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１．はじめに

　現在，日本において学生による授業評価はほと

んどの大学で実施されているといってよいだろう。

１９９１年の大学設置基準の大綱化に伴う自己点検・

評価が義務化されてから１９９０年代前半までは，ま

だ，授業評価は教員による個人実施あるいは一部

の私立大学が実施していたにすぎなかった（例え

ば，１９９２年は国立で９大学，私立で２９大学が実

施）。しかし，１９９０年代後半から次第に導入が進

み，１９９９年の自己点検・評価の結果の公表の義務

化を経た２００３年の段階では，国立９６大学（約９９％），

公立６８大学（約８９％），私立４６９大学（約８９％），国

公私立全体で６３３大学（約９１％）が学生による授業

評価を実施している（文部科学省，２００５）。また，

２００４年度に始まった認証評価制度においても，学

生による授業評価は自らの大学の現状を示す根拠

資料の一つとして例示されている。例えば，大学

評価・学位授与機構の行う認証評価では，大学が

自己評価を行う際に，基準６「教育の成果」，基準

９「教育の質の向上及び改善のためのプログラム」

において学生による授業評価が根拠資料として例

示されている。

　しかしながら，学生による授業評価の急速な普

及は，上記に挙げた法律や第三者評価などいわば

“外的な要請”によるところが大きい。このよう

な条件下では，「実施」が最大の目的となってしま

うことが多く，その実効性，すなわち授業評価が

本来の目的である授業の質の向上につながってい

るかという点については疑問が残る。したがって，

授業評価が普及した今，次に考えるべき課題は授

業評価の質を高め，実際に授業改善に役立てるシ

ステムであろう。授業評価の最適なシステムは決

して一通りに定まるものではなく，各大学の特徴

やニーズに適しているものでなくてはならないが，

本稿では，授業評価の新しい形態としてアメリカ

において普及しつつある�������型の授業評価を

具体的な事例を中心に紹介する。

２．アメリカにおける�������型授業評価

　アメリカの高等教育は学生による授業評価に関し

て先駆的であり，���������	
�	������	��
����������

���������	
�����	������	��
�����	����������	
�	��

��������などの名称でほとんどの大学において実

施されている。�その実施内容や形態は統一的では

なく大学の規模や授業評価実施の目的などに応じ

て多様であるが，新しい実施形式の一つとしてコ

ンピュータ・ネットワーク環境を利用した�������

型の授業評価が普及しはじめている。ここでの���

����型とは，回答・分析・フィードバックといっ

た授業評価一連のプロセスを紙媒体で実施するの

ではなく，コンピュータ・ネットワーク環境を利

用する形式を指す。

　����������	
���	��	�
�（２０００）の調査では，

もっともコンピュータ・ネットワーク環境が整っ

た２００大学（��������	
�����		��２００）のうち大学

全体として�������型授業評価を実施しているの

は約２％であった。�������（２００３）の報告では，

無作為に選んだ５００大学のうち回答の得られた２５６

大学において１０％が大学全体での�������型授業

評価を実施していた。２０００年の調査はネットワー

ク環境が整った大学２００校のうちの約２％，すな

わち４校程度であり，２００３年の調査は無作為に選

ばれた２５６校中の１０％すなわち約２５校である。調

査対象となった母集団の特徴の差異を加味すれば，

�������型授業評価の普及は急速ではないが着実

なものといえるだろう。

　��������	
�������������の��������	
��
�は

�������型授業評価をテーマとしたサイト

（����������	�
��
	��）を運営している。ここ

には�������型授業評価の実施している大学のリ

ストが掲載されている。大学側の自発的な申請に
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よるため�������型授業評価の実施大学が網羅さ

