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高等教育の動向

学位プログラム化の要件 
―大学教員のエキスパート・ジャッジメントの涵養―

深堀　聰子
（国立教育政策研究所高等教育研究部）

学位プログラムとは、学修成果を獲得するために適合的に編成された教育課程である。学位プログラム化
にあたっては、組織を構成する教員中心の視点から、組織としてどのような授業科目を提供しているのかを説
明するのではなく、授業科目を履修する学生中心の視点から、実際に履修する授業科目の組み合わせがど
のようなものであり、その結果としてどのような知識・能力が身に付くのかを説明する発想の転換が求められる。
本稿では、1999 年のボローニャ宣言以降、学位プログラム化に取り組んできた欧州チューニングの学位プ

ログラム設計原理を整理した上で、取組を実質化するためには大学教育のエキスパート・ジャッジメントが不
可欠である点を指摘し、それを涵養することを目指す米国・欧州・日本の先行事例を紹介する。日本の高等
教育政策の文脈において、学位プログラムを実質化させる具体的方法とは、大学教員のエキスパート・ジャッ
ジメントを涵養する取組を粘り強く続けていくことであり、学修成果に基づく教育を重視する組織文化を醸成し
ていくことである。

キーワード：学位プログラム、学修成果、学習成果、チューニング、アセスメント

1．はじめに
1.1．教員中心から学生中心へのパラダイム転換
日本の高等教育政策の文脈における「学位プログラム」

とは、「大学等において、学生に短期大学士・学士・修
士・博士・専門職学位といった学位を取得させるに当たり、
当該学位のレベルと分野に応じて達成すべき能力を明示し、
それを修得させるように体系的に設計した教育プログラム」
を指す（中央教育審議会，2009）。
このように「課程修了に係る知識・能力の証明」とし
ての学位の本質に着目し、日本の大学教育を「学位を与
える課程中心の考え方に沿って再整理する」必要性は、
『我が国の高等教育の将来像（答申）』（中央教育審議
会，2005）において示され、以後 10 余年に渡って、学修
成果に基づく大学教育改革を推進する高等教育政策が展
開されてきた。
学校教育法施行規則の改正によって、卒業認定・学位
授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実
施の方針（カリキュラム・ポリシー）及び入学者受入れの
方針（アドミッション・ポリシー）を一貫性のあるものとして
策定、公表することが義務づけられ（平成 29年 4月施行）、
策定の単位は学位プログラムとすることが望ましいと示され
たこと（中央教育審議会，2016）、更には、細目省令の改
正によって認証評価の基準に三つのポリシー、及び内部質

保証に関することが追記された（平成 30 年 4月施行）こ
とは、一連の改革の重要なメルクマールと見ることができる。
三つのポリシーは、既にほぼ全ての大学において策定済

みであり（文部科学省，2016）、今後、各大学では、策
定した三つのポリシーに基づき、学修成果の達成に適合的
に編成（P）された教育課程を実践（D）し、学修成果
の達成度の評価（C）に基づいて教育改善（A）を図る
教学マネジメントを推進していくことが期待されている。
しかしながら、これら一連の改革によって、学修成果
に基づく内部質保証システムが直ちに稼動すると考えるの
は早急である。多くの大学では、学長リーダーシップの下、
各部局における真摯な取組の結果、学部・学科単位で三
つのポリシーが策定されてきたが、それらが、学生が実際
に履修する授業科目の組み合わせとしての学位プログラムと
どのように紐づいているかは、必ずしも整理されていないの
が実態である。
学部・学科で公表されている「教育課程」「コース・カ

タログ」等は、「組織として提供している授業科目の総覧」
であることが多く、ナンバリング等によって体系化が図られて
きているものの、あくまでも組織を構成する教員中心の視点
から整理されたものである。学位プログラム化が求めてい
るのは、学生中心の視点から、学修成果を獲得するため
に「学生が実際に履修する授業科目の組み合せ」を体系
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的に整理することである。このことは、学部・学科という組
織が複数の学位プログラムを提供することがあり得るし、異
なる学部・学科が共同で学位プログラム（いわゆる学際領
域学位プログラム）を提供することもあり得ることを意味する。
学部・学科で提供している授業科目の中から、学生がど

の授業科目を実際に履修すべきかは、従来、「履修要綱」
「学生便覧」等の中で指定されてきた。近年では、「履
修系統図」「コース・ツリー」等として体系化が図られてき
ている。そこでは、学生が実際に履修する授業科目の組
み合わせが「専攻」「コース」と言った単位で整理されて
いる。そうであるのならば、「専攻」「コース」の科目履修
を通して学生がどのような学修成果を獲得することを期待し
ているのかを明らかにすることが、学位プログラム化に向け
て、最初に取り組むべき作業と言えよう。その次のステップ
として、学部内の学科を横断するコースや、異なる学部・
学科が共同で提供するコースを構想し、必要性が生じてき
たならば、それを実現するための大学設置基準・審査の
変更について検討すればよい。
日本の初等・中等教育段階では、学校組織が、文部
科学省学習指導要領に沿って、原則として共通の教育課
程を提供してきた。実際には、後期中等教育段階では専
門学科が開設されており、選択科目の幅も設けられているも
のの、学校組織が提供する授業科目と、児童生徒が実際
に履修する授業科目が基本的に一致している教育課程の
イメージを、我々の多くが抱いている。
一方、教育研究活動を通して、既存の知識の普及伝
達だけでなく、新しい知識の創造の役割も担う高等教育
においては、高等教育機関の自律性と多様性が極めて
重要な意味を持つため、自律的な個人や組織が疎結合
（loosely coupled）関係にある複雑系（complex system）
として、大学が組織化されてきた（Weick, 1976）。「学問
の自由」の理念の下に、教育課程の標準化は忌避され、
大学教育の学修成果についての合意形成も近年まで組織
的に志向されることなく、個々の大学教員の専門性と良心
に基づいて、大学教育は展開されてきた。
このような状況の下で、大学教育の学修成果の可視化

と、学生による学修成果の獲得に適合的な教育課程編成
を求める学位プログラム化は、これまでの大学教育の在り
方に著しい転換を求める。その背景には、高等教育進学
人口の拡大と、それに伴う高等教育費の拡大が必然的に
招く、高等教育事業の高度化と説明責任への社会的要請
がある。大学は、その膨大なコストに見合う成果を上げて
いるのか。学生は大学でどのような知識・能力を身に付け
ているのか。高等教育のプロバイダである大学組織中心の
視点からではなく、高等教育のユーザーである学生中心の

