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私の大学教育への入口
すでに企業から離れているため私が意見を述べる

昨今の記事から
日経新聞 1 では高校生の勉強時間を論じていた．
）

のが相応しいか否か疑問である．もっと相応しい方

そこで書かれていたのは，この 10 年間に学力中位

がいらっしゃると思われるが良い機会が与えられた

層が家で勉強をほとんどしていないということであ

と思い私見を述べることをお許し願いたい．

る．高校生は入学試験が選抜的な大学を目指す層，

企業人として 28.5 年働き，その間，複数の大学

入試が選抜的でない大学に進学する層，就職する層

で非常勤講師を 16 年ほど勤め，その後，大学に

と 3 分の１ずつであると分析している．一方，大

14.5 年勤務した．一般的に，大学（以降，大学は

学生の学力はどうだろうか．多くの分析がなされて

大学院も含むことにする）教育を受けた企業人で

いるが，最近では，24% 程度の学生しか平均値を正

あっても大学の教育内容やその政策・運営に強く関

2
しく理解できていないという情けない報道もある ．

心を持っている方は少ないと思う．私もその一人で

これらの学生が，果たして卒業までに平均値を理

あった．教員勤務は短期間ではあったが，企業生活

解するのだろうか．またその保証はあるのか疑問

を長く送り，管理職の仕事も経験したので企業と大

が湧く．

）

学の組織運営の比較ができる立場にあると思ってい

東京大学は秋入学とするようだが，理由は国際化

る．大学教員には多面的な職務があるが基本は教育

への対応ということである．これに伴い東大はイン

と研究である．私見だが，大学の研究は教育の手段

ドにオフィスを開設し留学生の呼び込みに力を入れ

であり両者は車の両輪の関係と思っている．しかし

るらしい．つまり，外国から優秀でやる気のある学

教育については評価が困難であるためおろそかにな

生を集めることが緊急の課題で，今や大学の研究パ

りがちで研究業績重視という問題が存在している．

ワーとして日本人学生が当てにならないことを暗に

着任当時，私は大学教育のあるべき姿が不明であ

示しているようだ．これに追従する大学も，国際化

り所属学科のカリキュラム体系はどうあるべきかと

と称して秋入学やそれに準じる制度を採用するよう

いう基本的な考えも持っていなかった．教授であり

だが，これで大学教育のレベルが向上することには

ながら，教育哲学を持っていないため肩身の狭い思

決してならないはずだ．優秀な外国人学生が秋入学

いをしていた．このような状況から抜け出すには勉

で集まるかは別にして，仮に優秀な外国人留学生が

強するしかなく，関連する本や学会活動を通して知

来日したならば彼らに失望されないようにしてもら

識の吸収に努めた．そこで出会ったのが情報処理学

いたい．

会アクレディテーション委員会であった．
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かについての調査や報告は聞いたことがなく大きな

