡大

• MOOC有償化の道



大学教員による連携…Coursera Specialization
Re-bundling by professors

30

 Coursera Specialization：
 予め決められた一連の科目を受

講し、 後の卒業制作をすること
で、当該専門内容の修了証書を
得られる。

 有償（≒複数科目の修了証分）

 Mobile Cloud Computing with Android

 第1科目： Programming Mobile Applications for 
Android Handheld Systems

 第2科目： Pattern-Oriented Software 
Architectures: Programming Mobile Services for 
Android Handheld Systems

 第3科目： Programming Cloud Services for 
Android Handheld Systems

 卒業制作 Capstone Project
メリーランド大学 ｳﾞｧﾝﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄ大学

高等教育の
アンバンドリングが

進行している
例だね。

（出典）Coursera Specialization: “Mobile Cloud Computing with Android”
https://www.coursera.org/specialization/mobilecloudcomputing/2?utm_medium=listingPage



MOOCのプログラム化

Coursera

学位プログラム
 MBA, 会計、データサイエンス、

アントレプレナーシップ等

プロフェッショナル認定証
 専門職スキルの認定証

企業研修、政府研修
 雇用主負担による受講

 Specializations
 複数のMOOCを体系立てて組

み合わせたコース。

edX

Micro Masters認定証

 企業に認定されているキャリア
形成のためのプログラム。

 単位付与、学位への換算有り

プロフェッショナル認定証
 企業研修等に利用。

 Xseries認定証
 複数のMOOCを体系立てて組

み合わせたコース。
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大学による、MOOCを通じた
安価/無償の教育プログラム提供

アリゾナ州立大学Global Freshman Academy
初年次教育をMOOCのみで単位取得可能
Arizona State-edX team offer freshman year online through MOOCs (2015.4.23)

MIT, Supply Chain Management修士プログラム
初めの1年をMOOCのみで単位取得可能
MIT Master’s Program to Use MOOCs as ‘Admissions Test” (2015.10.7)

テキサス州、初年次教育を１単位90ドルで
Modern States Education Allianceの提供する、Freshman 

Year for Freeを利用。
Free Freshman Year? Texas State To Try It Out (2015.9.10)

ジョージア工科大学 CS修士プログラム
 7000ドルで学位取得可能（通常は4万ドル）
GeorgiaTech and Udacity roll out massive new low cost degree program (2013.5.14)

イリノイ大学アーバナシャンペーン, iMBA
 CourseraのSpecializationよりMBAを提供。通常の半額。
Univ Illinois Urbana/Champaign offer online MBA through Coursera (2015.5.5)

32

edX

edX

Udacity

Coursera



MOOCの科目分布の変化：
専門職科目への移行

 人文系科目の減少（20％→10％）
 ビジネス・管理、コンピュータ科学、デザイン等の科目の拡大（31％→43％）

33
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理学
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15%
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7%
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（出典）EdSurge, “MOOCs in 2013: Breaking Down the Numbers”
https://www.edsurge.com/news/2013-12-22-moocs-in-2013-breaking-down-the-numbers
Class Central, “By The Numbers: MOOCS in 2016”
https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2016/



MOOCプロバイダの変遷：
多様化の傾向

営利のCourseraから非営利のedXへ
米国外からのMOOCの拡大

34

Coursera
47%

edX
8%Udacity
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20%
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（出典）EdSurge, “MOOCs in 2013: Breaking Down the Numbers” https://www.edsurge.com/news/2013-12-22-moocs-in-2013-breaking-down-the-numbers
Class Central, “By The Numbers: MOOCS in 2015” https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/
Inside Higher Ed, “The British MOOC Invasion,” https://www.insidehighered.com/news/2017/02/14/british-mooc-provider-futurelearn-expands-us

国を跨いだ
MOOC出店も見られる。

英・Futurelearnに
米国５大学がMOOCを

出すなど。



有償化するCoursera
持続的ビジネスモデル形成に向けて

投資日 投資額 投資家代表と投資家数

Oct, 2015 $11.6M / Series C EDB Investments (5)

Aug, 2015 $49.5M / Series C New Enterprise 
Associates (4)