視点から、大学教育の質を保証することが求められている
のである。このパラダイム転換に大学は適応することはでき
るのだろうか。

1.2．「学位プログラムを中心とした大学制度」を目指す日
本的特質

学生中心の視点に立った、学修成果に基づく大学教育
の高度化を推進する学位プログラム化への転換は、知識
を暗記するだけでなく、活用する能力も問う「新しい能力
観」（松下，2010）が台頭する1980 年代頃より目指される
ようになり、欧州諸国によるボローニャ宣言の署名（1999
年）や米国における高等教育法改正（2008 年）をめぐる
議論の中で顕在化してきた。
日本でも、中央教育審議会『我が国の高等教育の将
来像（答申）』（2005 年）以降、学修成果に基づく大学
教育改革が推進されてきたのは、先に述べた通りであるが、
日本の高等教育政策の文脈において学位プログラム化は、 
「大学教育の質保証」とは全く無関係ではないものの、別
途の事案である「組織改変」「資源配分」と関連付けて
議論されていることが、学位プログラム化の本質を理解しに
くくしてきた点を指摘しておきたい。
「学位プログラムを中心とした大学制度」にかかる政策
論議では、「従来のような学部や研究科等の組織に着目
した大学制度」には「①近年の急速な学術研究の推進
や大学教育に対する社会的ニーズ等を踏まえ、研究上の
要請と教育上の要請とが必ずしも一致しない場合がある点、
②学部等の独立性を強調するあまり、組織間の協力や資
源の結集が困難となり、例えば境界領域の分野などの教
育に機動的に対応できない場合があるという点」で克服す
べき課題があるとされている。そして「学生の所属する組
織 = 教員が所属する組織 = 提供される学位プログラムが、
一対一の関係にあることが原則」という前提の下に、教員
組織と教育組織を分離すること（いわゆる「教教分離」）
の意義が焦点化され、学部等の組織の枠を越えた学位プ
ログラム（「学修プログラム」と呼ぶ）を設置できるようにす
る大学設置基準・審査の在り方が審議されている（中央
教育審議会，2017）。
大学が、学生や社会のニーズ、学術研究の推進の状
況を踏まえ、学位プログラムを柔軟に編成・再編成できるよ
うにすること、そのために資源を結集したり、組織間協力を
推進したりしやすくする制度整備を行うことは、もちろん極め
て重要な措置である。しかしながら、学位プログラムの考
え方は、先端的・学際領域プログラムを構想する際に必要
となる特殊概念ではなく、全ての大学の大学教員・学生
が毎日経験している教育の在り方を規定する普遍的概念で
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ある。繰り返しになるが、学位プログラム化とは、組織を構
成する教員中心の視点から、組織としてどのような授業科
目を提供しているのかを説明するのではなく、授業科目を履
修する学生中心の視点から、実際に履修する授業科目の
組み合せがどのようなものであり、その結果としてどのような
知識・能力が身に付くのかを説明することを求める、教育
課程の編成原理におけるパラダイム転換に向けた動きであ
り、「組織改変」「資源配分」とは本来、別問題である。
このような問題意識から、本稿ではまず、学修成果に基
づく学位プログラム化に取り組んできた欧州チューニングの
事例を参考にして、その原理を整理する。その上で、学
位プログラムを実質化するためには大学教員のエキスパー
ト・ジャッジメントが不可欠である点を指摘し、それを涵養す
る方策に係る先行事例を紹介する。日本の高等教育の文
脈において、学位プログラムを実質化させる具体的方法を
検討することが、本稿の目的である。

2． 欧州チューニングによる学位プログラムの設計・実施・
評価・改善

2.1．ボローニャ・プロセスへの大学の貢献
欧州では、「欧州高等教育圏」の確立を目指すボロー

ニャ・プロセスが、欧州 29カ国の教育大臣によるボロー
ニャ宣言の署名によって、1999 年に始動した。
ボローニャ・プロセスは、欧州大陸を分断した第二次世
界大戦への深い反省に根ざして推進されてきた「欧州統
合」という全欧的取組における、高等教育分野の取組で
ある。欧州統合の道のりを遡ってみると、1985 年にはシェ
ンゲン協定に基づく国境検査の撤廃、1986 年には単一
欧州議定書の調印による市場統合、1999 年には単一通
貨の導入が実現し、欧州市民が欧州圏内で就労すること
への制度的障壁は、概ね撤廃されてきた。教育分野では、
欧州評議会の働きかけによって、「学修の承認」を目指す
改革が、1950 年代より推進されてきた。明確に不適切と
判断される証拠が確認されない限り、欧州圏内の高等教
育機関は、欧州圏内の中等教育機関を卒業した者の進学
資格を承認すること、欧州圏内の他の高等教育機関で学
んだ実績（学修期間）を承認すること、学位や資格の同
等性を承認することを定めた三つの協定が結ばれ、1997
年にはリスボン承認条約（欧州地域の高等教育に関する
資格の承認に関する条約）に集約された。1987 年に発足
したエラスムス・プログラムは、これらの承認協定に則った
取組を推進する高等教育機関に補助金を支給する仕組み
であり、欧州連合を象徴する事業の一つとして発展してきた。
このように、「学修の承認」を基盤とする欧州高等教
育政策の背景には、学生や大学教員による自由な移動を、

学術的発展の源泉として重視してきた中世以来の大学の
伝統がある。いつの時代にも、大学教員・学生の移動は、
情報流通の重要な手段であったが、とりわけ今日では、民
主主義などの普遍的価値を推進し、欧州市民の平和共存
と発展を図る上で、極めて重要なアプローチと考えられて
いる。高等教育人口の拡大に伴う大学教育の質保証要請
に応えながら、いかに「学修の承認」の伝統を保持して
いくのか。知識を暗記するだけでなく活用する能力、市民
社会や世界と関わっていく能力を重視する新しい能力観の
台頭に、欧州の大学はどのように対応し、現代化を図って
いくのか。欧州人材の流出を防ぎ、欧州高等教育及び労
働市場の国際競争力を高めるにはどうすればよいのか。こ
れらの課題の克服に向けて、欧州各国政府が共同で取り
組むことに合意したのが、ボローニャ宣言である。
ボローニャ宣言では、冒頭で、ボローニャ大学憲章