れているわけではないが，リストに掲載されてい

る大学数は２００５年１２月現在大学全体での実施およ

び学部の一部での実施を含めると６０にのぼる

（����������	�
��
	����������������������）。

それらの一覧を表１�１表１�２に示した。

　表１�１，１�２に示された大学，特に表１�１の��������	

５（大学全体で実施）に並ぶ１７大学をみると，次

のような特徴にあてはまる大学が多いことがわか

る。

・規模が小さい

・�特徴のはっきりした大学である（特定の宗教に

基いた教育が行われているなどポリシーがはっ

きりしている）

・コンピュータ関連の研究領域に強い

これらは従来型の授業評価から�������型授業評

価に移行する際の次のようなメリットが対応す

ると考えられる。

・サイズが小さいために学生および教員への周知

が容易である

・学生および教員が比較的等質であるために大き

な変化への適応が容易である

・コンピュータを使う環境に抵抗がない

日本の大学の場合においても，このような点は���

表１-２　少なくとも一学部以上で on-line 型授業評価が行

われている大学

（����������	�
��
	�����������������������２００６年１月時点）
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表１-１　大学全体でon-line型授業評価が行われている大学

（����������	�
��
	�����������������������２００６年１月時点）
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����型導入の難易を判断する観点として参考にな

るのではないだろうか。

３．�������型授業評価の具体例
－���������	�

������������の例－

３�１　大学の特徴

　ここでは�������型授業評価の一例として，

���������	�

������������（以下，���）の授業

評価のシステムを概観する。

　���はペンシルバニア州ピッツバーグにある

１９００年創立の私立大学で，学生数は学部生約５�４００

名，大学院生約４�２００名，フルタイムの教員

（�����������	
��	����������	�����	�������

��������	
������	�������	
�����）１�１２７名という

比較的小規模な大学である。���は��������	

�������をはじめとする８学部から構成され，コ

ンピュータ・テクノロジーの研究分野に強い大学

として知られている（���������	�

��������������

２００５）。ネットワーク環境としては無線���が配

備されており，キャンパス内のどこにいてもアク

セスが可能である。学生は入学時にノートパソコ

ンが与えられ，��とパスワードを使って学内の

ネットワークに接続し，履修登録やレポート提出，

成績照会など事務的手続きはほとんどネットワー

クを介して行っている。実際キャンパスでは，

ネットワークを利用して資料を提示する講義が普

通に行われ，芝生に座った学生がパソコンを開い

ている姿も多く見られる。

３�２　�������型授業評価の導入の経緯

　���では，���������	
������������	���������	���

と�������������	
�����������������
が“����������

��������	”という���サイトを共同で運営して

おり，教員や大学院生の��向けに授業改善に役

立つ情報の提供，セミナーの実施およびコンサル

テーションなど，様々なプログラムを共同で提供

している。�������型授業評価についてもここが

担当している。２００４年度に旧来の紙媒体の形式か

ら予備調査，２度のパイロットテストを含め３年

の試行期間を経て�������型に移行した（���������

�����，２００５）。現在アメリカには，授業評価実施

サービスを提供する企業も複数存在するが（����

（���������	
��，１９７７）；���Ⅱ（������，１９９８）

など），���の�������型授業評価のシステムは

�������������	
�����������������
�に所属する一

人のエンジニアによって独自に作成されている。

したがって，パイロットテストなどから得られた

