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要　旨
近年、高等教育質保証制度が新たなパラダイム転換を迎えている。高等教育のガバナン
スのあり方を規定する質保証制度の変化とともに、個別機関の内部質保証メカニズムを構
成するサブシステムの機能を見直す時代に突入している今、特に、大学の使命である教育
力の向上を目指した評価支援について、FDセンターがなし得る役割や支援体制について
検討していくことが求められている。本稿では、我が国における高等教育の評価制度の変
遷を概観した上で、個別機関内部の質保証を支える機能を果たすFDセンターの役割およ
び課題を明らかにすることを目的に、立命館大学の事例を手がかりに検討する。
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1.　高等教育質保証をめぐる背景と本稿の課題

21 世紀初頭の高等教育の重要な論点のひとつに、国境を越えて多様化する高等教育の質をい
かに保証するかという問題がある。高等教育の質保証（quality assurance）のための制度構築の
動きは、政治、経済、文化のグローバル化と相まって、世界規模の競争的な高等教育市場という
空間で展開され、国際的なネットワークとして拡大している（米澤、2008 年）。大学の海外分校
の設置や eラーニングなどの展開を通じて国際的な高等教育の提供や連携が進むなか、2005 年に
はユネスコおよびOECDによって「国境を越えて提供される高等教育の質保証に関するガイド
ライン」が策定された。日本においても、高等教育システムの環境変化（ユニバーサル化による
学習者の量的拡大・質的変容や、公的資源の削減と市場化による私的資源への依存の増大、説明
責任の要請や事前・事後評価の充実など）は、かつてナショナルな次元において社会の「エリー
ト」を養成する機能を担っていた高等教育機関に構造的かつ機能的な変容を迫っている。
これまで日本では、現在の高等教育の状況に至る「助走期間」として、1990 年代以降、高等

