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本書での用語について
本書では、次の用語は同義として使用している。
ICT と IT
ICT：Information and Communication Technology と IT：Information Technology
は、「情報（通信）技術」として同義であり、基本的には IT という表記で使
用している。事業名等の固有名称には ICT を使用している場合もある。

講座と科目
講座は、科目を構成する１授業をいう場合、履修単位となる科目そのものを
いう場合、カリキュラム体系での科目の一定範囲をいう場合と様々であるが、
単位認定となる教育項目を示すものとして、科目と特に区別しないで使用し
ている。

大学と高等教育機関
本書の対象は高等教育機関（大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門
学校）であるが、その代表表記として大学を使用している。
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はじめに
評価基準活用ガイド作成の意図
文部科学省と経済産業省の産学人材育成パートナーシップの下、2009 年度に始まった産学連携実
践的 IT 教育実施支援の活動成果は毎年公開されており、さらに 2012 年度には実践的 IT 教育講座の
ノウハウの蓄積・共有・事例収集を含めて公表された。この支援活動は、産学連携体制基盤強化計
画により、自立的展開への普及と講座内容の充実を目的に進められたが、産業界が求めている能力
と教育機関が重視している教育内容のギャップは、未だ解消されるに至っていない。
何故なら、背景には個々の企業が必要とする人材の質の多様性、個々の大学が目指す教育目的と
達成目標の多様性があるのみならず、そこにかかわる人間（学習者、管理者、教師、保護者など）
の価値観が複雑に絡み合い、社会的な変化も伴って、目指すべき教育成果の問題として認識される
からである。
IT 人材の質の確保に関する企業の現状課題、大学教育における質の評価に関する現状課題につい
て議論すると、本質的な概念や用語であっても同床異夢の発言が多々ある。そこでは、
「期待する人
材の質とはどのようなものであるかが、相手に正しく伝わっていないのではないか」という危惧さ
え感じられる。このため、
「学習者が何を知り、行い、あるいは感じることが出来るようになるのか」
などの目標を第三者に正しく伝わるように記述すること、またはその成果を測定できるようにして
おくことが必要となる。それは学習成果に関する評価基準の一つである。
教育デザインで設定される目標には、評価基準が想定されている。それは、行動目標であったり、
学習目標であったり、成果の目標であったりする。また、個々の教育対象内容による目標、あるい
はコースのゴールとしての人間の能力目標などもある。それらの記述の仕方はそれぞれ異なるが、
基本的な考え方はみな同じであるといえよう。
このような教育評価の背景がある一方で、産業界が求める人材の質を確保するという本質的な目
的を達成するために、実践的講座の自立的拡大と質向上へ新たな仕掛け作りが必要であるという喫
緊の課題が浮上した。ここで、新たな仕掛けとは、実践的講座の意義を産学が共有して、双方がメ
リットを実感できる評価基準の作成と活用ガイドによる普及を目指すことであった。
評価基準活用モデルで重視したこと
上述により、2012 年度に評価基準ワーキンググループ（以下、WG という。）が編成され、新た
な評価基準の策定と、その活用モデルを作成することになった。
産学が共有できる評価基準作成では、関係者に意図が正しく伝わることが必須であり、そのため
には、「どう作るかより、どう活用できるか」に注目して検討することが重要であった。WG では、
さらに、講座の質評価は「受講学生の IT 業務への実践力向上に帰結できるため、学生の受講成果を
評価する基準とすることができる」こと、評価結果は「大学と企業で共通指標として継続的な人材
育成・IT 業務に適性ある人材の採用に活用できる評価モデルとする」こと、などを検討している。
多くの議論を経て、ここでは実践的講座で修得した IT 業務へのコンピテンシー（教育機関では、
知識・スキルを習得し、その活用成果を生み出すための行動特性となる。）を、大学教育成果の質保
証の充実対象とした。コンピテンシーの評価にはルーブリックを活用することとした。
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なお、この参照モデルには、IT に関する専門技術力やスキルなどの知的能力については、陽に含
んでいない。これらの能力は卒業時には必須であること、また大前提となる重要事項であることを
付記しておく。
活用ガイドの有効性
先にも述べたように、評価基準は個々の教育目的と学習目標に適う内容で設定すべきものである
が、産学の共通指標であるためには、目標を正しく伝えるという意味で、書き方において多少の工
夫が必要になる。それを支援するのが参照モデルであり、ここでは評価基準活用モデルがこれに該
当する。
そして、このモデルを効果的に活用するために実際に開講している講座での活用事例を提供し、
このモデルが有効であることを評価するために運用事例による検証結果も収録した。これらのモデ
ルと活きた事例を整理して、評価基準の活用ガイドを公開することが可能となった。
以下、第 1 章から第 2 章では、求められる IT 人材と新たな評価基準の必要性およびコンピテンシ
ー評価基準の策定について述べている。さらに、第 3 章から第 4 章で、コンピテンシー評価基準の
活用モデルと有効性の評価、活用に際して有用な事例を提供している。
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第1章 求められる IT 人材像とは
1. 産学連携による人材育成の取り組みと質的変化
2005 年に日本経済団体連合会（以下、経団連と略す。）から大学における IT 教育の強化に向けた
提言「産学連携による高度な IT 人材強化に向けて」が発表され、総務省、文部科学省、経済産業省
等の省庁および関連機関、学会・産業団体、企業、産学連携に積極的な大学が協力して、IT 教育の
強化に向けた取り組みを行ってきた。当初は、産業界で高度 IT 人材としてコンピュータシステム開
発で活躍するためのマネジメントスキル、技術スキルを実践力として身に着けるための教育拡充を
目的に活動してきた。
しかし近年の動向を見ると実践力の内容も変化し、求められる人材像も変わってきた。2011 年の
経団連の提言1では、上記の高度 IT 人材には「リーダーシップを発揮し最後までやり遂げる能力、
自社や業界を俯瞰できる能力、課題・リスク等を分析し対策を立案・実施できる能力といった、高
い能力」が求められるようになり、リーダー人材としての役割を担う期待が高まっている。それに
加え、「企業の業務プロセス全体を把握しながら ICT を利活用し、システム設計のみならず新たな
プロセス設計ができる人材など、上流部分で全体最適をデザインすることのできる、より質の高い、
利活用を担う人材」が必要との主張がなされた。それを受けて、表現や取り組みは各省様々である
が、そのような高度 IT 人材育成に関連する事業が 2012 年度に立ち上げられた。（図 1-1 参照）
総務省では「遠隔地間における実践的 ICT 人材育成推進事業」2を開始し、「実践的 ICT 人材」と
して社会経済の様々な分野でイノベーションを起こし、新産業・新事業の創出に資する人材を、高
度なリテラシーを有する専門的 ICT スキル保有者、デザインされた問題解決策を ICT を用いて具現
化するコンサルタントやＳＥ、社会的問題に対して ICT を利活用した解決策をデザインする事業開
発担当者の３類型に整理し、各類型の育成方法を検討、推進している。
文部科学省では全国１５大学が中心となり「分野・地域を超えた実践的情報教育の協働ネットワ
ーク」（通称：ｅｎＰiＴ）3を立ち上げ、情報技術を活用して社会の具体的な課題を解決できる人材
を育成するため、複数の専門分野・大学の学生、IT 専門家、課題を持つユーザも巻き込んだ課題解
決型学習などの実践的教育と、そのノウハウの普及展開を推進している。
経済産業省の産業構造審議会情報経済分科会では、ビジネスと IT の融合を生み出す人材を「次世
代高度 IT 人材」と表記して、新規事業の創出や新たな価値の開発に主体的に係わり、これを IT を
活用して実現させる人材の重要性を報告している。 4

1
2
3
4

http://www.keidanren.or.jp/policy/2011/096.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/joho_jinzai/
http://www.enpit.jp/
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/jouhoukeizai/jinzai/pdf/report_001_00.pdf
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これらの人材像をまとめると「市場や顧客、社会の新たな課題を発見しサービスやシステムを分
析・デザインし具現化できる人材」
、
「その手段として IT を利活用して解決策を立案・実行できる人
材」ということができる。

経済産業省 産構審・人材育成ＷＧ（融合ＩＴ人材）

図 1－1

求めるＩＴ人材像の新たな提起

2. 求められる IT 人材像と大学教育
社会や産業のイノベーションを起こす人材、新たなビジネス・システムのデザインを描く人材、
農業、医療などの他分野と IT を融合する人材など、産業界の求める人材は変化している。それに伴
い、基礎知識や専門知識の修得を目的にしてきた大学教育も、
「社会的課題を引き出し、解決のため
の新たなる事業の創出・ビジネスをデザインする実践力」、
「高度な IT のスキルはもとより、そのス
キルをどう活用、応用するかの実践力」といったような、従来の知識醸成教育からより一層実践的
な教育の拡充が求められるようになってきた。
また、そのような人材育成と表裏一体である教育成果の評価も、知識の有無だけではなく、行動
特性を含めたヒューマン的な評価が求められるようになっている。本ＷＧのヒアリングによれば、
具体的な選考方法は異なるものの、現に企業の採用では専門知識やスキルの有無だけではなく、実
践的な行動特性（コンピテンシー）を重視しているという調査結果もでており、特にコミュニケー
ション能力、問題解決能力、組織的行動力などの力が必要となっている。
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大学教育では従来、評価基準として試験やレポート等を活用してきた。これはスキル、技術をど
れだけ理解し、修得したかを評価するものである。しかし、産業界が期待する人材評価レベルはそ
れだけではなく、修得したスキル、技術を活用し成果に繋げる力である。また前述した通り、求め
られる人材像の変化により、教育内容の変革が求められている。近年、座学中心からＰＢＬを導入
する大学が増加した一因である。通常の講義・実験科目では得られない実践的な力（課題解決能力、
プレゼンテーション能力、論理思考力、モデリング能力、デザイン力など）を身に付けることが期
待できるからである。
現状の大学教育では、スキル、技術、課題成果等の評価基準は、伝統的な手法により安定して実
施されているものの、実践的な行動力の評価は教員個々の裁量に委ねられており、未だ統一的な評
価基準となってはいない。一方、産業界ではこの実践的な力はＯＪＴにより継続的に醸成されてい
る。本ＷＧの活動では、この実践的な行動力の評価基準を作成し、産学連携による実践的教育で活
用することで、産業界の期待する人材の教育機関からの輩出を促進するツールを提供したいと考え
ている。

図 1－2

求める人材像の概念整理と大学教育
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第2章 人材評価基準の現状と新たな方向性
1. 新たな人材評価基準の必要性
第１章で述べたように、これからの IT 人材は、いわゆる特定分野の IT スキルを修得しているだ
けではなく、『課題を解決できる』『解決策をデザインできる』ことが強く求められている。実際に
教育界でも、従来の知識修得型講義から、より実践的なスキルを修得できる教育形態（PBL 等）に
取り組んでいる事例も増えている。
一方、産業界（企業）においても、新卒採用に際し、専門性（IT）の知識、スキルの修得レベル
と同等以上に、
『問題（課題）解決力』等のいわゆるコンピテンシーを重要な評価基準としている。
これは、技術革新のスピードが増し、専門性スキル自体が常に変化・進化しているためと、知識・
スキルをより高いレベルに引上げるためには、それを促すためのコンピテンシーが伴わなければな
らないと認識されているからである。
このことは、IT 人材白書 2013 年版（図 2-1 参照）でも明らかになっている。産業界が教育機関
に重視してほしい教育と、教育機関が重視している教育が近づいており、かつ、その重視する項目
には、
「コミュニケーション能力」
「問題解決力」
「文章力・文章作成能力」
「チームワーク・協調性」
等の一般的なコンピテンシー項目が、
プログラミング技術等の専門性スキルの上位に位置している。

