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報告 1「単位制度の基盤と今日的課題―時間と成果―」

森　　　利　枝（大学評価・学位授与機構学位審査研究部准教授）

　大学評価・学位授与機構学位審査研究部の森利枝と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の私の報告

のタイトルは「単位制度の基盤と今日的課題」です。時間と成果という二つの切り口からご報告申し上げたいと思い

ます。

　今回のシンポジウムに私がお呼びいただいて、お話しするようにということを大塚先生、松下先生からご下命いた

だきました。その背景は、単位制度から教授学習カリキュラムを見直すという試みなわけですけれども、シンポジウ

ムの趣旨にある、単位制度に関する基本的な何かに関してお話しするというのが私の本日の使命と理解しています。

（以下スライド併用）

　それをもう少し詳しく申し上げます。この報告の目的は大体二つに分けられると思います。まず、米国発祥の単位

制度の歴史を振り返って、学習の量の指標としての単位という機能、これは皆さま方は先刻ご承知のこととは思いま

すけれども、一応簡単に復習したいと思います。二つ目として、単位制度に関する今日の問題点を整理し、特に今問

題になっている日本の大学における単位制度の実質化なる問題にかかわる議論に資するような情報を提供する。そこ

までです。これら二つのことを私は本日の目的としています。（スライド No.2 参照）

　私のこれからのご報告の内容は 4部構成になっています。単位制度の歴史、単位制度の考え方、単位制度を巡る最

近の議論、そして、何が問題なのか。この 4点にかかわって、日本の話とアメリカの話を、あちこち行きつ戻りつし

ながらご報告したいと思います。（スライド No.3 参照）

　ここで、なぜ日本の話のほかにアメリカの話を持ってくるのかといいますと、これは一番最初の論点である単位制

度の歴史にかかわっています。今、日本の大学が採用している単位というものはアメリカで発祥しました。それも、

実を言うとアメリカの高校段階の教育に採用されたのが最初です。

　詳しく申し上げますと、20 世紀初め、1900 年代初頭のアメリカにおきまして、まだ高校学校というか中等教育機

関が、言葉は悪いのですけれども玉石混淆で、全国的な指標というものがなかったのです。そういうときに、大学が

一体どの高校の卒業生なら入学者として受け入れていいかということを判断するために何らかの指標が欲しいという

ことで、大学の側から高校に、一定の学習量の基準を示すような指標を導入すべきであるという要求がありました。

そして、まず中等教育機関において、学習にかかった時間を基にする単位というものの概念が生まれました。

　この単位制度をアメリカ全土に普及させるに当たって、皆さまは名前はお聞きになっていると思いますけれども、

カーネギー教育財団が巨額の資金を投じたわけです。大学の入学者に高校の単位制度を要求する大学の教員の年金を

カーネギー財団が面倒を見るという、ものすごいお金のかかるプログラムを始めて、そのプログラムが大変好評を博

しました。その結果、高校に単位制度を要求する大学がアメリカに増えました。そして時間的に言うとその後で、学

習の量を計る指標として単位制度がアメリカの大学で使われるようになりました。ちょっと先走りますけれども、単

位制度の特徴は、Work Modelと呼ばれていますが、課業、学業にかかる時間を基礎とした学習の計測です。これに
関しては後で詳しく申し上げます。

　そして、日本にこの単位制度が戦後、CIEにより統一された制度として導入されました。戦前から個別の大学で別
個のスケールで単位制度が使われていたようで、これは筑波大学の清水先生のご著書に詳しいのですが、統一的な制
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度として日本に入ってきたのは戦後で、CIEの影響が大きかったということです。大崎仁先生のご著書にそのように
書かれています。（スライド No.5 参照）

　これもまたおさらいなのですけれども、アメリカのことと日本のことを行きつ戻りつしながら、単位制度の考え方

について簡単にご説明します。

　単位は、よく通貨になぞらえられます。これはどういうことかというと、先ほど申し上げましたようにWork 
Modelの課業時間に応じて単位が与えられます。credit-hourと英語などでは呼ばれていることもあるのですけれども、
このWork Modelというものに基づいているということです。一般的に言って、授業なら 1時間（一般的には 50 分）
と、2時間（100 分）の自学自習を 15 週にわたって繰り返して 1単位というのが、カーネギー財団が最初にデザイン

