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This paper discusses Transnational Higher Education in Singapore. In the ﬁrst place, I sketch Development of Transnational
Higher Education in Singapore. Next I describe 2 case studies of Singapore Institute of Technology and GLOBIS Asia Paciﬁc.
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１．はじめに
昨今は世界各国で，国境を越えた高等教育―トラン
スナショナル高等教育―が活性化している。伝統的な
形態の留学とは異なり，トランスナショナル高等教育
は「教育の成果を認定する機関が所在する国とは異な
る国で学習者が受ける教育プログラム」
（ UNESCO and
）杉本2014）と定義されてい
Council Europe 2001 2001（
る。大森（2007）はトランスナショナル高等教育の形
態として，分校設置，フランチャイジング，バリデー
ション，遠隔学習，オンライン及び e ラーニングを挙
げている。これに加えて，ダブル・ディグリー，ジョ
イント・ディグリー，ジョイント・インスティテュー
トも，トランスナショナル高等教育の形態として挙げ
られよう。こうしたトランスナショナル高等教育の進
展に伴い，大学の外国進出が一般化しつつある。
アジアでトランスナショナル高等教育の牽引役と
なっているのが，シンガポールである。そこで本稿で
は，シンガポールにおけるトランスナショナル高等教

育の実像を明らかにすることを主眼に置く。本稿の構
成は，以下のとおりである。まず先行研究のレビュー
を行った上で，シンガポールにおけるトランスナショ
ナル高等教育の現況を概説する。続いて，シンガポー
ル 工 科 大 学（Singapore Institute of Technology， 以 下
SIT）と GLOBIS Asia Paciﬁc に焦点をあてて，事例研
究を行う。シンガポールにおける多様なトランスナ
ショナル高等教育の担い手の中で，この ２ 校を選定し
た要因は以下のとおりである。
まず前者の SIT についてであるが，2009年開学の
SIT は，主にシンガポール国内の各ポリテクニク卒業
生を対象に，独自の学位プログラムと外国大学・教育
機関の提携した学位プログラムを展開している。こう
した高等教育機関は，英米はじめシンガポール以外の
国には存在しない（戸田2014）。また同校の創設はシ
ンガポールの高等教育が英米の模倣から脱却し，独自
の教育モデルの構築に踏み出した端緒と言え，シンガ
ポールの教育史上の分岐点して位置付けられる（戸田
2014）。これら ２ つの要因により，SIT について分析
を加えることの意義は大きいものと考えられる。
後者の GLOBIS Asia Paciﬁc 自体は，学位を授与する
高等教育機関には該当しない。しかし，IMD はじめシ
ンガポール国内では学位を授与しないものの，母国で
は学位を授与する高等教育機関（ビジネススクール）
のシンガポール進出は活発化しており，GLOBIS Asia
Paciﬁc も そ の 一 つ と し て 位 置 付 け ら れ る。GLOBIS
Asia Paciﬁc の親会社である株式会社グロービスは，日
本最大の経営大学院であるグロービス経営大学院の母
体であり（グロービス経営大学院は元々，株式会社グ
ロービスを学校設置会社とする株式会社立大学であっ
た），
「グロービス」としての一体的な経営の下，グロー
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ビス経営大学院の教員が GLOBIS Asia Paciﬁc の講師と
して研修を行うことも少なくない。従って，トランス
ナショナル高等教育への対応の立ち遅れが指摘されて
久しい日本の高等教育機関の中で，グロービスはいち
早くシンガポール等でトランスナショナル高等教育を
手掛けており，それについて分析を加えることは，日
本のトランスナショナル高等教育の今後を考える上で
も意義深いものと推察される。
本稿が日本の大学によるトランスナショナル高等教
育活性化の一助となれば幸いである。
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限り先行研究が存在しなかった。そこで同社でゼネラ
ルマネージャーを務める葛山智子氏にヒアリング調査
を行った（ヒアリング実施日：2014年11月24日）
。
次章では，海外分校と海外連携プログラムの枠組み
から，シンガポールにおけるトランスナショナル高等
教育の展開を概説することとしたい。