産業界（IT 企業）が教育機関に重視してほしい教育と教育機関が近年重視している
教育の比較 （左：IT 企業／右：教育機関）
0%

25%

50%

コミュニケーション能力

75%

0%

100%

25.5%

プログラミング技術

22.2%

24.7%

文章力・文書作成能力

20.1%

プログラミング技術

19.2%

要求分析

12.1%

語学力

15.1%

プロジェクトマネジメント

11.7%

情報セキュリティ

13.4%

11.7%

将来の仕事やキャリアに対する理解促進

ソフトウェア開発プロセス

11.3%

将来の仕事やキャリアに対する理解促進

9.8%

ソフトウェア開発プロセス

9.2%

システム設計

9.0%

システム設計

8.8%

情報セキュリティ

8.2%

プロジェクトマネジメント

8.8%

語学力

6.9%

ソフトウェアテスト
大規模データ解析

0.7%

その他

2.1%

無回答

図 2－1

要求分析

5.1%

6.4%

N=564

3.3%

ソフトウェアテスト

1.7%

大規模データ解析

1.7%

その他

2.1%

無回答

100%

29.3%

チームワーク・協調性

30.7%

チームワーク・協調性

75%
59.4%

問題解決能力

42.6%

文章力・文書作成能力

50%

コミュニケーション能力

61.2%

問題解決能力

25%

9.2%

N=239

産業界（IT 企業）と教育界の教育重視項目比較（IT 人材白書 2013 より抜粋）
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ところが、産業界、教育界共に同じ方向性を持ちながら、その人材を評価する共通の基準を持ち
合せていないのが現状である。
具体的には、専門性知識の修得レベルは、いわゆる成績表により、どのような講義を受講し、ど
の程度の成績なのか、言い換えればどのような専門性を修得したかを企業は（ある程度）知ること
ができる。また、IT の知識・スキルのレベルを測るものとして、情報処理技術者試験や ACPA（特
定非営利活動法人 実務能力認定機構）スキル認定等があり、在学中に取得の有無を知ることができる。

ただし、より重要となっている『問題（課題）解決力』等のコンピテンシーに関しては、就職面
接（という限られた時間）の中で確認するしかないのである。教育界から見ても、産業界が専門性
のみならず、コンピテンシーを重要視していることは理解していても、それを学生に認知させ、教
育カリキュラムの中で育成し、その結果を産業界（企業）に「見える化」する取組みは、まだ限定
的であると言わざるを得ない。
本章では、人材評価基準の現状を再確認し、産学が共通で活用できる人材評価基準の方向性を示
すこととする。
なお、人材評価に関連するキーワードとして、
「知識」
「スキル」
「コンピテンシー」の本書での定
義を表 2-2 示す。
表 2－2
用

語

キーワード用語の定義
定

義

認識・理解すること。また、ある事柄などについて、知っている内容
知

識

〇知っているからといって活用できるとは限らない
〇学習または経験から獲得することが可能

スキル

物事を行うための能力や技能。知識を持ち、実際に活用できること
〇実際の経験、あるいはそれに近いトレーニングにより修得することが可能
知識・スキルを活用して具体的な活動成果を生み出す、特徴的な行動特性

コンピテンシー

〇自覚によって変化し、経験・訓練によって修得することが可能
注）特に将来、産業界（IT 業務）での業務成果発揮に結びつく学びの姿勢にフォーカス

2. 一般的な評価基準について
上記で定義した知識・スキル・コンピテンシーの視点から、一般的な評価基準と比較し、当コン
ピテンシー評価基準の特徴を確認することとする。
IT 業界においては『情報処理技術者試験』が技術者のスキルを測る基準として一般的である。情
報処理技術者としての「知識・技能」が一定以上の水準であることを認定している国家試験である
ため、その取得を推奨する企業も多く、採用時の考慮項目としている場合もある。幅広い観点から
試験問題が出題されるため、
「知識・技能」が一定以上の水準であることの保証として有用である。
同様に『ACPA スキル認定制度』も、個別の講座履修により修得されたスキルを、IT スキル標準
（ITSS）に準拠して第三者機関としてレベル認定する仕組みとなっている。
このように、知識・スキルを評価する基準は、産業界・教育界である程度共通の尺度が認識され
ている。
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一方、知識やスキルだけではなく、それらをうまく活用していく力が重要であるとし、
『社会人基
礎力』という概念が経済産業省からも提唱され、その活用・普及への取り組みも実施されている。
『社会人基礎力』で定義されている「３つの能力/１２の要素」は、一般的なコンピテンシー項目と
して挙がる項目であり、当 WG の検討においても参考としたものである。
本 WG では、このコンピテンシーを人材評価基準の中核と定め、産業界と教育界を結ぶ共通言語
にすべく、コンピテンシー項目の検討とルーブリックを活用した「評価の見える化」を目指すこと
とした。

3. コンピテンシー評価基準の狙いと考え方
ルーブリックを用いたコンピテンシー評価基準を導入する目標は、前述の『産業界と教育界を結
ぶ共通言語にすべく、コンピテンシー項目の検討とルーブリックを活用した「評価の見える化」』で
ある。その目標の達成を通じて、習得したスキルを活用し、新たな創造を行い得るコンピテンシー
（行動特性）を具備する人材を高等教育機関が体系的に育成する段階に進むことが狙いとなる。な
お、コンピテンシーの評価は発現する行動をもとに行うので、単独では発現しにくい体系化された
知識などの点検・評価が可能かどうかは、十分な留意が必要である。
高等教育機関でのルーブリックを活用したコンピテンシーの点検・評価は、わが国より欧米が先
行している。米国では、小学校からルーブリックを活用し、D-School（Design School）など大学院
レベルでの議論・応用力の育成・教育につなげている。また、
「産業界と教育界を結ぶ共通言語」と
いう観点では欧州地域の取組が興味深い。国をまたいだ高等教育機関への進学や就職が一般的な欧
州地域では、異なる制度で教育を受けた卒業生が習得した成果を共通尺度で明示する必要性が高い
ことから、Bologna Process - European Higher Education Area (EHEA) 5の下で、コンピテンシー評価を
推進している。
本 WG では、参考となる国内外の様々な先行事例のうち、中央大学理工学部が 2008 年度から推
進している「段階別コンピテンシー育成教育システム」を評価基準策定の主たる参考資料とした。
中央大学理工学部ではそれぞれの学科が育成を目指す人材（卒業生または卒業後数年後の人材像）
が具備すべきコンピテンシーを、6 種類 28 キーワード＋学科別の 1 種類 5 キーワードの合計 7 種類
33 キーワードで定義し、これらを問題行動から卓越行動までの 5 段階でルーブリック化した。そし
て、このルーブリックをもとにした科目設計、教育内容の改善などを含む FD を行っている
（http://www.ise.chuo-u.ac.jp/ISE/outline/Gmajor/competency/competency.pdf）
。
また、中央大学全体では「知性×行動特性」学修プログラムとしてコンピテンシー育成に取り組
んでいる （http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/competency_pro/）。この中で Web 上のコンピテンシー
自己点検システム「C-compass」を導入し、学科別を除く 6 種類 28 キーワード 5 段階のコンピテン
シーのルーブリックを中央大学学生が自己点検し、学生自身の気付きやより高い目標設定を促して
いる。

5

http://www.weforum.org/best-practices/talent-mobility/bologna-process-european-higher-education-area-ehea
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コンピテンシー評価（評価の前段階である点検や情報収集を含む）にあたっては、評価の主体（誰
が）
、対象（何を）
、時期（いつ）、機会（どこで）、方法・負担（どうやって）への留意が必要であ
る（表 2-3 参照）。特に教育担当者である教員の負荷を高めたり、知識やスキルの習得機会を奪うよ
うな評価は教育現場に導入困難であり、また導入できても継続できなかったり、他の教育機会への
波及が期待できない恐れが高い。
「評価のための評価」ではなく、社会（産業界）が学生・卒業生の
資質を的確に判断可能な指標や評価方法であること、教員や教育機関にとって教育効果を確認可能
でさらなる教育改善につなげることができること、そして学生・卒業生自身にも気付きの機会と向
上への意欲を抱かせるような工夫が必要である。
表 2－3

評価の属性

コンピテンシー評価の属性と狙い

ルーブリック・モデルの
コンピテンシー評価

狙い

①誰が評価する

科目の学習行動についての学生の自

主体的な自己実現へのモチ

（評価主体）

己評価を踏まえ、教員が最終評価

ベーションを高める

②何を評価する
（評価対象）

③いつ評価する

教育体系の中での各科目の学習目標
に応じて設定した、修得すべきコンピ
テンシーのレベル到達度

・科目開始時に修得目標の説明と個人
の具体的行動目標を設定

（評価のタイミング）

④どこで評価する
（評価機会）

⑤どうやって評価する
（評価の負荷）

・行動記録を基に中間・終了時に評価
(教室内)受講中の態度やの取組姿勢、
グループワークへの貢献度など
(教室外)宿題やレポート提出など

・学生本人の行動記述を基に、教員・
ＴＡが観察して確認
・場合によっては面談で補足

自己の行動目標に対する具
体的な行動事実を記述し、発
揮された能力を客観的に判
定する訓練にもする

ＰＤＣＡサイクルを有効に
回し、教育効果を高める

教育現場で評価し、育成方法
の改善に活かす

習得した知識・スキルの従来
評価に加えての評価なので、
教員の運用負荷を極力小さ
くして、継続を可能とする
大学からの出口である企業

⑥未来につながるか
（評価の改善効果）

気付きと主体性の醸成、自覚による成

の採用面接項目にも連動し

長意欲がスキルの応用・新たな創造へ

得る（共通項目化）

のエンジンになる

産学で連動した人材育成の
指標としての拡大性
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4. コンピテンシー評価基準の策定
評価基準作成の目的は、産業界が求める人材の具体的なコンピテンシー要件（参照モデル）を明
示し、それに基づいて大学による自立的な実践的講座の企画・実施を拡大することで、人材を輩出
する基盤とすることである。
本節では、コンピテンシー評価基準策定の考え方と評価項目の設定について述べる。

4.1 活用モデル策定の考え方
大学教育においてコンピテンシー評価基準を活用して教育講座を担当する教員が、いかに広い範
囲で活用できるか、いかに多様なテーマで活用できるか、に焦点をあててコンピテンシー活用モデ
ルを策定した。
大学での教育講座は多岐に亘り、講座テーマに応じて、学習目標レベル、修得スキル、実施形態、
対象人数（受講学生数）は異なる。各要素の組み合わせをパターン化したイメージを表 2-4 に示す。
全ての講座を同じ評価項目により、受講学生のコンピテンシー・レベル到達度を評価することは非
現実的である。その講座の学習目標レベルに応じて、教員がコンピテンシー評価基準を柔軟に活用
できることがポイントになる。そこで、コンピテンシー評価項目は参照モデルとし、講座に応じて
育成したい学生の能力目標を選択、追加、カスタマイズなど行って、実効性ある継続運用となるこ
とを期待している。
これにより、講座の育成目標を明確化すること。さらに、講座をより一層効果的なものとするた
めに演習や実際の応用シーンを工夫することを狙いとしている。
表２－４

講座のパターン分類
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4.2 評価項目の設定
コンピテンシー評価項目を表 2-5 に示す。この評価項目表の大項目の６分類は、大学全体、学部
全体などで実際に運用されている先行的な実施例や、本 WG メンバーの企業各社における実例・意
見をもとに設定したものである。
また、
「コンピテンシー：基礎的能力を土台にして、具体的な実務において、成果に結びつけるこ
とができる行動特性・態度」という定義範囲から、IT の技術的な知識・専門能力については項目に
入れていないこと、
「産業界が求める人材」という視点から、ビジネス現場をイメージした記述にな
っていることに留意いただきたい。
以下に、評価項目表の大項目６分類について、その意味合いや、項目設定理由について説明する。
コミュニケーション力；他者との意思疎通を効果的に行うことができる能力
あらゆる組織のプロジェクト作業や業務遂行において、一人だけで職務が完結することはなく、
必ず他者・他グループと意志・感情・思考を伝達し合うことが最も基本となることである。特に、
複雑化・グローバル化する社会において多様な価値観を持つ人たちとコラボレーションする上で、
相互に情報を正しく伝達し共有できるかどうかにより、プロジェクト成果に大きな差異が生じる。
最近の若者には「コミュニケーション能力が足りない」という批評を聞くことがあるが、能力
が足りないのではなく、他者と出会う機会がかなり少なく、気のあった仲間としか「会話」を交
わさない環境におり、ただ単に、
「対話」の能力を身につける機会が少ないに過ぎない。このよう
な異質な人との対話やコラボレーションを行う機会を多く設定することが重要である。
問題発見・解決力；課題を自ら考え抜き明確化して、解決策を実行できる能力
複雑化・多様化する社会・ビジネス環境下で、自ら観察･質問などの手段を駆使し課題を発見
し、その解決を目指してイノベーションを起こすことが益々求められる。それには、課題が与え
られるのを待つ人でなく、IT の活用等により「課題発見」、
「革新的アイデア」を生み出せる人材
が益々重要になっている。
さらに、論理的思考により課題を分析し、解決策を筋道を立てて立案し、実践につなげていく。
そういう一連の段取りを準備し、課題解決を実行していくプロセスを身に着けていることが、プ
ロジェクトを成功させる上で不可欠な能力である。
知識獲得力