情報や教員，学生双方からの要望を丁寧にとりい

れた設計になっている。

３�３　授業評価の目的と構成

　���における授業評価は，（１）授業の質の向上，

（２）昇進等の判断材料，および（３）学生の科目選択

支援の３つである。後述するが，それぞれの目的

に応じて結果の公開の範囲が異なっている。授業

評価シートは評定尺度項目４２項目，自由記述５項

目，その他３項目から構成される１。

　授業評価項目は学生自身に関する項目，教授内

容などのいくつかのカテゴリにわけられている。

各カテゴリに評定尺度項目と自由記述がまとめら

れ，順に回答という構成をとっている。この構成

は授業評価に関する検証を行った結果，カテゴリ

ごとに自由記述欄を設けることで自由記述の内容

が各カテゴリに即して分量も長く，かつ内容の濃

いものとなったという効果がみられたことから採

用された形式である（���������	�
���２００５）。

　なお，学生は自分の��によって授業評価の

ページにアクセスするが，個人��は回答から切

り離され匿名化される。また，授業評価に回答し

たかどうかは���������	
��において把握できる

ため，期日を過ぎても未回答科目を残す学生に対

しては���������	
��から回答を促すメールが複

数回送られることになっている。傾向としては受

講科目全てに回答するか，全てに回答しないかと

いう二極化がみられる。

３�４　結果のフィードバック／公開

　授業評価の結果は一週間ほどで教員のもとに

フィードバックされる。１ヶ月以上を要していた

紙媒体時と比較すると大幅な短縮といえる。実際

このフィードバックまでの時間短縮は教員側から

の強い要望であったのであり，これが���が

１　なお，以下���より実際に用いられている授業評価用の項目をみることができる。

������������	
���
��������������	���������	
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�������型授業評価に移行した最大の理由である。

　集計結果は，評定尺度および自由記述部分など

全てが学部長，学長，教員本人に公開される。学

部長や学長にとっては昇進などの判断材料，教員

本人にとっては授業改善に役立てられる。学生に

対しては評定尺度項目の基礎集計部分について公

開となっており，これは過去のものも含めて授業

評価一覧という形で公表される。この情報は科目

登録画面からリンクされており，科目を選択する

際の判断のための情報として利用される。なお，

外部に対して結果は公開されていない。

　また，教員に対する結果のフィードバックは

ネットワーク経由で行われるが，基本的な統計量

や自由記述等を含んだ統一的な結果の他，元の

データも利用可能である。元データおよび統計量

等をダウンロードすることもできる。さらに，

フィードバックを閲覧すると同時にそのまま簡単

な分析が実行できるプログラム環境が整っている。

このプログラムの存在は，���における�������

型授業評価の大きな特徴である。このプログラム

を利用することで得られた授業評価データについ

て教員本人がさまざまな角度からの分析─学年や

学部ごとの統計量の計算や，特定の項目の相関の

計算など─が容易に実行でき，教員が授業評価の

結果からさらに知りたいことを自ら調べることが

できる。結果の見方およびヘルプファイル�も用

意されており，丁寧な解説がなされている。

　図１は，評価項目「全体として教員の教え方は

どうでしたか」という項目に対して，所属別の回

答比率を図示させるプログラムを実行した結果で

ある。この図以外の情報としてクロス集計表の簡

単な検定の結果もあわせて出力される。

　このプログラムを使えば様々な分析を実行でき

るが，統計分析に不案内な教員にとっては「宝の

持ち腐れ」になりかねない。このような場合教員

は先述の���������	��にコンサルテーションを

依頼することも可能である。ともすると結果の単

なる返却だけで終わりがちだが，“授業評価のそ

２　以下���にてヘルプファイルをみることができる。������������	
���
������
��������������������	
��

図１　評価項目の回答を所属別に図示させた結果
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の後”をサポートするシステムが整っているとい