教育の「規制緩和」が進行した。特に、大学・学部の設置認可（chartering）が簡素化されたこ
とにより、高等教育の内容の多様化が一気に展開したといえる。さらに、グローバル化による高
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等教育の国際的通用性への対応という力学も加わった。高等教育システムの変動および質保証の
制度構築を後押しした近年の政策として、中教審答申の「大学の質の保証に係る新たなシステム
の構築について」（2002 年 8 月 5 日）や「我が国の高等教育の将来像（以下、将来像答申と略記）」
（2005 年 1 月 28 日）などがある。
とりわけ、将来像答申は 2015 ～ 2020 年頃までを見据えて、高等教育機関の機能的分化を推進
し、高等教育構造の多様化を提言しており、事実上、質保証のしくみが複雑化することを認め
るものとなっている。答申第 2章 4「高等教育の質の保証」では、保証されるべき「高等教育の
質」を、「教育課程の内容・水準、学生の質、教員の質、研究者の質、教育・研究環境の整備状況、
管理運営方式等の総体を指すもの」としている。ここでは、あくまでも質を構成する多様な要因
を挙げるにとどまり、多義的な質の総体としての高等教育の質が何であるかの説明はない。その
上で答申は、設置認可の的確な運用を基礎に、認証評価制度（2004 年 4 月導入）の充実、経営
状況の悪化した高等教育機関への対応、大学入学者選抜の改善、初等中等教育の充実などの各種
関連施策の推進を掲げ、高等教育の質保証システムの整備を国の役割のひとつに位置付けている。
さらに、高等教育の質保証をめぐっては、2008 年に新たな政策的展開が見られた。近年の質
保証制度を構築する単位制度や成績評価、シラバスなどの、いわゆるサブシステムへの注目を
いっそう加速させた要因のひとつが、中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」（2008 年 12
月 24 日）であろう。その主要な論点は、１．学士課程教育構築をめざす問題意識：競争と協同、
多様性と標準性の調和、グローバリズム、２．学士課程 ①学位、②カリキュラム、③入学者受
入、３．FD, SD、４．質保証の枠組みの強化、５．基盤となる財政支援であった。あわせて、本
答申で注目されたのは、学士課程の質保証を、「アドミッション」－「カリキュラム」－「ディプロ
マ」の 3つの位相から追求するコンセプトであり、なおかつ総合的なアウトカムとしての「学士
力」の例示である。
こうした状況に対し、近年の高等教育研究は、質保証を鍵的概念とする包括的な高等教育シス
テムの構造変動に関する理論的検討にあわせて、個別機関のマネジメントに多大な影響を与えて
いる質保証制度と、それを支える内部質保証メカニズムの検討に関心のおきどころを強めている
（鳥居、2009a 年）。とりわけ、質保証のパラダイム転換によって大学にもたらされた葛藤状況の
緩和への挑戦は、高等教育の現場の実践的課題に置きかえられ、個別機関の戦略的目標・計画に
組みこまれやすい。機関内部で質保証を推進するための組織体制やサブシステムを構築すること
を目的とした研究および実践が求められている状況にある。
羽田は、高等教育の質保証の構造と課題を検討した論考において、質保証は高等教育のシステ
ムレベルでガバナンスの一部として構築するとともに、機関レベルにおける教育改善のメカニズ
ムとして確立され、両者の協調関係の中で達成されるものであるとし、その場合の鍵が機関の
改善努力を具体的に検証する教育成果の測定として質を把握することにあると論じている（羽
田、2007 年、180 頁）。実際、高等教育の質保証制度として大きな影響要因となっている認証評
価制度は、機関の重層的な組織や多様な機能ひとつひとつに質に対する検証の視点を向けること
を求めている。そうした要請は、高等教育機関のオートノミー（自律性）を前提とする適格認定
（accreditation）に対応する内部質保証メカニズムや、PDCAサイクルの構築にかかわる体制お
よびサブシステムの整備といった課題に引き取られていく。
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こうしたことからも、高等教育の質保証システムを考える場合、大きくは二つのレベルに分け
て論じることが妥当であろう。それは、高等教育のガバナンスのあり方を規定する法規範による
体系としての質保証制度のレベルと、個別機関の内部質保証メカニズムを構成するサブシステム
のレベルである。前者には、行政機関による設置審査や認証評価機関による第三者評価などが相
当する。後者には、大学教育の場合、入学者選抜、カリキュラム策定、成績評価や単位認定、学
位の授与、教育活動に関する情報開示などの諸活動における質の検証などとともに、それらの諸
活動を支援する組織体制のあり方が該当する。
従来、個別機関の組織内の評価は、主に学長室、大学評価室、経営情報分析室、事業計画課、
あるいは特定の部署に依らない評価委員会や担当者のワーキンググループなどにより、管理・運
営の視点から取り組まれてきたものである。いわゆるサブシステムにおいて、現行の大学評価の
現場では、情報収集や報告書作成といった技術的な問題だけでなく、各部局に対する学内の支援
体制を構築し、大学全ての構成員に対して評価文化を恒常的なものとして浸透させていくことが
重要な課題とされている。
たとえば、九州大学による大学評価担当者を対象としたアンケート調査によると、評価に必要
な情報収集や分析、あるいは評価の実施体制において数々の問題点が指摘されている（佐藤、森、
高田、小湊、関口、2009 年）。具体的には、報告書作成において必要なデータが集まらない状況
や、評価室や特定の教員に評価業務担当が集中してしまっていること、情報の分析の際の人員不
足や評価担当者のスキル不足の問題、そして情報の収集や分析に対する教職員の意識の低さなど
が挙げられている。データを収集することや報告書を完成させること自体に手一杯な状態となり、
評価作業に対する過度な負荷や、「評価疲れ」が起こっている現状がうかがえる。
このように、大学評価の本来の目的が、教育研究などに関わる組織や活動の整備や改善につな
げるものであるにもかかわらず、いつしか評価することそのものが目的化してしまい、到達すべ
き目標が不透明である点や、改善のプロセスが可視化されない状況が指摘されている。また、担
当教職員の意識改革や教職協働体制の構築が今後の改善課題として提示されている。
さらに、大学の教育成果を挙証し、改善課題を発信していくことが求められる現在の状況にお
いて、教育分野の測定に関する具体的な策について、FDセンター 1） が支援方策を講じることが
喫緊の課題となってきている。単に授業改善や教職員の資質向上のための研修に止まらない、組
織の教育力開発という文脈のなかで、FDセンターには日常的な教育改善を促進・支援していく
ための組織力が求められていると言えよう。しかしながら、FDセンターの立場から、認証評価
や自己点検・評価の教育分野における学内の組織的支援についての実践を報告したものやそれを
学術的、理論的に示した研究の蓄積は乏しい。これは、センターが、昨今の内外から要請される
大学の教育改善に組織的に取り組むべく、近年、急激な勢いで設立された経緯もあり、その業務
内容や学内の位置づけが明確でないことにも起因している。
この点にかかわって、国立教育政策研究所は、『大学における教育改善と組織体制』（2006） 
の調査研究において、全国の国公私立大学 700 校を調査対象とし、大学における教育改善など
のためのセンター組織の役割と機能について実態調査を行っている。調査結果（回答率 67.4％：
472 大学）によると、センター設置の理由で最も多かったのは、「既存の組織による教育改善に
限界があったため」が回答数（114 大学）の 6割を占めている。また、「大学教育に対する評価（認
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証評価等）に対応するため」を理由としていた大学は 3割であった。センターが担当している業
務内容については、多い順で、「FDの企画・実施」（97 大学、84.3％）、「授業評価の企画・実施」
（78.3％）、「カリキュラムの開発・改革」（70.4％）とされ、「認証評価・自己点検評価」は 33％
と報告されている（川島、2006 年）。この調査結果を踏まえると、FDセンターにおける大学評
価（認証評価対応、自己点検・評価など）に対する業務責任は、現時点では高い優先順位を示し
ているとはいえないものの、内部質保証メカニズムの構築にむけていずれ必要性が強まると想定
され、教育領域に対する学内の評価支援は避けて通れないものと予想される。
そこで本稿では、転換期を迎える高等教育のシステムレベルの質保証制度を概観した上で、個
別機関の内部質保証メカニズムを支える機能を果たすFDセンターの役割および課題を明らかに
することを目的に、大規模な私立総合大学の事例として立命館大学のケースを手がかりに検討し
ていく。これまで充分に報告がなされてこなかった、FDセンターによる学部の教育力測定支援
という側面を考察し、本稿がセンターの今後の使命を見直す一助となることを期待する。