した、アメリカで導入された大学の単位制度の基本形です。また、これはどうでもいいことなのですけれども、アメ

リカでは一般に 1科目 3単位で、1週間に 3回同じ授業を繰り返して 3単位が出るとなっています。

　通貨としての単位という性格からして重要なのは、価値の共通性ということです。通貨の持っている特徴、すなわ

ち支払い、標準、変換の機能を大学の単位も持っていると考えることができると思います。つまり、単位はある種の

構造に従って一定量をためると学位に変換することができます。それから、学習量や教育ロードの指標の機能を持ち

ます。1年間あるいは 1学期間に学生は何単位まで修得するような授業の選択をしていいとか、この教員は何単位分

を教えているというような標準としての機能を持ちます。そして最後に、交換の機能です。これは編入学・転入学に

かかわる機能ですけれども、転入先の機関における既修得単位にみなした上で、この単位とあの単位は等価であると

いう原則の下で交換ができるという、お金と一緒の性格を持っていると考えることができると思います。

　わが国においては、この交換の機会、すなわち学生のモビリティが低いといいますか、転入学の機能が果たされる

機会が少ないために、ほかの国々、例えばアメリカに比べて単位制度について大学の壁を越えて公論に付されること

が少なかったのではないかと私は思っています。今日、大塚先生が私に、単位制度の基礎的なところを話せとご下命

なさったのも、私は大学評価・学位授与機構という機関におりまして、小なりとはいえ、いろいろな大学で取ってき

た単位をためて学位に結び付ける事業をやっています。それがわが国においてはそんなに大規模とは言えないのです

けれども、比較的、単位互換を日常的に行っているところの人間であるから、ここに呼んでいただいたのだと思って

います。その交換の機能があるがゆえに、すべての単位は同じ価値を持っていなければならないという前提があるわ

けです。

　それから、一番最初のWork Modelは、課業時間に応じて単位が与えられると考えたときに、この課業時間の算出
の仕方はアメリカの一般的な労働者の労働時間に基づいたという説もありますし、少なくとも私が見つけた資料の範

囲では、労働時間と類似した考え方に基づいていると指摘されています。

　ここまでが単位制度についてのおさらいです。（スライド No.7 参照）

　ここから現在の問題に入りたいと思います。単位制度を巡る最近の議論について少しお話しします。

　そもそも論として、授業 1時間と自学自習 2時間掛ける 15 週というのが発祥の国、アメリカの金科玉条であるの

かという疑問が私はまずわいたわけなのですけれども、これについて調べた人がいます。これは 2003 年の資料なの

ですけれども、アメリカの大学でこういう調査をした人がいます。「あなたの大学の講義要項には、教室外の自学自

習に関する要件、すなわち 2時間分の自習の要件が明示されていますか」という問いをアメリカの全国的な範囲で調

べた人がいます。母数が 38 で、アメリカにはこの 100 倍ぐらい高等教育機関がありますので、サンプルとしては小

さすぎると私は思うのですけれども、これ以上の、あるいはこれ以外のデータを見つけることができませんでしたの

で、これを今日は皆さんにお目にかけたいと思います。（スライド No.9 参照）
　もともとのサンプルが 38 ですから、2行目以下のブレークダウンした部分はほとんど意味がないと思うのですが、

全体のところだけ見ていただきますと、講義要項に教室内の自学自習に関する要件を学生に明示していると答えた大
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学は全体の 11％で、90％はそれを講義要項に書いていないというわけです。この数字をどう見るかというのは若干