う点は�������型かどうかに関わらず，授業評価

本来の目的を達成するためのあり方として高く評

価できるだろう。

３�５　�������型授業評価の効用

　���における本格的な�������型授業評価実施

からおよそ１年を経て，多くの教員はこの移行を

概ね支持している。�������型授業評価の効果と

しては次のような事項が挙げられている。

・結果の返却が早くなった

・結果がカスタマイズでき，得たい情報が得られ

る

・授業時間を削らなくて済むようになった

・自由記述が長くなった

二点目は���独自の特徴であるが，その他につ

いては�������型授業評価についてこれまでの研

究において報告されている（�����，２００３）。実際，

自由記述は統計的な分析手法にはのりにくい情報

であるが，教員にとっては有益な情報を豊富に含

む項目となる。����大学のように授業評価は���

����化されているがその項目は全て記述式という

大学もある。

３�６　���の授業評価システムから得られる示唆

　���では最終講義の２�３回前に教室で実施され

ていた従来型授業評価の回収率は５割ほどであり，

�������型についても同程度の回収率を得ること

ができた。一般的に�������型への移行において

最も議論となることの１つは回収率の低下である

が，���ではその問題は（もともとの回収率が

どうであったかは別として）クリアできたといえ

る。教員からも概ね好意的に受け止められており，

�������型への移行は成功したといえるだろう。こ

こでは�������型への移行の成功要因について考

察する。

　���の授業評価が従来型から�������型にス

ムーズに移行できた要因は次のようなものが考え

られる。

（１）学生／教員がネットワーク環境に慣れてい

たこと

（２）従来型の授業評価が定着し，学生および教

員の各々がその意義を理解していること

（３）�������型授業評価の本格的実施までの試行

期間を十分にとり，学生や教員の意見が十

分に反映されたものであったこと

（４）�������型への移行に関わる広報を大々的に

行い周知徹底させたこと

（５）授業評価サイトにデモ版や���など様々な

情報を集約したこと

（６）授業評価に関する質問等を受け付ける担当

が明確に定められていること

　これらの要因をみると，（１）のネットワーク環

境に対する親和性を除けば�������型授業評価の

導入に限らず，新しいシステムへの移行に重要な

事項であることがわかる。また，これらの要因は

従来型の授業評価の実施においても参考になるの

ではないだろうか。

４．議論
－日本の大学と�������型授業評価－

　

　�������型が適しているかどうかは，大学の規模

や特徴によって異なるため，一概に全ての大学に

適した方法というわけではない。また，本質的に

は�������型と従来型は実施スタイルの差にすぎ

ず授業評価がめざす目的に違いはない。例えば，

コストを顧みなければ従来型であっても迅速な返

却は可能である。綿密に計画され，実施されてい

れば，従来型であっても同じようなパフォーマン

スを実現することはおそらく可能である。しかし

ながら，時間やコストの制約は考えない訳にはい

かず，また，現在社会においてネットワーク環境

がますます整いつつある状況を考えると，今後移

行を考える大学は少なくないだろう。ここでは移

行における問題点や�������型の可能性について

少し整理しておきたい。

４．１　回収率

　�������型に移行した場合に，おそらく最も大

きな問題となるのは回収率である。授業時間内に

一斉に実施せず，学生の自由意志に任せることへ

の不安は大きい。しかし，���では従来型と変

わらない回収率を実現できていた。���の整っ

たコンピュータ・ネットワーク環境も大きな要因

だが，何よりも学生が授業評価の意義を理解して

いれば回収率が低下することがないという一つの

証拠となろう。

　しかしながら，日本の大学の学生に同じことを
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そのまま期待することはできない。���のよう