；継続的に学習を続け、学んだことの実践からさらに自己成長する能力

インターネット社会では、誰もが一生学び続け自己成長を図ることが必要不可欠である。学ぶ
内容も、大学で学ぶ専門領域や職務で学ぶ知識に留まらず、常に自分自身で必要と思われる分野
を学び、自らの領域を広げていく知的好奇心が求められる。なぜなら、問題設定そのものを自ら
行わなければならないからである。また、決められた解が存在しない時代にあっては、理系の専
門知識だけでも、文系の社会的知識だけでも、解は出てこない。つまり、既存の枠組みを一歩も
二歩も踏み出さなければ、対応できないからである。
さらに、自分自身が自律的に学習し成長できる方法そのものも日々改善し、学び方のスタイル
を構築していく必要がある。
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組織的行動能力

；他と協調しながら、チームとして成果を出すことに貢献できる能力

職務の実行は決して一人では完結できるものではない。多くの部門・プロジェクト関係者と的
確なコミュニケーションを行い、協働作業で進めていくことが多いため、
「チームプレイ」が必要
不可欠。それには、チームの多様なメンバーと目標を共有し、自身の役割をしっかり認識して主
体的な行動を行えること。さらには、プロジェクト全体の目標達成に向けて、メンバー相互に知
恵を結集し課題解決を図ることが求められる。
自己実現力

；社会において自分が大切にする価値観を認識して、ありたい姿を目指して、目標
設定から日々の実践にいたるまでの主体的行動力

通常、コンピテンシーとは職務を果たすための業務遂行能力のことである。しかし、長いキャ
リア人生では、学業・仕事以外に家庭、地域、社会貢献なども含めて自身の人生の意義やビジョ
ンを考えていくことが幸福につながる。そこで、今回の評価項目表には、生涯のキャリアにおけ
る自己実現を如何に図るか、を含めることとした。
多様性の理解

；異なる価値観・文化・専門領域などを理解・受容する能力

これからのグローバル人材にとって重要なことは、「人間としてお互いの尊厳を大切にするこ
と」
「お互いが生きてきた歴史や文化の違いを善悪の判断なしに理解すること」そして、「自分の
言いたいことをはっきり主張し、相手の言い分もしっかりと聞くこと」が重要である。それは、
同質の価値観にこだわるのではなく、さまざまな違いを尊重して受け入れながら積極的に生かし
ていくことが、社会全体に活力をもたらすからである。
コンピテンシー評価項目の到達レベル設定について
ブルームのタクソノミー（教育目標分類学）では、認知的領域を以下の６レベルに体系化してい
る。
①知識（Knowledge

）；知っている

②理解（Comprehension）；意味を理解し、説明できる
③応用（Application

）
；学習した知識を現実の課題に使える

④分析（Analysis

）
；問題を要素に分け、其々を構造的に分析できる

⑤統合（Synthesis

）
；要素に分けて分析した結果を統合し、新たな価値を生み出す

⑥評価（Evaluation

）
；現実に直面する問題に対し、効果的な判断を下せる

大学での学習目標レベルの設定が、このタクソノミーの概念に準拠していることを前提に、本
WG では、各コンピテンシー項目の到達レベルを設定するにあたり、レベルを３段階程度にするこ
とが実際の運用を考慮すると適切であると判断した。
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到達レベルの３段階は以下の通りである。
レベル１：基本行動（上位者の指示・ガイドを受けて実行できるレベル）
・このコンピテンシー項目の領域についての基本的な知識、スキルを有し、上位者の具体
的な指示に基づき、比較的定型的な業務を行えるレベル
・定められた手順を理解し、手順どおりに業務を遂行できるレベル
・ブルームのタクソノミーとの関連：ほぼ①知識、②理解

に相当

レベル 2：自立的行動（自分自身の判断で主体的に実行（一人で）できるレベル）
・このコンピテンシー項目の領域についての応用的な知識、スキルを有し、自身で優先度
や最適な手法を見極めながら、独立して、高品質の業務を行えるレベル
・自律的に該当する行動を遂行し、アウトプットに信頼性があり、安心感を持って任せら
れるレベル
・ブルームのタクソノミーとの関連：ほぼ③応用、④分析

に相当

レベル 3：卓越行動（高い能力を有し、他者に指導・アドバイスし、付加価値を提供できるレベル）
・このコンピテンシー項目の領域についての高度な知識、スキルを有し、プロジェクトの
関係者をリードしながら、付加価値を提供できるレベル
・課題・業務の本質を捉えて自律的に行動し、グループメンバー等に適切なアドバイスが
できるレベル
・ブルームのタクソノミーとの関連：ほぼ⑤統合、⑥評価
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に相当
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多様性の理解

自己実現力

組織的行動能力

知識獲得力

問題発見・解決力

概

要

2. 自立的行動（独力で完結させる）

3. 卓越行動（アドバイス等の付加価値）

教育目標

□
□
議論する場面で必要なプロセス（テーマ、目的、メンバー、議論手 議論する会議の運営プロセスのデザインを独力で行い、議論の
法など）についての概略を理解し、上位者の指導で会議の運営を 準備～議論のまとめまでを一貫して進めることができる
進められる

□
□
□
問題点の原因を分析するための方法やツールなど、課題分析に 独力で、問題点の原因を深堀りしてその因果関係を構造的に整 様々な課題について本質的な課題解決につながる課題分析を
かかわる基本的な知識・プロセスを理解できる
理・分析することができる
行った経験があり、他人の課題分析に対する具体的なアドバイス
を行うことができる

□
検討すべき大枠だけで、何が課題か曖昧な状況の時、課題の背
後にある原因を主体的に調査し、現場の観察やインタビューを通
じて潜在的な問題点を明確化するプロセスを理解できる。
複雑でないテーマについては新しい課題を発見することができ
る。

□
多人数で多少複雑なテーマの議論の場であっても、議論を効果
的に進めることができる

□
□
□
教えられた適切な手段・方法を理解し、正しい文章の記述ができ 他人に正しく伝わるように、考え工夫し論理的な文章表現を独力 相手に対しわかりやすく説得力のある文章・ドキュメントを作成で
る（文章作成の基礎知識を習得）
で完成することができる
き、他人の文章に対する改善ポイントの指摘もできる

□
相手の意見あるいは記述された文章を正しく理解した上で、相手
の意見と文章を総合的に受け取った上で、必要な場合には相手
の立場に立って適切な質問・インタビューにより、相手の意見を十
分に理解・把握することができる

目標の設定／到達レベルの確認 （該当するものを選択する）

座

目標達成のために必要な日常生活の管理とストレスコントロールを行い、適時
的確な行動を取る

普段から新しい目標を求めており、自分で設定し道筋を立てて達成しようと努力
する。改善のための工夫をする

国境、人種、文化、専門の壁を越えて、多面的なコミュニケーションをとる

達成志向

グローバル
コミュニケーション力

自らを高めるための適切な目標を設定する

目標設定力

自己管理力

共通の目標を達成するためにお互いの考えを尊重し、信頼関係を築くような行
動をとる

□
異なる文化や価値観に対する基本知識を持ち、相手のことを理
解・尊重する大切さを認識できる

□
自分自身の日頃の基本行動（時間を守る、約束を守る、目標を
意識する、疑問点を質問する等）を自分でコントロールする重要
性を理解できる

□
チーム、組織の目標を達成するために個人の役割を理解し、当事者意識を持っ チームや組織の目標を達成するために個人の役割を理解し、組
てチームとして行動する
織的行動を行う上での基礎知識（チームの目標、組織編制、行
動規範など）を保有、,主体的な行動をとれる
物事に対して自分の意志・判断で考え、自分から進んで行動する

学んだ知識や自身で経験したこと・気づきなど全体の関係性を整理し、単なる知
識の断片にとどめないで、新たな知恵を生み出すための知識化の作法を習得
する

□
社会・人生の中で自分自身の価値、人生におけるビジョン・想い
を明確に意識し、チームや組織の中で、思いを実現するための実
践を継続的に行うことができる

□
チームや組織の目標をメンバーと共有して設定することができ
る。
また、チームの目指す方向（ビジョン）を共有し、目標を達成する
ために率先して行動できるだけでなく、チームの協力を得て課題
解決を効果的に進めることができる。(チームリーダーの立場で実
践）

□
左記に加えて、幅広い分野から知識を集約するための人的ネット
ワークを形成し、幅広い課題に応用できるように知識を絶えず組
み替え，ノウハウにすることができる

□
□
自分とは異なる文化や価値観の相手のことを理解・尊重する姿勢 多様な文化や価値観からなるチームの中で、コミュニケーションを
を示すことができ、その人たちとチームとしての課題共有・コラボ 取り、チーム全体の目標達成に貢献することができる
レーションを行うことができる

□
チームへの貢献やワークライフバランスを意識した高い目標を立
て、その実現にむけてPDCAのサイクルをしっかり回す行動を実
践できる

□
チームや組織の目標を達成するために何をすべきかを複数の視
点から捉えることができる。
個人の役割を全うだけでなく、お互いの考えを尊重し、信頼関係
を築いて行動できる。(チームのサブリーダーの立場で実践）

□
□
専門知識のみならず人文社会に関するものも含めて、幅広い分野で知識やノウ
課題（テーマ）に対する情報・知識を上位者の指示を受けて幅広く 絶えず、世の中、社会の動向に対しアンテナを高くして情報収集
ハウを習得する
収集し、関連する分野の知識や人からも学習して、知識の整理 を行い、課題解決に活用できる形で、知識の蓄積を実践すること
ができる
ができる
入手した知識やノウハウを関連付けて活用する

□
□
□
問題点の原因に対し、それを解決する方策を複数立案し、その中で解決につな 課題解決策の立案をするプロセスと進め方について基礎知識を 課題解決策を導く論理プロセスを十分理解し、チームメンバー／ 複雑な課題であっても、その解決に向けた最適なアクションプラン
持っている
他者等、課題関係者にも協力してもらい、適切な解決策を独力で
を代替案も含めて評価し、関係者の納得する実行計画にすること
がるものを選択し、アクションプランを導く（解決のプロセス全体を論理的に思考
立案できる
ができる
し実践する）

課題の因果関係を理解し、真の原因を見出し、その本質を整理する

協働

主体性

役割認識
（チームワーク）

知識創造力

応用力

学習力

解決策立案力

課題分析力

課題発見力

議論の目標を設定し、それに合わせて効果的な議論を進める

議論力

講

□
□
相手の意見（あるいは指示）に耳を傾ける、あるいは文章を理解 具体的な指示を待たなくても、自分で記述された文章や図表を探
するための基本的な理解力を有する
して読む、あるいは、必要な人からインタビュー等により相手の話
を聴いて、内容を理解できる

1. .基本行動（指示を受けて）

評価項目表（参照モデル）

□
□
与えられたテーマに対し、そのテーマに関連する問題点を複数あ あるテーマに関する問題解決を図るのに、何が問題なのか、原因
現状と目標（あるべき姿）を把握し、その間にあるギャップの中から、解決すべき げて、上位者の指示の下で重要な問題点を見つけていくプロセス を深く追求し、本質的な問題を発見するプロセスを独力で実践で
課題を見つけ出す。
を理解できる
きる
現状の問題点自体が明確でない場合も、顕在化している問題や現場観察から、
新の課題（テーマ）を見出す。

正しい文章で他人が理解できるように記述する

記述力

記述された内容を正しく理解する

読解力

内容・キーワード（定義）

講 座 名

相手の意見を丁寧に聴き、正しく理解し、受け止める

項目名

学年・人数

傾聴力

評価項目

コミュニケーション力

分 類

大学・学科

表２－５
コンピテンシー評価項目表（参照モデル）

第3章 コンピテンシー評価基準の活用
本章では、第 1 章で述べた産業界の求める人材の輩出を加速すべく、
「実践的講座の自立的拡大・
質向上に資する」、
「産学が共有できる実践的講座の評価基準」として作成したコンピテンシー評価
基準の活用目的を述べるとともに、目的に沿った大学での活用場面、企業での活用場面のイメージ
を提示する。