Nov, 2013 $20M / Series B — (3)

Jul, 2013 $43M / Series B THE WORLD BANK 
GROUP (6)

Jul, 2012 $6M / Series A — (2)

Apr, 2012 $16M / Series A

Kleiner Perkins Caufield
& Byers
New Enterprise 
Associates (2)
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無償
MOOC

認定証
有償

Specialization
有償学習
$49-/月

 Courseraへの総投資額：1.46億ドル
 2015.10以降、投資なし

（出典）Crunchbase: Coursera https://www.crunchbase.com/organization/coursera#/entity

2012.1
2013.1

成績・評価
には

事前支払
（奨学金付）

2016.1

2016.10

企業研修
政府研修

2016.7
2017.1



Ⅲ. 米国の大学教科書を
取り巻く動向



１．米国の大学教科書事情
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米国の大学教科書事情
... 授業料、教科書代、消費者価格の変化（2002-12）

 教科書代は、2002-2012年で82％。1978-2014年では812％増。

38

（出典）American Enterp “College Textbooks—Students Have Greater Access to Textbook Information”
http://www.gao.gov/assets/660/655066.pdf
The Student PIRGs, “Open Textbooks: The Billion-Dollar Solution”
http://studentpirgs.org/sites/student/files/reports/The%20Billion%20Dollar%20Solution.pdf



米国の大学教科書事情
... 教科書１冊の価格... 200ドル前後

39

 教科書代：230.53ドル

 電子版込み：235.67ドル

 学習ガイド：89.76ドル

 ラボ・マニュアル：87.78ドル



米国の大学教科書事情
... フルタイム学部生の年間支出

40

（出典）College Board “Trends in College Pricing 2015”
http://trends.collegeboard.org/sites/default/files/trends-college-pricing-web-final-508-2.pdf
http://trends.collegeboard.org/college-pricing/figures-tables/average-estimated-undergraduate-budgets-2015-16

２年制州立
自宅生

４年制州立
州内学生

４年制州立
州外学生

４年制私立
キャンパス学生

授業料 下宿費 書籍・教材 交通費 その他

教科書代は
約１３００ドル



米国の大学教科書事情
... 教科書代が高騰する理由（１）

消費者（学生）不在の価格決定構造

41

一般的市場 教科書市場

生産者

消費者

出版社

学生 教授

〈教科書のモノポリー市場〉

（出典）Student PIRG “Open Textbooks: The Billion – Dollar Solution” (2015)
http://studentpirgs.org/sites/student/files/reports/The%20Billion%20Dollar%20Solution.pdf



米国の大学教科書事情
... 教科書代が高騰する理由（２）

教員は出版社から価格を知らされない

副教材等のバンドル販売

頻繁な改訂（数年おき）

42

（出典）Student PIRG “Exposing the Textbook  Industry: How Publishers’ Pricing Tactics Drive Up the Cost of College Textbooks” (2007)
http://studentpirgs.org/sites/student/files/resources/07%20-%20Exposing_the_Textbook_Industry.pdf

こんなに
頻繁に改訂
する必要は

ない！

副教材は
あまり使わない。

でも無しに
できるのかなぁ？

教科書の価格は
よく知らない。

出版社の営業の人も
教えてくれない。

教員の５割が、副教材は
あまり使わないと回答。

教員の３割が、副教材無
しのオプションが可能か
知らないと回答。

教員の７割が、改訂は
多くの場合不要と回答。

 （他方改訂の度に教科
書代は12％上昇）

教授

教員の８割近くが、教科書代の情報
が分かりにくいところにあると回答。

教員の８割近くが、営業が教えてくれ
ないと回答。



米国の大学教科書事情
... 教科書問題に主体的に取り組む学生グループ

43

 教科書代の問題
は学生側の強い働
きかけにより議会
で取り上げられ、
法令制定に至った。

PIRGは、Public Interest
Research Groupの略で、
全米組織としてもある。

学生版PIRGは、多くの州に
設置されていて、

全米組織としては連合
している。



米国の大学教科書事情
... 教科書を買うのを躊躇う学生

 教科書の値段が高いため、教科書を購入しなかっ
たことのある学生は６５％いる。

 他方、教科書がないことが成績に響くと考える学生
は、93.6％いる。

44

（出典）Student PIRG “Fixing the Broken Textbook Market” (2014)
http://studentpirgs.org/sites/student/files/reports/NATIONAL%20Fixing%20Broken%20Textbooks%20Report1.pdf



