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教育におけるICT利用：Hot Topics
オンライン教育・教育のオープン化 
人工知能（AI）  
ユビキタス化 (BYOD: Bring Your Own Device) 
ゲーム化（Gamification） 
拡張現実（XR・AR・MR）・仮想現実（VR） 
アナリティックス & ビッグデータ 
ブレンディッド & ハイブリッド・ラーニング 
マイクロクレデンシャル 
IoT (Internet of Things)

多様な学生に、多様な内容を、興味を持って、 
主体的に学んでもらえるか？
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(引用元: https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sankangaku/1413155_00003.htm)

デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン
令和２年度第３次補正予算額：60億円

（背景・課題）
○新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、これまで対面が当たり前だった大学・高等専門学校の教育において遠隔授業
の実施が余儀なくされ、実施に当たり課題も見られたが、教員･学生からは｢繰り返し学修できる｣､｢質問がしやすい｣など好
意的な意見があった。

○デジタル活用に対する教育現場の意識が高まっているこの機を捉え、教育環境にデジタルを大胆に取り入れることで質の高
い成績管理の仕組みや教育手法の開発を加速し、大学等におけるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を迅速かつ
強力に推進することにより、ポストコロナ時代の学びにおいて、質の向上の普及・定着を早急に図る必要がある。

（対応）
○大学・高等専門学校においてデジタル技術を積極的に取り入れ、「学修者本位の教育の実現」、「学びの質の向上」に資す
るための取組における環境を整備。ポストコロナ時代の高等教育における教育手法の具体化を図り、その成果の普及を図る。

【事業概要】
○大学・短期大学・高等専門学校において、デジタルを活用した教育の先導的なモデルとなる取組を推進するため、デジタル技術活用に必要な
環境整備費を支援する。

【取組例①】「学修者本位の教育の実現」 （１億円×３０件程度）
遠隔授業による成績管理を発展し、学修管理システム（LMS）を導入して全カリ
キュラムにおいて学生の習熟度等を把握。蓄積された学生の学修ログをAIで解析
し、学生個人に最適化された教育（習熟度別学修や履修指導等）を実現
【効果】学生の理解度を総合的に確認。学生の学修履歴等から受講すべき科目や

履修の支援、個別の授業後に理解度に応じた課題を提供

【取組例①】「学修者本位の教育の実現」 （１億円×３０件程度）
遠隔授業による成績管理を発展し、学修管理システム（LMS）を導入して全カリ
キュラムにおいて学生の習熟度等を把握。蓄積された学生の学修ログをAIで解析
し、学生個人に最適化された教育（習熟度別学修や履修指導等）を実現
【効果】学生の理解度を総合的に確認。学生の学修履歴等から受講すべき科目や

履修の支援、個別の授業後に理解度に応じた課題を提供

理解度●%

【取組例②】「学びの質の向上」 （３億円×１０件程度）
VR(Virtual Reality)を用いた（対面ではない）実験・実習を導入するなど、デジタルを活用
して、これまで困難と思われていた内容の遠隔授業を実現。更に、自大学のみならず、開発した
教育システムやデジタルコンテンツ等を他大学と共有・活用
【効果】実験・実習科目において、現場と同等の体験をすることで、教科書やビデ

オ映像を見るよりも効果的な学修を提供

【取組例②】「学びの質の向上」 （３億円×１０件程度）
VR(Virtual Reality)を用いた（対面ではない）実験・実習を導入するなど、デジタルを活用
して、これまで困難と思われていた内容の遠隔授業を実現。更に、自大学のみならず、開発した
教育システムやデジタルコンテンツ等を他大学と共有・活用
【効果】実験・実習科目において、現場と同等の体験をすることで、教科書やビデ

オ映像を見るよりも効果的な学修を提供

学生ポートフォリオ

学修管理システム（LMS)
●学修者と教材の管理

受講者登録、教材の登録、
テストの登録、合否管理等
●学修者の進捗状況管理

学修進捗把握、成績管理、
オンラインでの質問等

入学から卒業まで一括管理した学生データ ＋ AI技術による解析

●活動記録
●自己評価 etc.