（Bologna Magna Charta Universitatum of 1988）の基本
原則に則り、大学の教育研究活動が社会のニーズの変化
と科学の発展に不断に適応していくためには、大学の独立
と自律性を最大限に尊重することが極めて重要であること
が確認されている。その上で、以下の6つの柱が掲げら
れている。①理解しやすく比較可能な学位システムの導入
（ディプロマ・サプリメントを含む）、②第一サイクル（学士）、
第二サイクル（修士・博士）から構成される学位システム
の導入、③単位互換制度の導入、④学生・大学教員の
移動の促進、⑤質保証における全欧的な協力（同様な基
準や方法の導入）、⑥高等教育における欧州的特質（カ
リキュラム開発）。
この指針に基づいて展開されてきたボローニャ・プロセス
では、2005 年に「欧州高等教育資格枠組み」が示され、
各国政府によってこの枠組みに準拠した国家資格枠組みを
2010 年までに策定することが合意された（柱①②）。その
際、大学教育の学修成果を「知識と理解」「活用」「判
断」「コミュニケーション」「生涯学習」の5つの観点から
学位段階別（学士・修士・博士）に整理した「ダブリン・
ディスクリプター（Dublin Descriptors）」が採用された。
単位制度では、1年間の総学習時間 1500～1800 時間 

を60ECTS単位（1ECTSは25～30 時間の総学習時間 
（授業出席時間と授業外学習時間の合計）に相当）に換
算した欧州単位互換累積制度（European Credit Transfer 
and Accumulation System）が示された。ただし、ECTS

制度における学習時間とは、所定の学修成果を達成する
ために必要な「学習量（workload）」を平均的な学生が
実施するのに必要な時間数に換算したものであり、一律的
運用を想定しているわけではない。学習時間の厳密な運
用は、異なる大学制度間での学生の移動を阻む方向に作
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用するからである（柱③④）。
質保証制度では、欧州高等教育質保証協会（ENQA）

が 2005 年に策定した「欧州高等教育圏における質保証
の基準とガイドライン（EGS）」に準拠した学位プログラム別
アクレディテーションを各国において導入することが合意され
ている（柱⑤）。
欧州的特質を追求するカリキュラム開発では、欧州統合

に焦点化した教育プログラム（European Studies）や、欧
州圏内外の大学間連携プログラムが、エラスムス・プログ
ラム等の欧州連合補助金を受けて展開されている（柱⑥）。
このように、学修成果に基づく「学位」「単位」「質保
証」の制度を構築することで、透明性と相互信頼に基づく
「学修の承認」を推進してきた点に、欧州高等教育改革
の特徴を見出すことができる。そしてチューニングは、大学
教育に係るこれらの新制度を、大学の多様性や自律性を
損なうことなく、実質的に運用していく方法を開発することを
目指す「大学の貢献」として手掛けられ、欧州連合補助
金を受けながら推進されてきた。

2.2．大学教育の「共通性」と「多様性」の両立
チューニングとは、学問分野の学修成果の枠組みに関
する合意を形成し、学修成果の獲得に適合的な学位プロ
グラムを設計・実践・評価・改善するための方法論である。
学修成果枠組みは、大学教育における「共通性」を
確保するという質保証の観点から、重要な役割を担ってお
り、国内外の大学関係者によって、分野横断的（中央教
育審議会、アメリカ大学カレッジ協会、ルミナ財団等）及
び学問分野別（日本学術会議、英国高等教育質保証機
構、チューニング・アカデミー、国際エンジニアリング連合
等）の学修成果枠組みが作成されてきた。
その中で、チューニングの学問分野別学修成果枠組み

には二つの特徴がある。第一の特徴は、大学の質を保証
すると言うことは、ステークホルダーからの信頼を獲得するこ
とであるという立場から、大学教員と学生・卒業生・雇用
主との協議（consultation）に基づいて策定されている点で
ある。まず、学修成果のリストが、学問分野の学修を通し
て学生がどのような知識・能力を身に付けることを期待する 
のかと言った観点から、大学教員間の対話に基づいて策定 
される。次に、学問分野の知識・能力の中で、社会的文
脈の中で重要な意味を持つのはどれか、大学は学生にそ
れを獲得させることにどの程度成功しているのかと言った観
点から、大学教員と学生・卒業生・雇用主との協議に基
づいて、学修成果の表現や優先順位が見直される。学術
性の観点からだけでなく、社会的レリバンス（妥当性）の
観点からも、学問分野の質を保証することが目指されている。

チューニングにおける学問分野別学修成果枠組みの第
二の特徴は、大学の多様性と自律性を尊重する立場から、
包括的且つ抽象的に定義されており、多様な大学で追求
される学修成果の最小公倍数として設定されている点にあ
る。各大学は、学修成果枠組みの中から、自らのミッション、
学生のニーズと進路先、教育資源等を考慮しながら追求
する学修成果を取捨選択して「学位プロフィール」を決定
する。例えば、同じ学問分野の学士レベルの学位プログラ
ムでも、伝統的なアカデミックな3年制プログラム、実践的
な職業教育を行う2年制プログラム、学際領域の4年制
プログラムには、共通の要素もあれば、異なる要素もあるか
らである。追求する学修成果を、共通の枠組みに位置づ
けることによって、学位プログラムの特徴を可視化し、その
強みを分かりやすく伝えることができる。チューニングにおけ
る学修成果枠組みは、全ての大学が満たさなければならな
い最低基準ではなく、大学教育としての「共通性」を確
保しながら、その「多様性」を説明するための参照基準
である点を強調しておきたい（Gonzales & Wagenaar, 2008
深堀・竹中訳，2012）