米国の大学教科書事情
... 高い教科書価格の問題を解決する方法

「オープン教材を教科書
とし、ハードコピーの購入
はオプショナル」とすれば
成績が良くなると８割の
学生が回答。

45

（出典）Student PIRG “Fixing the Broken Textbook Market” (2014)
http://studentpirgs.org/sites/student/files/reports/NATIONAL%20Fixing%20Broken%20Textbooks%20Report1.pdf



米国の大学教科書事情
... 学生の教科書形態のプレファレンス

学生は利便性、経済面
から、オープン教材を求
めているが、実際には
「印刷物」の方が勉強し
やすいと感じている。

46

（出典）Student PIRG “A Cover to Cover Solution: How Open Textbooks are the Path to Textbook Affordability” (2010)
http://studentpirgs.org/sites/student/files/resources/10%20-%20A-Cover-To-Cover-Solution.pdf



２．オープン教材に向けた
政策動向と事例
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オープン教材に向けた政策動向
... 米国連邦政府：教科書代開示の義務化（2008）

高等教育機会法（Higher Education Opportunity Act, 
H.R. 4137）（2008年施行）において、以下を規定。

1. 出版社は、教員に教科書を営業する際、その価格と改定
頻度に関する情報を開示しなければならない。

2. 出版社は教科書を販売する際、副教材等を別々にアンバ
ンドル化して販売しなければならない。

3. 大学は、学生が必要とする教科書を１学期前に提示しな
ければならない。

48

（出典）Student PIRG “Newsroom: Congress Moves to Cut Textbook Costs in Landmark Bill” (2008)
http://www.studentpirgs.org/news/congress-moves-cut-textbook-costs-landmark-bill

学生団体
Student PIRGsが
勝ち取った！



オープン教材に向けた政策動向
... 米国連邦政府：オープン教材の製作・利用を促進

 アフォーダブルな大学教科書法（The Affordable College 
Textbook Act）（2013, 2015年提案）において、以下を提案。

1. 大学がオープン教材を制作し、利用を拡大するための助成プログラ
ムの創設。

2. このプログラムにより制作されたオープン教材は必ず、公共に供さ
れなければならない。

3. この助成を得る者は、学生がいくら節約できるかについて報告を提
出しなければならない。

4. 出版社が教科書をアンバンドル化して販売しなければならないとい
う規定を強化する。

5. 米国会計検査院（GAO）が大学教科書価格の更新レポートを議会
に提出することを規定。 49

（出典）SPARC “The Affordable College Textbook Act – S. 2176/H.R. 3721” (2015)
http://sparcopen.org/our-work/2016-act-bill/



オープン教材に向けた政策動向
... カリフォルニア州におけるオープン教材利用促進策（１）

 カリフォルニア州では2012年にオープン教材利用促進のために500万ドルの予算
を確保。（SB 1052 and SB 1053）

 初めに100万ドルを用いて、１）California OER Councilと、２）COOL4Eｄを設立

 COOL4Eｄには、有用なOERリストとともに、OER教材のレビューを掲載。

50

教員によるオープン教材の
レビュー

（出典）ICAS, “California Open Educational Resources Council”
http://icas-ca.org/coerc

（出典） “California Open Online Library for Education, COOL4Ed”
http://cool4ed.org/index.html



オープン教材に向けた政策動向
... カリフォルニア州におけるオープン教材利用促進策（２）

カリフォルニアの教員・大
学によるオープン教材の
利用促進のための法律
（AB798）2015年施行

大学からの申請による促
進策について、5万ドルを
上限とする助成を可能とす
る。

カリフォルニア州立大学で
は、教員がオープン教材を
利用する場合に助成。

 適切な教材を探す

 教材の利用体験談作成

等のため
51

（出典） The California State University “Affordable Learning Solutions”
http://affordablelearningsolutions.org/