３．シンガポールにおけるトランスナショナル高等教
育の概況
3.1 海外分校
シ ン ガ ポ ー ル 国 内 の 大 学 と し て は，Autonomous
University である NUS・NTU・SMU・SIT・シンガポー
２．先行研究のレビュー
ル工科デザイン大学（Singapore University of Technology
シンガポールの高等教育に関する先行研究には，
and Design，以下 SUTD）に加え，私立の SIM University
シ ン ガ ポ ー ル 国 立 教 育 研 究 所（National Institute of （以下 UniSIM）がある。シンガポールの高等教育は長
Education：NIE）准教授（当時）のジェイソン・タ
らく英国をモデルとしてきたが，NUS 及び NTU は「東
ン氏による同国における高等教育の歴史及び政策
洋のボストン構想」に基づき，各々ハーバード大学と
全般を概説したタン（2006），シンガポール国立大
マサチューセッツ工科大学（Massachusetts Institute of
学（National University of Singapore， 以 下 NUS）・ 南
Technology，以下 MIT）がモデルとされ（C.T.Goh1996）
，SMU はペンシルバニア大学ウォートン校
洋 工 科 大 学（Nanyang Technological University， 以 下 （タン2006）
をモデルとしている（タン2006）
。また SUTD は創設
NTU）・シンガポールマネジメント大学（Singapore
以来，MIT と強い連携関係にある。こうした背景もあ
Management University，以下 SMU）の意思決定シス
り，各大学とも少なからぬダブル／ジョイント・ディ
テムを比較した（池田2004a），企業立大学構想を論じ
た池田（2004b）
，華語を教授言語としていた旧・南
グリー・プログラムを展開するなど，トランスナショ
，田村耕太郎・シ
洋大学に焦点をあてた田村（2013）
ナル高等教育に注力している。その象徴例が，NUS
ンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学
が デ ュ ー ク 大 学 と 共 に 開 設 し た Duke-NUS Graduate
院（NUS Lee Kuan Yew School of Public Policy）兼任教
Medical School 及びイェール大学と共に開設した Yale授（現）による田村（2013），後述するグローバル・
NUS College といった，ジョイント・インスティテュー
スクール・ハウス構想について論じた Karl（2010）や
トであろう。NUS の前身校時代を除き，
「シンガポー
Tan（2011），Duke-NUS Graduate Medical School に つ
ルの大学は実学志向のイメージが強かったが」
（ 戸田
いて述べた Heng（2015）など，少なくない。
2013），Yale-NUS College はリベラル・アーツ・カレッ
ジと言える存在である。SIT と外国大学の連携によ
そして本稿の主題である，シンガポールのトラン
る教育プログラムについては，次章で詳しく論じる。
スナショナル高等教育に関する先行研究には，竹腰
UniSIM は大学昇格以前，英国オープン大学と連携して
（2014）がある。同論文では，トランスナショナル高等
教育を「大学が海外に分校を設立し，当該大学の教育
社会人リカレント教育に注力していたが，現在はより
を提供する形態（海外分校）と，大学が海外の教育機
幅広い層に門戸を開いている。
関と提携し，当該大学のプログラムを提携する形態（海
またシンガポール国内の芸術系高等教育機関には，
外提携プログラム）
（
」竹腰2014）に大別した上で，海外
ナンヤン芸術学院（Nanyang Academy of Fine Arts）とラ・
分校について豪州・カーティン工科大学のシンガポー
サール芸術学院（LASALLE College of the Arts）がある
ルキャンパス（Curtin Singapore）
，海外提携プログラム
が，英国のラフバラー大学（Loughborough University）
，
について西オーストラリア大学（University of Western
セ ン ト ラ ル ラ ン カ シ ャ ー 大 学（University of Central
Australia）と（シンガポールの教育機関である）PSB ア
Lancashire）
，エセックス大学（University of Essex）やゴー
カデミーの連携による教育プログラムに関する事例研
ルドスミス大学（Goldsmiths, University of London）と連
究を行っている。但し，本稿で事例研究の対象とした
携したプログラムが展開されている。
GLOBIS Asia Paciﬁc の教育体制等については，管見の
しかし，シンガポールにおける高等教育は，こうし
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表1 シンガポールの私立高等教育機関と外国大学の連携プログラム
シンガポール側教育機関