1. コンピテンシー評価基準の活用目的
大学の出口と企業の入口における人材のマッチングを円滑するため大学と企業のシームレスな評
価モデルとして活用することを目的とする。大学と企業の活用目的はそれぞれ「大学での継続的な
人材育成」
、「企業採用時の学生評価」にて以下に記述する観点で活用する。また、活用する際の評
価モデルは、大学での教育成果の質保証として実践的講座で修得した「IT 業務へのコンピテンシー」
を評価するための評価項目表（ルーブリックモデル）である。

大学での継続的な人材育成
 授業への取り組み姿勢とモチベーションの向上を図る
 目標管理的な主体的自己成長を促す行動変化への気づきと改善を促す
 企業への就職活動の成績評価の補足資料とする

企業採用時の学生評価
 産学共通の評価資料として活用する
 採用面接での人物理解の基礎資料として活用する
 将来の伸びを期待し得る人材の選考に活用する
コンピテンシー評価基準の活用目的を図 3-1 にまとめる。

図３－１

コンピテンシー評価基準の活用目的
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2. コンピテンシー評価基準の活用場面のイメージ
評価基準の活用場面として、大学では継続的な人材育成を行うために「教育の目標管理」として
実践的講座の開始時から達成度評価までのプロセス（ＰＤＣＡ）について例示する。また、企業で
は採用時の面接での人物理解を促進する「就職活動時の資料」として学生が企業に提示する成績表
とコンピテンシー評価表の活用について例示する。

2.1 教育の目標管理
教育の目標管理を運用する際の「前提」と「プロセス」について記述する。

「教育の目標管理」プロセスの前提
① 評価対象講座
・科目カリキュラム体系の中での位置づけを明確にした上で、IT 技術者を目指す学生向けの個別
講座を基本とする
② 評価のタイミング
・各科目の終了時とする
③ 基準活用のタイミング
・就職活動時に企業に提供し得るものとする（例：成績表を企業に提出する時）
④ 評価対象者
・当初は産学連携実践的講座の受講生に限定する
⑤ 大学での学生評価の内容と方法
・知識・スキルに関する評価（相対評価・絶対評価）に加えてコンピテンシー評価とする
・座学・演習・プロジェクト型演習・キャリア教育などでの共通評価とする
・評価は個別科目ごとの評価とする

「教育の目標管理」プロセス
教育成果の質保証には、講座の学習目標レベルに応じて修得すべきコンピテンシー項目と修得目
標レベルを教員が具体的に設定し、次のプロセスを実施することが重要となる。
①講座開始時は、教員の指示に基づき、学生が講座受講後のコンピテンシーの各項目に対する達成
レベルの理解と学生自身による目標設定ができていること
②講座実施中は、学生は目標に沿った行動を記録すること、教員は学生の行動の観察や行動の記録
に関する気づき事項を記録すること
③講座終了時は、学生は各項目の達成レベルに自己評価を行うこと、教員は学生の自己評価と実施
中に書き留めた気づき事項を基に達成レベルの評価と理由を記入すること
④達成度評価時は、教員と学生がコンピテンシーの各項目について個人面談などの機会を通じ教員
が評価した結果をフィードバックし、学生の継続的な成長に向けた指導を行うこと
また、教員自身も面談を通じて気づいた事項を講座の教育改善に活用すること
目標管理プロセスの概略フローを表 3-2 に示す。
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表３－２

教育の目標管理

概略フロー

次に目標管理に使用する「コンピテンシー評価項目記入シート」の例を表 3-3 に示す。
表３－３

コンピテンシー評価項目記入シート例
講座名（

評価項目

）

氏名（

）

記入年月日（

）（

）

目標の設定／到達レベルの確認 （該当するものを選択する）
内容・キーワード（定義）

分類

項目名

1. .基本行動（指示を受けて）

傾聴力

他人の意見を聞き、正しく理解し、尊重する

読解力

記述された内容を正しく理解する

現状と目標の設定

□
相手の意見（指示）に耳を傾け、内容を正しく理解することができる

2. 自立的行動（独力で完結させる）

3. 卓越行動（アドバイス等の高付加価値 ）

□
□
指示されることなく自ら記述された文章や図表を探して読み、内容を正しく 相手の意見あるいは記述された文章を正しく理解した上で、相手の意見
理解できる
と文章を総合的に受け取った上で、必要な場合には相手の立場に立って
適切な質問・インタビューにより、相手の意見を十分に理解・把握すること
ができる

①現状の該当レベルを■にする
②目標レベルの□に✔を記入し、目標とする具体的行動を記述

到達レベルの確認 到達した該当レベルを◆にし、具体的行動を記述
コミュニケー
ション力 記述力

議論力

現状と目標の設定

正しい文章で他人が理解できるように記述する

□
□
教えられた適切な手段・方法を理解し、正しい文章の記述ができる（文章 他人に正しく伝わるように、考え工夫し論理的な文章表現ができる
作成の基本を習得）

□
適切な手順・手段を用いてわかりやすく説明した上で、自分の意見を効果
的に伝えることができる

議論の目標を設定し、それに合わせて効果的な議論を進める

□
□
□
議論する場面で必要なプロセス（テーマ、目的、メンバー、議論手法など） 議論する場の設計を主体的に行い、議論の準備～議論のまとめまでを効 ステークホールダーが多く、複雑な課題解決を目指す議論の場などの最
についての概略を理解し、上位者の指導で会議の運営を進められる。 果的に進めることができる。
適デザインを行い、効果的な進め方をおこなうことができる。また、議論の
進め方を他者に指導できる。

①現状の該当レベルを■にする
②目標レベルの□に✔を記入し、目標とする具体的行動を記述

到達レベルの確認 到達した該当レベルを◆にし、具体的行動を記述

Ｐ：講座開始時（目標の設定）
「現状と目標の設定」欄に教員の指示した、この講座で修得目標とするコンピテンシー項目の標
準記述に則り、学生が現状レベルの確認と自分自身の言葉で行動目標レベルを記述する
Ｃ：講座終了時（到達レベルの確認）
「到達レベルの確認」欄に学生自身が、講座の知識・スキル習得を通して実際に行った行動の記
述を行い、到達レベルを自己評価する
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2.2 就職活動時の補足資料
大学と企業のシームレスな活用を前提に、学生が企業の採用活動時にコンピテンシー評価を補足
資料として提出する際の、成績表とコンピテンシー評価表の最終的なモデルを図 3-4 に示す。

（＊赤字が成績表へのコンピテンシー評価の付加部分）

図３－４

成績表とコンピテンシー評価表の関係図

 「コンピテンシー評価シート」を総括的な「コンピテンシー評価表」にまとめたものを、学生
自身が応募資料に添付して、自己紹介資料としてアピールできる
 企業の人事は、応募学生の人間力の理解や評価・確認のために、面接時に利用できる
 提出された評価資料と、面接時に企業が評価した結果とが乖離している場合には、その事実を
企業から大学にフィードバックすることが期待できる

採用面接での人物評価資料としての活用法
企業の採用時評価での活用法を、図 3-5 に示す「IT 業務の面接調書モデル」の一般的な選考ステ
ップに沿って説明する。
①選考ステップの前半（エントリー、会社説明会、適性テスト等）
・基本項目として学業成績、研究テーマ、情報系スキルの取得資格、語学力、プログラム作成経
験等の客観的な情報を学生から提出させ、技術力（知識・スキル）の判定情報とする
・適性テストは、知的能力や資質・性格特性等の人間性として変わらないものが中心である
②選考ステップの後半（グループ討議、個人面接等）
・対面型の会話により人間力（コンピテンシー）を考察し、求める人材像・自社の職務に合うか
どうかの判定情報とする
・事前の客観的情報がないので、限られた面接時間での学生の説明・対話能力に基き、その力量
を面接者が判定する
上記、②選考ステップの後半において、学生が大学の授業を通して修得したコンピテンシー（行動
特性）項目が、大学教員認定の客観的情報として成績表と共に提出されれば、グループ討議・面接
の場で人物評価する題材として、また評価をより適正に効率的に行う有効な資料となる。