オープン教材に向けた事例
... OPEN STAX COLLEGE （ライス大学のイニシアティブ）

ヒューレット財団、ゲイ
ツ財団などからの助
成を得て、ライス大学
主導で学部生のオー
プン教科書を制作。

2012年開始。

既に1700以上の機関
が採択（2016.3.7現在）

教科書は査読もされ、
cc-byライセンス。

52

（出典）Open Stax College “Students”
https://openstaxcollege.org/students



オープン教材に向けた事例
... オープン教材のみの学位プログラム

 タイドウォーター・コミュニティ・カレッジが
提供する、教科書代無償で学位取得可能
な教育プログラム。

 2013年開始。「ビジネス管理」分野。

安価に学位取得可能なだけでなく、教育
効果も高いという結果が出ている。

53

（出典）Tidewater Community College “Z-degree”
http://phet.colorado.edu/



オープン教材に向けた事例
... 単位取得可能なオープン・アカデミー

オープン学習教材ととも
に、 終試験（有料）を
実施し、単位を付与。

 米国教育協議会（ACE）または
米国大学単位推薦サービス
（NCCRS）の認可する科目につ
いて、単位付与。

 単位は、トーマス・エジソン州立
大学（ニュージャージー州）、メ
リーランド大学ユニバーシティ・
カレッジ、エクセルシオール・カ
レッジを含む15大学にて受け入
れ可能。

54

（出典） “Saylor.org”
http://www.saylor.org/



多様なオープン教材事例

55



米国の大学教科書事情
... 教員のオープン教材に関する認識

教員が教科書を決めるときにポイントとなるのは、
「自分の評価」、「学生の経済的負担」。

他方、「OER」を利用しているのは15％で、OERを
知らない教員も4割に上る。

56

（出典）The Campus Computing Project “GOING DIGITAL: Faculty Perspectives on Digital and OER Course Materials” (2015)
http://www.campuscomputing.net/goingdigital2016

デジタル化の
流れは不可避でも、

変化には時間が
かかりそう。



オープン教材の利用促進
... 高等教育無償化とセットで展開されるOER

ニューヨーク州、SUNYおよびCUNYについて、年収12.5万ドル以下
の家庭について、大学授業料無償化を決定。（2017.4）

教科書については、OER開発・配布に800万ドルをSUNYとCUNYに
配分予定。

57
（出典） Inside Higher Ed, “New York Adopts Free Tuition” 
https://www.insidehighered.com/news/2017/04/10/new-york-state-reaches-deal-provide-free-tuition-suny-and-cuny-students
Inside Higher Ed, “Scaling Up OER”
https://www.insidehighered.com/news/2016/06/22/new-university-initiatives-focus-bringing-open-educational-resources-masses

オープン教科書を2012年から提供していたOpen SUNY Textbooks
は、教員参加型のOERプラットフォームの提供を開始。（2016.6）

自分の科目に適したOERが見つからないという課題の克服を目指
す。



オープン教材の利用促進
... OERのカスタム展開と、教員へのアウトリーチ

ライス大学のOpenStax、大学生協NACSCORPと提携し、教員が自
作の教材やOER、有償の教科書を組み合わせ使用できる機能を
提供する。（2016.3）
 Affordable Custom Content Enhancement System (ACCES)

CalState、VitalSourceと提携し、OERの利用拡大や、他教材との組
み合わせ、アナリティクスなどの機能を付加し、従来からの教材に
匹敵するようにする。（2017.4）

58
（出典） Inside Higher Ed, “OpenStax, College Stores Partner for Textbook Customization” 
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2016/03/04/openstax-college-stores-partner-textbook-customization
Cal State, VitalSource team up to bridge gap between OER and traditional materials
https://www.insidehighered.com/digital-learning/deals/2017/04/12/cal-state-vitalsource-team-bridge-gap-between-oer-and-traditional

学習プラット
フォーム

・教材組合せ
・ラーニングアナリティクス

・演習課題、課題提出
・成績評価



３．米国の大学教科書市場の動向
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米国の大学教科書市場の動向
... レンタルとユーズド教科書の利用状況