意見が分かれるところだと思います。ことほどさように、実は教室外の自学自習に関する要件はアメリカの大学でも

無視されていると見るのか、あるいは、そんなことはいちいち言わなくてもみんなが分かっている常識で、空気のよ

うなものだと見ることもできると思います。

　ただ、私は個人的には、90％の大学が講義要項に自学自習に関する要件を書いていないというのは、今まで見てき

た単位制度発祥の国のアメリカというイメージとはちょっと違うかなと思います。これが発祥の国、アメリカの金科

玉条かという問いに対する、斜めからの一つの答えです。

　もう一つの例をお目にかけます。それは遠隔教育、オンライン大学の問題です。これは最近のことなのですけれど

も、2009 年から 2010 年にかけて、連邦教育省が学生の自学自習時間を保証していない遠隔教育大学を適格認定（ア

クレディット）したということを疑問視して、アメリカ国内の三つの地域アクレディテーション団体に警告を発する

ということが起きました。

　連邦教育省と地域アクレディテーション団体と大学の関係は、簡単に申しますと、連邦教育省は大学を直接管理せ

ずに、もし大学に何か言いたいことがあれば、いろいろなチャンネルを使って影響力を行使するのですけれども、そ

のチャンネルのうちの一つが地域アクレディテーション団体です。つまり、地域アクレディテーション団体にこうい

う警告がなされたということは、遠隔教育大学では学生の自学自習時間が必ずしも保証されていないということが状

況証拠として分かります。この Crowさんという人は、ここで警告を受けた三つの地域アクレディテーション団体の
うちの一つのアクレディテーション団体の前のエグゼクティブ・ディレクターなのですけれども、彼は「時間で計る

というカーネギー単位はもう時代遅れである。今や学生の学習の成果に基づく現代的な測定方法に転換すべきだ」と

いうことを主張する文書を去年出しています。

　あるいは、Zemskyというのは高等教育研究者ですけれども、彼は、ミネソタ大学のチェスター校では先ほど申し
上げたような伝統的な時間にのっとった単位換算法は終焉して、課業時間に学習目標の達成状況を併せたモジュール

制が導入されているというようなことを言っています。誰もが何の疑問もなく、時間に基づく「15 週 45 時間」をア

メリカで受け入れているかというと、どうやらそうではないと見ることができるのではないかと思います。（スライ

ド No.10 参照）

　そのようなことがありまして、アメリカでも単位制度の実質化ということがいわれています。（スライド No.11 参
照）そもそも先ほどから申し上げている、授業なら一般的に 1時間（50 分）の講義と 2時間（100 分）の自学自習を

15 週にわたって繰り返すと 1単位になるという原則は、広く共有されている合意であって、少なくともアメリカ連

邦レベルではどこかに書かれた規則ではありません。それを単なる合意から高等教育法に基づく規則にしようという

のが、今の連邦政府の動きです。本日 3月 17 日の時点でこの合意はまだ合意のままであって、規則にはなっていな

いのですが、連邦政府がこういう動きを見せた背景には、先ほど申し上げたようなことがあり、特にオンラインの遠

隔教育による高等教育に照準を当て、対面式でない教育をしている教育機関における、特に 2時間の自学自習を保証

するということをターゲットにしていたのですけれども、当然通学制の大学にもこれが規則になれば波及するわけで

す。

　どういうことが起こったかというと、去年の末から今年の初めにかけて、Negotiated Rule Makingという手続きが
取られました。これはどういうものかというと、連邦政府外の高等教育に関する有識者 16 名の委員会と連邦教育省

が話し合って、規則の改定をどうするかという議論をしました。実は単位制度のことだけではなくて、例えば高校卒

業者とはどういう人かとかいうようなことから始まるような 14 の論点に関する再定義の試みを行いました。その中

に単位の再定義も含まれています。連邦奨学金受給資格という連邦政府が持っている高等教育機関に対するジョー

カーみたいなカードがあるのですけれども、このカードを常に連邦政府はちらつかせていて、この受給資格と関連

づけて規則を改定するという文脈になっています。おおむね Negotiated Rule Makingという手続きが終わりまして、
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2011 年 7 月から、少なくとも単位の再定義を含む、つまり、1時間の教室内、2時間の教室外の学習 15 回で 1単位

というものを明文化することを含めて、制度化の予定になっています。

　その制度の中身をちょっと詳しくご説明しますと、大学が一定期間に達成する学習の量を計る単位が credit-hour
で、教室内で教員が直接行う授業 1時間と、少なくとも 2時間の教室外での学習をおよそ 15 週間繰り返すと、セメ

スターないしトライメスター制の 1単位を構成する。あとは飛ばしますが、つまり、今までずっと緩やかに合意され

てきたことがこのように明文化されるとなっているわけです。（スライド No.12 参照）

　その中には 1時間に関する規則もありまして、「1単位を構成する時間は 37.5 時計時間である」と書かれています。
時計時間とはわれわれが持っている時計で測る時間なのですけれども、これの対概念として大学時間というものがあ

ります。15 週で 37.5 時計時間ということは、1週間で 2.5 時計時間（150 分）です。1週分の勉強は、1大学時間の
授業と 2大学時間の自学自習で、これが 150 分になるはずです。つまり、3大学時間が 150 分ということは、1大学