3-18

選考ステップ（例）

面接調書モデル
区分

Ｗｅｂエントリー

成 績

優

良

可

不可

学部
大学院

研究テーマ

基 得意な学科
会社説明会

本
項
目

適性テスト
知的能力とパーソナ

適性テスト

知的能力

ＳＥ適性

性格適性・志向性

適性テスト
ＩＴパスポート

資 格

リティ傾向を判断

基本情報他
その他

プログラム

言語

Ｊａｖａ

Ｃ／Ｃ++ ＶＢ(.NET) COBOL

作成経験

ステップ数

未経験

100 未満 101～１K １K 以上

複数名のテーマ討議

グループ討議

区

評価者が観察

分

所

見

基本能力・基礎知識

個人面接

専門技術力・スキル

技術中心面接
面接官は事業ライン

判
定

幹部面接

人物中心面接

項

面接官は経営幹部

目

責任感・熱意
問題分析・解決力
ストレス耐性
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・協調性

内

定

自律性（自立性）

図３－５

企業の採用時評価項目のモデル

一般的に面接での合否判定項目には、職務遂行に必要な基本知識や専門スキルの他に、コミュニ
ケーション力、自立性や問題解決力などのコンピテンシー項目が設定されている。選考ステップが
最終段階に近づくほど、面接により、事業活動の将来を担う人材としての人物力量の評価ウェイト
が高まると考えられる。
そこで、面接での判定項目と大学から提出される評価項目の一致性が高ければ、大学での人材育
成成果と企業の求める人材選考基準がシームレスに繋がり、より効果的な人材活用の基礎資料とな
るものと考えている。
企業においても、限られた採用面接時間での人物確認の深堀に活用できる。
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3. 大学でのコンピテンシー評価モデルの活用法
第２章４.1「活用モデル策定の考え方」で述べたとおり、設定したコンピテンシー評価項目は参
照モデルであり、全てを適用する必要はない。講座に応じて育成したい学生の能力目標を選択、追
加、カスタマイズなど行って、その講座の育成目標を明確化することから始まる。指導教員は学生
にコンピテンシーの重要性に気付かせ、自覚的に伸ばすように指導することになる。
（1）基本的な実施法
実施の際には、先ず学生にコンピテンシー評価の意義をきちんと説明することが肝要である。講
座開始時にガイダンス等で十分にコンピテンシーの重要性を周知させ、コンピテンシーは長期的か
つ継続的に育成する必要があること、科目によってコンピテンシーの目標が異なること、自分で適
切に目標を設定して自覚的に伸ばすことの大切さなどを理解させる必要がある。
また、選択した評価項目のレベル記述についても、参照モデルをそのまま利用するのみならず、
講座の実態に即して、学生に分かりやすくレベル記述（標準記述）を書き改めることも必要である。
講座の開始時に、標準記述を基に現状の自己評価と目標設定をさせる。講座の終了時に項目毎に
到達度レベルを評価させ、コンピテンシーの変化を評価することが基本である。コンピテンシー評
価を集約し、科目間で共有できれば、講座開始時の評価は必ずしも必要ないかもしれない。事実、
科目ごとにコンピテンシー評価のための時間を割くと全体として無視できない時間消費となる。そ
れはスキル習得に負の影響を与える可能性もある。しかし、長期的な視点に立てばコンピテンシー
評価の意義は大きい。よって、科目ごとに目標を詳細設定するか、全体的に概要設定するかはトレ
ードオフの問題となる。
具体的には、コンピテンシー評価記入用紙を配布し、学生自身に目標と結果を指導教員に分かる
表現で行動記述させ、結果レベルを評価させる。運用の主体は学生が担う。講座終了後の達成度評
価では、指導教員が観察した客観的評価と学生の主体的自己評価が一致しているかどうか検証する。
検証は、レベル評価を理解した記述になっているか、教員の観察と違和感はないかの妥当性の検
証でよく、厳密なレベル判定を求めるものではない。筆記試験や課題提出・グループ発表レベルと
距離感がある場合は、ギャップの理由を確認する個別面談などにより補足、自己評価の補完是正を
行うこととする。
可能であれば、学生ひとり一人の自己評価に対する教員評価（自己評価の認定も含めて）のコメ
ントを返してやりたい。この振り返りによるフィードバックが、学生のモチベーションを高め、気
付きと改善の種を与え、主体的な変革を促す教育効果が高い。
（2）授業形態による実施法の工夫
コンピテンシー評価は授業形態によって実施法を変える必要がある。ここでは、授業形態を座学
と演習、人数によって分類する。
 演習・小人数（例、卒研、ゼミ、PBL）
演習のように対話性が高く、人数が小さいクラスの場合、比較的容易にコンピテンシー評価を
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行うことができる。これらのクラスでは、教員が個人の行動を十分に観察し、自己評価と照らし
合わせて検証できる。小人数クラスは全体での討論も可能であり、コミュニケーション力を育成
するのに適する。一方、個人ごとにテーマが異なる卒業研究よりグループで一つのテーマを行う
PBL(Problem/Project Based Learning)の方が組織的行動能力の育成に適している。
 演習・大人数（例、情報処理演習）
演習のように対話性が高くとも、人数が多いクラスの場合、教員が個人の行動を把握すること
は困難である。このようなクラスでは学生による自己評価が主となる。ただし、演習の課題や
e-learning ツールの運用によってある程度個人の行動を読み取ることができる。例えば、自動採点
式テストやアンケートシステムを用いて行動を集計することができる。大人数演習では全体討論
は困難であるが、グループ討論は可能である。個人演習よりグループ演習の方が組織的行動能力
の育成に適する。
 座学（例、理論系、基礎科目）
座学のように対話性が低いクラスの場合、人数が少なくとも、教員が個人の行動を把握するこ
とは困難である。このようなクラスでは学生による自己評価が主となる。しかし、座学であって
も小人数であれば、課題によってある程度個人の行動を読み取ることができる。
大人数の座学では専ら自己申告に頼るしかない。一般的に座学では、コミュニケーション力や
組織的行動能力は身に付きにくい。しかし、総合的な課題を与えることで問題解決力などは育成
することができる。
（3）適切な到達レベル段階の設定
コンピテンシー評価では科目ごとに異なる到達レベル記述を設けることができる。参照モデルは
３段階の区分基準を示している。基本行動（指示を受けて）
、自立的行動（独力で完結させる）、卓
越行動（アドバイス等の付加価値）である。しかし、これらに該当する行動の事例は、科目の内容、
学習目標レベルによって変わる。基礎科目の目標レベルが応用科目より低いのは自然である。過剰
に高い目標を設定しても達成困難であればモチベーションが下がる。コンピテンシーは長期的な視
点で育成する必要がある。参照モデルをもとに、科目に即した到達レベルの記述（標準記述）を工
夫することが制度運用に魂を入れることになる。
コンピテンシーは成績ほど容易に変化しない。就職活動直前に面接のためにコンピテンシーを改
善しようとしても手遅れである。よって、入学時からの継続的な向上が重要となる。理想を言えば、
科目ごとにコンピテンシー評価を行い明確な目的意識を根付かせるとよい。現実的には、年度ない
し学期ごとに一斉評価を行ってもよい。ただし、その場合、形式的にアンケートを実施するのでは
なく、その趣旨をきちんと説明する必要がある。就職活動目前に始めたり、特定の科目だけで実施
したりしても効果が低い。
通常、科目のスキル到達目標はシラバスによって明記される。加えてコンピテンシー到達目標を
シラバスに明記することが望ましい。また、知識・スキル体系はカリキュラムによって定められる
が、コンピテンシーの体系化はほとんどなされていない。カリキュラム全体でコンピテシーの基準
を定めることは重要である。
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（4）評価項目ごとの育成法
 一般的に、座学は知識獲得に特化しているが、基本的に受身である。自主的な知識獲得には
輪講、調査・サーベイなどが必要となる。獲得した知識自体は試験で評価できるが、獲得す
る過程は課題やレポートなどで評価する必要がある。
 PBL はコミュニケーション力、問題解決力、組織的行動能力を伸ばすのに適している。小人
数の方がより客観的に効果を評価できるが、大人数でも一定の評価は可能である。
 自己実現力はすべての講座で必要とされ、育成可能である。ただし、自己管理力の鍛練とし
てストレス耐性を向上させるために過剰なストレスをかけることは、精神上の危険があるた
め十分注意する必要がある。
 多様性の理解は、従来では、語学や英語による講義などで育成してきた。この傾向は今後も
継続するであろうが、単なる語学では多様性が不足する可能性があるので、改善が必要であ
る。一方、文理融合や学際的分野の発展により非言語的な異文化間協調も重要である。その
ためには学部間・学科間で PBL を行うことが有効である。
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第4章 コンピテンシー評価基準の有効性評価と運用事例
1. 企業と大学へのアンケート調査
コンピテンシー評価基準の有効性を評価するために、企業と大学へのアンケート調査を行った。
目的は、企業人事部門には主に採用時のコンピテンシー評価の活用度を確認すること、大学教員に
はコンピテンシー評価の実現性確認と試行版を作成いただくことである。

1.1 企業アンケートの結果
企業アンケートの対象は、大手 IT ベンダー企業７社、グループ企業４社、中小ベンダー企業２社、
ユーザー企業３社、コンサル企業１社の計１７社である。各社を訪問してヒアリングを行ったが、
その質問項目および回答数を表 4-1 にまとめる。
表４－１

企業アンケート集計表（ハイライトは回答割合の高い項目）

①採用選考において、大半の企業はスキルよりコンピテンシーを重視していることが分かった。
（コンピテンシー重視とスキルと同等を合わせると９４％）
企業が求める人材を育成するには、スキルだけでなく、コンピテンシーを向上させる教育が必要
であることが明らかである。
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②採用時に評価するコンピテンシー能力は、業務への適性をチェックアウトし、入社後の伸びを推
定する採用データとして活用している傾向が強い。一方で、入社時の初期配置やその後の人材育
成のための基礎資料としての活用も一定数ある。また、社内の人材育成の指標として、特に若年
層を中心にコンピテンシー項目をスキル項目とセットで設定している企業が大半であることから
も、将来成長性の高いコンピテンシー人材が望まれていることが分かる。
③採用時に重視する具体的なコンピテンシー項目を、本ＷＧで設定した６分類の中から上位３項目
を選択すると、コミュニケーション力、問題発見・解決力、組織的行動力である。自己実現につ
いては、特にストレス耐性を重視しているとの回答が多い。
一方で、知識獲得力については、殆ど重視されていなかった。知識獲得に偏重した大学教育と
のギャップが浮き彫りとなった形である。技術革新の速い IT 業界において知識獲得は重要である
が、業界として当然の前提であり、特にそこに着眼していない様子である。
なお、「その他」の回答には、壁の突破力、柔軟な思想など広い意味で問題発見・解決力に含
まれるものもある。
これらのことから、本コンピテンシー評価基準の策定方向が企業ニーズを最大公約数的には十分
満たしていると判断した。
次に、第２章で説明した「評価項目（参照モデル）」についての意見をまとめる。
①評価項目の設定については、大半の企業が概ね妥当としている。これを標準とし、大学の個性
を表す独自項目や重点化があってもよいのでは、という意見もある。
３段階のレベル設定については、有意差や実用性を考えれば妥当としている。しかし、大学で
の運用が定着した将来的には、段階数を増やした方がよいとする意見もある（評価がレベル２
へ偏る中心化傾向を危惧、キメ細かな指導の成果を見たい）
②コンピテンシー評価記入シートの記述方法については、学生にコンピテンシーを意識させるこ
との重要さと、反面、採用面接時に確認する際の容易さを求める意見もある。両者を矛盾なく
両立させるためには、分かりやすい説明書とシンプルな記入指導が必要である。
評価の妥当性に関しては、（自己評価であれば）客観性、（大学間での）相対性の問題の指摘
もある。前者はゼミなど少人数クラスであれば教員の評価を加味することで補える。後者は成
績表などと同様に相対的評価の一資料として活用すべきである。これらのことからコンピテン
シー評価の裏付けは卒研指導教員などに求めることが適切といえる。ただし、これは科目ごと
のコンピテンシー評価が無意味ということではない。就職面接という場面では、卒業研究とい
う最終的な科目での最終評価が当てはまるということである。
企業アンケートで問題となった点は、評価の客観性をどう担保するかである。これは大学・講座
により評価基準の運用に差が生じることに起因する。これは、最終的には卒研指導教員が評価を行
うことで、ある程度品質を維持できる。しかし、人間力の評価には、本質的に曖昧性が残る。各企
業が求める人材像とのマッチング資料として、独自の観点を踏まえて活用することが必要である。
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1.2 大学アンケートの結果
大学アンケートの対象は、産学連携実践的講座を実施している１２大学、その他で産学連携に積
極的に取り組んでいる４大学の計１６大学である。訪問またはメールによるアンケートを行ったが、
その質問項目および回答数を表 4-2 にまとめる。
表４－２

大学アンケートの結果（ハイライトは回答割合の高い項目）

①大半の大学はコンピテンシー評価が有効であろうと考えている。大学も、知識偏重の弊害に気付
いていることを示している。
②コンピテンシー評価の利用目的は、成績評価の補足資料と長期的な育成資料が多くなっている。
すなわち、成績に直接反映させるのではなく、資料として間接的に反映させる。例えば、どれだ
け前向きに課題に取り組んだかをコンピテンシーから読み取ることなどが考えられる。また、コ
ンピテンシーそのものを継続的に育成することを目指している。これらのことから大学はスキル
とコンピテンシーの両面を育成することを考えていることが分かる。
③人材育成で重視する具体的なコンピテンシー評価項目を、本ＷＧで設定した６分類の中から上位
３項目を選択すると、コミュニケーション力、問題発見・解決力、組織的行動力がになり、企業
の重視項目と一致している。なお、その他は倫理であった。
企業との大きな差は、自己実現力（ストレス耐性）である。これは実務に比べて学業として行う
授業・プロジェクトの負荷はあまり大きくないことから当然と言える。しかし、この差が、企業
が求める人材を育成できていないことにつながる可能性も否定できない。
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次に、「評価項目（参照モデル）」についての意見では、評価項目の編成、評価レベルの３段階も
概ね妥当としている。ただし、レベル記述の難易度が高く、教育現場では違和感があるとの意見も
ある。また、コンピテンシー評価記入シートの運用については、学生に説明するための記入例が必
要との意見が多い。
一方、大学アンケートでは、コンピテンシー評価の必要性・有効性は認識しているものの、評価
実施上の懸念課題となりそうな項目が多く挙げられている。第３章３.「コンピテンシー評価モデル
の活用法」でモデル的な活用法を紹介してはいるが、さらに次節で、運用上の具体的な課題整理と
対策について述べる。

2. コンピテンシー評価実施に際しての課題と解決策
2.1 対象人数の多さに由来する課題
多くの大学から、評価対象となる学生が多いことから生じる課題が指摘された。具体的には、
 人数が多く学生の行動を観察しきれない。従って、評価に責任が持てない。
 学習目標が高くなるに従い、大人数クラスでの評価は難しくなる。
 受講者全員を評価するためには、相当数の教育補助員が必要となる。また、補助員の教育も問
題になる。
といった意見であった。
また、学生の自己評価については、
 人数が多いと学生の自己評価を頼りにせざるを得ず、適切な評価となるか疑問である。
といった意見もあった。
これらの課題に対しては、以下の対策が考えられる。
（1）受講人数により評価項目・レベルを選択
一つの科目・授業において、評価項目全ての評価を行わなければならない訳ではない。科目
の受講人数や教育目標に応じて、評価項目を限定する方法が考えられる。また、評価に際して、
３段階で評価せずに、例えば、
「基本行動以上」と「基本行動未到達」の２段階での評価にとど
めることで、大勢の対象者に対する評価の実施を実現可能とする方法も考えられる。特に、学
年進行上、異なる学年の複数の科目で対象となる評価項目については、低学年においては「基
本行動以上」であるかどうかの評価にとどめ、高学年において同項目に対し３段階での評価を
行うことも参照モデルの現実的な利用方法である。
（2）学生の自己評価、相互評価の取り入れ
評価の目的が学生相互の能力達成認定ではなく、学生自身の自己観察、到達目標設定が中心
である場合には、自己評価が振り返りの促しにも繋がり、教育的にも有効な手段となる。また、
発表やグループ活動などが行われる授業・科目においては、学生相互評価を取り入れることで、
他者と自己の比較も行われることになり、自己評価の効果が一層高まると期待できる。一般的
に、相互評価は熟練した教員による評価に比べて劣る可能性はあるが、評価の信用性について
は自己評価よりも高くなる。
なお、自己評価、相互評価の何れの場合も、評価を行う学生が評価項目やそのレベルについ
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て十分な理解をしておくことが、評価の信用性に影響を与えることは明らかである。評価項目
やレベルに対する十分なガイダンスを、反復等の方法によって行うことが求められるが、ガイ
ダンス自体が学生への振り返りを促す等の教育効果も期待出来る。