学生の約４割が教科書
を１冊以上レンタル

学生の約1割が教科書
を1冊以上借りた

学生の1-2割は、教科
書を一冊も購入しない。

60

（出典）National Association of College Stores “Key Findings Report: Student Watch™ 2015-16 Academic Year”
http://www.nacs.org/research/studentwatchfindings.aspx

教科書の１/４は冊数ベース
でレンタルされている。

レンタル教科書の79％は
ユーズド、16％は新品の印
刷体。5％はデジタル。



米国の大学教科書市場の動向
... キャンパスに有人ストア出店するアマゾン

アマゾンは、2015年2月にパデュー大学に有人店
舗を初出店。2016年中に13店舗に拡大予定。

61

（出典）Tech Crunch, “Amazon’s First Staffed College Campus Store Should Have Retailers Worried,” https://techcrunch.com/2015/02/03/amazon-campus-store/
CNET, “Only Amazon can open a college bookstore with no books”https://www.cnet.com/news/only-amazon-can-open-a-college-bookstore-with-no-books/

オンライン注文品を
手軽に受け取れる
利便性が受ける。

アマゾンは20代の若
者をAmazonPrimeに
登録させるのが狙い。



米国の大学教科書市場の動向
... レンタルとE-教科書に特化するネット書店CHEGG

 Cheggは、レンタル教科書に特化したネット書店。

教科書が届くまでの一週間、e-教科書無償閲覧サービスも提供。

また、科目変更をした場合に、21日以内で、教科書を無償交換可能。

 近は、教科書の演習問題への解答や、オンライン・チューター等の
サービスも展開。
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米国の大学教科書市場の動向
... 大手教科書会社の破産と会社更生

そもそもの教科書の利用の減少に加え、レンタ
ルやユーズド教科書市場の拡大により、教科
書会社の経営は厳しくなっている。

五大教科書出版会社のうちの一つのCengage 
Learningの破産はその一例。
 同社は2013年7月に58億ドルの負債をかかえ、会社更生法

の適用を申請し、9ヶ月後の2014年3月、企業再建

これまでの印刷媒体を中心としたビジネスモデ
ルではもう立ちゆかないため、同社CEOのハン
セン氏は、「伝統的な教科書出版会社から、ソ
フトウェア会社に企業を再編成するに近い」と
会社更生の方向性について語る。

63

（出典）Straumsheim, C., “Cengage Surfaces,” Inside Higher Ed, 2014.4.2
https://www.insidehighered.com/news/2014/04/02/cengage-learning-emerges-bankruptcy-focus-digital-growth

五大教科書会社
 ワイリー
 センゲージ・

ラーニング
 マクミラン
 マグローヒル
 ピアソン

五大教科書会社
 ワイリー
 センゲージ・

ラーニング
 マクミラン
 マグローヒル
 ピアソン



米国の大学教科書市場の動向
... 大手教科書会社の大幅減益と生き残り策

ピアソン社の2016年度決算、32億ドルの税引き前収益減
 過去30年で 大の減益（▼18％）

 学生がレンタル教科書に流れたのが原因とされている。

ピアソン社の対応策

 世界 大の出版社Penguin Random Houseの47％の株を売却

 高等教育のデジタルへの転換を加速

ピアソン社の高等教育のデジタル化転換戦略

 “Digital Direct Access for Pearson courseware”の機能拡張のために、

6220億ドルの投資。

 レンタル教科書会社と提携し、ピアソン社の教科書50冊を100ドルで貸出。

電子教科書はより安価となる予定。 64

（出典）Campus Technology, “Pearson $3.2 Billion in the Hole, Looks to Digital Transformation,” (2017.2.27)
https://campustechnology.com/articles/2017/02/27/pearson-3-2-billion-in-the-hole-looks-to-digital-transformation.aspx
Inside Higher Ed, “Pearson and Chegg Partner for Textbook Rentals,” (2017.4.19)
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2017/04/11/pearson-and-chegg-partner-textbook-rentals



米国の大学教科書市場の動向
... デジタル教材にシフトする大手教科書会社

大手教科書会社がデジタル教材の収益を拡大。

現状では印刷体とのセット販売も多いが、学生側の
需要もあるため、拡大の方向

65

（出典）Greenfield, J., “Students, Professors Still Not Yet Ready for Digital Textbooks,” Digital Book World, 2013
http://www.digitalbookworld.com/2013/students-professors-still-not-yet-ready-for-digital-textbooks/