にコンピュータ・ネットワーク環境が整い，授業

評価の意義をよく理解していたとしても，���

の講義は１講義が週に１コマでなく２�３コマ実施

されるため，学生が各セメスターにとる科目数は

１０に満たない。一方，日本の学生の学期あたりの

受講科目数はこの数をはるかに超える。毎学期，

大量の授業評価に回答する作業負担の大きさは想

像に難くない。一方授業時間外に実施すれば，回

収率はまちがいなく下がるであろう。したがって，

授業評価を全科目毎回実施するのでなく選択的な

実施にしたり，質問項目を簡素化するなどの工夫

が必要であろう。

　アメリカでも回収率を高めるために学生にイン

センティブを与える様々な工夫が見られる。科目

選択の情報として授業評価の結果を公表するとい

うのもインセンンティブの一つと考えられる。成

績情報に優先的にアクセスすることができる，成

績に一定の点数を付加する，さらには，����など

が授業評価の回答者の中から抽選で与えられると

いうところもある。インセンティブが強いあまり

にその獲得が目的にならないような配慮が必要で

あるが，メリットのない作業に学生の協力が低く

なることは予想に難くない。回収率を高める対策

は十分にとる必要があるだろう。

４．２　費用

　コスト面については，�������型への移行に際す

る初期投資費用は大きいが１０年程の期間でみた場

合には，従来型と比較して安くなる（����������

����������	２００３）。表２�１，２�２は ��������	
����

���������	
の従来型（マークシート式）と�������

型のコストを比較したものである（����������

���������，２００３�の表より作成）。��������	
����

���������	では従来はマークシートによる授業評

価を実施していたが，２００２年より全学的に�������

型の授業評価に移行した。表２�１，２�２にみられる

ような詳細なコスト分析により，従来型では調査

票１枚あたり１�０６ドル，�������型では，０�４７ドル

かかっており，費用面では�������型がより優れ

ているという結果が得られている。表２�１，２�２に

は細やかな比較項目が並んでいるがコスト分析に

おいて，授業時間が削られることをコストとみな

しているあたりは日本の大学にはあまりない視点

表２-１　従来型（スキャナー読み取り型）授業評価に要する費用内訳　

年間経費実際の費用細目項目費用分類

＄６�２８６（按分）教員５名＊９ヶ月分のフルタイム

労働（＄１２�５０�１����），事務職３

名＊１０時間（＄１７�５０�１����），スー

パ ー バ イ ザ ー １ 名 ＊４０時 間

（＄１０�００�１����），大学院生２名＊

４８０時間（＄５�１����），計＄１２５�７１４

授業評価に関する調査研究，

授業評価のデザイン，評価プ

ロジェクトの調整及び運営，

授業評価についての他者の教

育，諸ミーティングに要した

個人の時間

給料／費用（開

発に要した１

時間当たりの

平均給与）

開発費用

＄４１３計＄８�２５０読み取り機およびソフトウェ

ア

読み取り機������＄１３３�９６４

２０年で按分すると

１年当たり＄６�６９８

＄４０�３２８授業評価調査票：両面４００�０００枚＊

＄０�０９５，報告シート２４�５００枚＊

＄０�０９５

授業評価調査票，報告シート紙および印刷

代

運用費用

＄５�６３５２４�５００枚＊＄０�２３封筒１年当たり＄４１５�５０３

＄７８４２４�５００枚＊＄０�０３２ラベル

＄１１�５２０学生６人＊４０時間＊＄８

スキャナー稼働８００時間

報告準備，調査票の読み取り読み取りおよ

び報告準備

＄３５３�８７６２０分＊２４�５００科目＝８�１６７時間，１時

間あたりの平均報酬＄４３�３３

授業評価実施による授業時間

の減少の損失

講義時間

＄３�３６０１５名＊４時間＊＄１６，学生２名＊

１０時間＊＄８�

秘書，��などが配布と回収を

担当

調査票の配布

および回収

＄４２２�２０１合計

＄１�０６１調査票あたりのコスト
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なのではないだろうか。それ以外にもどのような