2.3．学修成果に基づく学位プログラムの設計
欧州各国学術承認情報センター（National Academic 

Recognition Centre, NARIC）とチューニング・アカデミーと
の共同事業である「教育と承認におけるコンピテンスに関す
るプロジェクト（Competences in Education and Recognition 
Project, CoRe）」では、「学位プログラム」とは、「学修成
果に基づいて、一貫性のある形で配列された教育要素の
組み合わせ」であり、「所定の学修成果を獲得し、単位を
累積することを通して、所定の学位を授与されることが承認
されている」ものと定義されている（Lokhoff et al., 2010）。
学位取得要件として設定された学修成果を獲得するために
適合的に編成された教育課程が、学位プログラムと言うこ
とになる。そこでは、授業科目が一貫性のある形で配列さ
れていることが重要なポイントであり、その意味で、学生の
履修する授業科目は、目的適合性の観点から、コントロー
ルされている。
ただし、チューニングは教育課程の標準化や画一化を目
指すものではない。学生の学術的関心の幅広さや独創性
を尊重する立場から、履修モデルの弾力性を保持すること
も重視しており、授業科目を通して獲得される学修成果が
抽象的なレベルで同等であるならば、扱われているテーマ
や知識領域が異なっていても、「等価性（equivalence）」
が承認される。
学位プログラムの運用の在り方を確認するために、「卓越 

したエラスムス・ムンドス修士プログラム・ユーロカルチャー」 
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（Erasmus Mundus Programme of Excellence, Master of Arts 
Euroculture）を参照してみよう。この2年制（120ECTS） 
修士プログラムは、「現代欧州社会、文化、政治をグ
ローバルな文脈で研究することを通して、世界における欧
州の位置づけをめぐる論争の中で重要な意味を持つ文化
的アイデンティティや社会的価値について探究する」こと
を目的としており、人文系総合プログラムの学修成果枠
組み（Sectoral Qualifications Framework for Humanities  
& Arts）に基づき、8つの学修成果が設定されている。学生 
は欧州連携 8大学（Universidad de Deusto, Rijksuniversiteit  
Groningen, Georg-August-Universität Göttingen, Uniwersytet  
Jagielloński w Krakowie, Univerzita Palackého v Olomouci,  
Université de Strasbourg, Università degli studi di Udine, 
Uppsala Universitet）の中から2～3大学を選択して学修
に取り組むことが期待されている。
表 1に示すのは、プログラムの概要である。授業科目で
扱うテーマや知識内容が異なっていても、同等の学修成果
が獲得されるように、8大学の密な連携の下にプログラムは
組み立てられている。「ユーロコンピテンス」では、学生が
欧州社会で就労するために必要な基礎的な知識・能力で
ある「欧州連合及びその機関の体制・役割についての知
識」「プレゼンテーション能力」「論理的思考力」「分析
力」の獲得が、問題解決型学習を通して目指されている。
「欧州社会・政治・文化に関する中核概念」は大くくりの
授業科目（モジュール）（25ECTS）であり、各大学の歴
史学・法学・社会学・政治学・言語学等を専門とする複
数の大学教員によって担当されており、異なる名称の授業
科目が、学習量に応じて柔軟に設定されている。
「研究セミナー：世界の中の欧州」では、参加大学の
教育研究上の強みを一層際立たせる内容が扱われている。

例えば、フローニンゲン大学では「地域統合プロセスに関
する東アジア・欧州比較研究」「欧州を表現する―芸術と
メディアによる創造的構築」といったテーマが設定されてい
るのに対して、パラツキー大学オロモウツでは「欧州とトル
コ」「中央ヨーロッパの過去と未来」といったテーマが設定
されている。
唯一の選択科目は2年前期（25ECTS）に配置されて

いる。進路（進学・就職）に応じて、学生は第三の大学
（欧州圏外の連携大学を含む）での研究ゼミか、国際機
関や企業等でのインターンシップを選択することができる。
このように、学位プログラムとは、学修成果の観点から
一貫性のある形で組み立てられた教育課程であるが、学
修成果の記述が抽象的なレベルに留められていることによっ
て、弾力性が保持されている。ただし、個々の授業科目の
中では、抽象的な学修成果に対応する具体的な学習成果
の習得に基づいて、厳格な成績評価が行われている。

2.4．抽象的な学修成果と具体的な学習成果
チューニングでは、学位プログラムを履修した総合的な
成果として獲得される抽象的な学修成果（competence）と、
各授業科目を履修した結果として習得される具体的な学習
成果（learning outcomes）が区別されている。学修成果
は複数の授業科目の履修を通して醸成されるのに対して、
学習成果は授業科目の開講期間内に達成可能であり、測
定可能な知識・能力である。
チューニングでは、抽象的概念としての学修成果を、い

わゆる「コンピテンシー・テスト」などで直接測定することは
想定されていない。あくまでも、個々の授業科目の具体的
な学習成果の習得を単位認定の根拠とし、厳格な成績評
価を行うことが重視されている。学位プログラムを構成する

表 1　Euroculture学位プログラムの概要

前期（30ECTS） 後期（30ECTS）

1年目 
（60ECTS）

欧州社会・政治・文化に関する中核概念
（25ECTS）（大学 A）

ユーロコンピテンス②（5ECTS）（大学 B）

研究セミナー：世界の中の欧州（10ECTS） 
（大学 B）

方法論に関するゼミ（10ECTS）（大学 B）

ユーロコンピテンス①（5ECTS）（大学 A） 集中科目（5ECTS）（8大学で学ぶ学生が一堂に
会する1週間の夏季プログラム）

2年目 
（60ECTS）

【研究コースの場合】研究ゼミ（大学 A・B・C）
【就職コースの場合】インターンシップ（25ECTS）

ユーロコンピテンス③研究プロジェクト 
（プロポーザル）（5ECTS）（大学 A・B）

修士論文の完成（ゼミと自由研究） 
（25ECTS）（大学 A・B）修士論文の準備（構想）（個別指導）（5ECTS）

（大学 A・B・C）

出所：Euroculture Programme Outlineに基づいて作成（https://www.euroculturemaster.eu/programme-outline）
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全ての授業科目の単位を取得することで、学修成果は獲 
得されたとみなされ、学位が授与される。「課程修了に係
る知識・能力の証明」としての学位の本質が貫かれている。
それゆえ、チューニングでは学修成果の獲得という目的

に適合的な授業科目を配置（学位プログラム設計）するこ
とのできるエキスパート・ジャッジメント（専門性に裏付けら
れた判断力）、及び各授業科目の中で抽象的な学修成果
を達成可能で測定可能な学習成果に具体化することので
きるエキスパート・ジャッジメントが極めて重要な意味を持つ。