時間は 50 分であるということになります。1時計時間は 60 分ですが、1大学時間は 50 分です。日本の大学でも実質

的に大体このようになっていると思うのです。ですから、われわれがずっと「15 週 45 時間」と言っているのは、実

際には 37.5 時計時間のことなわけです。（スライド No.13 参照）

　もちろん、これに関して私からくどくどと申し上げることはないと思うのですけれども、中教審の学士力答申にお

いては、これをリマインドするような内容が答申されています。（スライド No.14 参照）

　確認のために、日本の大学の標準卒業単位である 124 単位を修得するための workの量を計算すると、1年間に必
要な時間を考えると、1単位分が 45 大学時間、すなわち 37.5 時計時間です。1単位分が 37.5 時計時間なので、124
単位で掛けると 4650 時計時間と全単位取得のための時計時間が出ます。4年間行くとして、これを 4で割ると、1年

分は 1162.5、大体 1163 時計時間かかるということになります。
　これが一体大学生にとってどういう意味を持つかというと、1学期 15 週が 2回ありますから、30 週あると考えま

す。かつ労働時間に似ているので 1日 8時間あるとして、週に 5日働くとします。桜美林の舘先生はこれを計算なさ

るときに、よく「土曜日半ドン」ということをおっしゃるのですけれども、私は現代っ子なので週休 2日で考えてみ

ました。それが 30 週あると考えると、1年間の学生の持ち時間は 1200 時間で、1163 時計時間をわずかに上回ること

ができます。これで平日 6時以降も、土日も、春休みも、冬休みも、夏休みも全然勉強しなくてもお釣りが来るとい

う計算になります。しかし、これは机上の計算です。（スライド No.15 参照）

　机上の計算はすべて整合しているとなると、では、一体何が問題なのか。

　先ほどの学士力答申が日本の大学にいろいろな議論を巻き起こしている以上、これは何かが不足しているのだと思

います。そもそも 15 週の授業を含む 37.5 時間の学習というのは日本においても大学と学生の間の約束であるはずで
すから、これを反故にすることは難しいと思います。しかし学士力答申以降の現実を見ますと、どうも約束を果たす

ことに困難があるということが明らかになってきたようです。何かが不足しているはずだと思います。

　一つには教員の時間です。これは日米の 1人の教員の担当コマ数の差を考えるに、恐らく日本の教員は教育ロード

が大きいのだろうと思います。それから、学生の時間です。先ほどすべての必要時間を 4で割りましたが、これはあ

まり現実的ではなくて、特に就職活動が学習時間に食い込むことを考えると、学生の時間も不足しています。それか

ら、大学そのものの時間です。授業ができるパワーは教員の側のパワーですけれども、物理的な時間において大学に

は入試の準備と実施が組み込まれます。ここに大学は時間をとられている。この点でアメリカの個別の大学が選抜試
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験をしない、あるいは入試担当の専門職員がいるという状況とは大きく差があると思います。そして、単位に関する