2.2 授業の実施形態に由来する課題
大学の授業には様々な形態がある。初等中等教育では対面授業として「講義」「演習」「実験」
「実習もしくは実技」といった分類が行われている。大学の授業もほぼ同様であろう。
これら、授業の実施形態の違いから生じる課題として、次の意見があった。
 理論の座学では、知識習得のための行動を書かせ難い。
 演習課題において、解答を作成する課程の行動を書かせるのは難しい。
 グループ演習では、個人日報を書かせることで理解度や学習状況をおおよそ掴めるが，試問を
するなどの評価を行っていないため、個人の能力の妥当性評価は難しい。
これらの課題に対しては、以下の対策が考えられる。
（1）記述形式試験・レポート課題の取り入れ
理論などの知識伝達を目指した「講義」では、授業時に行う学生の行動に差異が少なく、評
価をする機会に乏しいのも確かである。しかし、成績評価を行うテストへの記述問題の取り入
れや記述を求めるレポート課題により、評価項目「コミュニケーション力−記述力」に対する評
価を行うことは可能である。また、演習科目においても、レポート課題提出により「記述力」
評価を行うことも考えられる。
大学においては、学生は複数の科目・授業を履修する。評価項目全てを単一の科目で評価す
ることを目指すのではなく、それぞれの授業の形態に応じて評価項目を限定し、カリキュラム
全体として評価項目を包括的に評価することが必要である。
（2）自己評価の活用
評価項目参照モデルは、複数の学生の相互比較だけを目的としている訳ではない。目標の自
覚、振り返りの実行を目的として、「講義」「演習課題」のように、いわゆる座学で行われる授
業においても、
「知識獲得力」や「自己実現力」を自己評価させるという活用方法もある。

2.3 教員に由来する課題
評価項目参照モデルを用いた教員による評価実施に際して、教員に由来する課題として、次の
意見があった。
 教員の主観的判断に依存する可能性があり、評定値が評価者毎にブレる可能性がある。自己評
価と他者評価もブレる。
 演習担当の外国人教員もおり、考えや気持ちを伝え合うのは難しそう。
 学生の入学から卒業まで継続的な評価を行うためには、評価する教員相互での、また、評価す
る側とされる側の間で、項目名に対する共通の定義をしっかりと共有する必要がある。
 評価能力が乏しい教員がいる（特に学生指導の経験や卒業生の活躍の場である産業界との繋が
りの少ない若手教員）
。
 評価の根拠に透明性がないので、評価を下した理由を問われると答え難い。
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また、授業の実施形態にも由来するが、
 遠隔授業が含まれるため、講義担当者による評価は難しい（講義担当者と観察者を分けざるを
得ないケースが出てくる）。
 複数大学での共同講義では、大学間の連携が必要となる。
これらの課題に対しては、以下の対策が考えられる。
（1）同一学生に対する複数教員による評価の実施
知識項目の暗記や理解の評価とは異なり、コンピテンシーの評価には、主観的な判断が入ら
ざるを得ない。フィギュアスケートの芸術性評価などと共通していると言えよう。そのため、
教員単独で行う評価に揺らぎが生じることに対しては、避けるという発想ではなく、揺らぎが
生じるのは当然として、その揺らぎの影響を低減する方策をとることが望まれる。
具体的には、対象となる学生に対して複数の教員が評価を行うことは、実現性、実効性共に
高い対策と言える。もちろん、授業科目によっては複数教員の担当が困難であることが想定さ
れるが、同一学生に対して、複数の科目で異なる教員が評価を行うことでも、評価結果の揺ら
ぎの影響を減らすことができる。コンピテンシーの評価に対しては、単独の科目、教員が行う
のではなく、カリキュラム進行の過程で多くの教員が関わりながら、複数回にわたり行うこと
が望ましい。
理想としては、同一場面における評価を複数教員で行うのが良いが、評価実施機会を複数と
し、それぞれで異なる教員が関わることでも、評価の揺らぎの影響を低減できる。
（2）教員研修の実施
現在の大学では多くの教員は企業経験がなく、また、教育についての専門的な教育を受けた
経験を持っていない。そのため、コンピテンシーついての理解、また、その評価について自信
を持てないと感じることは自然なことである。
この解消については、教員の所属する組織による組織的、あるいは、教員個人の取り組みに
依るしかない。具体的には、コンピテンシーやその評価についての研修の実施、人材育成に関
する情報収集を目的とした外部セミナーやフォーラム等への参加、人材育成に関する情報交換
を行える産学の人的ネットワークの構築への取り組み、このような活動を通して教員個々が理
解を深めることが、共通認識の醸成に繋がる。特に、学生指導の経験が少なく、産業界との繋
がりの少ない若手教員は、人材育成への参画を将来のことと考えずに、早くから意識を持つこ
とが求められる。
また、現実の学生への評価なども事例として教員相互間で評価結果の違いや、個々の教員の
評価理由などを話し合い、議論する活動なども、教員の評価能力向上のみならず、教員間のば
らつきの低減にもつながり、評価の一貫性がもたらされる。
特に、遠隔授業や、複数大学での連携授業においては、授業の進行のみならず、評価の実施
についても、教員間の事前の意識合わせ、役割分担の打合せを行うことが肝要である。

2.4 学生に由来する課題
コンピテンシー評価の学生にとっての意義や活用について、以下に示す意見があった。
 教員と学生でコンピテンシー評価に対する認識を、しっかりと共有する必要がある。
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 評価項目を学生が理解できること。レベル基準が高すぎては評価の意味がない。
 学生が評価の意味・意義を理解し難く、主体的な参画が得られない。
 自己評価は学生の主観的な回答になるので、理解の浅い学生の評価が高くなる。
何れも、評価基準が求める内容に対して、学生の理解が不十分となることへの懸念から来るもの
である。
これらの課題に対しては、以下の対策が考えられる。
（1）具体的事例等を用いた指導
社会経験の乏しい学生が評価項目表の記述内容を正しく理解するためには、十分なガイダンス
が必要である。ガイダンスにおいては、各評価項目やレベルに対応して、その能力を身につけて
いる場合とそうでない場合の具体的なイメージを例示することなども、学生の理解を促すことに
なる。
（2）ポートフォリオの利用
学生の自己評価は、理解の浅い学生の場合には適切な判断とならない可能性もあるが、評価結
果の根拠を記述させるなどの方法で記録を残しておき、時間の経過後に過去の自己評価とその根
拠を振り返らせることで、自己の成長の自覚とその後の目標設定、自主的な取り組みの促進に結
びつけることも可能となる。
コンピテンシー評価の実施には、教員の理解と説明能力、評価能力に依存するところが大きい。
初めから完璧を目指さないで、評価項目を重点化し、無理せず、継続可能な方法を取ることが肝要
である。大切なことは、学生にコンピテンシーとは何か、なぜ重要なのか、どうやって評価するの
かを丁寧に説明し、気付きを与えることである。先ずは、講座の前と後で行動の変化が見られれば
良しとする姿勢で臨むことから始めたい。

3. 産学連携実践的講座での評価項目設定事例
大学へのアンケートでは、現在の産学連携実践的講座でコンピテンシー評価を実施する場合に、
どの評価項目を設定するか、試行的に調査している。
講座単位での想定的設定であるが、全体状況を表 4-3 に示す。
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表４－３
レベル1・2

学習目標レベル

大

人数規模
スキル分類

レベル3・4
大

中

理論

技術

理論

技術

理論

A

B

C

D

E

F

G

H

○

○

○

○
○

項目名

○

傾聴力

読解力

レベル5

中

パーソ
ナル

評価項目
分 類

実践的講座の評価項目設定事例

技術

パーソナル

I

小

小

技術

技術

J

K

L

M

N

O

P

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

コミュニケーション
力

○

記述力

議論力

問題発見・解決力

課題発見力

○

○

課題分析力

○

○

○

○

解決策立案力

知識獲得力

組織的行動
能力

自己実現力

多様性の理解

学習力

○

応用力

○

知識想像力

○

○

○

○

創造力

○

○
○
説得力

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

役割認識
（チームワーク）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

主体性

○

○

○

○

○

○

○

○

○

協働

○

○

○

○

○

○

○

○

目標設定力

○

○

○

○

○

○

自己管理力

○

○

○

○

○

○

達成志向

○

○

○

○

○

グローバル
コミュニケーション力

○

○

○

○

○

○
率先力

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

学習目標レベルが１（知識）、２（理解）の講座は、座学中心の大人数という授業形態からも、数
項目に重点化している。
学習目標レベル３（応用）、４（分析）の講座は、人数規模に関わらず講座目的に応じて柔軟に項
目選択しており、座学と演習を組み合わせた授業形態の中で的確に評価しようとしている。
学習目標レベル５（統合）以上の講座では、項目の網羅性が高く、さらに独自項目を追加して、
実践的な演習を通してのコンピテンシーの伸びを図ろうとしている。
参照モデルからの合目的的な項目選択と到達レベル記述の適切さが求められる。
次に、個別具体的な講座でのコンピテンシー評価運用事例を２講座紹介する。
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4. 山口大学

ロジカルシンキング講座の運用事例
（学習目標レベル３、スキル分類パーソナル、中人数規模）

ロジカルシンキング講座では、論理的問題解決能力を身につけることを主眼においている。この
他に、チーム演習を通してコミュニケーション力、組織的行動能力、自己実現力などのコンピテン
シーの向上も期待している。本節では、ロジカルシンキング講座におけるチーム演習を通して、講
座の受講前後でコンピテンシーがどのように変化したのかを学生のアンケートで評価した結果を紹
介する。
（1）ロジカルシンキング講座の概要
山口大学工学部知能情報工学科１年生８２名に対して、必修の科目「基礎セミナー」として実
施している。本講座は、６月に行う事前学習の講義（４コマ、１コマ９０分）と８月の２日間の
集中講義から構成されている。本講座ではコンピテンシーの中でもチーム演習に深く関連すると
いう理由から、コミュニケーション力－傾聴力・議論力、問題発見・解決力－課題分析力・解決
策立案力、組織的行動能力、自己実現力のコンピテンシー６項目を設定した。
事前学習では、学生にコンピテンシーの重要性を意識させることを狙いとして、最初にコンピ
テンシーの概要を１５分程度で説明し、それからロジカルシンキングの講義を行った。なお、コ
ンピテンシーの意識定着を目的に、講義の終わりにコンピテンシー調査を課題とするレポートを
課した。このようなコンピテンシー概念の導入は、学生に何のために学ぶのかを意識させること
が極めて重要であると考え、動機付けを明確化させるために行った。翌週から個人演習として Why
型ロジックツリー、How 型ロジックツリー、ピラミッドストラクチャーをそれぞれ１コマ、計３
コマ行った。この事前学習により、後の集中講義を円滑に行うことが期待できる。
次に８月の集中講義では、最初にオリエンテーションで再度コンピテンシーの重要性を「IT 人
材白書 2011」を例に説き、さらにアンケートの狙いも説明した。このオリエンテーション後、８
２名を２グループに分け、それぞれ２日間のチーム演習を行った。チームは５名で構成され、そ
の評価は、個人の評価と個人のチームへの貢献度評価の両面から行った。
（2）アンケート評価の方法
チーム演習を通して６項目のコンピテンシーが受講前後でどのように変わるのかを、学生のア
ンケート結果で調べた。アンケート内容を図 4-4 に示す。このアンケートは講座の受講後に学生
に回答させた。
受講後に１回のアンケートとしたのは、受講前後での変化を知りたい場合、アンケートを受講
前と後で別々に取ると、矛盾が生じる可能性があり、信頼性に欠ける恐れがあると判断したから
である。また、学生や教員の立場からもアンケートは１回で済ませた方が、負担が少なくて継続
し易いという利点もある。
回答者の情報を記入してください
☐学部 1 年，☐学部 2 年，☐学部 3 年，☐学部 4 年，☐大学院生，☐社会人
回答日を記入してください
平成

年

月

日
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各問について、
・講義を受ける前の到達度を下記の３つの中から１つ選んで☑をつけてください
受講前