現在の大学教育に期待が持てるか

問題を抱えている．まして修士課程修了者の学力保
証は誰が考えているのだろうか．つまり第三者によ

企業人は大学教育に期待しているのだろうか．期
待しているとするなら何を期待しているのだろうか．

る修士課程の学力保証はほとんどなされていないと
言っても過言ではない．

2012 年度から文部科学省では博士課程に進む大学
院生には修士論文を不要とする制度改革を実施し，

学力と仕事遂行能力

その代わりに博士課程研究基礎審査（QE）を実施
3
してもよいと報道されていた ．日経新聞のタイト

学生が学力と仕事遂行能力の接点となるのが就職

ルは「
『使える博士』へ大学院改革」である．この

である．学力が顕在化するのが就職のはずだが採用

制度を採用する大学院が全国でどれだけあるのか疑

時には各種の制約から十分な学力試験が行えない．

問だが仮に採用したならば大学名と QE 試験の内容

このため，潜在化した問題を回避する方法として学

をぜひ，公開していただきたい．この対象者は博士

校歴（出身高校名＋大学名など）が有力な基準とな

課程に進学する学生であるが，修士課程で修了する

る．特に大企業ではその傾向が今でも強いと言われ

学生にも QE 試験を実施し，その得点分布も公表す

ている．もちろん採用選抜では学力だけの判断は十

べきである．ちなみに中央教育審議会大学院部会の

分でないため能力全体を評価するために面接を重視

部会長は有信睦弘 JABEE 副会長であり同じく中村

している．この関係をより詳しく解説し，興味深い

道治 JABEE 副会長はその専門委員である．

報告が労働政策研究・研修機構の特集「仕事に『学力』

）

この新聞タイトルを逆に解釈するならばいかに大
学院の教育が体系的でなく指導教員の狭い分野に

は不要か？─学力研究の最前線」である．私が特に
4）

興味を持ったのは「企業からみた学力問題」

な

5）

偏っていて社会に出てから使えない学生を育ててい

らびに「大学生の学力と仕事の遂行能力」

るかを物語っている．日本では多くの大学院生が学

ぜひ一読を勧める．

である．

部に接続した大学院に進学するが，この記事を補足

この特集では「学力」は点数化が容易な知識，理

するならば，学部４年次の研究室配属以降約１年間

解，技能であるとしているが，この「学力」を支え

を指導教員の狭い分野だけを見ている．つまり，大

る基本が「意欲，興味，態度」と分析している．そ

学での専門分野に関する体系的な学習は主として学

して，これらが総合化された能力が「判断力や思考

部の 2，3 年次の 2 年間であり，その後は指導教員

能力」であると言っている．この観点からすると学

の専門分野に限られ，かつ 1 人の教員に依存して

力は表面的に見える部分と奥深い部分からできた総

いる．このように学部，大学院（修士，博士）と進

合的能力と解釈できる．

学するに従い学習の場が狭くなる大学教育に育った
学生に企業が期待を持てるだろうか．

自分の経験では，創造的な仕事を達成するには通
常多くの困難を伴う．理由は，何が問題（課題）となっ

また大学院部会では大学院入学者選抜についても

ているのか同定できない，問題を分析・解析する方

大学と同等の体制とすることを答申しており大学設

法や道具がない，道具作りが困難，問題を発見して

置基準の改訂が行われるようである．実は，今まで

もその分野の知識がない，何が解になり得るか不明，

学部のような入試に関する規則は大学院にはなかっ

もしくは判断できない，等々である．さらに時間的，

た．大学院の入試は学部からの推薦入試（筆頭免除）

人的，経済的など多種の制約が加わる．これらの困

と学力選抜の組合せである．一般的に推薦に漏れた

難を克服して解を得ても組織内の上下左右に対し説

学生が学力試験を受験する．大学院をまともに修了

明・説得，調整という最大の苦行が伴う．そしてこ

できるだけの基礎学力を備えた学生を選抜している

れらの難関を乗り越えて初めて成果が出せる入口に
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04

をしているだろうか．教育の質保証という省令がな

たどり着く．
実社会での仕事は上記のような困難さを乗り越え

いという理由で保証を行わなくてよいのだろうか．

る必要があるため，表面的な学力を支えている深い

大学が品質保証を行わない限り，就職時における学

部分の学力，すなわち「意欲，興味，態度」などに

校歴重視は続き大学の教育は無視され続ける．また

重点を置く教育・訓練が最後の教育機関の出口で必

大学生の学力低下が 20 年以上も続いているように

要となるはずだ．

思えるが一向にその対策がなされていない状況は深
刻であり，50 代以下の働き盛りの人材が弱体化し

JABEE 認定は誰のためか

ていないだろうか．私はこの問題が今日の日本の経
済・産業へボディブローとして効き始めてきている

日本技術者教育認定機構（JABEE）は非営利の一
般法人で，名前の通り技術者教育の認定をしている．

ように思える．
教育の質を保証する仕組みが JABEE の認定審査

2001 年度から認定活動を開始した．ここでは，教

である．法的な縛りがないにもかかわらず，自ら進

育機関を A，B，C のように評価するのではなく各

んで第三者に教育システム全体を審査申請する教育

専門分野における妥当な水準の教育が行われ，その

機関（プログラム）に敬意を表する．だが JABEE

質の保証がなされているか否かを「認定」するので

の状況は楽観的ではなく，認定プログラムの数はま

ある．2011 年 6 月の JABEE 事務局ニュース

6）

に

よると，2010 年度までの 10 年間に累計で 165 教

だ少なく，その増加傾向もこのところ頭打ちである．
教育改善は教員の義務であり学生のためである．

育機関の 435 プログラムを認定している．その修

私は JABEE 受審をその手段として利用するのが現

了生の累計は約 14.5 万人である．修了生は登録手

時点では最適と考える．JABEE は技術者教育の実質