米国の大学教科書市場の動向
... ハイブリッドな学習プラットフォーム

66

（出典）Pearson  “Course Connect”
http://www.pearsonhighered.com/assets/dox/CourseConnectFullBrochure_Aug_2012.pdf

リッチ・メディア

LMSとの連携

議論・シラバス・評価

iPad対応

指導マニュアル、
ルーブリックス

eBook対応

オンライン・チュートリアル

学習アナリティクス

パーソナル化機能



米国の大学教科書市場の動向
... アクセスコードを必要とする教科書の拡大

デジタル教材にアクセスコードを必要とする科目は、
2-3割にも拡大している。

67
（出典）Student PIRGs, “Access Denied: The New Face of the Textbook Monopoly,” 2016
http://www.studentpirgs.org/sites/student/files/reports/Access%20Denied%20-%20Final%20Report.pdf
Campus Technology, “55 Percent of Faculty Are Flipping the Classroom,” 2016
https://campustechnology.com/articles/2016/10/12/55-percent-of-faculty-are-flipping-the-classroom.aspx

有料宿題システムを
利用する教員（2割）



米国の大学教科書市場の動向
... アクセスコードを必要とする教科書の利便性と問題点

68

 演習問題等の宿題提出
をLMSと連携して、成績
に自動反映させることが
できる。

 パーソナライズド学習を
可能とする。

 学習プラットフォームを通
じて、「教員と学生」をつ
なぐことができる。

 高額

 レンタルやユーズド教科
書の利用が不可能

 教科書を購入できない学
生は科目履修＆取得が
不可能

利便性 問題点

教科書が
学籍番号と紐付け

られているから
友人との貸し借りが

できない！



米国の大学教科書市場の動向
... 大学が提供する電子教科書プラットフォーム

インディアナ大学―e-Text Initiative

69
（出典）Inside Higher Ed, “Indiana’s Grand Textbook Compromise,” 2016.9.16
https://www.insidehighered.com/news/2016/09/16/indiana-us-etexts-initiative-grows-textbook-model-emerges
Inside Higher Ed, “Is ‘Inclusive Access’ the Future for Publishers?,” 2017.1.31
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/31/textbook-publishers-contemplate-inclusive-access-business-model-future

Inclusive
Access
Model

大学

学生 出版社

• 定常的かつ全学生から
e-教科書利用収入

• 学生の学習データ獲得
可能

• 授業初回から教科書へ
アクセス可能

• ディスカウント価格で教
科書を利用可能

• 教科書価格高騰問題を回避
• 教育の質向上も可能

Win-win-win
モデル

4万名以上の
学生が利用



デジタル時代の高等教育の模索
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Ⅳ．州立大学における

組織的なオンライン教育の提供拡大



アリゾナ州立大学：
“A New American University”

第１６代学長Michael Crow提案：
 “A New American University”

71

Access, Excellence, Impact
 入学希望者を排除することを通じてはなく、入

学させ、成功させることを通じて、自らを評価し
たい。（後略）

We measure ourselves not by who we exclude, but 
rather by who we include and how they succeed.

Access, Excellence, Impact
 入学希望者を排除することを通じてはなく、入

学させ、成功させることを通じて、自らを評価し
たい。（後略）

We measure ourselves not by who we exclude, but 
rather by who we include and how they succeed.

（出典） Arizona State University, “A New American University”
http://newamericanuniversity.asu.edu/docs/NAU_Dec10.pdf