2.　転換期を迎えている高等教育質保証のメカニズム

近年、国際的な潮流として、高等教育の質保証制度は個別機関のマネジメントのあり方にかつ
てない展開をもたらす新たなパラダイムを迎えている。このパラダイム転換の影響を受ける個々
の高等教育機関においては、質保証制度に対応する内部質保証メカニズムの構築とともに、機関
が提供する教育総体の質を支える多様なサブシステムの質保証の課題として読み替えられる。本
節では、我が国における自己点検・評価システムおよび認証評価に求められる機能が、高等教育
質保証のパラダイム転換によりどのような変化期を迎えているかを概観した上で、個別大学にお
ける大学評価の社会的な位置づけや、今後抱え得る内部質保証体制に向けた課題を整理したい。

2. 1．自己点検・評価システムの意義
大学の自己点検・評価は、1991 年の大学設置基準の改正により努力義務が課され、1999 年に
は、その実施だけでなく、社会への公表も制度上義務化されることとなった（中央教育審議会答
申、2008 年）。2002 年に改正された学校教育法においても、自ら点検・評価を行った結果を公表
することが定められ、大学には社会への情報公開といった責任がともなうことが示された。
歴史的な動向を辿ると、自己点検・評価システムの構築は特に最近に始まった要求というわけ
ではなく、それ以前にも幾度か議論に上っていたことが報告されている。最初の契機の一つと
しては、日本私立大学連盟が 1975 年度から 3カ年の事業計画として、大学の自己点検に取り組
む方向性を打ち出したことが記録されている。同連盟は、1977 年には、「私立大学の相互協力と
自己点検―教育・研究の質的目的をめざして」のもとで、自己点検の評価項目 15 項目を掲げた。
さらに、国立大学協会も大学評価の必要性について論議をはじめ、1982 年には、「大学の在り方
検討小委員会」を設置し、組織としての大学の自己評価、新しい評価基準などについての審議が
行われた。1988 年には、国立大学協会総会において、各大学が自主的に大学評価に取り組むこ
とが提案された（清水、2004 年）。1995 年には、同協会より、大学の自己点検・評価は大学教員
自らの自己点検・評価から始める必要性が示され、各大学による自主的な自己点検・評価を大学
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評価の第一義とし、第三者評価はそれを支えるものと位置づけられた。
また、以後に触れる大学基準協会は、まだ第三者評価機関としての機能を有する以前の 1980

年代に大学の自己点検・評価の実施を加盟大学で行ったが、全学的な評価を実施したのはごく一
部の大学や教員にとどまり、この種の自己点検・評価は行わないと回答した大学が多数であった
ことが報告されている（清水、2004 年、31 頁）。当時、自己評価が普及するに至らなかったの
は、いくつかの要因が考えられる。まずは、「評価」そのものが大学の文化として定着しておらず、
学内で充分な共通意識が芽生えていなかったこと、そして、それに付随して、評価に活用する資
料やデータの定義および収集方法自体が曖昧であったことが大きい。つまり、組織における質の
向上を自発的に目指す内部質保証の体制や評価に関する手法が未開発であったことが指摘される。
我が国の大学の自己点検・評価の出発点が、第三者評価による制度化された大学評価を前提と
したものではなく、あくまでも大学自身の自律性と主体性によって進められるようとしていたこ
とは注視すべき点である。高等教育のマネジメントが専門化してきた今、改めて、内部質保証メ
カニズムの見直しが迫られていると言えよう。

2. 2．第三者評価の役割
自己点検・評価システムの限界が指摘されるとともに、さらに評価結果に客観性をもたせる動
きとして、第三者評価の制度化が構築されることとなる。2001 年 6 月には文部科学省により、「第
三者評価による競争原理の導入」の方針が策定された。2003 年には、法改正が行われ、各大学
は教育・研究などの総合的な状況について文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による評価
（認証評価）を受審することが義務づけられることになった。
文部科学省により認定された大学を評価の対象とする大学機関別認証評価機関は、以下の三つ
の機関―大学基準協会、日本高等教育評価機構、大学評価・学位授与機構―に代表される。立命
館大学が認証評価を受審している大学基準協会は、国公私立をカバーする大学連合自治組織と
して 1947 年に設立され、アクレディテーションを主な任務としていた。1996 年に大学人同士の
「相互評価」を導入し、1999 年には文部省令により自己点検・評価の学外者による検証が努力義
務化されるようになると、協会自身も第三者機関として客観性、妥当性を保障する役割も担うよ
うになった（清水、2004 年；拓植、1995 年）。日本高等教育評価機構は、私立大学の教育研究の
質の改善を目指し、2004 年に私立大学協会が設立した財団法人である。2005 年に、文部科学省
から大学機関別認証評価機関として認証され、私立大学の教育活動の向上を支援している。また、
2000 年に設立された大学評価・学位授与機構は、国立大学法人を主たる対象とし、教育研究な
どの活動について評価および質の改善の支援を行っている国の第三者評価機関である。
第三者評価機関の評価は各大学の自己点検・評価を検証するという「間接評価」を基軸として
いる。それは、個別大学の自律的な自己改善につながる自己点検・評価が土台である点を前提と
しており、さらに、他から客観的な評価を受けなければ、自己点検・評価は充分なものにならな
いという原則を含んでいる。第三者の目線があってはじめて、自己評価は促進されることとなる。
そして、第三者評価は、全くの部外者による完全なる外部評価というわけでなく、大学人あるい
はアカデミックプロフェッションとして教育や研究の質的側面を充分に評価できる「ピア・レ
ビュー」である点も指摘できる（関口、1995 年、252 頁）。
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我が国の大学評価は、個別大学の自律的な行為である自己点検・評価とそれを客観的な目で検
証し、支援をする第三者評価の連動を軸としてきたが、この二元構造が、「自律的行為の義務化」
（羽田、2003 年、8頁）を生むというジレンマを残しつつ進められてきた点が指摘されている。