提携大学所在国

主な分野

ロンドン大学
（University of London）

英国

国際関係，経済学

マンチェスター大学
（University of Manchester）

英国

ビジネス，ヘルスケア

ウォーリック大学
（University of Warwick）

英国

ビジネス，工学，
ロジスティクス，SCM
プロジェクトマネジメント

バーミンガム大学
（University of Birmingham）

英国

ビジネス，社会科学，
法学，経済学

サウサンプトン大学
（University of Southampton）

英国

情報技術，ビジネス，
マーケティング

スターリング大学
（University of Stirling）

英国

スポーツ学・小売業の
マーケティング

スイス

ホスピタリティ
※現在は廃止

ニューヨーク州立大学バッファロー校
（State University of New York at Buffalo）

米国

社会学，心理学，
経済学，国際貿易

シドニー大学
（University of Sydney）

豪州

看護学

ウーロンゴン大学
（University of Wollongong）

豪州

デジタルシステムセ
キュリティ，心理学

ロイヤルメルボルン工科大学
（RMIT University）

豪州

コミュニケーション，
デザイン，航空産業

カプラン・シンガポール

ノーサンブリア大学
（Northumbria University）

英国

ビジネス

PSBアカデミー

ラ・トローブ大学
（La Trobe University）

豪州

生物学

MDIS

グルノーブル経営大学院
（Grenoble Graduate School of Business）

フランス

ビジネス

豪州

ビジネス

SIM Global Education

主な提携大学

IMI国際経営大学
（IMI International
Management
Institute Switzerland）

マッコーリ―大学
SAAグローバルエデュケーション （Macquarie
University）
FTMSグローバルアカデミー

アングリア・ラスキン大学
（Anglia Ruskin University）

英国

ビジネス

Ascensiaアカデミー

ヘリオット・ワット大学エディンバラビジネス
スクール
（Heriot-Watt University Edinburgh Business School）

英国

ビジネス

ニューヨーク市立大学バルーク校ジックリンビ
ジネススクール
（ Zicklin School of Business, Bernard M. Baruch
College of the City University of New York）

米国

ビジネス

ダービー大学
（University of Derby）

英国

ビジネス，心理学

Singapore Aviationアカデミー

クランフィールド大学院大学
（Cranﬁeld University）

英国

航空経営

YMCAシンガポール

ストラスクライド大学
（University of Strathclyde）

英国

ビジネス

Aventisラーニンググループ

※各私立高等教育機関HPを基に、筆者作成
※履修証明プログラム等、学位プログラム以外のものも含む。

た国内大学のみによって担われているのではない。前
述の竹腰（2014）の区分に従えば，これまで多くの
外国大学がシンガポールに分校（海外分校）を設置し
てきた。具体的には，INSEAD, ESSEC, EDHEC といっ

たフランス系ビジネススクールの他，シカゴ大学ブー
ス ビ ジ ネ ス ス ク ー ル（The University of Chicago Booth
School of Business）
，テンプル大学フォックスビジネス
スクール（Temple University FOX Business School）
，ザン
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クト・ガレン大学（St. Gallen Institute of Management in
Asia）
，クイーン・マーガレット大学（Queen Margaret
University Edinburgh）
，ジェームズクック大学（James
Cook University ）
，SP Jain School of Global Management,
ニューサウスウェールズ大学 , マリーナ・ベイサンズ
でのカジノ開設を見据えて誘致されたネバダ大学ラス
ベガス校シンガポールキャンパス（University of Nevada
Las Vegas Singapore）
，ニューヨーク大学芸術学部シン
ガポールキャンパス（New York University Tisch School
of the Arts Asia, 通称 Tisch Asia）等が挙げられる。加え
て IMD や次章で詳述するグロービスのように，シンガ
ポール国外では学位プログラムを開設しつつ，シンガ
ポールでは非学位型エグゼクティブプログラムのみを
。企業
展開するビジネススクールもある（戸田2015）
研修やエグゼクティブ教育については，この他にNUS
は じ め 国 内 大 学，SIM Professional Development, HCS
Academy, CELM ASIA のような国内外の教育機関・私
企業も活発に展開しており，競合が激しい。またホス
ピタリティ・ホテルマネジメント分野でコーネル大学
ホテル経営学部と双璧をなすローザンヌホテルスクー
ル（Ecole hôtelière de Lausanne）の様に，シンガポール
にアジア拠点となるオフィスを設けている大学も少な
くない。
この中でも，とりわけ INSEAD やシカゴ大学ブース
ビジネススクールのような，世界トップクラスの大
学・教育機関誘致の背景には，教育省というより寧
ろ貿易産業省傘下の経済開発庁（EDB）が主導する
（ 戸田
国家戦略（教育ハブ戦略）がある（大森2012）
）
。
「シンガポール政府も状況に応じて，これら有
2013
力大学の卒業・修了生に永住権（PR）を付与するなど，
表２