2.5．二つのレベルの教育改善サイクル
学修成果に基づく大学教育の内部質保証は、二つのレ

ベルで検討する必要がある。第一は、学修成果の獲得と
いう目的に適合的な授業科目を配置した結果として、学修
成果は実際に獲得されたか、どのような改善が必要か、と
言った学位プログラム・レベルの教育改善サイクルが稼働し
ているかどうかである（プログラム・レビュー）。第二は、各
授業科目の中で抽象的な学修成果に対応する具体的な学
習成果が設定され、その習得にむけて適合的な授業が展
開され、その結果として、学習成果は実際に習得されたか、
どのような改善が必要か、と言った授業科目レベルの教育
改善サイクルが稼働しているかどうかである（授業改善）。
これら二つのレベルの教育改善サイクルが同時に稼働し
た時にはじめて、学修成果に基づく大学教育の内部質保
証が達成される。

3．大学教員のエキスパート・ジャッジメントを鍛える
3.1．定着しない学修成果アプローチ
日本の大学教員が学修成果に基づく大学教育改革を拒
む理由を、広田（2016）は大きく三つの観点から整理して
いる。第一は、質保証のレリバンス（妥当性）に関わる理
由である。大学教員は、内部の同僚間で共有された「質」
の判断こそが重要であると考えている。ところが、外部か
ら強要された質保証は、一律・量的で一面的な物差しを
導入し、「アカデミックな『質』と無関係なアウトプット」を
追求するものであため、「役に立たない」と考えている。
第二は、質保証の政治性に関わる理由である。大学教

員は、何を教えどう評価するかについての自由裁量を擁護
したいと考えている。それゆえ、質保証は「学問の自由」
に支えられた専門職的自律性を脅かすものであると危惧し、
トップダウンの統制を拒むのである。
第三は、大学教員の自律的な改革を阻む組織文化に
関する理由である。大学教員は学問分野の専門家である
が、その専門性の過度な細分化によって、「自分の狭い専
門分野を超えたトータルな分野像が描けな」かったり、「そ

れが歪んで」いたりする場合が少なくない。その結果として、
大学教員間で「学生に何を学ばせ、何を身につけさせる
べきか」について議論しようとしても、「学位プログラム設計
に関する机上の原理からはほど遠い議論がなされてしまう」
と言う。とりわけ、特定の分野の特定の課題を専門とする
大学教員は一つの機関あるいは部局に一人しかいないと
いう「割拠性」が、学位プログラム全体の在り方について
話し合う際の障害として機能している。一般の大学教員が、
学生の教育に関する語彙や理論を不足していることも、教
育についての建設的な対話を難しくしている。
これらの批判は、学生中心の視点にたった学修成果に
基づく大学教育を推進すること自体を否定するものではな
い。アカデミックな質や大学教員の専門的自律性を脅かす
取り組みに疑義を唱える一方で、大学教員が学問分野の
学修成果について合意を形成し、教育実践の中で具体化
していく経験をこれまで持たなかったため、その具体的方
法が分からない現状が訴えられている。そうであるのならば、
大学教員が主体となって学問分野別学修成果枠組みを策
定し、学修成果に基づく学位プログラムを設計・実施・評
価・改善してきたチューニングの取組は、大いに参考にな
るはずである。
しかしながら、チューニングの実績を持つ欧米においても、
学修成果に基づく大学教育の考え方が、大学教育の直接
的な担い手である大学教員に幅広く受け入れられ、組織
的取組として展開するに至っているわけではない。チュー
ニング・アカデミーと米国ルミナ財団（米国チューニングを
展開）による欧米共同調査からは、学修成果に基づく大
学教育改革は、大学執行部と教職員の間での理念的な
議論にとどまっており、学位プログラムの構造や大学教員
や学生の行動に組織的変容をもたらしているとは言えない
（Birtwistle et al., 2016）。
このことは、チューニングを推進することは容易なことでは
なく、大学教員の高度なエキスパート・ジャッジメントに依る
ところが大きいことを示唆している。

3.2．エキスパート・ジャッジメントを涵養するアプローチ
学修成果に基づく大学教育を推進する大学教員のエキ

スパート・ジャッジメントを涵養する取組が、欧州・日本・米
国において同時展開している。①学修成果の獲得という目
的に適合的な授業科目を配置する、学位プログラム設計に
係る専門性を鍛えるアプローチ、②抽象的な学修成果を
測定可能な学修成果に具体化する取組を、（a）共通ルー
ブリックの提案、（b）学修成果の達成度を測定するための
課題の共有、（c）テスト問題の共同作成・共有と言った
方法で推進するアプローチに分類することができる。
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第一のアプローチ（①）の代表的な事例としては、ジェ
イムズ・マジソン大学（James Madison University, JMU）
のAssessment Progress Template（APT）が挙げられる。
APTとは、「学位プログラム・アセスメント」に係る自己点
検・評価のフォーマットであり、①学生の視点に立った学習
目標（学修成果）が明記されているか、②授業科目・学
習活動がプログラムの学習目標に紐づけられているか、③
学修目標の達成度を測定するための方法が明記されてい
るか、④プログラム・アセスメントの結果がどのように示され
ているか、⑤プログラム・アセスメントの結果が大学教員
等にどのように共有されているか、⑥プログラム・アセスメ
ントの結果が改善にどのように活かされているか、と言った 
6つの観点から構成されている。各学位プログラムにおいて、
APTに基づいて実施した学位プログラム・アセスメントの報
告書を、JMU教育支援組織であるCenter for Assessment 
and Research Studies（CARS）が APTルーブリックに基
づいて評価し、フィードバックを行うことで、学位プログラ
ムの設計・改善にあたる担当者（Program Assessment 
Coordinator）等のエキスパート・ジャッジメントを涵養するこ
とが目指されている。

JMUにおける学位プログラム設計に係るエキスパート・
ジャッジメントは、着実に高まってきている。2015 年度の
APTフィードバックでは、全学 121プログラム中65プログ
ラムが CARSより「模範的である」との評価を受けてい
る。こうした JMU-APTの取組は、米国高等教育アクレディ
テーション協会「2015 年度学習成果に係る機関単位の優
れた取組賞」（CHEA Award for Outstanding Institutional 
Practice in Student Learning Outcomes, 2015）を授与され
るなど、全米的に評価されている。
第二のアプローチ（②（a））の代表的な事例としては、 