2. 3．大学基準協会の新評価基準が求めるもの
そして、今日、日本の高等教育界は質保証を一層強固なものにするため、この「自律的行為の
義務化」のジレンマに挑戦するようなパラダイム転換を迎えている。ここでは、立命館大学が認
証評価を受審している大学基準協会による評価項目の改編の動向について言及したい。
2009 年、大学基準協会からは、2011 年度以降の自己点検・評価に向けて評価項目および評価
基準の改定案が示された。新大学基準では、従来の 15 の評価基準が 10 の基準に再編、整理され
（図１参照）、それぞれの評価項目の内容を示す手がかりとなる「評価の視点」も新たに提示され
た。大学基準協会は、この「評価の視点」について、必須条件となるもの以外の取捨選択は各大
学の判断に依拠することとしている。個別大学の課題としては、機関独自の文脈にそくした評価
の視点や、それらを裏付ける指標の立て方を充分に検討していくことが求められる。

【現行】評価基準 【新】評価基準

1. 理念・目的 1. 理念・目的
2. 教育研究組織 2. 教育研究組織
3. 教育内容・方法 3. 教員・教育組織
4. 学生の受け入れ 4. 教育内容・方法・成果
5. 学生生活 5. 学生の受け入れ
6. 研究環境 6. 学生支援
7. 社会貢献 7. 教育研究等環境
8. 教員組織 8. 社会連携・社会貢献
9. 事務組織 9. 管理運営・財務
10. 施設・設備 10. 内部質保証
11. 図書・電子媒体等
12. 管理運営
13. 財務
14. 点検・評価
15. 情報公開・説明責任

 図１　大学基準協会点検評価基準 出典）大学基準協会、2009a年　

今回改定される認証評価機関の目的は、（１）自己点検評価体制が整備され、確実に機能して
いることを確認する、（２）自己点検評価に基づく改革・改善が着実に実行されていることを支
援する、（３）自己点検評価における自己評価が妥当であるかどうかを判断すると示されている
（生和、2009 年、14 頁）。ここで注目すべき点は、新評価項目の第 10 項に掲げられている「内部
質保証」の体制の構築と強化が求められていることである。今、高等教育の質保証の一環として、
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「改善プロセスの可視化」がますます強く求められる中、個別大学が内部の支援体制を構築、整
備していかねばならない時代に突入している。特に、大学の使命である教育分野における成果を
挙証し、改善につなげるアプローチを具体的に示していくことが重要課題とされている。現行の
大学評価は、大学による「自己評価」と第三者機関による「他者評価」との二重構造で成り立っ
ているが、今後は、質保証の第一義的な責任を負うのはあくまで大学自身であり、第三者機関は
担当する大学の「自己評価」の体制が整備され、確実に機能しているかどうかを客観的立場で点
検を進めていくことになる。そして、これが本来の認証評価の目的であり、評価は「されるも
の」ではなく、自らの意思で「行うもの」であるという意識改革が求められる（大学基準協会、
2009a 年、4頁）。
さらに、今後の展開として、このような内部質保証メカニズムを支える機能として、個別機関
の意思決定システムの強化とともに、組織の諸活動に関するデータ整備と検証機能を支えるサブ
システムに対する注目度が増していくことだろう。これらのアナロジーとして、特に、組織の教
育改善を使命として設置されたFDセンターの支援機能にも関心が高まることが予想される。

3. 大学組織の教育力測定支援
－立命館大学、教育開発支援センターの取り組みより－

我が国における大学教育センターなどのいわゆる FDセンターは、1990 年代から徐々に全国
の各大学に設立され、2000 年代以降になると急激な拡大の波をみせることになる（田中、2009
年）。これは、大学の質保証が強調される中、教育改善に組織的に取り組むことが優先課題とし
て学内外から要請されたことにある。1998 年の大学審議会答申である「21 世紀の大学像と今後
の改革方策について」において、教員の教育内容・授業方法の改善を組織的に取り組むFDの必
要性が提唱され、さらに「教育の質の向上のために、自己点検・評価や学生による授業評価実施
など様々な機会を通じて、継続的に大学の組織的な教育活動に対する評価及び個々の教員の教育
活動に対する評価」を実施することが提示された（大学審議会答申、1998 年）。しかし、本稿の
冒頭で指摘したように、センターの学内における存在意義や業務内容の曖昧さが課題として指摘
されてきたことは言及すべきであろう。
本節では、立命館大学の教育開発推進機構・教育開発支援センターが着手し始めた取り組みの
一環を事例として取り上げ、大学組織の教育力測定支援のあり方についてFDセンターの今後の
使命と課題を整理したい。

3. 1．立命館大学教育開発推進機構　教育開発支援センターの設立
2008 年 4 月、立命館大学教育開発推進機構が組織された。機構は、1998 年から立命館大学に
おけるFD支援を行ってきた大学教育・開発支援センターの機能を発展的に継承する組織として、
高等教育の研究・開発、および高校大学接続教育という二つの側面を支援することを目的にして
いる。機構には現在 15 名の専任教員が所属しており、その機構の中の教育開発支援センターが、
いわゆる立命館大学におけるFDセンターの役割を担っている。
我が国におけるFDセンターの存在意義や業務内容の不明確さが指摘される中、立命館大学の



