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(論文要旨) 

京都大学 博士( 教育学 ) 氏
名 斎藤 有吾 

論文題目 
学士課程教育における高次の統合的な能力の評価とその変容に寄与する

学習者要因の検討 

― コースレベルの直接評価と間接評価の開発と統合 ― 

 近年の日本の高等教育では、学生の学習成果として、高次の統合的な能力を育成
するように求められている。また、機関・プログラムレベルの学習成果の可視化と
分析にもとづいて、教育改善や改革サイクルを検討することが求められている。そ
のような試みは積み重ねられてきたが、その際、学習成果の可視化で頻繁に使用さ
れてきた評価は、学生調査や標準テストといった量的評価である。しかし、これら
の評価方法では、各大学や学部の文脈に沿った高次の統合的な能力を捉えることは
困難だと考えられる。なお、学生調査は間接評価  (「何ができると思っている
か」)、標準テストは直接評価 (「何ができるか」)である。間接評価は、学生の自
己報告によって学習成果を捉えようとするものであるため、それによって学生の能
力を適切に捉えることができるかどうかの保証はない。 

そこで、本研究ではそのような能力を捉えることに適した代替的な評価として、
質的評価にカテゴライズされるパフォーマンス評価やルーブリックの活用に着目し
た。パフォーマンス評価は紛れもなく直接評価である。ただし、質的評価は本来、
形成的評価としての側面が強く、数値化や標準化を志向するものではない。これま
で量的評価を中心に行われているような議論の俎上に載せることができるのかはわ
からない。もしそれができることが確認されれば、パフォーマンス評価から得られ
た得点をある能力の達成度合いとして示したり、学習成果の指標として用いたり、
その能力に寄与する要因等を統計学的な分析によって検討することができるように
なる。 

これまで、指導や学生の学習の改善、あるいは学習環境の整備、特定の教授方法
の効果などの議論に資するために、学習成果に対して学習者要因、環境要因、デモ
グラフィック要因などがどのように寄与するのか、統計学的な分析によって検討す
る研究は国内外で数多く行われてきた。しかし、それらのほとんどは、高等教育で
醸成するべき高次の統合的な能力を射程外にした評価である。特に日本の高等教育
研究の場合は、そのような検討に用いられてきた学習成果の指標は、間接評価から
得られたものの場合が多い。したがって、質的評価によって捉えた高次の統合的な
能力を検討対象にすることで、寄与する要因やその度合いも異なり、新たな知見が
得られる可能性がある。また、間接評価は学習成果のみならず、学生の学習プロセ
スや背景情報を収集するためにも用いられる。上記のような検討を行う際に、学生
がどのような動機づけを持っていたり学習方略を使用したりしているのかといった
学習者要因に注目する場合、学生の自己報告に依拠することが妥当だと考えられる
ため、間接評価は有用であるといえよう。 

このような問題意識から、新潟大学歯学部における演習科目「大学学習法」のレ
ポート評価と「PBL 科目」の改良版トリプルジャンプという高次の統合的な能力を
捉える目的で実施された 2 種類のパフォーマンス評価の実践 (2013～2016 年度) を
検討対象として取り上げた。そして、そこでのコースレベルの直接評価と間接評価
を、それぞれの機能を損なわせずに活用しながら、得られた評価情報に対して統合
的に分析を行い、高次の統合的な能力の形成に関する指導や学生の学習改善に活か
すことのできる知見を得ることを目的とした。そのため、以下の 4 つの検討を行っ
た。 
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①パフォーマンス評価（ルーブリックを含む）によって得られた量的指標は、信頼
性を担保することができるのか、またそれらはどのような特性を持った評価といえ
るのかに関する心理測定学的検討。(第 1 章) 
②パフォーマンス評価  (直接評価) の評価結果と、学生調査  (間接評価) の評価結
果は果たして代替可能なのか、またパフォーマンス評価の教員による評価結果と学
生の自己評価結果はどの程度ズレるのかに関する検討。(第 2 章) 
③形成的評価としてのパフォーマンス評価の機能を強調し、ルーブリックを活用し
た教員による評価と自己評価とのズレを振り返る活動を取り入れた場合に、それが
学生の自己評価能力に及ぼす効果に関する検討。(第 3 章) 
④コースにおける学生の学習プロセスを捉えるための質問紙 (間接評価) を開発し
たうえで、そこから得られた情報とパフォーマンス評価 (直接評価) から得られた
情報を統合的に分析し、高次の統合的な能力の変容にどのような学習者要因が寄与
するのかを明らかにするための検討。(第 4 章) 
 

本論文は、序章と、それに続く 4 章および終章で構成される。序章は、本研究全
体の背景、問題意識と研究目的、研究の対象を述べた。また、先行研究や基本事項
を整理した。 