アメリカ大学カレッジ協会（Association of American Colleges  
and Universities, AAC&U）のVALUE Rubricsが挙げら
れる。VALUE Rubricとは、「各大学で開発されてきた既
存の様 な々ルーブリックをもとに、AAC&Uの専門家チーム
によって（中略）共同開発され」た「メタルーブリック」で
あり、各大学の個別の文脈にあわせてローカライズして使
用することによって、大学をこえた「共通性」と大学ごとの
「多様性」の統一を図るものである（松下，2012）。

VALUE Rubricsは全米的広がりを呈しており、16 種類
のVALUE Rubricsの内、「文章コミュニケーション」「量
的リテラシー」「批判的思考のルーブリック」について
は、12 州 88 大学がパフォーマンス課題に対する学生の
解答を持ち寄って共同で採点するプロジェクト（Multistate 
Collaborative）に基づいて、アセスメント・ツールとして
の信頼性と妥当性が検証されている（AAC&U, 2017）。

VALUE Rubricsの普及と活用を促進するために、ルーブ
リックの観点と基準に関する共通理解形成を目指すワーク
シップ（Summer Institute）も提供されている。
第三のアプローチ（②（b））の代表的な事例としては、
全米学習成果アセスメント研究所（National Institute for 
Learning Outcomes Assessment: NILOA）のAssignment 
Libraryが挙げられる。ルミナ財団によって提案された分野
横断的な学修成果枠組み（Degree Qualifications Profile, 
DQP）の学修成果を中心に、その達成度を評価するため
のアサイメント（課題）を募集し、ピア・レビューに基づい
て高く評価された優れた事例を公開する取組である。DQP

の抽象的な学修成果を、アサイメントで測定可能な学習成
果に具体化することが目指されている。
アサイメントは採点基準（ルーブリック）も伴っており、学
問分野別、課題の種類別、学修成果の種類別に整理さ
れている。優れたアサイメントの作成を支援するためのワー
クショップ（Charrette）も提供されている。
第四のアプローチ（②（c））の事例としては、次節

で詳述する国立教育政策研究所テスト問題バンクに加え
て、チューニング・アカデミー（Tuning Academy）による欧
州高等教育における学習成果達成度の測定（Measuring 
and Comparing Achievement of Learning Outcomes in 
Higher Education in Europe, CALOHEE）プロジェクトが挙
げられる。いずれも、学問分野別学修成果枠組みの抽象
的な学修成果を、テスト問題で測定可能な学習成果に具
体化することを目指す取組である。

CALOHEEでは、既に5つの学問分野（歴史学・教
育学・物理学・土木工学・看護学）における学修成果枠
組みを更新し（2016～2017 年）、2018 年より、学修成果
の達成度を測定するためのテスト開発に着手することが目
指されている。欧州学生連合、欧州高等教育機関連合、
欧州大学協会、欧州高等教育質保証協会等と75 大学
が参画している。

3.3． テスト問題作成を通じた学修成果についての共通理
解形成

経済協力開発機構による高等教育における学習成果
調査フィージビリティ・スタディ（OECD-AHELO Feasibility 
Study）は、大学教育の学修成果について国際的合意を
形成し、その達成度を測定するためのテスト問題を国際通
用性のある形で開発して実施することは可能かどうかを検
証するための国際共同研究で、2008 年から2012 年にか
けて、17か国 248 大学 22,977 人の学生の参加の下に、
工学・経済学・一般的技能の分野で展開された。日本は
工学分野のテスト問題開発と国内実施に参加した。
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OECDは、十分な経験を蓄積していくことで、国際通用
性のあるテスト問題開発は可能であると結論づけて事業を
終了したが、日本では更なる検討を重ね、次の示唆を導い
た。すなわち、工学分野では、技術者教育認定（ワシン
トン・アコードや JABEE）の基準策定を通じて、1980 年
代から学修成果枠組みに関する議論が積み重ねられており、
一定の合意が形成されてきたものの、実際にテスト問題を
作ってみると、解答の観点や期待する水準が一致しない現
実が露呈した。抽象的な学修成果に関する理解は、具体
的な学習成果に紐づけて論じてみなければ、真の共通理
解が達成できているかどうか、判断することはできないこと
が明らかになった。
さらに、大学教員が対話を重ねながら、共同作業として
テスト問題を作成し、実施、採点することを通して、抽象
的な学修成果に関する具体的な共通理解を形成すること
が可能になる。テスト問題開発・実施のプロセスが、大学
教員の学修成果に関するエキスパート・ジャッジメントを涵
養するうえで、極めて有効であることも明らかになった。
こうしたAHELOの経験を発展させる目的で、国立教
育政策研究所では2014 年から機械工学分野におけるテ
スト問題バンクの取組を展開している。2017 年現在までに、
国内三拠点及び ASEAN拠点（インドネシア）で、のべ
22 機関 54 人の専門家の協力の下に、テスト問題を作成し
て共有する作業に取り組み、記述式問題 12 問、多肢選
択肢問題 92 問（小規模実施に基づく妥当性検証済み）
を完成し、2度にわたる大規模実施も行った（図 1参照）。
テスト問題バンクの「風力発電」問題を参照し、抽象
的な学修成果がどのように測定可能な学習成果に具体化
されているのか、確認してみよう。テスト問題バンクでは、
世界の技術者教育認定基準（IEA Graduate Attributes, 
ENAEE EUR-ACE）に基づき、「工学基礎・工学専門」
「工学分析」「工学デザイン」「工学実践」「工学ジェネ