入学倍率を高くして
高く評価される

というのは
間違っている！



全学的な教育へのデジタル技術の活用で
全米の先端を行くアリゾナ州立大学

1. ASU Online
全学的オンライン教育の推進により、2020年までに

10万人の学生増を図る。

2. アダプティブ・テクノロジーによるリメ
ディアル教育

3. eAdvisor
自動の専攻および科目選択システム

4. Global Freshman Academy
 edXとの連携による安価な初年次教育の提供

1. ASU Online
全学的オンライン教育の推進により、2020年までに

10万人の学生増を図る。

2. アダプティブ・テクノロジーによるリメ
ディアル教育

3. eAdvisor
自動の専攻および科目選択システム

4. Global Freshman Academy
 edXとの連携による安価な初年次教育の提供 72



アリゾナ州立大学...ASU Online

 目的：
 高等教育へのアクセス拡大、社会人の学位取得率

拡大を目標として、2008年より着手。

 2020年目標： 10万人のオンライン学生
（2011年時点の目標3万名を上方修正）

 Pearson社との提携：
 オンライン学生のリクルート、入学管理、学生保持

（retention）、学習プラットフォーム運営等を委託

 講義は各学部が提供

 収益：
 2011年： 440万ドル（ 3,500名）
 2014年：9,400万ドル（25,000名）

73
（出典） Buzz Feed News, “The New American University: Massive, Online, And Corporate-Backed” （2014.7.21）
http://www.buzzfeed.com/mollyhensleyclancy/the-new-american-university-massive-online-and-corporate-bac
（出典）Inside Higher Ed, “MOOCs for (a Year's) Credit” (2015.4.23)
https://www.insidehighered.com/news/2015/04/23/arizona-state-edx-team-offer-freshman-year-online-through-moocs

ASU Online在籍者

 2009年： 1,200
 2014年： 10,000
 2015年： 25,000
※ Starbucksとの提携により、

同社社員の入学者拡大の
見込み。

※ 初年次教育を2016年より、
通常の半額で提供の予定

 2020年： 100,000

ASU Online在籍者

 2009年： 1,200
 2014年： 10,000
 2015年： 25,000
※ Starbucksとの提携により、

同社社員の入学者拡大の
見込み。

※ 初年次教育を2016年より、
通常の半額で提供の予定

 2020年： 100,000

金儲けで、営利大学
のようだという批判

もある。でも、
州からの運営費削減で
やむを得ない面もある。



アリゾナ州立大学...アダプティブ学習戦略

初年次学生のリメディアル教育を、アダプティブ・
テクノロジーを用いた学習教材で実施。

 実施：
 2011年度開始： 数学 （Knewton Math Readiness program）

 2014年度以降： 生物学、化学、物理学、経済学、心理学も提供予定。

 成果：

 合格率：18％向上、Withdrawal：47％減少

 実施体制：
 Knewton社がアダプティブ技術を提供。

 Pearson社が教材コンテンツを提供。

 大学は学生への案内、科目提供、単位付与等。

 教員は反転授業等の学習指導。

74

近、
民間教育産業と大学が
組む例が増えている。

Knewton社はピアソン社以外に、
ケンブリッジ大学出版、
マクミラン、ワイリー、

センゲージ・ラーニング、
グーテンベルグ・テクノロジー、

LelivrescolaireやHoughton
Mufflin Harcourt、

マイクロソフトなどとも
提携している。

（出典） Inside Higher Ed： “The New Intelligence” (2013.1.25) 
https://www.insidehighered.com/news/2013/01/25/arizona-st-and-knewtons-grand-experiment-adaptive-learning
（出典） Campus Technology: “The Great Adaptive Learning Experiment” (2014.4.16) 
http://campustechnology.com/Articles/2014/04/16/The-Great-Adaptive-Learning-Experiment.aspx?Page=1



アリゾナ州立大学...eAdvisor

専攻や履修科目の自動助言システム

過去の類似学生の成績より、特定の専攻に進学した
場合等に成功する確率を計算。

必要に応じて、適切な専攻や履修科目を提案。

75

事例： 心理学専攻を希望する学生の場合

 統計学の単位を落とし、落第する場合が多い。

 高校、入試（SAT等）、一般教育科目等の成績と、過
去の心理学専攻学生の成績との相関分析。

 落第する可能性が高い場合は、異なる専攻を提案。
あるいは、「統計学」を早い段階で履修することを提案
（早い段階で、進学変更を可能とするため）。

（出典） ASU News: “New initiatives advance ASU's efforts to enhance student success,” Arizona State University News, 2011.
https://asunews.asu.edu/20111012_eAdvisor_expansion