☐１．基本行動

☐２．自立的行動

☐３．卓越行動

・講義を受けた後の到達度を下記の３つの中から１つ選んで☑をつけてください
受講後

☐１．基本行動

☐２．自立的行動

☐３．卓越行動

問１．コミュニケーション（傾聴力）について
１．基本行動

他人の意見に耳を傾け、内容を正しく理解することができる

２．自立的行動

記述された文章や図表を読み、内容を正しく理解できる

３．卓越行動

他人の意見あるいは記述された文章を正しく理解した上で、それに対する
自分の意見を明確に表現できる

問２．コミュニケーション（議論力）について
１．基本行動

適切な手段を用いてわかりやすいプレゼンテーションができる

２．自立的行動

他人に正しく伝わるように、論理的な文章表現ができる

３．卓越行動

適切な手順・手段を用いてわかりやすく説明した上で、自分の意見を効果的に
伝えることができる

問３．問題発見・解決力（課題分析力）について
１．基本行動

目標を把握し解決すべき課題を見つけ出すことができる

２．自立的行動

課題の因果関係を理解し、真の原因を見出すことができる

３．卓越行動

課題の本質を理解し、真の原因について誰が見ても解り易く整理できる

問４．問題発見・解決力（解決策立案力）ついて
１．基本行動

解決方法を論理的に考え、手順を構築できる

２．自立的行動

問題解決のために目的と目標を設定し、矛盾なく順序立てて計画できる

３．卓越行動

問題解決のために計画に基づいて確実に実行し、その結果を正しく評価し
見直しができる

問５．組織的行動能力（チームワーク・主体性・協働）について
１．基本行動

チームや組織の目標を達成するために個人の役割を理解し、協働できる

２．自立的行動

お互いの考えを尊重し、信頼関係を築いて行動できる

３．卓越行動

共通の目標を達成するために率先して行動できる

問６．自己実現力（自己管理力）について
１．基本行動

計画をたて、遂行のためにスケジュール意識をもって行動する

２．自立的行動

常に新しい目標を定めて実現のために努力し、改善のための工夫をしている

３．卓越行動

ストレスと上手に付き合い、それによる悪影響を最小に抑えるよう努力して
いる
図４－４

アンケート内容
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（3）アンケート結果の分析
アンケート結果は、評価項目別に次のように統計処理した。基本行動は１点、自立的行動は２
点、卓越行動は３点と点数化し、
項目別に受講後から受講前の点数を引いた数値を評価値とした。
被験者８２名のうち７７名のデータに対して、項目別に受講前後で変化なしという帰無仮説に対
して、対のある片側検定を行った。結果は６項目全てにおいて、１％有意水準で有意差があった。
つまり、受講前に比べ、受講後はコンピテンシーが有意に向上していることが判明した。
次に、受講前と後で、どのようにコンピテンシーが変化したかを調べるために、評価項目別に
前後を対比させたレーダーチャート図を作成した。総じて、基本行動から自立的行動（積極的行
動）への変化が見られ、また相対的に自己実現力は変化が少ないものの、コミュニケーション力
などは大きな変化が見られた。チーム演習によって学習効果が大いに期待できるコンピテンシー
と、それほど向上に寄与しないものがあることも確認できた。
次ページにアンケート結果の評価項目別の分析を示す。
本節では、ロジカルシンキング講座におけるチーム演習を通して、講座の受講前後でコンピテン
シーがどのように変化したのかを学生のアンケートで評価し、統計的検定によりコンピテンシーの
向上を確認することができた。ここで用いた評価法は、特別なものではなく、ＰＢＬなどの評価に
も適用することができ、広く汎用性のあるものと考える。
コンピテンシーアンケート分析結果
サンプル対象：１年生基礎セミナー受講者８２名
使用サンプル：７７名
使用不可サンプル５名

基本行動レベルと答えた人数が、６項目共に、受講前の６０名程度から受講後は２０名程度に激減
している。
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自立的行動レベルと答えた人数は、
受講前の１０名～２０名が、４０名～６０名へと増加している。
項目別では、自己管理力の人数分布が少なくなっている。

卓越行動レベルと答えた人数は、受講前には殆どいなかったが、受講後はコミュニケーション力、
組織的行動能力において一定数出ている。
チーム演習による気付き・自覚によるコンピテンシーの伸びと講座の特徴を測定する基礎データと
て、活用して行きたい。
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5. 九州大学

分散ロボットプロジェクト演習の運用事例
（学習目標レベル３、スキル分類技術、中人数規模）

分散ロボットプロジェクト演習（以下，本講座）は、工学部電気情報工学科計算機工学課程３年
生の電気情報工学実験 II の一部として、前期の最初に開催しており、４年目を迎えた。本講座の教
育目的は、
「チームでのシステム開発を通して，チームワークやコミュニケーションの必要性を理解
し、開発方法の基礎を習得する」ことにある。学生からの講義時間延長要求に応えるべく、年々、
講義時間も増やしてきた。学生自身による工夫の程度も年々高くなっているように思われる。
毎年実施している学生への授業アンケートによれば、２０１０年度の初回から学生のほとんどか
ら、本講座の教育目的についての理解を得られてきた。チームで１つの目標に向かって作業するこ
とへの満足度も高く、人気講座の一つになっている．
一方，学生個人の能力評価については、明確にはできていない。授業の成績は、最後の発表会で
の内容に基づき班単位で付けているためである。出席状況により、同一班においても成績に若干の
違いが出ることはあるが、受講生の全員がほとんど欠席しないため、班内での成績の差はほとんど
ない。講座で毎回提出を課している作業日報についても、班の進捗状況や問題点把握を目的として
いたためである。
今回、個人の能力評価、特に個人の行動特性（コンピテンシー）に焦点を当てた評価基準の適用
に際し、本講座に合わせた評価項目の試作を行うとともに、その項目に関係する内容を抽出できる
よう、今年度の講座より、班単位の日報に加えて個人単位でも作業日報を書かせることにした。
本節では、本講座に合わせて作成したコンピテンシー評価項目の利用可能性について、今年度の
試行内容に基づき紹介する。以下、本講座に合わせて作成した評価項目、作業日報（個人用、班用）
の紹介、さらに、作業日報に記載された項目とコンピテンシー評価項目との対応関係事例について
述べながら、評価項目として挙げた項目についての適正の有無を検証する。
（1）分散ロボットプロジェクト演習向けの評価項目案
本 WG で作成したコンピテンシー評価項目は、中央大学で作成されたコンピテンシー定義6を参
考に、実践的講座の担当教員が利用できるように簡略化したものである。特に、到達レベルは５
段階から３段階に、評価しやすく変更されている。この評価項目は、各講座において修正するこ
とを許す。本講座用の評価項目を作成するにあたっては、これまでの３年間の講座で学生を観察
してきた経験に基づき、評価項目（参照モデル）の中から、具体的に評価したい分類・項目名を
選択し、さらに、評価の各レベル記述文章の修正を行った。本講座用に作成した評価項目表を表
4-5 に示す。

6

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/gp/competency_pro/competency/definition/pdf/competency_gp04_02-01.pdf
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表４－５

分散ロボットプロジェクト演習における評価項目表
目標の設定/到達レベルの確認

評価項目

内容・キーワード
分 類

１．基本行動 (指示を受けて） 2．自立的行動 (独力で完結）

項目名

傾聴力

他人の意見を聞き、正しく理解し、尊重する

読解力

記述された内容を正しく理解する

記述力

正しい文章で他人が理解できるように記述する

議論力

議論の目標を設定し、それに合わせて議論を展開する

課題発見力

現状と目標（あるべき姿）を把握し、その間にある
ギャップの中から、解決すべき課題を見つけ出す

□
他人の意見（指示）に耳を傾
け、内容を正しく理解することが
できる

3．卓越行動 （付加価値）

□
指示されることなく、自ら記述さ
れた文章や図表を探して読み、
内容を正しく理解できる

□
他人の意見あるいは記述された文章
を正しく理解した上で、それに対する
自分の意見を明確に表現できる

□
□
教えられた適切な手段を用いて 他人に正しく伝わるように考え
わかりやすいプレゼンテーション 工夫し、論理的な文章表現がで
ができる
きる

□
適切な手順・手段を用いてわかりや
すく説明した上で、自分の意見を効果
的に伝えることができる

コミュニケーション力

問題発見・解決力 課題分析力

解決策立案力

学習力
知識獲得力

応用力
知識創造力

□
□
□
日々の活動の中で問題を発見 自ら発見した課題に対して、解 現状を分析し、既存の枠にとらわれず
することができる
決のためのアイデアを生み出す 独創的に発想できる
ことができる

□
□
□
課題の因果関係を理解し、真の原因を見出し、その本 目標を把握し解決すべき課題を 課題の因果関係を理解し、真の 課題の本質を理解し、真の原因につ
質を整理する
見つけ出すことができる
原因を見出すことができる
いて誰が見ても解りやすく整理できる
□
複雑な事象の本質を整理し、構造化（誰が見てもわかり 解決方法を論理的に考え、手順
やすく）できる。論理的に自分の意見や手順を構築・展 を構築できる
開できる

□
解決すべき課題について、目的
と目標を設定し、論理的実行手
順（計画）に従って実行できる

□
自らが立てた目的と目標、計画に従っ
て実行し、その結果を評価し、問題点
を改善できる

専門知識のみならず人文社会に関するものも含めて、
□
幅広い分野で知識やノウハウを習得する
与えられた情報について、その
正しさを自ら判断して取捨選択
入手した知識やノウハウを関連付けて活用する
できる

□
□
自ら継続的に幅広い分野から 入手した知識やノウハウを関連付け
必要な知識やノウハウを取り入 て応用できる
れることができる

必要な情報を入手し、精査した上で、取捨選択して自分
のものとする

役割認識
チーム、組織の目標を達成するために個人の役割を理
□
□
□
（チームワーク） 解し、当事者意識を持って行動する
チームや組織の目標を達成す チームや組織の目標を達成す チームの目標設定に自ら関与し、そ
組織的行動能力

自己実現力

主体性

るために個人の役割を理解し、 るために、お互いの立場や考え の目標達成に率先して行動できる
を尊重しながら行動できる
物事に対して自分の意志・判断で責任を持って行動する 行動できる

協働

共通の目標を達成するためにお互いの考えを尊重し、
信頼関係を築くような行動をとる

目標設定力

自らを高めるための適切な目標を設定する

自己管理力
達成志向

□
□
□
与えられた計画に従って行動で 自ら立てた計画に従って行動で 自ら立てた計画を、チームの状況や
きる
きる
実施中に明らかとなった他の制約な
目標達成のために必要な日常生活の管理とストレスコ
どに従って適宜修正を加え、新たに設
ントロールを行い、適時的確な行動を取る
定した目標に向かって行動することが
できる
普段から新しい目標を求めており、自分で設定し道筋
を立てて達成しようと努力する。改善のための工夫をす
る

本講座に合致する評価項目として挙げた個人の行動特性項目において、本講座で目指すべきレベ
ルは、主体性をもって自立的に行動するレベル２である。また、分類項目としては、コミュニケー
ション力、問題発見・解決力、知識獲得力、組織的行動能力、自己実現力が相当する。各分類項目
に対応する到達レベル２の説明文を以下に記す。
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コミュニケーション力
 指示されることなく自ら記述された文章や図表を探して読み、内容を正しく理解できる
 他人に正しく伝わるように考え工夫し、論理的な文章表現ができる



問題発見・解決力
 自ら発見した課題に対して、解決のためのアイデアを生み出せる
 課題の因果関係を理解し、真の原因を見出すことができる
 解決すべき課題について、目的と目標を設定し、論理的実行手順（計画）に従って実行
できる．



知識獲得力
 自ら継続的に幅広い分野から、必要な知識やノウハウを取り入れることができる



組織的行動能力
 チームの目標を達成するために、お互いの立場や考えを尊重しながら行動できる



自己実現力
 自ら立てた計画に従って行動できる

（2）日報による演習状況の報告
＜作業日報の導入＞
本講座で利用している作業日報を表 4-6 に示す。作業日報は、もともと他のソフトウェア実験
講座において各班の進捗状況や問題項目を担当教員間で共有するために導入された。本講座以外
の実験・演習では、学生の成績評価に関係する試問以外は、複数の担当教員のうち毎回一人が担
当することになっているため、引継ぎが非常に重要になっていた。本講座では、全ての担当教員
がほぼ毎回参加するため、他の実験・演習に比べて状況把握はできやすいが、それでも学生６０
名のクラス全員の状況を把握することは難しい。そのため、本講座においても作業日報を導入す
ることにした。
作業日報では、問題（障害）や作業状況の記録を求められることから、学生自身にとっても、
班内での情報共有や問題の把握に役立てることができる。また、作業日報をつけることで、自身
の担当する作業内容や作業状況を客観的視点で分析して記述する訓練にもなる。
昨年度までは、班内での情報共有を目的に、各班に書記役を用意させて記録させていたが、班
によっては書記が毎回代わり、書記担当者によって記載の詳細度がばらばらであったことから、
日報記載の練習を全員に行わせる必要性を痛感していた。さらに、本講座用の評価項目表の各項
目に相当する内容を抽出する必要があったことから、今年度（2013 年度）から、個人用も用意し
た。
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表４－６