公論、公の議論が圧倒的に足りていないと私は思っています。（スライド No.17 参照）

　論点は幾らでもあるのですけれども、2分で幾らかの論点をご説明します。まず大学は何を考えていたのかという

ことです。約束を果たすことの困難を大学は知らなかったのか。つまり、15 週にわたって授業をすることが実際に

困難であることを大学は知らなかったのかということです。約束を果たすことが困難な形態に日本の大学教員は進化

してしまったと思います。そういう彼らに無理な先祖返りを求めてはいないでしょうかというのが私の問いです。

　つまり、アメリカの大学の先生も、日本の大学の先生も、初めは魚だったと思うのです。そして泳いでいたのです。

アメリカの大学の先生には、魚であることを維持できるような環境があったのだと思います。日本の大学の先生はそ

れに加えて、「15 コマを持ってね」「入試委員をやってね」「あれをやってね」「これをやってね」と、いろいろやっ

ている間に彼らは全部陸に上がってしまって、アメリカの大学の先生とは別の方向に進化してしまったのではないか

と思っています。そして、陸に上がって、リュックサックを背負って、かばんも持っている日本の大学の先生に、日

本の大学は「水に戻って泳げ」と言っていないだろうかというのが私の心配です。「いや、そんなの無理です」と言

っても、「でも、君、そもそも魚だったでしょう」と言われれば、良心的な先生は荷物を持ったまま水に飛び込むよ

うなことをなさると思います。それが本当にわれわれが求めている大学の姿だろうかというのが一つの論点だと思い

ます。

　それから、大学団体、評価機関は一体この困難を知らなかったのか。「15 週 45 時間」に関して議論すべきだった

のではないか、あるいはこれからでも議論すべきだろうと思います。（スライド No.18 参照）

　もう一つ、もし単位制度が日本の大学で駄目ならば、時間で測る制度をあきらめて、別な評価のシステムを構築す

べきなのか。そのときには、大学に来て一定の時間をかけてライブの授業に参加することと単に知識を得ることの間

に差はあるのかないのかということを考えなければいけないと思います。知識の伝達が完了すれば大学教育は完遂さ

れるか。これも問うべきことの一つであると思います。そして、知識の伝達が完了したことはどうやって確認するの

か。これは単位制度を維持した場合も同じなのですけれども、これも議論すべきことの一つだと思います。それから、

初めから知識を持っている学生がいたときにはテストをして、テストに合格すれば単位を出していいのでしょうかと

いうようなことも議論されます。

　それから、今は不景気で就職活動に時間がかかっているから別のシステムが欲しいのではないかということも気を

付けるべきだと思います。法改正をして、好景気のときも不景気のときも首尾一貫したシステムを作る覚悟はあるの

かということです。（スライド No.19 参照）

　これらが私の持っている論点です。これらの論点に関して私は答えを持っていません。ぜひ公論に付していただき

たい、そして今日のシンポジウムの中の議論に期待したいと私は思っています。どうもご清聴ありがとうございます

（拍手）。

（松下）　森さん、どうもありがとうございました。大学評価・学位授与機構という組織におられながら、随分思い切

った提案、問題提起をしてくださったと思います。質疑応答はお一人くらいなら受け付けられますが、いかがでしょ

うか。質問用紙がお手元に渡っているかと思います。1枚ずつ配布されているかと思いますが、複数枚必要な場合は

係の者にお申し付けいただければと思います。

　本日のテーマである単位制度について考える際に、現在の制度の下で何ができるかということと、制度そのものを

どう見直していけばいいのかということとを、二重に考えなければいけないと思うのですが、森さんのご提案は後者

の制度そのものの見直しが必要ではないかという、非常に思い切ったご提案だったと思います。どうもありがとうご
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ざいました。

（森）　実のところ、制度の見直しに関しては念のために言ってみたという立場で、私は必ずしもどうしたらいい、こ

うしたらいいという強い意見を持っているわけではありません。議論することが大切だと思っています。

（松下）　どうもありがとうございます。学生の就職活動とか、あるいは大学教員の置かれた仕事の中身の違いなど、

単位制度というものがいろいろな問題にかかわってくるということがよくお分かりいただけたと思います。どうもあ

りがとうございました（拍手）。

　続きまして、本センターの溝上慎一から、「大学生の授業外学習の実態と成長指標としての授業外学習」というタ

イトルで、単位制度と切り離せない授業外学習について実態調査をもとに話をさせていただきます。
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単位制度の基盤と今日的課題単位制度の基盤と今日的課題
－時間と成果－

2011年3月17日
第17回大学教育研究フォ ラム第17回大学教育研究フォーラム
京都大学 高等教育研究開発推進センター

大学評価・学位授与機構 学位審査研究部

森 利枝

本報告の目的本報告の目的
2

米国発祥の単位制度の歴史を振り返り，
学習の量の指標としての「単位」の機
能を復 す能を復習する

単位制度に関する今日の問題点を整理
し，日本の大学における「単位制度の
実質化」にかかわる議論に資する情報
を提供する

構成構成
3

単位制度の歴史

単位制度の考え方単位制度の考え方

単位制度を巡る最近の議論単位制度を巡る最近の議論

何が問題なのか

4

単位制度の歴史

米国の高校→大学→日本の大学米国の高校→大学→日本の大学

発祥 年代初 カ

5

発祥：1900年代初頭アメリカ

大学からの，中等教育の学習の成果の指標への要求

カーネギー財団による単位制度の開発と推進（Charles W. 
Eliot）
大学での使用へ

特徴

Work Model: 課業にかかる「時間」を基礎とした学習の計
測

日本への導入：戦後CIEにより統一された制度として

6

単位制度の考え方

２

３

５

４

６
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通貨としての「単位」通貨としての「単位」

課業時間に応じ 「単位 が与えられる

7

Work Model: 課業時間に応じて「単位」が与えられる
（credit-hour）。

授業なら 般的に1時間（≒50分）の講義と2時間（ ≒ 100授業なら一般的に1時間（≒50分）の講義と2時間（ ≒ 100
分）の自学自習を15週にわたって繰り返して1単位。

