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東京大学本部時代の業績
 国際連携本部
 世界の有力大学の国際化の動向
 東京大学国際化白書（本編・部局編）
 東京大学国際化推進長期構想（提言）

 評価支援室
 Web of Scienceに見る東京大学の論文投稿状況

ー東京大学の被引用率はなぜ低いのか？

 教育企画室
 東京大学の全学的教育課題（調査報告）
 東京大学の教育への評価は何で決まるか？

ー東京大学卒業生調査の分析
 世界における学術情報のオープンアクセス化の動向



コロナ前の
米国の大学の動向



米国高等教育の最大の課題
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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提供できる科目数の縮小
Shortage in course provision
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カリフォルニア州コミュニティ・カレッジにおける

提供単位数と教職員数の推移（2000-2012）

職員

非常勤講師

教員

執行役員

単位数

（人） （単位数）

（出典）カリフォルニア州コミュニティ・カレッジ総長室情報マネジメントシステム データ・マート（http://datamart.cccco.edu）

単位数
credits

非常勤講師
Temporary Academics

Faculty & Staff Demography and Credits Offered at Calif. Community Colleges (2000-2012)

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。

6（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

7

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



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。



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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アダプティブ型学習と
パーソナライズド学習の融合

Merging adaptive and personalized learning
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実力判定
Assessment

個人に最適の
学習プログラム計算

Optimization of
Learning modules

個人学習
learning

効率的に
学べる！
Time efficient

自分の
ペースで

self paced

ゲーム感覚で
楽しい！

gaming

自分に
フィット
personalized
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College
Unbundled

&
Re-bundled

Residential
Campus



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”
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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” (2015)
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 13



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

14



COVID-19に関わる
米国の大学の判断の特徴

コスト意識が高い。

 2008年リーマンショックの記憶

 2020年度入学者に打撃

 5月に進学先確定、9月入学

学生側もコスト意識が高い。

ノン・トラディショナルな学生が7割



コロナ下で
大学経営に必死な米国の大学



米国の2020年度
大学進学者、２割減か？

 SimpsonScarborough社の３月、４月調査

高校生最終学年の１割が、四年制大学
への進学見送り

 「秋に大学に戻らない」「不明」の大学生、
14%→26%

ギャップイヤーへの関心高まる

 オンライン教育は不人気

 マイノリティは更に見通し悪い

[Inside Higher Ed] (2020.4.29) Colleges Could Lose 20% of Students
https://www.insidehighered.com/admissions/article/2020/04/29/colleges-could-lose-20-percent-students-analysis-says

https://www.insidehighered.com/admissions/article/2020/04/29/colleges-could-lose-20-percent-students-analysis-says


エピソード
NYかLAの大学に
進学することを
夢見ていた。

[New York Times] (2020.4.28) After Coronavirus, Colleges Worry: Will Students Come Back?
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-colleges-universities-admissions.html

でも、自宅近くの
アリゾナ州立大学に

決めた。
その方が、どう考えても

合理的！

合格通知を3月にゲット！

Claire McCarville

https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-colleges-universities-admissions.html


「9月は授業をキャンパスで実施」の
発表相次ぐ

10%

66%

7%

8%
9%

秋の授業の提供方法予定

複数のシナリオを検討

対面授業の予定

オンライン教育

ハイブリッドモデル

検討中

オンライン教育

調査対象：850大学
2020.6.1現在

対面授業

ハイブリッド

[Chronicle of Higher Education] (2020.4.23) Here’s a List of Colleges’ Plans for Reopening in the Fall
https://www.chronicle.com/article/Here-s-a-List-of-Colleges-/248626

https://www.chronicle.com/article/Here-s-a-List-of-Colleges-/248626


2021年度入学者募集を見送る
米国人文社会科学系大学院、 50以上

 プリンストン大学社会学専攻が2020年5月中旬に
募集見送りの決定をし、多くの人社会系博士プロ
グラムがこれに続く

 ペンシルバニア大学は、理学系も含む「大学が奨
学金を提供する全ての博士プログラム」の募集を
見送り

• 外部資金を利用した院生募集は継続

 狙い
 在籍の院生の奨学金継続
 大学の奨学金負担の低減

[Chronicle of Higher Education]（2020.9.28）
More Doctoral Programs Suspend Admissions. That Could Have Lasting Effects on Graduate Education.
https://www.chronicle.com/article/more-doctoral-programs-suspend-admissions-that-could-have-lasting-effects-on-graduate-education