立命館高等教育研究 10 号

－148－

教育開発支援センターは、どこまでを業務範囲とし得るのか、学内においてどのような位置づけ
を示すものなのかについて、センター組織としてのミッションを明確にするところを起点とした。
同センターでは、ミッションステイトメントを以下のように定めている。「教育開発支援センター
は、教育目標が達成できる成熟組織となるように、全学の学部・研究科・教学機関等と協働し、
自らもその一員である本学の『学びのコミュニティ』の成長を支援する」（2009 年 5 月 25 日策定）。
ここでは、大学の使命や各部局の人材養成像を達成すべき教育目標として掲げ、各学部・研究
科・教学機関との対話を重視しながら、成熟した組織を目指すことを目的とする。特に、FDと
いう観点から、大学組織の教育改善をどのように支援していくかが主たる課題である。立命館大
学は FDの定義を、「建学の精神と教学理念を踏まえ、学部・研究科・他教学機関が掲げる理念
と教育目標を実現するために、カリキュラムや個々の授業についての配置・内容・方法・教材・
評価等の適切性に関して、教員が職員と協働し、学生の参画を得て、組織的な研究・研修を推進
するとともに、それらの取り組みの妥当性、有効性について継続的に検証を行い、さらなる改善
に活かしていく活動」としている（2007 年 5 月 7 日策定）。2008 年度の中教審答申でも、FDは
単なる授業改善のための研修といった狭い定義を超え、日常的な教育改善の努力を促進・支援
し、多様なアプローチを組織的に進めていく必要があることが謳われている（中央教育審議会答
申、2008 年）。大学組織が恒常的に支援を進めていくには、充分な支援体制の構築が不可欠であ
る。立命館大学の教育開発支援センターは、このFDの定義に基づき、組織として教育の質保証
に向けた基盤作りを進めている。

3. 2．大学評価をめぐる立命館大学の課題
立命館大学は、大学基準協会による認証評価を受審しており、認証評価対応ならびに自己点
検・評価の一環として、各学部・各学科が求める人材育成像の達成度を検証する評価ツールや
指標について、検討が進められている段階である（沖、井口、新野、浅野、南浦、影山、2008
年）。特に、大学基準協会の新評価基準である「教育成果」に関する評価の視点に、「学生の学習
成果を測定するための評価指標の開発とその適用」が盛り込まれており、各部局の文脈に応じた
学習成果内容とその評価に関する課題への深い理解が求められる。教学領域に焦点を当てている
本学の教育開発支援センターにとっては、教育成果の質の保証と改善を目指すことは使命であり、
FD機能として学内支援をどのように進めていくかが喫緊の課題とされている。
本学において、これまでの自己点検・評価の指標の設定は学部それぞれの判断に依拠してきた
が、いくつかの課題が指摘されてきた。例えば、各学部の人材育成像と提示された評価指標との
関係が不明確であるといった問題や、意図された目標と記述された成果が一貫性を持たないなど
の矛盾点である（沖他、2008 年、101 頁）。また、教育成果として、卒業後の就職実績などのア
ウトプット指標に偏り、現行の学生の教育成果の改善としてのフィードバックが返せないことも
指摘されている。
このような問題が起こり得るのは、記述すべき評価項目内容が膨大であることと、ひとつひと
つの項目を丁寧に検証するための人員や、専門性、時間や労力などに様々な制約があることが原
因の一つと考えられる。評価のための作文ではなく、効果検証に対して日常的に対話を促進し、
組織としての共通理解をもつ体制の構築が必要であろう。
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3. 3．教育開発支援センターにおける学部の教育力測定支援
多くの高等教育機関において評価に対する教職協働体制が充分に整っていない現状が指摘され
ている中（佐藤、森、高田、小湊、関口、2009 年）、立命館大学の教育開発推進機構・教育開発
支援センターでは、教職協働体制を強化することで、それぞれの専門性や経験を連携させながら
学内の評価支援を進めている。
2009 年度の活動の一つとして、教育開発支援センターは、教育力測定に焦点を当てた学部支
援に取り組み、FD機能として学内の教育改善を具現化するための支援体制の整備にあたった。
表 1は、センターにおける 2009 年度の学部支援の取り組みの概略を示したものである。取り組
みの初期段階では、立命館大学の認証評価受審の担当部局となっている事業計画課による研修会
を通して、自己点検・評価にかかわる課題の洗い出しや今後の方針についての意思統一を図った。
学部支援準備段階では、各学部の評価支援にあたるサポートツールの開発および支援体制につい
ての確認作業を行った。学部支援の実施にあたる学部との協働作業段階においては、センターに
所属する教員と事務職員の各 1名のチーム体制（教員 8名・職員 6名）を組み、それぞれの学部
担当制をしき、各学部執行部との懇談会を複数回開催した。具体的には、自己点検・評価に関す
る報告書作成支援、学部内が抱える問題やニーズに関するヒアリング、それについての提案・コ
ンサルテーションなどを通して、現場の実態を掘り起こす作業や課題を共有することを重点的に
行った。
各学部の自己点検・評価や教育改善は、あくまでもその文脈に精通した各学部のイニシアチブ
を前提とし、センターと学部は課題を共に考えていくという姿勢をもちながら、協働して作業を
進めていく方針である。そして、各学部との懇談会で示された課題をセンターの支援メンバーそ
れぞれが持ち帰り、センター内で意見を共有し、今後の対策を練るといった往復のプロセスを踏
んでいる。
また、センターは、2008 年度に教学領域のIR（Institutional Research）プロジェクトを立ち上げ、