優秀な人材獲得の後押しに余念がない」
（戸田2013）。

3.2 海外連携プログラム
前章ではシンガポールにおける海外分校について概
説したが，グローバル・スクール・ハウス構想に基づ
く「世界クラス大学の派手な誘致の陰で，シンガポー
ルにおける外国大学の海外プログラムの数量的な主体
は，同国の私立高等教育機関が主体的に（政府とは無
関係に）外国大学と提携し提供する教育プログラムの
。こうしたシンガポール
自生的成長である」
（大森2012）
の私立高等教育機関と外国大学の連携プログラムのう
ち，代表的なものを表1に示す。これら私立高等教育
機関のうち，SIM Global Education（以下 SIM GE）
，カ
プラン・シンガポール，PSB アカデミー，Management
Development Institute of Singapore（以下 MDIS）は，４大
私立高等教育機関として位置付けられている（Higher
。
Education Division, Ministry of Education, Singapore 2012）
こうした海外連携プログラムは，以下の三つの機能
を有している。第一に学士課程について，シンガポー
ル国内大学の受け皿としての機能である。シンガポー
ル国内の各大学は，徐々に大学数及び定員を増やして
いるとはいえ，依然として選抜性が高く，シンガポー
ル人の入学希望者全員を受け入れることは不可能であ
る。従って，これら海外連携プログラムが，シンガ
ポール国内大学の受け皿となっている。第二に大学院
課程（主に修士レベル）は，社会人リカレント教育と
しての機能を果たしている。日本と異なり，シンガ
ポール等では公的機関や私企業において，理工系職種
以外でも修士以上の学位が求められ，とりわけ欧米の
大学の学位が高く評価される。従って，これら海外連

SITと提携する外国大学

連携大学
ニューカッスル大学（Newcastle University）
ミュンヘン工科大学（ Technical University of Munich：TUM Asia）
グラスゴー大学（University of Glasgow）
トリニティ・カレッジ（Trinity College Dublin）
マンチェスター大学（The University of Manchester）
ウィーロックカレッジ（Wheelock College）
グラスゴー美術学校（The Glasgow School of Art）
デジペン工科大学（DigiPen Institute of Technology）
リバプール大学（University of Liverpool）
カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカ
（The Culinary Institute of America）
ネバダ大学ラスベガス校（University of Nevada, Las Vegas）
※SIT HPを基に，筆者作成
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提携大学所在国
英国
ドイツ
英国
アイルランド
英国
米国
英国
米国
英国

主な分野
工学
工学
工学
放射線診断，理学／作業療法
看護学
早期幼児教育
芸術
ゲーム
犯罪学，安全保障学

米国

料理経営

米国

ホスピタリティ
※廃止
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携プログラムへのニーズは高い。第三に，近隣諸国か
らの留学生のニーズへの対応である。シンガポール
（及びマレーシア）は，質量共に充実した海外連携プ
ログラムを有することから，近隣諸国から欧米の大学
の学位を求めて留学生が集う状況にある。

