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エネルギー政策に魔法の杖はあるか？ 

～ 求められる環境・経済の持続可能性を高める現実的な選択肢 ～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

エネルギー政策への関心が高まっている。従来、住民視点でのエネルギー政策の関心は、地球温暖化

対策に伴う省エネ活動が中心であり、政府においても、現行の経済社会システムの枠組みを前提に個々

人の環境意識の向上を図ることが、主要課題として位置づけられていた。その流れを大きく変えたのは、

言うまでもなく東日本大震災と福島第一原発の事故である。原子力の安全神話が崩壊し脱原発の機運が

高まる一方で、エネルギーコストの上昇と不安定化は国民生活に深刻かつ重大な影響を与え続け、安価

で安定的な電力の必要性が再認識されている。エネルギー政策が選挙の主要論点となっている現状は、

脱原発という「風」の側面が大きいものの、経済活動と環境保全活動の関係を持続可能性の観点から捉

え直し、現行の経済社会システムを変革させる時期を迎えているとの認識を、多くの国民が持ち始めて

いることの証左であるとも評価される。 
東日本大震災前に策定された政府のエネルギー基本計画によると、エネルギー政策の基本は「安定供

給の確保」、「環境への適合」、「経済効率性」の実現を図り、成長戦略と一体的に推進することであると

しており、現状認識に大きなギャップはないと評価される。原子力は、これら３つの観点をバランスよ

く実現する「魔法の杖」として位置づけられていたが、「環境」の持続可能性を壊滅的に破壊する存在

でもあることが再認識された現状においては、従前の積極的な活用を前提とした政策を推進することは、

事実上困難であろう。このような中、再生可能エネルギー、とりわけ太陽光、風力を中心とした自然エ

ネルギーへの期待が高まっていることは、当然の流れであろう。産業振興の観点から、環境技術の開発

等を推進することにも合理性がある。しかし、再生可能エネルギーを新たな「魔法の杖」として捉えエ

ネルギー政策の柱に据えることが、環境と経済の持続可能性を高めることにどの程度資するのか、慎重

に議論する必要があろう。 
エネルギー資源の活用に伴う安全面でのリスクと利便性は、エネルギー密度と反比例関係にあり、エ

ネルギー密度とエネルギー利用に要する時間も反比例関係にある。化石燃料は動植物の有機物を高密度

化したものであることから、単位当りの発熱量が大きく利活用の幅が拡大する一方、木材等より取り扱

いに伴うリスクは拡大する。原子力発電では、ウラン原子の核分裂に伴う質量変化をエネルギーに変換

するため、莫大なエネルギーが発生する一方、取り扱いに伴うリスクも乗数的に拡大する。一方、太陽

光、風力等の自然エネルギーは、利用にあたってのリスクが少ないが、エネルギー密度が極めて低い上、

固定化されていないため高密度に固定化するためには一定の時間もしくは量が必要となる。技術進歩が

進んでも、これら物理的特性に影響を与えることはできない。原子力を魔法の杖として扱うことは、取

り扱いに伴うリスクを極小化するため集中化することを前提とし、自然エネルギーを魔法の杖とするこ

とは、利用にあたって時間と土地を量的に拡大するため分散化することを前提としている。エネルギー

政策の見直しにあたっては、これらの特性を踏まえ、現実的な選択肢を検討する必要がある。 
環境、経済の両面から持続可能性を高めるエネルギー政策とは何か？その検討にあたっては、エネル

ギーの問題を複合的要因がからむ構造的問題であると捉え、エネルギー源の多様化とベストミックスの

確保等、エネルギー政策の個別課題に取組むと同時に、国土形成のあり方も含め、経済社会システムの

転換に向けた政策の多様化とベストミックスを模索する必要があろう。主要なエネルギー資源を持たな
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い我が国は、諸外国の影響を遮断することはできない。唯一の解を求めるのではなく、環境変化に対応

できる柔軟な経済社会システムのあり方を検討することが求められている。 
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ルーティン化した評価制度の検証 