根拠データに基づいた教育改善を目指し、各部局の内部質保証システムづくりを支援する取り組
みを行っている。センターは、IRのミッションを以下－「全学の学部・研究科・教学機関等と協
働し、教学改善の意思決定に資するデータの収集、分析、報告を通じて立命館大学の『学びのコ
ミュニティ』の成長を支援する」（2009 年 5 月 25 日策定）－と定め、2009 年度は学部支援の一
環として、学生の学習成果を含む教育力測定に向けて評価指標の開発を進めている。

a）求められるPDCAサイクルの解釈
各学部との協働推進の一環としておこなわれた、自己点検・評価の教育分野に関する学部支援
懇談会では、センターとしていくつかの参照資料を持参した。具体的には、立命館大学が目指す
学園の成熟組織の定義、評価項目における記述方法の事例、教育課程の体系性を示すカリキュラ
ムツリーのモデル資料、教育効果測定に関する根拠資料の例などである。
懇談会では、学部が作成した自己点検・評価報告書の抜粋項目を事例に、原案へのコメントを
返すやり取り、あるいは協働でドラフト作りを進めるといった支援も行った。報告書作成にあ
たっては、その記述項目が膨大であるために、記述上の問題として評価作業効率化のためのテン
プレートを要望する声も時としてあがることがあるが、センターでは、各学部が行っている実践
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や取り組みの検証、改善を「PDCAサイクル」の中に位置付け、学部固有の文脈に即してそれ
らを記述することを奨励している。

表１　2009 年度教育開発支援センターにおける学部支援に関する取り組み
（2009 年 4月～ 12 月）

時期 取り組み内容 段 階

4月
下旬

・2009 年度重点課題とスケジュールの検討（学部支援プロジェクトミーティング）
・ 教育開発支援センタープロジェクト重点課題に関する検討（教育開発支援セン
ター集中ミーティグ） センター内に

お け る 2009
年度方針の確
認段階

5月
上旬
下旬

・ 事業計画課担当者による認証評価に関する研修会（教育開発支援センター集中
ミーティング）
・学部支援プロジェクト 2009 年度活動計画案確定（教育開発支援センター会議）
・ 教育開発支援センターおよび IRプロジェクトのミッションステイトメントの策
定（教育開発推進機構センター合同会議）

6月
上旬
下旬

・学部支援懇談会の進め方について検討（教育開発支援センター会議）
・ 2008 年度自己点検評価報告書作成に関する学部支援についての検討（教育開発
支援センター集中ミーティング）

・学部支援範囲の確認・整理
・学部支援体制の構築
・2009 年度以降分の支援のあり方について

・ 自己点検評価報告書作成支援、報告書記入サンプル案の検討（教育開発支援セ
ンター集中ミーティング）
・ 学部支援ツールの検討・開発、スケジュール確認（教育開発支援センター集中
ミーティング）
・ 報告書執筆の進め方にかかわる全学意見交換（教育開発推進機構センター合同
会議）

学部支援
準備段階

7月
上旬

中旬

下旬

・担当制による学部支援懇談会の実施（第一回各学部支援懇談会）
・学部内の課題やニーズに関するヒアリング
・ 認証評価の点検・評価項目（教育分野）についての報告書作成
の支援

・ 認証評価の点検・評価項目（教育分野）についての報告書作成の支援（第二回
各学部支援懇談会）
・ 自己点検評価報告書（試行版）作成にかかわる学部支援懇談会の状況について
意見交換会（教育開発支援センター集中ミーティング）

学部との
協働作業段階

8月～
11月

・ 認証評価の点検・評価項目（教育分野）における指標開発（IRプロジェクトミー
ティング）
・ 大学基準協会工藤部長講演会、安岡教育開発支援センター長講演会および意見
交換（教育の内部質保証に関する第一回研修会）

評価指標に関
するサポート
ツール開発段
階（継続課題）

12 月 ・ ツリー構造図を活用したグループ研修（教育の内部質保証に関する第二回研修会）

特に昨今、大学教育の質保証を強固にするにあたり、アドミッションポリシー、ディプロマポ
リシー、カリキュラムポリシーが整合性をもち、それぞれの段階をエビデンスベースで PDCA
をまわしていくメカニズムの構築が必要とされている。大学が自らの責任で自己改革を行い、質
の保証・改善を目指す内部質保証システムを整備していく必要性、つまり大学の自主性や自律性
が強く求められている（大学基準協会、2009b 年）。内部質保証メカニズムの構築にあたり、ま
ずは、立命館大学が目指すPDCAサイクルの解釈に対して共通理解を図ることが肝要である（表
2）。
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表 2　立命館学園が目指す成熟組織を支えるPDCAサイクル

Plan

（計画）
PDCAサイクルが効果的にまわる組織とは、次の 4項目を策定できる組織である。
①その組織として何を達成すべきか（学部の場合であれば、人材育成目標に対してどのような
能力を身につけさせるか）目標を策定できる。

②目標を達成するために具体的に何をすべきか行動目標を定めるとともに行動する際の心得を
策定できる。

③目標の成果を何によって測定するか評価目標を策定できる。
④評価を行う際の基準となる評価目標を策定できる。

Do

（実施）
PDCAサイクルが効果的にまわる組織とは、各自の行動が目標の達成に資することを常に確認、
実感することができるように目標に対して共通認識を持ちつつ、計画の遂行にあたる組織であ
る。さらに、目標達成のために必要であれば、部、課、科やプロジェクトの枠にとらわれず、
提言が行われる組織である。