４．事例研究
4.1 SITと外国大学の連携１）
2009年に開学した SIT は，シンガポール国内の各ポ
リテクニク卒業生に学士の学位を取得させることを主
眼に置いている。工学分野を中心に SIT 独自の学位プ
ログラムを開設する他，表 ２ に示すとおり外国大学・
教育課程と連携した学位プログラムを展開している。
この内，
「ドンキーコング大学」との異名をもつデジ
ペン工科大学は開学に際して，米国任天堂（Nintendo
of America）が大きく寄与した営利大学である。
これら提携校の顔触れから，SIT あるいはシンガ
ポール政府の戦略として，以下の二つが垣間見える。
一つは，工学分野におけるミュンヘン工科大学あるい
はラッセル・グループに属す各校といった，世界屈指
の大学との提携である。いま一つは，早期幼児教育，
安全保障，ゲーム，料理，ホスピタリティといった，
国内既存大学（NUS，NTU，SMU 等）が網羅しきれ
ていない領域について，世界屈指の有力校と提携して
いる点である。これにより，シンガポールの若年層は
多様な進学機会が与えられ，近年顕在化している若年
層の国外流出に一石を投じるものとなっている。
前述のとおり，シンガポールの教育システムは長ら
く英国もしくは米国をモデルとしてきた。しかし，こ
うしたシンガポールにおけるポリテクニクの現在の在
り様は，英国やシンガポールと同じく英国領であった
香港やニュージランドとも異なる，シンガポール独自
のものである。かつてシンガポールにも少なからぬ影
響を与えた英国のポリテクニックは，大学昇格後に「新
大学」と位置付けられたが，
『旧大学』との格差や差別
化に苦心している。即ち，オックスブリッジを頂点に
ラッセル・グループが君臨する英国の高等教育は，伝
統と格式に基づく序列構造に未だ縛られていると言え
よう。また，かつて英国の植民地であった香港では，
ポリテクニックが昇格する形で香港理工大学が創設さ
れた。
『理工』の名を冠しながらも，現在の同学は総合
大学としての教育体制を擁している。一般の総合大学
となった香港理工大学は，香港内外の大学間競争に晒
されている。一方の SIT は，前述の二つの戦略により，
国内既存大学との差別化に成功していると言えよう。
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SIT の様な教育機関は，当然に米国にも存在しない。
従って，SIT の創設はシンガポールの大学教育が英米
の模倣から脱却し，独自の教育モデルの構築に踏み出
した端緒と言え，シンガポールの教育史上の分岐点と
して位置付けられるものと推察される。