人社系
大学院生は

コストを
意味する



米国大学の経営努力

 経費削減の努力
 役員の給与減額、教職員の給与ベアなし

 非常勤講師雇い止め、工事停止

 年金の大学手当分の見送り

 その他経費削減努力

 学生獲得の努力
 9月以降の対面授業を約束

 授業料値上げを取りやめ

 例年以上の授業料ディスカウントを提示

授業料だけでなく、
寮、食堂、駐車場の

収入激減の
穴埋めが必要

※ 2021年に入っては、キャンパス入場にワクチン接種を義務化する大学多数



コロナ下で財務悪化に直面する
日本の私立大学

日本私立大学協会 私学高等教育研究所「新型コロナウイルス感染症に伴う大学経営管理上の対応に関する調査」（最終報告書）（2020.9）
https://www.shidaikyo.or.jp/topics/pdf/20209_covid-19.pdf

入学者の減少や休学、退学等による財務の悪化

感染症対策による支出の増加



財政難は国に頼れば良い？

日本私立大学協会 私学高等教育研究所「新型コロナウイルス感染症に伴う大学経営管理上の対応に関する調査」（最終報告書）（2020.9）
https://www.shidaikyo.or.jp/topics/pdf/20209_covid-19.pdf

経費削減などの
自助努力は？



コロナ下で三密対策支出が増大する
日本の私立大学

日本私立大学協会 私学高等教育研究所「新型コロナウイルス感染症に伴う大学経営管理上の対応に関する調査」（最終報告書）（2020.9）
https://www.shidaikyo.or.jp/topics/pdf/20209_covid-19.pdf



標準試験・評価からの
離脱の流れ

・米国の学部入試

・米国の大学院入試

・世界的な協働学習の流れ

・オープンサイエンスにおける
「競争」から「協調」パラダイムへの流れ

・中国のＳＣＩ論文と関連指標の規制



米国の学部・大学院入試における
標準試験の点数提示任意化の流れ

 背景

 受験準備や受験そのものに十分なアクセスのない層の
学生に不利にならないように。

 中堅以下の大学にとっては、学生獲得の手段でもある

 標準テストの点数が、当該学生の大学や大学院における
成功と必ずしも相関がない (?!)

 参加大学

 当初は中堅以下の大学が中心

 コロナにより、エリート大学にも拡がる

 コロナ以後も、標準試験は復活しないという観測

 米国大学や大学院の入学出願書類において、ACT/SATやGREなどの標準試験
の点数提示を任意、もしくは無しとする動き



コロナ以前
…学部入試における標準試験任意化の動き

1. 大学入学願書におけるSAT/ACT点数提示を任意と
する流れ（test optional）
 中堅以下の大学中心に任意化（300大学超）
 シカゴ大学、2018年にtest optionalに

2. SAT/ACTのエッセイを要求から外す流れ
 もともとエリート大学を中心に要求
 ハーバード大学が2018年に任意化し、他のエリート

大学もこれに続く

3. APコース離脱の動き
 APコース： 高校で学ぶ大学レベルの科目と試験
 ワシントンDCの8のエリート高校、2018年にAPコース

取りやめ

多様性の時代に
標準試験は
そぐわない!?



コロナ以前
… GRE要件を不問とする米国大学院の動き

 米国トップ50の研究大学PhDプログラムの
2018年度出願要件
 分子生物学： 44％がGREを要求せず

 神経科学と生態学（ecology）: 約1/3のプログラ
ムがGREを要求せず

 化学、物理、地学、コンピュータ科学、心理学：
9割以上がGREを要求

 背景
 世界のマイノリティが不利であるという懸念

 「GRE要求が出願者減」といった焦り
[Science] (2019.5.29) A wave of graduate programs drop the GRE application requirement
https://www.sciencemag.org/careers/2019/05/wave-graduate-programs-drop-gre-application-requirement