リック・スキル」の5領域から構成される学修成果枠組み
を採用している。そのうち、「工学デザイン（ED1：特定の
定義された要求に応えるデザインを開発して実行するため
に、知識と理解を応用する能力）」「工学実践（EP3：適
切な装置・道具・方法を選択・使用する能力；EP4：工学
実践の非技術的な意味合いに関する理解。技術者倫理・
工学実践の責任と規範に従う能力）」の学修成果を、次
の設問で測定することを試みた。「風力発電用風車を設置
してわずか 1年後に、設計時に想定した以上の風速が生
じる可能性が明らかになった。想定以上の風速で支柱が
破損して倒壊する確率の大小に応じて、技術的に可能な
対策を3つ挙げるとともに、技術以外の観点を含めてそれ
ぞれの得失を説明せよ。」
採点基準は、以下の5つの観点が挙げられている（同
等に技術的に可能な対策を挙げても可）。（a）【継続使
用】倒壊の確率が十分に低い場合、そのまま継続使用す
ることも一つの対策である。当面の対策に要するコストは最
小限に抑えられるが、万一倒壊した場合の周辺の安全性
を十分に確保する必要がある。（b）【支柱の補強】倒壊
の確率がそれほど高くない場合、支柱の補強は比較的コ
ストが低い対策である。また、この対策によって直接的に
風車の効率が低下することはない。（c）【ブレードの交換】
倒壊の確率がそれほど高くない場合、ブレードの形状を変
更して風に対する抵抗を低減させれば、支柱に作用する
負荷が軽減され、支柱の強度に余裕が生まれる。ただし、
風車の効率は低下する可能性が高く、支柱の補強に比べ
てコストの面でも不利になる可能性が高い。（d）【支柱の
交換】倒壊の確率が比較的高い場合、支柱の交換は技
術的には可能な対策である。しかし、風車をほぼ解体し
て再度設置することになるため、多大なコストを要する。（e）
【解体撤去】倒壊の確率がそれほど高くない場合であって
も、倒壊した場合の風車周辺の安全性に大きな難点があ

図 1　国研テスト問題バンクの体制
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る場合は、風車を解体撤去するべきである。
このように、テスト問題と採点基準を作業していく過程で、
一つ一つ学修成果について、どのような学習成果に紐付け
ることが妥当であり、学士課程修了段階の学生にどのよう
な観点と水準の解答を期待するのかについて、丁寧に議
論することで、高いレベルの共通理解を形成することができ
た。特定の文脈で形成されたエキスパート・ジャッジメントは、
異なる文脈にも適用され、異なるセットの学修成果と学習成
果についても、比較的速やかに合意が形成されることも明
らかになった。

3.4． 学修成果の可視化からの授業科目・学位プログラム
の逆向き設計へ

平成 28 年度には、日本とインドネシアの10 大学 384 人
の学生を対象に「工作機械」問題を実施し、匿名性を
確保した上で、多肢選択式問題、記述式問題の大学別
平均点、及び学習環境等に関するアンケート結果との関
連性を示すフィードバックを行った。その結果、多肢選択
式問題と記述式問題の得点には統計的に有意ではあるが
低い相関（r = .17, p < .01）しかみられず、多肢選択式
問題の得点が高ければ必ず記述式問題の得点も高いわけ

表 2　機械工学分野の学修成果枠組み

工学基礎・工学専門

BES1 専攻する工学分野の基礎となる科学や数学の原理に関する知識と理解。

BES2 専攻する工学分野の重要事項や概念に関する系統的理解。

BES3 専攻する工学分野に関する包括的理解（最先端の事がらを含む）。

工学分析

EA1 既存の方法を用いて工学課題を見極め、解決法を考案、解決する能力。

EA2 工学の成果、過程、方法を分析したりするために、知識と理解を応用する能力。

EA3 適切な分析方法やモデルを選択・適用する能力。

EA4 文献を検索し、データベース等の多様な資料を活用する能力。

EA5 適切な実験をデザインして実施し、データを解釈して、結論を導く能力。

EA6 機械工学に係る（i）物質・エネルギー収支とシステムの効率性、（ii）水圧・空気式システム、（iii）機械の要素について分析
する能力。

工学デザイン

ED1 特定の定義された要求に応えるデザインを開発して実行するために、知識と理解を応用する能力。

ED2 デザインの方法を理解し、活用する能力。

ED3 デザインのためのコンピュータ・プログラムを用いて、機械や機械システムの要素をデザインする能力。

工学実践

EP1 適切な装置・道具・方法を選択・使用する能力。

EP2 工学課題を解決するために、理論と実践を統合する能力。

EP3 適用できる技法・方法とその限界を理解する能力。

EP4 工学実践の非技術的な意味合いに関する理解。技術者倫理・工学実践の責任と規範に従う能力。

EP5 ワークショップや実験を行う能力。

EP6 健康・安全・法律の問題、工学実践が伴う責任、工学による解決策がグローバル・経済的・社会的・環境的文脈に及ぼすイ
ンパクトに関する理解。

EP7 リスク・変動マネジメントを初めとするプロジェクト・マネジメントやビジネス慣行に関する理解、およびその制約についての認識。

EP8 制御・生産システムを選択して活用する能力。

工学ジェネリック・スキル

EGS1 個人として、またはチームの一員として、効果的に役割を果たす能力。

EGS2 工学関係者や一般社会と効果的にコミュニケーションを図るために、多様な方法を駆使する能力。

EGS3 生涯にわたり、自主的に学習することの必要性を認識して取組む能力。

EGS4 工学の学際性に関する理解。

出所：国立教育政策研究所 Tuningテスト問題バンク「機械工学分野のコンピテンス枠組み」（http://www.nier.go.jp/tuning/pdf/competence.pdf）
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ではないことが明らかになった。さらに、多肢選択式問題
の得点は低いが記述式問題の得点は高い大学では、学
生が「実験・演習」「課題の成果を発表・報告する機会」
「チームで一つの課題に取り組む機会」に熱心に取り組ん
できたと回答する傾向がみられることも確認された（Cross 
et al., 2017）。
教育改善に資する情報をフィードバックすることで、各大
学は自らの強みと弱みを相対化して理解することができる。
そうした情報は「各授業科目の中でどのような学習環境を
整えれば、学生は期待される学習成果を習得することがで
きるのか」「どのような学位プログラムを設計し、どのような
授業科目・モジュールを配置すれば、学生は期待される学
修成果を獲得することができるのか」といった問いを誘発
し、授業科目と学位プログラムの「逆向き設計（backward 
design）」（McTighe & Wiggins, 2004）の契機となる。学
修成果の可視化は、授業科目レベルの教育改善サイクル、
学位プログラム・レベルの教育改善サイクルを稼働させる力
を持っている。