Check

（評価）
PDCAサイクルが効果的にまわる組織とは、評価は Planにおいて策定された評価指標と評価基
準にしたがって行われる組織である。また、評価のために必要なデータは計画的に収集、整理
されるように日常業務の中に組み込まれている組織である。

Action

（改善）
PDCAサイクルが効果的にまわる組織とは、改善が評価結果、前回の目標、社会状況などデー
タや事実に基づいて、連続性のある次の Planとして行われる組織である。

（安岡、2009 年）

教育開発支援センターは、上記の条件が整っている組織を「社会のニーズの変化に対して機敏
に対応するための継続的、組織的な体制が整っている成熟組織」と定義している。
このような成熟組織を目指すにあたり、まずは、大学が目指す理念や目的、各学部・研究科の
到達目標の設定を明らかにすることが優先課題である。特に、これまでの認証評価の一般的な問
題として、目標設定の不明瞭さが指摘されていた。 教育目標の達成度や改善点を測るには、そ
れぞれの学部が、4年間の学士課程を修了した学生に期待する人材育成像を明確にすることが不
可欠である。2007 年の大学設置基準改正に伴い、立命館大学の各学部は教育研究上の目的およ
び観点別教育目標を明確化する取り組みを行っている。新たに明記された人材育成像は学生を主
体とした表現がなされ、いくつかの学部では観点別に教育目標が設定された。今後は、明示した
教育目標がただの作文に終わることなく、学習の主体者である学生そして社会がそれを認識でき
るレベルにつなげていくことが目指される。あるいは、教育現場の現状分析に伴い、教育目標の
改正が施される可能性もあろう。センターの使命の一つとしては、現場の実態を充分に知り得る
学部などにおいて、自ら目標を設定できる人材または共通認識にしたがって同じ方向に向かって
努力できる人材の育成を支援し、さらにその人材育成を支援できるノウハウと人的資源をセン
ター内で開発していくことが求められる。

b）評価指標設定のためのサポートツールの開発
評価指標を設定できる人材育成に加えて、さらに評価指標を効率的に設定できるツールの開発
も求められる。現在、センターは、立命館大学が 2011 年度に控えている認証評価受審に合わせ、
新評価基準に基づいた参考指標例をサポートツールとして開発している途上にある。例えば、「教
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育課程の体系性」や「教育効果（ラーニングアウトカム）」などといった評価基準の項目内容の
成果を示し得る根拠資料やデータとしてどのようなものが挙げられるか、いくつかの例を検討し
ている。
評価基準の項目ひとつひとつについて、大学基準協会より例示されている「評価の視点」は、
法令で検証が求められている事項や大学基準で定めている事項などを念頭に置き設定されている
が（大学基準協会、2009 年、24 頁）、あくまでも一般的な観点であり、個別大学独自の文脈に応
じた内容で根拠となり得るものを示すことも奨励されている。センターが開発する評価指標は、
大学組織全般の文脈に基づく標準指標と、各部局の特性による固有指標の二本柱を有しているが、
成果を挙証する材料として参考例として提示するものである。今後は、教育力測定に関する文脈
づくりについて各学部との対話を進め、センターとの協働体制を強化していく方針である。
学部支援では、教育課程の体系性を示す根拠資料になり得るものとして、カリキュラムツリー
モデルを示す資料を持ち寄った。カリキュラムツリーは、学部の教学目標を達成するために必要
な授業科目の配置や各授業科目のつながりを示したものである（資料１）。このカリキュラムツ
リーの体系は、必ずしも全学部に一律に統一されたものではなく、積み立て型であったり、カテ
ゴリー型であったりと各専門分野の学びの特性により教育課程の体系は異なることを前提として
いる。カリキュラムツリーは、視覚的にも分かりやすく、全教育課程における個別授業の位置づ
けや、異なる授業間の連携が可視化される意義がある。　　　
また、ラーニングアウトカムについては、教育効果の測定に用いられる直接的根拠資料と間接
的根拠資料の例を用い、評価ツールの存在や種類を提示した。ここで示される教育効果とは、狭
義の教育効果（ティーチング：教授、およびラーニング：学習にみられる効果）を意味し、授業
活動などを含めて日常の教育活動とのイメージとつなげやすい基礎的な根拠材料である。実際に
教育効果を測定するには、ひとつのアセスメントの方法ではなく、試験や実態調査、アンケート
などを適宜組み合わせて測定する方法が望ましい。それにかかわって、現在、教育開発支援セン
ターでは、IRプロジェクトを中心に、学士課程の成果を測定する「学びの実態調査」が開発され、
今後の実施に向けて動き始めている。さらに、教育効果測定の指標などについては、今後、学術
的な研究を深め、精査していくことが求められる。
2009 年度夏の学部支援懇談会を終えて、微々たる一歩ではあるが、短期的成果が見受けられ
た。例えば、カリキュラム体系の可視化を促すカリキュラムツリーのモデルおよびテンプレート
を提示したA学部では、思考の整理や作業をする上で役立つという反応があり、ツリーの作成
を検討する声があがったことが報告されている。同様に、B学部でもカリキュラムマップ作成用
のテンプレートは、カリキュラム改革のタイミングで活用する際に大変有効であるとの意見が出
された。また、C学部では、支援後に学部FD委員会での説明依頼や研修会開催などの提案が出
されるなど、これまでになかった発想への気づきや眠っていた課題の掘り起こしなどの意識の変
化を垣間みることができた。
センターの支援体制は、トップダウン式ではなく、各学部が主体者であることを前提とし、教
育改善に結びつく評価に実質的に活かせるサポートツールの提示やコンサルテーションを通して
の協働によって学部を支援していくことを基軸としている。
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４．まとめと今後の課題