第 1 章から第 4 章は、研究目的の①～④に対応し、以下のようになる。まず、第
1 章では、「高次の統合的な能力を捉えるためのパフォーマンス評価の心理測定学
的検討」と題し、本研究が検討対象とするパフォーマンス評価とルーブリックによ
って得られた量的指標は、信頼性を担保することができるのかを中心に、それらが
どのような特性を持った評価であるのかを、量的研究 (心理測定学) で用いられる
手法によって検討した。なお、本研究において事例とする 2 種類のパフォーマンス
評価において、学生は複数名の評価者と、複数の評価観点からなる分析的ルーブリ
ックによって評価されるため、通常の信頼性の検討方法とは異なる。そこで、学生
×評価者×評価観点という 3 相データからなる場合に適合的である一般化可能性理
論によって、信頼性を検討した。 

その結果、2 つのパフォーマンス評価から得られた量的指標は、一部改良すべき
点が見出せたものの、一般に要求されるような信頼性の基準を満たしていると判断
できた。「大学学習法」は初年次生を対象とする科目であり、前期に開講された。
期末に行われたレポート評価は、4 名の教員が、6 つの評価観点からなるルーブリ
ックを用いて、「アカデミック・ライティング能力」を捉えようとするものであ
る。1 因子構造が妥当と判断され、その信頼性は許容できるといえるものであっ
た。また、「PBL 科目」は 2 年次生を対象とする科目であり、前期と後期に開講さ
れた。それぞれの期末に、改良版トリプルジャンプという評価が行われた。このパ
フォーマンス評価は、大きくステップ 1・2 (ワークシートで問題解決策の提案) と
ステップ 3 (ロールプレイによる問題解決策の実行) に分けられる。それぞれに関し
て、3 名の教員が、ステップ 1・2 に対応する 6 つの評価観点からなるルーブリッ
クと、ステップ 3 に対応する 4 つの評価観点からなるルーブリックを用いて、
「PBL における問題解決能力」を捉えようとするものである。前期の評価結果に対
して、ステップ 1・2 の評価結果とステップ 3 の評価結果を同時に分析したとこ
ろ、2 因子構造が妥当と判断された。前期・後期の全ステップ 10 観点、ステップ 1
・2 の 6 観点、ステップ 3 の 4 観点、それぞれの信頼性を検討したところ、いずれ
も高い信頼性を担保していると判断できた。 

このように一部改良すべき点が見出せたものの、一般に要求されるような信頼性
の基準を満たしていた。よって、次章以降ではこれらの量的指標を用いて、統計学
的な分析を行っていくこととした。 
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第 2 章では、「学習成果の間接評価は教員による直接評価の代替たりえるか」と
題し、本研究で検討対象とするパフォーマンス評価と、日本の学習成果の間接評価
として有力な学生調査用のアンケート項目を用いて、その関連性を検討し、直接評
価と間接評価の関連の議論に資することを目的とした。またそれとともに、本研究
の検討対象としているような高次の統合的な能力に関して、どの程度学生は自己評
価できるのか、教員による評価と学生の自己評価の関連を見ることによって検討し
た。なお、「PBL 科目」の改良版トリプルジャンプは前期の結果を使用した。ま
た、ステップ 1・2 のみ学生に自己評価をさせているため、ステップ 3 は使用しな
かった。 

間接評価として「新入生学習調査 2014 (JFLS2014)」のうち、汎用的な学習成果
を測定するための 20 項目を用いた。「現在身についている能力や知識」を、この
科目に限らず問うものであった。 

2 種類のパフォーマンス評価における教員による評価と学生の自己評価、および
JFLS2014 との関連を相関係数によって検討したところ、複数の教員による評価と
学生の自己評価および学生調査のような自己報告との間に、代替可能性や整合性が
あるといえるような関連は見出せなかった。また関連が見出せなかった原因とし
て、学生の鑑識眼の未熟さ (自己評価能力の低さ) の影響や、同じ能力名であった
としても想起する内容が異なる可能性、学生の自己認識を通すことにより生じるバ
イアスの交絡の可能性が考えられた。 

そこから、教員による直接評価を基本としつつ、間接評価を組み合わせて用いる
必要性を示した。また、高次の統合的な能力に関する学生の自己評価能力の未熟さ
が明らかになったため、それらを涵養する必要性を述べた。この結果を受け、以降
の検討では高次の統合的な能力を量的指標化する際は、パフォーマンス評価の教員
による評価結果を用いることとした。 

第 3 章では、「パフォーマンス評価における学生の自己評価の変容」と題し、前
章で指摘した、高次の統合的な能力に関する学生の自己評価能力の未熟さに注目
し、パフォーマンス評価におけるルーブリックの活用した実践が、学生の自己評価
能力の形成にどのような影響を与えるのかを検討することを目的とした。「PBL 科
目」の改良版トリプルジャンプでは、教員が評価に使用するルーブリックを事前に
学生に配布し、自分のパフォーマンスを自己評価させている。2014～2016 年度に
おいて、改良版トリプルジャンプではすべて同じ課題・ルーブリックによって同じ
手続きがとられている。ただし 2015 年度から学生に自己評価をさせるだけでな
く、教員による評価とのズレに関して振り返りをさせる活動を新たに加えた。 