多様な人材が
欲しい！



カリフォルニア大学
大学入学判断からSAT/ACTを廃止を決定

 UC判断の背景
大学の調査でSAT/ACTは、①学生の学

力の良い判断材料、②マイノリティは他
の判断材料で十分救われている

一方、市民団体からは、差別的と訴訟
を受ける。

 コロナで、SAT/ACTを受けられない学生
がいることも考慮し、5年かけてSAT/ACT
を廃止の判断

[Education Dive] (2020.5.21) U of California eliminates SAT, ACT as admissions requirement
https://www.educationdive.com/news/u-of-california-eliminates-sat-act-as-admissions-requirement/578373/ 

カリフォルニア大学の
決定は、全米に
影響を及ぼす



コロナにより
SAT/ACTの点数提示任意化の拡大

 ファクト
 2019年度入学以前：300校超が任意化

 2021年度入学：1680校が任意化

 2022年度入学：1200校は既に確実視

 背景

 SAT/ACT試験の不実施等により、受験生が不利益
を被らないように

 中堅以下の大学については、志願者獲得のため

[Higher Ed Dive]（2021.1.29） Elite colleges are extending their test-optional policies
https://www.highereddive.com/news/elite-colleges-are-extending-their-test-optional-policies/594217/
[National Center for Fair and Open Testing] Test Optional Growth Chronology 2005-
https://www.fairtest.org/sites/default/files/Optional-Growth-Chronology.pdf

コロナで
エリート大学も

加わった



カレッジボード、SATの科目別テスト
とエッセイを取りやめ
 表向きの理由

 SATの「科目別テスト」と「エッセイ」の点数提示を求める大学
が縮小したため

 実際

コロナによる財務悪化と信用力の低下
• 試験実施収入の大幅ダウン、試験キャンセルや払戻しの連絡不行届き

 SAT Reasoning Test
• 読解、作文と言語、数学（電卓使用不可、電卓使用可）

 SAT Subject Test （科目別）
• 英語、歴史・社会学、数学、自然科学、語学

 SAT Essay Test （エッセイ）

 AP Course
• 高校で学ぶ大学レベルの科目と試験

カレッジボードの主要事業

外部民間団体に
試験を依存した

ツケが…

[Higher Ed Dive]（2020.10.30） College Board drops SAT subject tests, essay
https://www.highereddive.com/news/college-board-drops-sat-subject-tests-essay/593579/



標準試験・評価からの
離脱の流れ

・米国の学部入試

・米国の大学院入試

・世界的な協働学習の流れ

・オープンサイエンスにおける
「競争」から「協調」パラダイムへの流れ

・中国のＳＣＩ論文と関連指標の規制



21世紀に求められる〈新しい能力〉

基本的な認知能力
 読み書き計算、基本的な知識・スキルなど

高次の認知能力
 問題解決、創造性、意思決定、学習の仕方の学習など

対人関係能力
 コミュニケーション、チームワーク、リーダーシップなど

人格特性・態度
 自尊心、責任感、忍耐力など

33

（出典）松下佳代編「〈新しい能力〉は教育を変えるか―学力・リテラシー・コンピテンシー」

エンプロイヤビリティ



師弟関係 vs. social learning

34

 教師から生徒へ
（上下関係）

 クラスの理解度に応じた教育

 師弟関係（絆）

 学生同士の教え合い（仲間意識）

 教員はファシリテーター（横関係）

 多様なアイディアによる新しい知の創出

 「教える」ことを通じた学び



協働学習に取り組む理由
…「高等教育に求められるものが変わってきた」説（２）

 高等教育のマス化、ユニバーサル化

 学生の多様化

 大学で学ぶモチベーションの低い学生にも対応

 自身で概念化することが困難な学生にも対応

 ノン・トラディショナルな学生にも対応（成人学生等）

 卒業後の進路の多様化、一般化

 高度専門職以外の一般的な職業にも対応

 汎用的能力の育成に対応

35

このようなパラダイム転換の背景：



50%を切る白人生徒比率
＠米国初等中等教育段階・公立学校

36

米国初等中等教育段階・
公立学校…在学生・人種別

米国高等教育段階・学士課程
…学部生・人種別47%

（2018年）



大学に進学したがらない米国の男子高校生

37

米国高等教育段階・学士課程
…学部生・性別

女子学生

男子学生



海外大学事情 mihoチャネル 配信中
https://rcos.nii.ac.jp/miho/

連絡先

国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター
船守美穂（funamori@nii.ac.jp）

https://rcos.nii.ac.jp/miho/
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