アメリカでは 般に1科目3単位アメリカでは一般に1科目3単位

(1+2)×3×15＝ 3 credit-hour

価値の共通性価値の共通性

支払い＝学位への変換

標準 学習量や教育ロ ドの指標標準＝学習量や教育ロードの指標

交換＝転入先の機関における既修得単位に「みなし」たう
えでの交換えでの交換

労働時間との類似 (Wloanim in Wellman and Ehrlich eds., 2003 )

8

単位制度を巡る最近の議論

発祥の国アメリカの金科玉条か？発祥の国アメリカの金科玉条か？
9

あなたの大学の講義要項には教室外の自学自習
に関する要件が明示されていますか？ n=38

はい いいえ

全体 ４（１１％） ３４ （９０％）全体 ４（１１％） ３４ （９０％）

研究大学
Research University ３（１９％） １３ （８１％）y
総合大学
Comprehensive or ０ （０％） １６（１００％）

Baccalaureate University
準学士機関
Associate Institute １（１７％） ５ （８３％）Associate Institute

出典： Shedd in Wellman and Ehrlich eds., 2003

発祥の国アメリカの金科玉条か？発祥の国アメリカの金科玉条か？

年 年 連邦教育省が「学生 自学自 時間を

10

2009年～2010年：連邦教育省が「学生の自学自習時間を

保証していない遠隔教育大学を適格認定した」ことを疑
問視して３つの地域アクレデ テ シ ン団体に警告を問視して３つの地域アクレディテーション団体に警告を
発する。

「『時間で計る』カ ネギ 単位から 学生の学習の成「『時間で計る』カーネギー単位から，学生の学習の成
果に基づく現代的な測定方法に転換すべきだ」（Crow, 
2010）2010）
「ミネソタ大学ロチェスター校では（伝統的な単位換算
法は）終焉し 課業時間に学習目標の達成状況を併せた法は）終焉し，課業時間に学習目標の達成状況を併せた
モジュール制が導入されている」（Zemsky, 2009）

米国でも言われる「単位制度の実質化」米国でも言われる「単位制度の実質化」

授業なら 般的に 時間（ 分） 講義と 時間（

11

授業なら一般的に1時間（≒50分）の講義と2時間（ ≒ 100
分）の自学自習を15週にわたって繰り返して1単位＝「広く
共有されている合意」≠規則共有されている合意」≠規則

「合意」から高等教育法に基づく規則にしようという連邦政
府の動き府の動き

特に遠隔教育による高等教育に照準→通学制大学にも波及

規則改定に当たってはNegotiated Rule Makingの手続き規則改定に当たってはNegotiated Rule Makingの手続き

連邦政府外の高等教育に関する有識者16名の委員会vs連邦教育省

14の論点に関する再定義の試み（「単位」の再定義を含む）14の論点に関する再定義の試み（「単位」の再定義を含む）

連邦奨学金受給資格と関連づけ

2011年7月から制度化の予定

規則化予定の「1単位の定義」規則化予定の「1単位の定義」

単位とは

12

単位とは：

(i)  学生が一定期間に達成する学習の量をはかる単位(unit)
教室内 教 が直接行 授業 時 と 少なくともで，教室内での教員が直接行う授業1時間と，少なくとも2

時間の教室外での学習をおよそ15週間繰り返すとセメスタ
ーないしトライメスター制の1単位を構成し 10 12週間繰ーないしトライメスター制の1単位を構成し，10-12週間繰

り返すとクオォーター制の単位を構成する。あるいは，上
記以外の時間に亘って上記と同量の学習を行うことによっ記以外の時間に亘って上記と同量の学習を行うことによっ
て構成される。

(ii)  教員による講義以外であってかつそれに匹敵する，実( )
験，インターンシップ，実技，製作などで，単位を修得さ
せるよう機関によって策定されたもの（によって構成され
る）る）。