ステップ 1・2 のルーブリック (6 観点) と、各観点における教員による評価と学
生の自己評価を同時に返却し、ルーブリックを参照しながら 2 つの評価のズレをす
ぐに確認できるようなプリントを作成した。そのプリントでは、教員による評価と
自己評価をもとに、「教員による評価と自己評価がズレた理由 (ズレがない場合は
書く必要はない)」などを自由記述によって回答を求めるようになっている。PBL
科目は前期と後期に開講されており、改良版トリプルジャンプもそれぞれの期末に
行われているため、①2014 年度と 2015・2016 年度の前期と後期において教員によ
る評価と学生の自己評価のズレがどのように変化したのかの量的な比較と、②2015
・2016 年度において前期と後期で振り返りの記述内容がどのように変化したのか
の質的な比較が可能である。これらの比較を通して、このような活動が自己評価に
どのような影響を与えるのかを明らかにした。 

まず、教員による評価結果と自己評価結果のズレを得点化し、そのズレの度合い
が前期と後期でどのように変容するのかを、2014 年度と 2015・2016 年度とで比較
した。その結果、ルーブリックを活用した評価のズレに関する振り返りによって、
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学生の自己評価が相対的に辛めになる可能性が示唆された。 
また、2015・2016 年度は、前期と後期の期末に、教員による評価と学生の自己

評価のズレの振り返りの活動を行っている。この活動に参加した学生の、ズレが生
じた理由に関する振り返りの自由記述に関してテキストマイニングを行い、前期と
後期でどのような違いが見られるのかを検討した。その結果、全体的な傾向とし
て、前期から後期にかけて記述内容の特徴が変化した。前期はルーブリックの記述
語の解釈に関する言及が目立っていたが、後期はそれだけでなく、ズレに対してよ
り分析的な考察ができている記述が見られるようになった。このような傾向は、振
り返りの活動を通して自己評価能力が向上したと解釈する根拠となりえた。 

さらに、学生の振り返りの記述のなかで代表的なものを個別に検討した。その結
果、自分の成果物に対して教員の評価と照らして次の学習へつながるような、より
深い考察をするようになるという可能性を見出した。また、評価が相対的に辛くな
る傾向を明らかにしたが、同様の振り返りを再び行うことで、さらなる自己評価の
修正が促される可能性を見出した。これは、ルーブリックを学生の学びのために活
用する一つの方向性になりえると考えられる。 

第 4 章では「高次の統合的な能力の変容に寄与する学習者要因の検討―直接評価
と間接評価の統合―」と題し、パフォーマンス評価 (直接評価) から得られる高次
の統合的な能力に対して、どのような学習者要因が影響を与えるのかを検討した。
検討対象としたのは、縦断的なデザインとなっている「PBL 科目」である。前期と
後期の両方で、直接評価である改良版トリプルジャンプによって「PBL における問
題解決能力」を評価しているため、前期から後期にかけての縦断的な検討が可能で
ある。 

また、学生の学習者要因 (ある授業科目における学習への取り組み方や態度) を
捉えるための間接評価として、先行研究を参考に「授業科目用学習質問紙 (Course 
Learning Questionnaire: CLQ)」を開発した。CLQ によって測定した「内発的目標志
向」「外発的目標志向」「リハーサル方略」「精緻化方略」「体制化方略」の信頼
性を検討するため、試行調査を行った。その結果、一貫性・安定性の観点から、
CLQ の当該尺度は一般的に求められる信頼性の水準を満たしていると判断した。
よって、「PBL 科目」における学生の学習プロセスを変数化する際にも同様の尺度
化を行うこととした。 

第 1 章において直接評価である改良版トリプルジャンプは、ステップ 1・2 (問題
解決策の提案) とステップ 3 (問題解決策の実行) で別々に量的指標化することが可
能であると述べた。それぞれに関して、前期から後期にかけての相対的な変容に対
し、間接評価である学習者要因がどのように影響を与えるのかを検討するため、階
層的重回帰分析を行った。 

その結果、「解決策の提案」「解決策の実行」共に、反復練習することによって
知識を覚えようとする際に使用されるリハーサル方略がポジティブな変容の鍵とな
る可能性が示唆された。ただしこのリハーサル方略は、他の方略との交互作用を考
慮すれば、浅いアプローチとしての暗記ではなく、深いアプローチの中で必要に応
じて使用する暗記であると解釈できた。 

終章では、これらの検討を踏まえて得られた本研究の成果と今後の課題を述べ
た。それとともに、量的評価と質的評価を架橋しうるような高次の統合的な能力を
捉える評価に関して考察した。また直接評価と間接評価のそれぞれの利点を活かし
ながら、そのような能力を形成するための手がかりをコースレベルの評価情報から
得て、さらにそれをプログラムレベルへと発展させていくための展望を行った。そ
れらを通して、今後の大学教育における学習成果の可視化と教育改善の議論に対す
る示唆を得た。 
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