本稿では、大学に求められる質保証のメカニズムがどのような転換期を迎えているかを概観し、
個別機関の内部質保証メカニズムを支える機能を果たすFDセンターの役割および課題について
考察した。とりわけ、立命館大学の教育開発支援センターが、FD活動の一環として着手し始め
た教育分野における学内の評価支援の実践例を踏まえ、今後の大学組織としての教育力測定支援
のあり方や内部質保証の体制構築への手がかりを探った。FDセンターの存在の多義性や曖昧さ
が指摘される中、まずは、センターのミッションステイトメントを明示したことは意義があるこ
とであろう。ミッションに基づいた担当領域を定めることで、センター内の教職員の業務の効率
化が進むだけでなく、大学内における組織の位置づけが明確になる。さらに、本学が目指す成熟
組織および PDCAサイクルの定義を明示化し、大学組織が目指すべき方向について学内の共通
理解を図ることも肝要であろう。それは、今後の大学評価支援に求められる教職協働体制のさら
なる強化によって実現化するものであり、学内教職員の各専門の経験や知識、スキルを持ち寄っ
た協力が期待される。
さらに、学部支援にあたっての教育開発支援センターの 2009 年度の到達点の一つとしては、
FDセンターとしてのミッションに基づく業務の遂行とセンター内の教職員の共通認識を図った
ことが挙げられる。評価に基づく教育改善は個別部署の単独作業ではなく、サブシステム間にお
ける恒常的な対話によって実質化することを確認した。さらに、内部質保証の研修会が企画され
るなど、これまで可視化されていなかった課題が徐々に具体的な施策として展開されてきている。
一事例の考察という限界ははらんでいるものの、立命館大学の事例検討から明らかにされた
FDセンターの課題を敷衍すれば、以下のことがらが指摘できよう。 我が国の大学評価におい
ては、大学組織の改善を目指した自律的な自己点検・評価の要請、第三者評価による自己評価支
援の制度化を経て、今改めて、大学組織がどのように内部質保証メカニズムを構築し、実質的な
支援を進めていくかが問われている。これは、評価をめぐって、大学組織がこれまで抱えていた
「自律性と義務」とのジレンマに挑み、学内の様々な機能のひとつひとつが自発的に質の改善を
担っていくことを意味する。特に、教学マネジメントの観点から、我が国の高等教育機関に設置
されたFDセンターは、内部質保証システムの自律的かつ主体的な構築に向けて、部局レベルの
質保証システムの実質化を支援する役割がますます強調されることであろう。
また、認証評価の評価基準が大きな変化を遂げる中、各学部がそれぞれの文脈に応じた指標づ
くりをどのように支援していけばよいかを検討することがFDセンターの課題の一つとなる。評
価指標は、各学部の文脈に即した独自なものと組織全般としての一般指標の区分けが必要である
が、FDセンターの使命は、ただ指標を用意することではなく、指標を自ら設定できるノウハウ
や人材育成を各学部などに推奨することであり、実質的な教育改善につなげるために教育領域の
諸活動の PDCAサイクルを挙証する文脈づくりを協働で進めていくことが求められる。大学評
価をめぐっての「評価疲れ」や「手段の目的化」から脱却するために、日常から資料やデータを
収集、作成、保管していく習慣を恒常的に構築していく支援体制も不可欠であろう。
大学マネジメントの観点からは、組織の役割分担を明確にし、さらに多層的な体制で評価およ
び教育改善を進めていくことが肝要である。たとえば、各部局の執行部とFDセンターとのやり
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取りだけでなく、大学組織の執行部による検証を含めた体制や、各部局の教職員、学生を含む現
場の全ての構成員による教育改善に対する共通認識を充実させる体制の連動といった組織力とし
ての枠組みの構築が求められる。サブシステムの一つである大学のFDセンターが、内部質保証
を支える機能の一助として教育領域の評価支援を行う取り組みは緒に就いたばかりである。大学
組織内の様々なレベルとの連携のあり方や、FDセンターの支援の効果を検証する方法について
は今後に残された研究課題である。

注
１） FDセンターについては、大学教育センター等の名称で、「高等教育全般に亘る研究機能や大学教育の
企画開発機能を有する組織」（田中、2009 年、315 頁）と定義されている。本稿では、ひとまずこの定
義を援用する。
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資料１　各学部のカリキュラムツリー作成支援に使用されたシート
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Abstract
The higher education quality assurance system in Japan is currently facing a new paradigm transition.  

Along with changes to the quality assurance system that regulates higher education governance, we 

need to review the role of individual institutions’ internal quality assurance framework subsystems.  

In particular, we are required to examine the support system and function of FD centers regarding 

institutional evaluation systems aimed at enhancing university education quality.  This paper discusses 

how the evaluation system of Japanese higher education has changed over the years, and examines the 

future roles, mission, and services of FD centers supporting internal quality assurance by using the 

case of Ritsumeikan University.
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