作業日報（左：個人用，右：班用）
班用日報（分散ロボットプロジェクト演習）

個人用日報（分散ロボットプロジェクト演習）
グループ
日 時

グループ

回目
月

日

（

）

時

題

点

分

～

時

分

氏名
担 当 項 目

確認

日 時

月

日

（

）

時

出席者
問

作業時間

作業状況

分

～

時

分

欠席者

作業日報作成者

進
捗

担

当

者

担

当

内

容

担

当

者

担

当

内

容

作業時間

作業状況

進

状

捗
況

状
況
担 当 項 目

注意 すべ き点 ・不 明確 な点

作

業

目

標

次
回

作

業

目

標

次

予

回
定

予
定

今
日
の

問

気

題

づ

点

き

等

＜個人用作業日報と班用作業日報＞
個人用と班用の作業日報における共通点は、当日の進捗状況と次回の担当項目、作業目標の記
載を求めていること。また、各作業にどれだけの時間がかかったのか、作業状況（未着手・作業
中・完了など）、作業時に明らかとなった問題点の記載を求めていることである。特に問題点の記
載は、班の進捗状況のほか、演習を進めていく上での障害を班員のみならず担当教員とも共有す
る上で重要である。
個人用と班用の違いは、班用が班全体のまとめになっているのに対して、個人用は個人の担当
項目における進捗状況や問題点、次回予定項目を実施する際に注意すべき内容、そして日報記載
日の演習における気づきの記載を求めている点である。個人が演習を進めていく上で、注意すべ
き内容を記載できるようになっている。
＜作業日報の使われ方に関する考察＞
作業日報の記述内容は演習の回を追うごとに詳細化される。理由の一つとして、演習の開始
早々は自分の担当の作業内容を理解していないこと、そのため、何を記述すれば良いのか理解で
きていないこと、さらには自身の担当作業を進めるにあたっての作業日報の有用性を理解してい
ないことなどが挙げられる。演習の回が進むにつれて、自身の作業として何をすべきかが明確と
なり、班内での情報共有や自身の作業に必要な項目のメモなど作業日報の有用性を理解するよう
になり、記述量も増えてくる。
同一班に所属する班員が、各々の個人用作業日報に同じ内容を書くことが頻繁に見られる。情
報共有を行っている一つの証拠ではあるが、同時に、それだけしか書かない学生は、自分自身の
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考えを持って作業していない危険性があることも示している。自身が考えたと思われる工夫点に
ついて、具体的な表現を使う学生もいれば、曖昧かつ抽象的表現しか使えない学生もいる。これ
らの学生の間には、行動特性に関する能力差があると予想されるが、その判断基準として利用で
きる情報（テストの成績など）が無い。行動特性項目の到達レベルを自己申告させ、それとの関
連を求めることが判断基準構築の一つの方法になる可能性がある。
これについては、来年度の課題になる。
（3）本講座でのコンピテンシー評価項目と関連する作業日報内の項目
個人の行動特性についての内容は、作業日報の中では問題や気づきを記載する項目に記載され
るはずであるが、本講座に合致する評価項目として挙げた行動特性項目が全て確認できるかは定
かではない。そこで、作業日報の利用によって「本講座に合致する評価項目として挙げた行動特
性項目の確認可能性」を検証する。
前述したように、本講座に合致する評価項目として挙げた個人の行動特性項目において、本講
座で目指すべき到達レベルは、主体性をもって自立的に行動するレベル２である。以下では、各
分類項目に対応するレベル２の説明文および、それを確認する方法を、その説明文の下に⇒を付
けて記す。


コミュニケーション力
 指示されることなく自ら記述された文章や図表を探して読み、内容を正しく理解できる
⇒

各自の作業項目については逐一説明することなく、教科書やスライド資料を提示するだけ
であることから、担当項目の作業ができれば、これを達成していることになる。

 他人に正しく伝わるように考え工夫し、論理的な文章表現ができる
⇒

作業日報の文章を読むことで確認できる。論理的な文章表現か否かを自動判別するための
ツールの導入が考えられる。簡単には、形態素解析や構文解析などの自然言語解析ツール
を導入し、その解析内容を学習させ、判別させる方法が考えられる。



問題発見・解決力
 自ら発見した課題に対して、解決のためのアイデアを生み出せる
 課題の因果関係を理解し、真の原因を見出すことができる
 解決すべき課題について、目的と目標を設定し、論理的実行手順（計画）に従って実行
できる
⇒

作業日報の文章を読むことで確認できる。また、最終発表会でも創意工夫の内容を説明す
るように求めているため、その発表資料でも確認できる。ただし、個人の特定は難しい。
また、これらの記載をしないことが多いため、毎回の日報確認時に教育的指導が必要。記
載された場合に、これらの項目を自動判定するツールは存在しないため、構築が必要であ
るが、実用に適うツール構築には時間と金銭コストが無視できない。



知識獲得力
 自ら継続的に幅広い分野から、必要な知識やノウハウを取り入れることができる
⇒

この項目は、現在の作業日報では記載されない可能性が高いため、陽に、この内容を記載
する項目を設ける必要がある。
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組織的行動能力
 チームの目標を達成するために、お互いの立場や考えを尊重しながら行動できる
⇒

この項目は、現在の作業日報では記載されない可能性が高いため、陽に、この内容を記載
する項目を設ける必要がある。



自己実現力
 自ら立てた計画に従って行動できる
⇒

作業日報には、次回の予定項目についての記載は求めているが、全体の計画については求
めていない。そのため、WBS (Work Breakdown Strucure) などの作成を別途課し、それとの
対応を作業日報に記載することを求める必要がある。ただし、ドキュメント作成にかかる
作業負荷が増えるため、その負荷軽減策を設ける必要がある。

上記検証の通り、教員が作業日報を読んで確認することで、評価項目の多くを確認できること
が分かった。一方、作業日報項目の新たな改良が必要であること、確認には教員の労力がかかる
ため、その労力を減少させる自動化が必要であるが、その実現は容易ではない。
現時点での現実的な確認法として、学生個人に自己申告させることが考えられるが、その申告
の裏づけが同時に求められる。裏づけ情報として、作業日報は利用できると考えている。

本章のまとめ
コンピテンシー評価基準の活用有効性を評価するために、限られた範囲ではあるが、企業と大学
の現実に利用される方々へのヒアリング・アンケートを行った。
企業側の意見は、従来の知識・スキルの評価だけではなく、コンピテンシーの評価が大学から提
出されることに期待している声が圧倒的に強い。特に、採用面接の場でコミュニケーション力や問
題解決力を発揮した経験を聞くと、アルバイトやサークルの話になる学生が多く、本来の学習の場
での話にならないことに、現在の大学教育成果への嘆きも聞かれた。
評価レベルの客観性や講座間でのバランスに不安を感じる声はあるものの、入社後の社内人材育
成のスキームにもコンピテンシー項目を設定している企業が多く、組織として人間力を評価・育成
することが競争力の源のひとつと認識されており、教育機関と産業界を繋ぐマクロな人材育成のＰ
ＤＣＡを構築することにも通じると考えられる。
大学側の意見は、コンピテンシーの育成・評価の必要性は感じているものの、現実的には、授業
形態や受講人数などの実施障害となる課題が多く挙げられた。
本章では、その課題を乗り越えるべく、解決策の提示に多くの紙面を割いている。一つひとつが
簡単ではないが、是非、積極的に取り組んでいただきたい。
産学連携の目的は、産業界の期待する人材の教育機関からの輩出を支援することである。それが
学生個人の将来を拡げる可能性にも繋がり、実践的講座の価値にもなると考える。
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第5章 本編の作成日程
２年度に亘る評価基準活用ガイドの作成日程概要を図 5-1 に示す。

図５－１

評価基準活用ガイドの作成日程概要

２０１２年（平成２４年）６月に、産学の有識者で評価基準ワーキンググループを設置して新た
な評価基準の検討を開始した。その目的は、既に述べたが、大学の出口と企業の入り口における人
材のマッチングを強化するための方策として、産学連携による実践力養成度の評価を標準化し、大
学教育の継続的な質の向上に資することである。
２０１２年度は、教育現場および企業の採用場面における人材育成・評価の現状を分析するため
に情報収集を実施し、評価基準のあるべき姿を模索することに徹した。そこから、実践力の本質を
コンピテンシー（行動特性）にスコープし、その評価基準は、大学で基準を作ることに労力を掛け
るのではなく、産学双方で使える基準とすることに焦点を絞った「活用モデルの作成」という方向
性を決定した。２月のシンポジウムで中間報告を行い、方向性の確認を行った。
２０１３年（平成２５年）度に入り、ワーキンググループ・メンバも追加して、策定した活用モ
デルの利活用性について、改めて大学・企業のヒアリングを行った。その結果を踏まえて、評価基
準を実際に活用するための「活用ガイド」作成を行い、今般、公開することになった。
汎用性の高い人間系の評価基準であるだけに、効果的な活用には利用者の理解と見識が必要であ
り、今後は、活用の普及・事例の収集によるモデルの充実と検証に努めたい。
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おわりに
コンピテンシー評価の普及と今後の課題
この評価基準活用モデルには、2012 年度末の中間報告「実践的講座構築ガイド 第 3 部 別冊
評価基準編（2013.2.27 シンポジウム）」に寄せられたコメント、新たに実施したアンケートやヒア
リングへの回答などが反映されている。さらに、関係諸大学からは、コンピテンシー評価設定事例
や運用事例の提供があった。これらのデータはいずれも活用モデルの有効性評価や検証に役立った。
このように多くの方々の協力を得て、評価基準活用ガイドを充実することができたことに感謝の
意を表す。
コンピテンシー評価は、汎用的能力（ジェネリックスキル）評価の手法としても注目されて来て
いるが、未だ試行錯誤の大学が多いと思われる。教員によっては、時間的な負担が増えるのではな
いかと心配されるかもしれない。しかし、多くの大学がコンピテンシーの育成と評価の必要性を認
め、産業界も期待している。実施への指標とハードルを越え、学生本人の気付きと教育界・産業界
で共通の「教育成果の見える化」を充実させるために、この評価基準活用ガイドを有効に活用して
いただきたい。
今後のコンピテンシー評価の活用への課題として、次の２つを上げておく。
（1）コンピテンシー評価モデルの保守と検証に関して
コンピテンシー評価モデルは参照モデルである。したがって、この活用ガイドの公開で完成・終
りという訳にはいかない。参照モデルは生きものであって、技術や社会の変化に追従して変わる。
実際、「IT 産業にビジネス変化が現れて暫くしてから、求められる人材の質や量が不足している
という情報が伝播され、それから大分経って教育現場が反応する」という傾向があるため、評価基
準モデルに反映されるまでには時間がかかるであろう。時代によって参照モデルは変わり得るので、
その保守・管理は継続的に行っていく必要がある。
活用ガイドの説明を聞いて（あるいは読んで）、「わかった、知っている」と言うのと、「できる、
使えるようになる」と言うのとでは格段の違いがある。このことを忘れず、常に意識し続けてコン
ピテンシー評価に臨んで欲しい。そして、「どのように使えるようになったか？ どのように工夫し
ているか？」など、教育での様々な検証結果を発信して欲しい。
そのような行動が評価基準活用モデルの継続的な保守・推進につながると考えるからである。
（2）コンピテンシー評価基準活用ガイドの普及に関して
教育の質保証を目指して、広域で推進している地域産学連携講座の取組みの一環として評価基準
活用ガイドの説明会の実施、コンピテンシー評価に関するワークショップの地域展開などが考えら
れよう。また、大学関係者に広くアピールできる場として、関係諸学会の全国大会などにおける特
別セッションの企画などにも取り組んでいきたい。
教育改善の継続性が重要であるように、教育評価手法や教育評価尺度の改善についても継続的な
見直しが必要である。この活用ガイドを読んで、あるいは利用しているときに、何らかの疑義や新
たな要望が生じた場合には、発行事務局にお問い合わせていただきたい。
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