続きにより技術士補となり，技術士資格取得では一

的同等性を相互承認する国際協定であるワシントン

次試験免除の特典がある．当学会と関係のある「情

協定に加盟しており（2005 年），国際化された教育

報および情報関連分野」で認定されているプログラ

の質保証となっている．

ム（認定の単位であり学科であることが多い）数は，

2011 年５月の時点でわずか 30 に過ぎない．

教員の方々に問いたい

先に述べたように，表面的に点数化されて評価さ
れる学力は深層部にある「意欲，興味，態度」など

大学教員の主たる役割は教育と研究である．研究

の現れである．したがって表面的に見える評価を侮

結果は第三者による審査がなされ論文や特許取得と

ることはできない．つまり，仕事における困難性を

して評価が得られる．しかし，教育については評価

克服する基本部分は，深層部にある「意欲，興味，

尺度が目に見えないためおろそかにしても問題視さ

態度」などであるからだ．その意味で各教員が点数

れることがなかった．だが教育に関する評価も本来

化して評価する部分を保証するのは最低限の義務で

は研究と同じように第三者による評価・審査を受け

ある．文部科学省の答申等では「厳格なる単位認定」

る必要があるはずで今まで見過ごされてきただけだ．

を繰り返しているが果たしてどれだけ浸透している

学生に付加価値を付ける基本理念，教員の資質や

のだろうか．私は疑問を持っている．

態度，意欲，教育過程と課程，環境，教育組織の運

企業であれば，原材料や部品を多方面から吟味し

営，などを第三者に定期的に点検してもらうことは

て仕入れ，それに付加価値を付け製品の品質保証を

欠かせないはずだ．また，企業ならばマーケティン

するのが仕事であるし義務である．大学も多様化し

グに相当するが，学科や専攻を修了した後，学生が

た入試を行っている．しかし，すべての大学が，そ

活動する職場で期待される能力などを調査し，教育

の製品たるべき学生に付加価値を付けその質の保証

計画を再考する必要もある．そこでもし，読者が教
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員であるなら，学科の教員間で船中八策ならぬ以下
の議論を定期的に行っているか問いたい．

など
基準４：教育改善（Act）

（1）具体的な学科の学習・教育到達目標を明確にし

教育点検，継続的改善

ているか
（2）学科のカリキュラム体系は学習・教育到達目標
に則っているか
（3）シラバスをチェックし，それに則った授業であ
ることを相互に確認しているか

上記の各基準の詳細はここでは説明しないが，基
準１における学習・教育到達目標を具体的に求める
項目は注目に値する．そこでは，以下の 9 項目（ア
ウトカムズ）を定めている．
（a）地球的視点から多面的に物事を考える能力とそ

（4）厳格で適切な単位認定をしていることを相互に
確認する仕組みがあるか

の素養
（b）技術が社会や自然に及ぼす影響や効果，および

（5）卒業論文（研究）の指導法は統一され，多面的

技術者が社会に対して負っている責任に関する

で客観的な評価をしているか
（6）学生，卒業生，企業等の学習・教育に対する意

理解
（c）数学および自然科学に関する知識とそれらを応

見を受け入れ反映しているか
（7）教育方法の改善を相互に意見交換し，教育に反

用する能力
（d）当該分野において必要とされる専門的知識とそ

映しているか
（8）学科の教育水準は社会の要請を満たし世界的水

れらを応用する能力
（e）種々の科学，技術および情報を活用して社会の

準以上であることを確認しているか
上記，すべての項目を教員間で，仕組みとして議

要求を解決するためのデザイン能力
（f） 論理的な記述力，口頭発表力，討議等のコミュ
ニケーション能力

論の場を保有していないならば，教育機関として欠
陥があると判断されてもしかたがない．産業界は品

（g）自主的，継続的に学習する能力

質保証された修了生を最低限の条件として迎えたい

（h）与えられた制約の下で計画的に仕事を進め，ま
とめる能力

はずである．

（i） チームで仕事をするための能力

JABEE のアウトカムズと専門教育

新基準では（i）チームで仕事をするための能
力が付け加えられた．ワシントン協定以外の国際

2012 年 度 か ら 適 用 さ れ る JABEE の 新 基 準 は

的工学教育の認定機構連合である IEA では 12 の

PDCA（Plan，Do，Check，Act） の 4 つ だ け で 明

Graduate Attribute profiles を 2009 年に定めてお

快である

7）

．2012 年度からの新基準は以下の通り

である．

り

8）

，その 1 つに Individual and Team work があ

ることから新基準に入った．

基準１：学習・教育達成目標の設定と公開（Plan）

米国では ABET

☆1

が大学認定評価を行っている．
9）

育成しようとする技術者像，身に付けておくべ

少し古いが ABET の企業調査

き知識・能力

カムズの中で人材採用時に最も重視されているのが

基準２：教育手段（Do）

では 11 種のアウト

「効果的なコミュニケ−ション力」であり次に「工

教育課程の設計，学習 ･ 教育の実施，教育組織，

学問題解決能力」そして第３位が「チームワーク」

教育環境・学生支援など

であった．個人主義の進んだ米国にあってもコミュ

基準３：学習・教育到達目標の達成（Check）
プログラム修了生の知識・能力の水準が国際的同
等性を持つこと，教育が適切に行われていること
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応用科学，コンピューティング，工学，専門技術，などに関する教
育の質を保証する世界的に指導的な役割を果たしている組織．
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新入社員の仕事上の能力について企業調査結果が