●学生情報
●履修登録情報 etc.

新型コロナウイルス感染症のリス
クがあるなか、対面式の実験・実
習の実施が困難

※ 各大学は、三密を回避しながら
分散して実施するなどの対応

講義やオンデマンド授業・VR等を活用
した実験等・実際の実験等の教育手法を
組み合わせ、学びの質を向上

VR技術等による臨場感あふれる実験・実習のデ
ジタルコンテンツを作成

学務情報支援システム

大学・高等専門学校においてデジタル技術を積極的に取り入れ、「学修者本位の教育の実現」、「学びの質の向上」に資す
るための取組における環境を整備。ポストコロナ時代の高等教育における教育手法の具体化を図り、その成果の普及を図る。

3

日本の大学におけるオンライン＆教育的ICT活用や
教育イノベーションの停滞を打破するには?

OS（インフラ）からApps（ツール）への発想の転換 (E→O→C→P→V) 

教育制度・プログラムの整備・運用の徹底だけでは不十分→大学・部局・教員・
学生が、教育・学習において、自発的にイノベーティブにICT活用を推進するた
めのインセンティブ・仕組み・仕掛けが大事 

「データが取れるから、ICTを使いなさい。ラーニング・アナリティクス(LA)が
大事。それでPDCAを回して教育改善をしなさい」では、教職員や部局を巻き
込めない 

押しても駄目なら引いてみる（Supply-Push → Demand-Pull） 

どうやって教職員・部局・執行部の日常的な意識上に留まらせるか（取り組み
やアクションの可視化と周知） 

助成プロジェクト等の申請・遂行における「必須要件化」(北風) vs. 「加点要件
化」(太陽) 

「達成すべき目的」と「利用可能な手段」との間の「架け橋」を作る
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教育のDXで、教育をDXに！

 DX(デジタルトランスフォーメーション)で、DX(デラックス)に！ 

「パンデミックだからオンライン/ブレンディッド教育」ではなく、
「パンデミックでもオンライン/ブレンディッド教育」！ 

個々人の目的・必要に応じた教育を、洗練された教育ツール・豊富
な教育リソースを用い、多様な方法で学べる形で実現する！ 

アナリティックスに基づく、学生への個別対応が肝要！ 

リアルとバーチャルを繋げ、その相乗的効果を図ることによって、
自大学の教育的価値や魅力をより向上させ、学内・国内・地域・世
界での貢献・連携・プレゼンスを高める！
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機密性!情報

令和４年度!"#予算内
予算額（案） $%&億円ニューノーマルにおける大学の国際化促進フォーラム形成支援

z我が国の高等教育における国際化施策はグローバル３０からＧＧＪ、そしてＳＧＵと、弛むことなく１２年が経過。
!"#は事業開始７年目を終える中、各採択大学の構想の下、国際対応力強化や国際通用性向上の取組みが多様な形で進展。

z一方、新型コロナ感染症の世界的発生により国境を越えた移動が制限される中、オンラインを活用した教育・交流が急速に進展。
z事業残り３年となる今、国際化を牽引する大学群の多様な実績の横展開を強化する環境を整備することによりニューノーマルに
向けた我が国の高等教育の更なる国際通用性・競争力の強化を図る。

背 景

目 的

【産業界】幹事会

【!"#$】
（オブザーバー）

リアルな情報や課題等の
共有・蓄積・協議・発信
の場

プロジェクト全体をつなぐ、オールジャパンで結成する日本発オンライン国際教育プラットフォーム
「!"－#$%&'(」他、リクルート、カリキュラム、キャリア教育等の多様なプロジェクト構成

制度改正等も必要に応じ検討

代表幹事校（東北大学）

事務局幹事校（立命館大学）

幹事校１５大
学

【関係団体】

（大学関係団体、国際大
学ネットワーク等）

フォーラム
会員

!"#

展開力

希望大学等

関係団体

参画
協力等

協力等

$%&'(オブザーバー)