4.2 GLOBIS Asia Paciﬁcによる事業展開２）
日本のグロービス経営大学院は2006年に株式会社
立大学として設立され（2008年に学校法人へ転換），
今や日本国内最多の学生数を誇っているが，元々私企
業を母体としていることもあり，他の一般的な大学院
とは異なる教育上の特質を有している。同校の教授内
容は教員各人が自身の研究に基づいて決めるのではな
く，顧客＝大学院生が何を学びたいかを絶えず意識し
て，教員の合議によって決定される。社会人大学院生
の急な業務・転勤への対応として，学期内に同一キャ
ンパスあるいは別のキャンパスで同時開講している科
目について，欠席した回を振り替えて受講できるフレ
キシブルな体制を採っている。これら同時開講科目
は，異なる教員が担っているが，当然に教授内容は揃
える必要がある。こうした要因により，文部科学省が
推進する授業改善（FD：Faculty Development）の動き
に先駆けて，同校では教員間で授業改善のための取り
組みが絶えず行われている。教員―学生というより，
共に学ぶ同志という観点から，教員も「先生」ではな
く「さん付け」で呼ばれている。
そのグロービス経営大学院の運営母体である株式
会社グロービスは2012年，上海に顧彼思（上海）企
業 管 理 諮 詢 有 限 公 司 を， シ ン ガ ポ ー ル に GLOBIS
SINGAPORE（2013年に GLOBIS Asia Paciﬁc へ名称変
更）を設立した。
グロービスの事業は，経営大学院：MBA，マネジメ
ント・スクール，エグゼクティブ・スクール，コーポ
レート・エデュケーション（法人向け人材育成サービ
ス）
，ベンチャーキャピタル，出版事業に大別される。
このうち GLOBIS Asia Paciﬁc では，法人向け人材育成
サービスの一環として企業内集合研修と外部派遣型研
修を行っている他，セミナーも数多く開講されている。
GLOBIS Asia Paciﬁc が進出先としてシンガポールを
選定した理由であるが，日系企業が東南アジアへ進出
する際，製造業はタイ・バンコク，それ以外の業種
はシンガポールに拠点を設けることが多い中で，日
系企業のニーズを取り込むためである。2012年に進
出した当時の社名は GLOBIS SINGPORE であったが，
2013年に GLOBIS Asia Paciﬁc へ改称した。2015年には
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是非はともかく）両校が THES や QS といった世界大
GLOBIS THAILAND をタイに設立，前述の製造業関
学ランキングにおいて，米英のトップ校に比肩する順
連企業のニーズにも応える形となっている。
位を獲得することに大きく寄与している。
GLOBIS Asia Paciﬁc の講師はシンガポール駐在者が
とはいえ，シンガポールにおけるトランスナショナ
中心であるが，日本から必要に応じて派遣することも
ル高等教育も，全面的な成功を収めているわけではな
ある。研修プログラムは企業内教育において広く共通
い。ニューサウスウェールズ大学，ネバダ大学ラスベ
の事項―クリティカル・シンキング，経営戦略，マー
ガス校シンガポールキャンパス，ニューヨーク大学芸
ケティング，会計等―に加え，随時顧客企業毎にカス
術学部シンガポールキャンパスの各校は，母国での
タマイズを加えている。
評価の高さにもかかわらず，十分な学生を集められ
GLOBIS Asia Paciﬁc の顧客企業は，特に日系企業に限
ずに閉校に追い込まれた。「U21Global ３ ） は，Manipal
定しているわけではないが，日本での知名度の高さが
Global Education Services 傘下の GlobalNxt Uninersity に
影響してか，やはり日系企業が多い。特定の競合他社
改組された上，クアラルンプールへ本部が移転した」
を意識してはいないが，日本での経営大学院のイメー
ジが強いのか，顧客企業からは，シンガポールへ進出 （戸田2013）。そして何よりシカゴ大学ブースビジネス
スクールが香港に引き抜かれたことは，シンガポール
して研修事業を手掛ける日系企業よりも，INSEAD や
と香港の都市間競争の激しさを物語っている。
（グロービス同様にシンガポールでは学位プログラム
教育面から研究面に目を転じても，課題がないわけ
ではなく，企業内教育を行う）IMD と比較される傾向
ではない。シンガポール国内の各大学で教鞭を執る教
にある。また，プログラム受講者からは，履修証明の
員の大半が米英で博士号を取得していることはともか
発行を求められることが多い。この要因として，卒業
く，研究者志望の学生の大半が大学院進学段階で米英
大学が重視される日本に対し，諸外国では学習歴も企
に流失してしまい，国内の大学院には殆ど進学しない
業等での評価対象となることが考えられる。
状況にある。これでは世界大学ランキングの順位上は
GLOBIS Asia Paciﬁc の研修事業の強みは，英語・日
ともかく，実質的な意味で米英のトップ大学に比肩す
本語の双方で研修プログラムを提供できることにあ
ることは難しい。NUS や NTU が如何にして米英のトッ
る。言うまでもなく，シンガポールはじめアジア各国
でビジネスを展開する上で，英語能力は必須である。 プ大学に比肩する存在になるという目標を達成する
か，今後の舵取りを注視することとしたい。
一方で顧客たる日系企業には，企業理念や「うちの会
社」らしさといった微妙なニュアンスを企業内教育で
注
伝える上で，やはり日本語による研修プログラムも行
えることへのニーズも強い。こうした顧客志向型の事
１ ）本項は，戸田（2014）を加筆修正したものである。同文献は予
業展開により，GLOBIS Asia Paciﬁc はシンガポールの
稿集であることから，加筆修正の上，本稿に記載した。
２ ）本項は葛山氏へのヒアリング及びGLOBIS Asia Paciﬁc HPに基
日系企業の間で着実に認知度を向上させている。
づき，執筆した。

５．おわりに
シンガポールは一時滞在者を含む人口約550万人，
うち国民及び永住者は約400万人と，人口規模からす
れば小国として位置付けられる。しかし，本稿で論じ
た SIT の教育システムや GLOBIS Asia Paciﬁc の進出に
象徴されるとおり，トランスナショナル高等教育の推
進により，同国に立地する大学は極めて多様である。
SIT の連携枠組みに象徴されるとおり，シンガポール
国外の先進的な教育内容・システムの受容を含めて，
多様な選択肢があることは，学生側にとっては当然に
メリットが大きい。
また NUS 及び NTU におけるトランスナショナル高
等教育の成功は，
（世界大学ランキングという手法の

３ ）Universitas 21（メルボルン大学のイニシアチブで1997年に創設
された国際的大学コンソーシアム，加盟大学の多くは評価の高
い研究大学）と，Thomsonラーニング（現・Cengageラーニング）
社のジョイントベンチャーとして設立されたU21 Globalは，MBA
やITマネジメントの学位プログラムをオンラインで提供する大学
院大学であった（大森2008）。
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