アメリカは入学時に
専攻が決まっていないし、

各専攻の要求科目を
取得したら専攻に入る仕組みで、

学生の自己責任だから、
卒業に4年以上かかる

ことも多い。



アリゾナ州立大学...Global Freshman Academy

安価な初年次教育をedXを通じて提供。
 授業料等：

 １MOOC当たりの修了証： 45ドル
 ドロップアウトせずに 後まで修了した場合のみ、支払いが必要

 １単位としての認定： 200ドル
 大学の単位として認定してもらう場合のみ、支払い

 キャンパスの対面授業の場合は、１単位480-543ドル

 ポイント：

 受講に入学手続きやGPA、SATなど不要

 edXに登録するのみで受講可能

 成果：
 2015年秋学期、34086名中323名がC以上で修了（１％以下）。

76

MITはサプライチェーン
・マネジメントの初めの

10ヶ月をMOOCで提供するし、
Charter Oak State Collegeは
MITかUCBのMOOCについて
100ドルで単位を認めるよ。

（出典） Inside Higher Ed： “MOOCs for (a Year's) Credit” (2015.4.23) 
https://www.insidehighered.com/news/2015/04/23/arizona-state-edx-team-offer-freshman-year-online-through-moocs
（出典） Education Dive: “Under 1% of Global Freshman Academy students eligible for ASU credit” (2015.12.22) 
http://www.educationdive.com/news/under-1-of-global-freshman-academy-students-eligible-for-asu-credit/411241/



パデュー大学、カプラン大学を買収
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 学生数 ： 3.2万人

 教職員数 ： 3000名

 キャンパス ： 15校

 学生の95％がオンラインのみ 学生数 ： 4万人

 教職員数 ： 1.4万名 独立採算

一
分
校
と
し
て
併
合

オンライン教育を組織的に展開する体制を得て、
社会人を中心とする、学位未取得者への
高等教育のアクセスを大幅に拡大する。

2017年4月27日発表
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Ⅴ．まとめ

デジタルに移行する米国の大学教育



米国で模索される
高等教育再建の方向性

79

高等教育のマス化

高等教育
財政の逼迫

高等教育人口の
増大と多様化

学生一人当たりに
かける資源の縮小

きめ細かい
学習支援の
必要性拡大

Doing more with less!
少ない資源でよりきめ細かい支援を

提供する方法とは？

米国巨大財団が
この方向で

誘導している。



米国大学で拡大するオンライン教育

Source:  “Digital Learning Compass: Distance Education Enrollment Report 2017” http://digitallearningcompass.org/

計画なし

未定

計画有

米国高等教育機関における学生数（2012-15）

遠隔教育科目の履修者数（2012-15）

私立大学（営利）
私立大学（非営利）
州立大学

大学院
学部

米国高等教育機関の学生数は、
過去3年間で、66万人減（▼3.2%）

米国高等教育機関の学生数は、
過去3年間で、59万人増（△11%）

オンキャンパス

73%

一部遠

隔教育

14%

遠隔教

育のみ

13%

オンライン科目
受講者数は、

２８.７％



非営利大学で拡大するオンライン教育

Source:  “Digital Learning Compass: Distance Education Enrollment Report 2017” http://digitallearningcompass.org/

オンライン科目を受講する学生の
在籍大学の設置形態（2015）

私立大学（営利）
私立大学（非営利）
州立大学

オンライン科目受講学生の在籍大学別
年間の在籍者数の増減（2012-15）

州立大学

非営利
私立大学

営利
私立大学

大規模大学ほど
オンライン教育を
提供しているよ！



20-21世紀にかけての高等教育の変化

高等教育の対象層と教育内容の変化

82

若年層

高齢層

エリート 大衆

研
究
中
心

フ
ン
ボ
ル
ト
型
大
学 大衆化した大学（教育中心）

（
年
齢
）

（対象層）

・高度専門職業人育成
・高度教養教育

・職業教育、学び直し
・能力開発、コンピテンシー醸成

リテラシー醸成

高等教育人材（大卒）

・異分野専門職のプロジェクトベースの協働
・問題解決、学際性
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College
Unbundled

&
Re-bundled

Residential
Campus