副代表幹事校（筑波大学）

概 要

�ニューノーマルに向けて!"#採択大学を中心に展開力採択校・希望する大学等による「国際化促進フォーラム」を形成。

�我が国大学の国際化をオールジャパンで促進する大学の主体的な活動の場として、!"#採択校を中心に世界
展開力採択校及び希望する大学・機関等がフォーラム会員となり、文部科学省等関係機関とも連携しつつ、
大学の国際化に関わる取組みや研究の実施・共有・展開、情報の提供・共有を行う連携体

�１８大学による１９プロジェクトが活動の中心となり、希望する大学が自大学の国際化戦略等を踏まえプロ
ジェクトに参画し、プロジェクト間においても更に有機的な連携を進めることで、新たなグッドプラクティ
スを生み出し、我が国高等教育全体の強靭かつ多様な国際化を促進。

� !"#事業終了後（*６～）は、自律的運営組織へと発展させることを前提とする。

'
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大学レベルでの戦略を考える
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Supply Push               Demand Pull
流通・販売

小売店 オンラインストア
メディア

マスメディア パーソナルメディア
広告

マスメディア ネット検索付帯

教育
大量生産的・画一的な知識や 

技能の習得
コミュニティーベース 
興味・能力・必要に応じたオン
デマンドな知識・技能の習得

「グローバル化・フラット化する世界」において求められる 
21世紀の教育におけるパラダイム転換
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21世紀の教育におけるパラダイム転換
Supply Push               Demand Pull

教育
大量生産的・画一的な知識や 

技能の習得
コミュニティーベース 
興味・能力・必要に応じたオン
デマンドな知識・技能の習得

高等教育 1.0 高等教育 2.0

現代社会において、 個々人が、知識的・技能的・職業的基盤を確保
するために、十歳代後半から二十歳代前半までの四年間を「壁に囲
まれた」大学で過ごせば「高等教育は修了」というモデルは、機能
しなくなりつつある。「高等教育のロングテール化」が不可避。

オンライン＋ハイブリッド＋オープンエデュケーション・AI・拡張現実
(VR&AR)・Metaverse等を活用した新たな高等教育システム
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発想のコペルニクス的転換が必要！

大学(教育)の拡張 vs. 学び手としての個人の拡張 
EXTENDING UNIVERSITIES or LEARNERS?

大学の未来について、大学の外側から考える
Think out of the university!

学びと時間の関係の再考「クロノス vs. カイロス」 
Chronos OR Kairos?
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戦略的観点：個々の大学篇
（DXを含む）技術の拡張 vs. 教育の拡張 vs. 人間の拡張 

組織（大学）を支援・増強 vs. 個人（学生）を支援・増強 

誰に、何を、何のために、どのような形で、提供するのか？ 

リモート授業はコロナ禍によって必要となったが、コロナ禍
が終わっても必要なのか？（「必要」の意味は同じか？） 

ー → ０（原点回帰） vs. ０ → ＋（多様な＋の放射） 

＋において、各大学の強み・特色・発展の方向性をどう反映
させるか？ 

どうやってSURVIVEする（難局を切り抜けて生き抜ける）の
か？ → 常識に挑戦し、新たな常識を創り出す！
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既存のブレンディッド学習の概念

Online

Face-to-Face
対面

オンライン

より統合された新たなブレンディッド学習の概念

対面
Face-to-Face

対面
Face-to-Face

Online
オンライン

Face-to-Face
対面
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戦略的観点：ALL JAPAN篇
大学間の戦略的互恵関係をどのように多元的に構築するか？ 

「協力・連携」と「競争・切磋琢磨」の健全でプロダクティ
ブな均衡を図る！（さらに海外の大学も巻き込む） 

ALL JAPANとしての目標達成のための力点・作用点を、ど
のように洗い出し特定するか？ 

「国家よりも力を持つグローバルIT企業」が登場している→
「大学よりも力を持つ高等教育システム」が登場するのか？ 

そうであれば、日本の大学界として、どうやってSURVIVE
するのか？（Think out of ALL JAPAN?）
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対面型　　　  ハイブリッド型　　 オンライン型