項目をコストとして組み入れるべきか考える際に

参考になるだろう。

４．３　ネット環境で特異的にみられる誹謗中傷に

ついて

　ネットの匿名性はときに対面コミュニケーショ

ンでは考えられないほどの個人の攻撃性を引き出

し，他人の誹謗中傷をうみだすことがある。���

����型の授業評価においても，こうした点への危

惧がみられる。�������型には自由記述が長くな

るという大きなメリットがあるが，誹謗中傷も同

じ理由からうまれやすくなるということであろう

か。

　解決の一つとして，匿名をやめ記名式にすると

いう方法がある。これは自由な記述を妨げる可能

性があるというデメリットもあわせもつが，記名

によって意見に責任を持たせることで，授業評価

本来の趣旨から外れる言動を抑制する効果がある。

あるいは，原則匿名とし，誹謗中傷の類いについ

ては，教員からの申し立てに応じ内容について審

議し名前を追跡する権限を持つ独立した委員会の

ようなものを設置するというしくみも考えられる。

　しかし，これは根本的な解決ではなく，なぜ誹

表２-２　On-line 型授業評価に要する費用内訳　

年間経費実際の費用細目項目費用分類

＄７１�８２８（按分）教員５名＊１２ヶ月分のフルタイム

労働（＄４１�８８�１����），事務職１名

＊５ヶ月（＄４８�３２�１����），プロ

ジェクトマネージャー１名＊２年

半相当（＄３５�４３�１����），大学院生

１名＊４８０時間（＄１４�１����），大学

院生１名＊８０時間（＄１４�１����），

�������システム移行へのミーティ

ング１����＊教員８００名（＄４３�３３�

１���）�計＄７１８�２８０

授業評価に関する調査研究，

授業評価のデザイン，評価プ

ロジェクトの調整及び運営，

授業評価についての他者の教

育，諸ミーティングに要した

個人の時間

給料／費用（開

発に要した１

時間当たりの

平均給与）

開発費用

＄９４６（按分）ソフトウェア＄４�４６２，

ネットワークサーバー２台

＄５�０００�計９�４６０

ソフトウェア，サーバー二台ソフトウェア，

ハードウェア

������＄８１３�３９４

１０年で按分すると

１年当たり＄８１�３３９

＄６�０３２（按分）フルタイムプログラマー２名

＊６ヶ月（＄２９�１����）

計＄６０�３２０

�������システムのためのプ

ログラムコード作成

プログラミン

グ

＄２�５３３（按分）表２�１のコストのおよそ６％とし

て計算�計＄２５�３３２

回収率を高めるための試行時

の紙ベースの授業評価調査

試行時の従来

型シート

＄４�６４０マネージャー１名＊１ヶ月相当

（＄２９�１����）

オンラインデータベースシス

テムの運営

シ ス テ ム マ

ネージメント

運用費用

＄４５０ネットワーク利用料ネットワーク

利用
１年当たり＄４�０６０

＄８８�４７９５分＊２４�５００科目＝２�０４２時間，

１時間あたりの平均報酬＄４３�３３

授業評価実施による授業時間

の減少の損失（�������型授業

評価に参加するように呼びか

けるのに要した時間）

講義時間

＄７�６４８キャンパスポスター，新聞広

告等による広報活動

�������型

授業評価の宣

＄４�０００ライセンス使用料＄２００�０００の

概ね２％

キャンパスで用いられているラ

イセンスソフトウェア利用料

���ソフト

ウェア

＄６０２�０００ページ＊＄０�０３希望者には紙ベースの報告書

を印刷

報告シート

＄１８６�６１７合計

＄０�４７１調査票あたりのコスト
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謗中傷が生まれるのかという原因を追求する必要

があると私は考える。授業評価の意義が正しく理

解されているのか，教員側には全く問題がないの

か，あるいは，その学生自身が心の病などの問題

を抱えているのではないか。誹謗中傷も一つの

メッセージとして受け止め，状況に応じた対応を

はかること自体が授業の改善や大学の改善につな

がるのではないだろうか。誹謗中傷が起こるから

�������型はだめだというのは問題のすり替えに

すぎない。

４．４　On-line 型の日本での可能性

　これまで�������型の授業評価について���で

の実践を中心に論じてきた。授業の改善は，教員

個人の責任がもちろん大きいが，�������型の授業

評価はそれをサポートする体制の強化のみならず，

組織的な大学改善を促進する機能を有している。

�������型への移行は，より迅速かつ機動力に富

む集中的な情報収集能力の獲得を意味するのであ

り，今後の大学の方向性を決める際の重要な情報

源として日本においても，�������型が適すると思

われる大学では，活用が期待される。

［参考文献］

文部科学省（２００５）「大学における教育内容等の改
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