04

的に行ってほしい．これこそ，教員団の人間力が問

時折新聞などに掲載されるが，日本でも同様である．

われ，チームワークの力を発揮すべきところである．

本来，日本人はチームワークを得意とすると信じら

ここが駄目ならば，以降の基準が満たされることは

れてきたが，最近の若者は人と付き合うのが苦手で

ない．もう 1 つ大切なことは企業と同様，教育機

あるとの報告が多々ある．日本人の過去の神話と

関も特色ある製品を出す努力をしなくてはならない

なった 1 つの例かもしれない．

ことだ．「JABEE の基準に従った画一的な教育は学

自分の体験からも学生の日本語能力はかなり低く，

問・教育の自由を奪う」などと主張して JABEE 認

故に論理的な文章記述能力ならびに言葉による説明

定を拒む教員がいるようだが，コンセプトを固め独

能力が乏しい．また，英語の能力も一部の学生を除

自製品を作る自信がない現れだ．

けば不十分である．政治・経済などに関心が薄く，
読まないので，内容のある話ができない等，一般教

■ シラバスから見えるもの
基準 1「学習・教育達成目標の設定」が固まれば，

養も低い．このような状況では企業内どころか国際

より具体化した設計が基準 2 である．その中心は

化された社会で活躍できるはずがない．

設定された学習・教育達成目標の各々をいかに実現

新聞やニュースに触れることも少なく，文学作品も

話は少し脱線したが，
JABEE の審査基準にある（a）

するかのカリキュラム体系の設計である．この体系

〜（i）を見ると，専門分野に対するアウトカムズ

は一般的に科目の木構造で作られ，幹，枝，葉など

は（d）と（e）の 2 項目に過ぎない．残りの７項

は科目である．どの科目を幹，枝，葉にするかはプ

目は表面的には見えない「意欲，興味，態度」など

ログラムのコンセプトで決められる．その結果，科

の「学力」を要求している．たとえば，
（g），（h）

目の各々がいかなる学習・教育達成目標として位置

などである．JABEE の審査基準は仕事の遂行に必要

付けられているのかが明確になる．また，各々の科

な（b）倫理を含む「人間力」のようなアウトカム

目のシナリオがシラバスとして作成され公開される

ズが要求されている．「人間力」には先に述べた（f），

必要がある．

（i）が含まれる．つまり，大学教育は単に表面的な

私の JABEE 認定・審査の経験からは，シラバス

知識・技能だけに重点を置くのでは不十分であり，

を見れば，そのプログラムのおおよそ見当が付く．

人間力を付けることが強く要求されているのだ．こ

つまり，教育の質・熱意，そして教員組織の運営，

のため JABEE では，「技術教育」ではなく「技術者

などである．たとえば，シラバスが統一されていな

教育」の認定と説明している．

い場合には，チェックし指導する仕組みのないこと
が窺える．これだけで，その組織に統治能力が欠け

JABEE 審査の立場から

ていると想像できる．多くの大学教員が口にする「教
員は一国一城の主」という言い訳（勘違い）がある．

■ 品質は設計によってのみ作り込まれる

これを言い換えれば「烏合の衆」ということであり

繰り返し述べるが，教育組織の最も大切な使命は

組織として機能していないことを白状しているよう

学生という製品に付加価値を付け世に出すことだ．

なものだ．研究の世界で一匹狼のように大活躍する

このために製品設計の段階で品質は作り込まれなく

のは結構なことだが，教育はチームワークで取り組

てはならない． JABEE の審査基準１において品質

むべき仕事だ．

の作り込みがどれだけ具体的に企画・設計されてい
るのかという観点での審査が行われる．プログラム

■ 教員の恐れる実地審査

にとって学習・教育達成目標の設定は実に難解な課

シラバスは単なる書き物である．したがって，い

題である．だからこそ，ぜひ，教員間で議論を徹底

くらでも高尚な表現は可能だ．この書き物が現実に
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実施されているか否かを確認するのが実地審査であ