８７

９

11

10

12
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規則化予定の「1時間の定義」

「 単位を構成す 時 時計時 あ

13

規則化予定の「1時間の定義」

「1単位を構成する時間は37.5時計時間である。」

15週で37.5時計時間

1週で2.5時計時間＝150分
1大学時間（授業）＋2大学時間（自学自習）＝150分1大学時間（授業）＋2大学時間（自学自習） 150分
3大学時間＝150分
1大学時間＝50分1大学時間＝50分

-------以下日本の文脈のために----------
3大学時間×15週＝45大学時間3大学時間×15週＝45大学時間

45大学時間＝37.5時計時間

日本でも言われる「単位制度の実質化」日本でも言われる「単位制度の実質化」

年 中央教育審議会『学士 教育 構築 向

14

2008年・中央教育審議会『学士課程教育の構築に向
けて（答申）』

「具体的には，講義や実習等の授業の方法に応じて15～45
時間とされており，講義であれば１単位当たり最低でも15
時間の確保が必要とされる これには定期試験の期間を含時間の確保が必要とされる。これには定期試験の期間を含
めてはならない。」

124単位修得のためのworkの量124単位修得のためのworkの量

年 必 な時

15

1年間に必要な時間は

1単位分が45大学時間＝37.5時計時間であるので，

37.5(時計時間)×124(単位)＝4,650(時計時間)
…全単位取得のための時計時間

4,650(時計時間)÷4(年)＝1,162.5≒1,163(時計時間)
いっぽう学生の1年間の持ち時間はいっぽう学生の1年間の持ち時間は

１学期15(週)×2(学期)＝30週
1日8(時計時間)×5(週日)×30(週)＝1 200(時計時間)1日8(時計時間)×5(週日)×30(週)＝1,200(時計時間)

「平日6時以降も土日も長期休暇中にも全然勉強し
なく もお りが来 計算 机上なくてもおつりが来る」計算@机上

16

何が問題なのか

何かが不足している何かが不足している

「 授業を含む 時 学 は 本 お

17

「15週の授業を含む37.5時間の学習」は日本におい
ても大学と学生の間の約束

約束を果たすことに困難があることが明らかに

不足しているものは何か不足しているものは何か

教員の時間：教育ロード（日米の担当コマ数の差）

学生の時間： 就職活動が学習時間に食い込む（4で割る学生の時間： 就職活動が学習時間に食い込む（4で割る
ことの非現実味）

大学の時間：授業ができるパワーと期間に入試の準備と大学の時間：授業ができるパワ と期間に入試の準備と
実施が食い込む（日米の選抜制度と大学内専門職の差）

公論公論

いくらかの論点いくらかの論点
18

約束を果たすことの困難を大学は知らなかったの
か？

約束を果たすことが困難な形態に進化してしまった教
員に「先祖返り」を求めてはいないか？

大学団体・評価機関は？

「15週45時間」についての議論は？「15週45時間」についての議論は？

1413

15

17

16

18
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いくらかの論点いくらかの論点
19

時間で計る単位制度はあきらめて別の評価のシス
テムを構築すべきか？

「大学に来てライブの授業に参加する」ことと「知識
を得ること」の間には差はないのか？

知識の伝達が完了すれば大学教育は完遂されるか？

知識の伝達が完了したことはどうやって確認するのか知識の伝達が完了した とはどうや て確認するのか

はじめから知識を持っている学生がいたときには？

法令改正をして好景気の時も不景気の時も首尾一貫し法令改正をして好景気の時も不景気の時も首尾 貫し
たシステムを作る覚悟はあるか？

20

公論を

参考文献参考文献

大崎仁（ ）『大学改革 』 有斐閣選書

21

大崎仁（1999）『大学改革1945～1999』 有斐閣選書

清水一彦（1998）『日米の大学単位制度の比較史的研究』 風
間書房間書房

舘昭（2007）『改めて「大学制度とは何か」を問う』 東信堂

Crow, S., D. (2010) Reconsider the Credit Hour, 
http://www.insidehighered.com/views/2010/01/22/crow
W ll d Eh li h d (2003) H th St d t C dit HWellman and Ehrlich eds.(2003) How the Student Credit Hour
Shapes Higher Education, New Directions for Higher 
Education No 122 Jossey-Bass San FranciscoEducation, No. 122, Jossey-Bass, San Francisco
Zemsky, R. (2009), Making Reform Work, New Brunswick, NJ: 
Rutgers University PressRutgers University Press.

22

ご清聴ありがとうございます
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