4．学修成果枠組みに関する構造的理解の必要性
平成 28 年度の「工作機械」問題の実施を通して、テ

スト問題開発の課題も明らかになってきた。テスト問題開
発を通して大学教員のエキスパート・ジャッジメントを涵養し、
内部質保証を推進していこうとするならば、これらの課題の
克服に向けて取り組む必要がある。
まず、学生の時間をはじめ、大学の資源には限りがあり、

一回のテストで測定することのできる学修成果は限定的で
あることから、測定したい学修成果を厳選し、効率的に測
定できるようにテスト問題を設計する必要がある。「工学基
礎・工学専門」「工学分析」は比較的測定し易い学修
成果であるが、それらに偏ることなく、「工学デザイン」「工
学実践」「工学ジェネリック・スキル」と言った比較的測定
し難い学修成果も積極的に測定できるように、テスト問題
作成の技術を高度化させていく必要がある。一つの設問に
複数の学修成果が含まれている場合は、それらを統合的
に測定するのではなく、複数の採点基準に基づいて個別
に測定する工夫も求められる。学修成果枠組み自体を見直
し、中核的な学修成果を絞り込んだ「倹約的な」アセスメ
ント枠組みを構築することも検討すべきであろう。
次に、採点者間信頼性をさらに高める必要がある。テス

ト問題バンクでは、事前に採点基準の観点・水準につい
ての共通理解形成（カリブレーション）を行い、3人の採
点者の採点結果の平均点を採用する方法をとることで、採
点者間信頼性を確保することに努めた。しかしながら、全
ての学生の解答について、問題がなかったわけではない。
カリブレーションの進め方を工夫すると共に、採点者にとって
「手の内」に入り易い、「倹約的な」アセスメント枠組みを
構築する必要もあるだろう。
「倹約的な」アセスメント枠組みを構築するためには、学
修成果枠組みに関する構造的理解が求められる。教育
目標を「知識次元」1と「認知過程次元」のマトリックス
上に位置づける「教育目標のタキソノミー」（Anderson & 

表 3　学修成果枠組みの構造

知識次元
認知過程次元

記憶する 理解する 応用する 分析する 評価する 創造する

事実的知識 BES1

概念的知識

BES2 EA2(1) EA2(2) EA1(2)

BES3 ED1(1) EA5(2) ED1(2)

EP2 EA6 ED3(1)

手続的知識

ED2(1) EA1(1) EA4

EP3 EA3 EA5(1)

EP5 EP1 ED2(1)

EP8 ED3(2)

社会との関わり

EP4 EGS1

EP6 EGS2

EP7 EGS3

EGS4

注） BES：工学基礎・工学専門、EA：工学分析、ED：工学デザイン、EP：工学実践、 
EGS：工学ジェネリック・スキル
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Krathwohl, 2001）は、学修成果枠組みの構造的理解を深 
めるツールとして有用と思われる。テスト問題バンクの学修
成果を、表 3に示す通り、対象としている知識内容、及び 
それをどのように操作することを期待しているのかと言った観 
点から分析し、「教育目標のタキソノミー」に位置づけてみ 
ると、各学修成果の特徴が浮かび上がってくる。例えば「工 
学基礎・工学専門」「工学分析」「工学実践」は、タキソ 
ノミー上に固有の位置を占めている。それに対して、「工学
ジェネリック・スキル」「工学デザイン」の固有性は自明で
はなく、概念を精査していく必要があることが示唆されている。
タキソノミー上に複数の学問分野の学修成果を位置づけ、
それらの構造を相対化して理解することによって、学問分
野の特徴を俯瞰的に捉えることも可能になる。学修成果枠
組みに関する構造的理解は、学位プログラム設計に関する
エキスパート・ジャッジメントを涵養する上でも、抽象的な学
修成果を達成可能で測定可能な学習成果に具体化するエ
キスパート・ジャッジメントを涵養する上でも、極めて重要な
資源であると思われる。

5．おわりに
学生中心の視点に立った、学修成果に基づく大学教育

を推進していく上で、大学教員のエキスパート・ジャッジメン
トを涵養していくことが決定的に重要であることを、本稿で
は強調してきた。その方法として、「学位プログラム・アセ
スメントのアセスメント」「共通ルーブリックの活用」「課題
の共有」「テスト問題の共有」といった多様なアプローチ
がある。テスト問題バンクは、どちらかと言うと、学生が習
得すべき知識・能力のコアが相対的に構造化されている理
工系分野をはじめとする学問分野との親和性が高いと考え
られる。それに対して、共通ルーブリックやアサイメント・ラ
イブラリーは、学生が習得すべき知識・能力のコアが相対
的に構造化されていない人文社会科学系をはじめとする学
問分野にも有効であると考えられる。
各大学においては、着手し易いところから手掛け、根気
強く続けていくことで、学修成果に基づく教育を重視する組
織文化を醸成していくことが求められる。学位プログラム化は、
教員中心から学生中心のパラダイム転換を求める大掛か 
りな事業であることから、粘り強く取り組むことが重要である。

注
1 知識次元は、①事実的知識（個別具体的な内容要素）、
②概念的知識（より組織化され一般化された知識）、③手
続き的知識（技能や方略についての知識）、④メタ認知的
知識（自分や人間一般の認知過程についての知識）に
分類されている。ここでは、高等教育の文脈に即して、「④

社会との関わり」に変更する。
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Fostering Faculty Expert Judgment:  
A Necessary Condition for Degree Program Development

Satoko Fukahori
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A degree program represents a set of courses and modules organized in a way best fit for students to achieve the 
learning outcomes required to be awarded the degree. Developing degree programs requires a shift in approach 
from faculty-centered to student-centered, where curriculum represents not the comprehensive listing of courses and 
modules offered by the faculty, but rather the parsimonious set of courses and modules actually taken by the students.

This paper will describe the principles of degree program design by focusing on the experience of Tuning, a 
European initiative pursued by faculty in response to the 1999 Bologna Declaration. The paper will argue that 
the development of faculty expert judgment is critically important to substantiate the implementation of degree 
programs. Examples of efforts taking place in the United States, Europe, and Japan aiming to develop such expert 
judgment will be introduced. A concrete level recommendation for the implementation of degree programs within 
the context of Japanese higher education policy includes a persistent effort towards developing faculty expert 
judgment, thereby fostering within higher education institutions an organizational culture that value learning 
outcomes-based education.
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