その品質保証に積極的でないことを説明してきた．

る．JABEE の基準 3「学習・教育到達目標の達成」

このような状況を打破し，品質保証された人材を受

の審査は実地審査が中心となる．シラバスに従った

け入れるのは企業の要請のはずだ．このためには，

教育内容と質が保証され単位認定に結び付いている

企業人が JABEE 審査に積極的に参加し，大学人に

ことを試験問題やレポート課題などで確認する．も

対して意見を出すべきだ．JABEE の両副会長はとも

ちろん採点結果の妥当性も確認する．

に企業人であるが，このような意見を陽に述べては

証拠主義の JABEE 審査は，文書や口頭の説明以
外に客観的な評価を行う証拠を示し審査を受けるよ

いない気がする．
私が企業で働いていた職場ではもっぱら人間力の

う義務付けている．このために，プログラム側は，

教育を上下左右でしていた．技術者であっても技術

単位認定の根拠となる過去の資料を必要最低限残し

の時間よりも人間力を付ける時間の方がはるかに長

審査チームに提示する義務がある．

かった．このことから企業人は厳しいプロの教育者

また，単位認定では期末試験などで判定すること

であり自信を持ち今の大学教育に関与すべきだ．こ

が多いが，そのときの学生の得点分布なども重要で

の活動が企業の力になる早道となるはずである．変

ある．たとえば，成績の分布で，合格ライン（たと

わろうとしない大学教員に任せておけばよいと考え

えば 60 点）のところで分布が切れている場合，つ

るならそれは誤りだ．国際競争の激化の中，人材教

まり 60 点より低い得点の学生が極端に少ない科目

育の最後の砦である大学教育を改善するために残さ

が多い場合，その説明が合理的でないなら不自然と

れた時間は少ない．技術立国を標榜し続けたいなら

判断できる．このように，JABEE 審査を受けるとな

ば，企業人が自ら改革するしかない．教育改善は待っ

ると個々の教員がどのような教育をしているかガラ

たなしの課題だ．

ス張りになり単位認定時の手心なども明らかにされ
てしまう．このことは，教員にとってプレッシャー

日本を再生させる教育の質の保証を

になるはずだ．
現在，60 代以上の人々が過ごした大学の環境は

■ 教育改善のサイクルが回っているか
最後の基準 4 は教育改善である．現状に満足す

大きく変貌した．少子化が進み，大学定員が増大し，

ることなく自己点検が継続的に組織として動いてい

ため昨今では選抜機能が失われ潜在化した学力低下

る事実が重要である．ここでは，学科内での自己点

が，そのまま継続的に大学に移行し，顕在化するこ

検だけでなく，修了生，就職先，などから意見を求

となく見過ごされている．隣の大陸には日本よりも

め，分析し，その結果を教育改善に結び付ける教育

一桁以上多くの民が猛烈な勢いで成長への挑戦を始

のスパイラルアップが審査される．傾向として多く

めた．また欧米の伝統的な大学教育で鍛えられた人

のプログラムはこの活動が弱い．つまり，組織的に

たちが大勢いる．

顧客満足度を高める仕組み作りが弱いというわけだ．

こだわりがなければほぼ大学全入時代である．この

機械化とコンピュータやインターネットが普及し

これでは競争相手のある市場での生き残りは望めな

ている状況の中で，反復単純作業の仕事は急激に失

いだろう．

われた．世界的に見て円高の進んだ日本の賃金はき
わめて高く，反復単純作業に類する職場がなくなる

JABEE 審査員：企業人よ目を覚ませ

のは当然だ．甘やかし鍛える機会を与えない大人た
ちの教育制度の中に育ち，潜在的な貧乏国である大

審査チームには企業経験者を含ませる規則になっ

借金国にこれから生きていかねばならない若者は彼

ているが審査員の多くは教員である．今まで大学が

らに太刀打ちできるのだろうか．とても気の毒だ．
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■ JABEE 審査の話：産業界の視点から

人的資源しか頼りにならない日本である．義務教
育の場にも留年制度がやっと議論となり始めた．義
務教育も重要だが最重要課題は大学教育である．全
国国立大学協会では秋入学を大学教育改革としたい
との動きもある

10）

．ぜひこの会議で専門職大学院

に義務付けられている専門分野別認証評価を文部科
学省の政令として制度化してもらいたい．また，教
育の質を保証する制度を大学，大学院（修士，博士）
のすべてに義務付け結果を詳細に公表するようにし
てもらいたい．学部教育では卒論万能主義，修士課
程では修士論文万能主義，そして博士課程では博士
論文万能主義である．これらから見えるのは，指導

04
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教員の狭い研究に囲い込みをする姿である．もっと
体系的に教育し独創的な仕事ができる人材を育成す
る必要があるだろう．
最後に，紙面の都合上言葉足らずで断定的な記述
が多々あり誤解を受ける部分があるかもしれないが
お許し願いたい．
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