ベストミックス

教育プロ
グラムの
拡充

授業外の
教育活動
支援

国内外の
大学との
教育連携

リカレント
教育促進

高大・大大
接続支援

多様な学
生への個
別対応

留学生の
教育支援

高等教育における目的に応じたICT利活用のベストミックス (飯吉, 2021)に追記

14



高等教育における目的に応じたICT利活用のベストミックス (飯吉, 2021)に追記

対面型　　　  ハイブリッド型　　 オンライン型

ベストミックス

教育プロ
グラムの
拡充

授業外の
教育活動
支援

国内外の
大学との
教育連携

リカレント
教育促進

高大・大大
接続支援

多様な学
生への個
別対応

留学生の
教育支援

　MOOC 　SPOC
OCW・OER 　VR・XR
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拡大し続ける世界のMOOC

https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2021/
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https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2021/

ビジネス・経営

数学

工学

美術・デザイン

健康・医学

教育
人文科学

社会科学

科学・理学

テクノロジー

Course Distribution by Subjects
科目分野別のコース分布

に和訳を付加
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既存の通貨 仮想通貨vs.

Micro Credentials既存の学位
博士, 修士, 学士, etc. 
制度化された各種資格

MicroMaster, Nanodegree, Specialization, 
Professional Certificate

vs.

18



Micro Credentialsが提起するもの
既存の学位プログラムとMicro Credentialsのような大学や企業
が提供する教育プログラムを部分的に組み合わせて利用していく
ような「ミックス化」(3D TETRIS化)が進む 

異なった大学同士が授業を共通化していった場合に，「自分の大
学の学位」は，一体どのような意味を持つのか 

自大学が学位を出すことが一体どのような意味を持ち，その学位
に対しどのような質保証を求めていくのか 

単位互換や学修成果認証の観点から、マイクロ・クレデンシャル
や授業の共通化については，どのように考えていけばいいのか 

個々の大学の質保証と複数の大学や教育機関にまたがる「横断型
の高等教育」の質保証をどう両立させていくか
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3DカリキュラムTETRIS

https://users.csc.calpoly.edu/~zwood/teaching/csc471/finalproj24/gzipkin/
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https://www.classcentral.com/rankings#most-popular-online-courses-2021
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https://www.labxchange.org

Prof. Robert Lue@Harvard
(1964 - 2020)
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https://www.classcentral.com/collections
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世界の大学のUSR Good Practicesから学ぶ
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https://www.fun-mooc.fr/en/
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https://www.jmooc.jp
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Zoom・Webex・YouTube・
SNSやその他の各ツール・
プラットフォーム

'(()（グローバル） '(()（主に国内向け）

+,()（主に学内向け） (-./)#012.3%1.（国内外向け）

4'+（主に学内向け）
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包括的かつ重層的な教育の質保証システム

各レベルにおける最適なオプション(複数可)の選択 
↓ 

効果検証や教育・学修評価の目的・方法について検討・実施

大学・大学院 

学部・研究科 

学科・コース 

科目群 

科目

対面 

オンライン 

ハイブリッド

レベル オプション

!
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拡がり続けるグローバルなオンライン学習コミュニティ
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JV-Campusと日本の大学のための2つの指針

「Youは何しに日本へ？」 
「Youは何しに日本の大学へ？」 
「Youは何しにJV-Campusへ？」

「世界！ニッポン行きたい人応援団」 
「世界！ニッポンの大学行きたい人応援団」 
「世界！JV-Campus行きたい人応援団」

「グローバル」に「ローカル」な日本の学生・大学も含まれる 
 JV-Campus上に、グローバルなLearning Communitiesを作
れるか？ 
「バーチャル」と「リアル」の両面・相乗効果をMAXに！
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