北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

 
1.はじめに 
 政策評価・行政評価の取組み（以下「評価制度」）において「評価のための評価」が展開され、成果

が見えづらい中で事務負担が大きく拡大し問題となるケースが多い。一方で、首長・議会あるいは行政

が政治的に見直ししづらい事務事業を削減・廃止するために第三者の御墨付けを得る手段として評価制

度を活用するケースも多いことは、本フォーラムの「新・地方自治ニュース」で紹介したところである。

本稿では、評価制度による結果をどのように次の政策の意思決定と連動させていくのか「合理的形成仮

説」と「組織的形成仮説」に分けて掘り下げ、評価制度の理解を深めその有効性を高めるとともに、ル

ーティン業務化した評価制度の継続性の是非の判断に資するツールを提供する。 
 
（1）合理的形成仮説・・社会科学的性格 
 合理的形成仮説とは、公共政策を目的と手段の連鎖構造としてとらえた上で社会科学的分析手段を政

策評価に結びつける考え方である。この考え方の基本は、科学的分析手段でもたらされる結論は必ず次

の公共政策に対する意思決定にフィードバックされ連動させることにある。したがって、この考え方で

は、評価委員会など評価機関は行政組織の外部に独立性を持った組織体で設けられることが多く、行政

内部に設置した場合でも独立性の高い機関として位置づけられやすい。そこでの評価方式は、数値化に

よる費用便益分析など定量的手法で実施され、得られた結果は自動的に次の政策形成にフィードバック

される枠組みを想定する。このため、①次の公共政策に関する意思決定に参画する政策形成者は評価機

関が下した結果を受け取り、政策の存廃も含めた大胆な政策の見直しを実施すること、②評価結果が政

策形成にフィードバックされることを前提として、評価者は政策形成には関与しない独立した位置付け

となること、等に特色がある。 
 
（2）組織的形成仮説・・教育的性格  

一方、組織的形成仮説では、評価機関は行政内部に置かれ評価結果は必ずしも次の公共政策の意思決

定にフィードバックされるとは限らないと考える。評価結果の公表は、行政の内部あるいは国民に対す

る教育的性格や情報共有的性格を強くし、直接的に公共政策を見直すのではなく公共政策を議論する土

壌形成に中心を置く。このため、評価機関による評価結果は、政策形成のための参考材料になることは

あっても先に見た合理的形成仮説のように必ずフィードバックされる仕組みとはなっていない。仮にフ

ィードバックされても公共政策の意思決定者の最終判断が優先することから、政策の存廃等急進的な形

ではなく限定的一部修正型での見直しが中心となる。評価者は自ら判断した評価結果を次の政策形成に

反映させるためには、政策形成過程に積極的に関与する必要がある。 
 

（3）仮説の応用・・仕組みの診断 
 合理的形成仮説、組織的形成仮説ともに評価制度に対する考え方に関する仮説であり真偽を述べたも

のではない。しかし、実際に政策評価を展開するには評価の仕組みをこのふたつの仮説のどちらを基本

政策論説 
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に形成するかを明確にして共有する必要がある。この共有が欠如しあるいは十分でないと評価は形骸化

し負担が拡大するだけの存在となる。合理的形成仮説に立ったシステムの場合、評価分析結果を次の政

策形成に必ずフィードバックさせる決意を政治・行政共に持つ必要がある。しかし、現実の政策形成で

は、様々な利害関係が輻輳することから、外部機関として設置された評価分析機関の結果を直接的に政

策形成に結びつけることが難しいのが実態である。また、より本質的な問題として公共政策の場合、民

主主義との問題がある。評価制度の結果であっても公共政策の場合、最終的な決定は議会を中心とする

民主主義に委ねられる。公共政策を目的と手段の連鎖構造としてとらえ社会科学的分析手段を政策評価

に結びつける合理的形成仮説では、科学的分析手段でもたらされる結論は必ず次の公共政策に関する意

思決定にフィードバックされ連動することになる。しかし、公共政策の場合には複雑な政治プロセスを

経由して最終的に意思決定されることから以上の連動を現実的に担保することはできない。 
現実の行政組織で導入されている評価制度の性格は、圧倒的に組織的形成仮説による場合が多いのが

実態である。組織的形成仮説に立った政策評価制度では、評価分析機関の結論は次期政策形成の参考材

料であり、受け入れるか否かは議会を含めた政策決定者の判断に委ねられる。その際に、評価結果が次

の政策形成にフィードバックされないため、政策評価制度自体の外部からの信頼性を低下させること、

評価機関の評価対象となる個別政策に対する認識が十分に形成されていないと政策形成の実態とは分

離した社会科学的客観性に基づく結論を提示し、その結果、政策評価と実際に展開される公共政策が制

度的にも分断されてしまう結果となる危険性があること、などに留意する必要がある。社会科学的客観

性に基づく調査分析はあくまでも組織的な政策形成を補完するものであり、そこでの政策形成の質と説

明責任の向上を目指す取り組みと位置づける必要がある。 
 

2.戦略的意思決定・・使い分け 
組織的形成仮説、合理的形成仮説のふたつを戦略的意思決定とそれに基づく実施レベルの業務的意思

決定に分けて適用する方法もある。具体的には、組織的形成仮説は資源配分を中心とする戦略的政策の

意思決定に、合理的形成仮説は資源配分を受けて展開される事務事業の執行管理面に関する意思決定に

適用しすみ分けしながらキャッチボールする方法である。 
戦略とは、長期的視野に立って複合的思考の下、目標を達成するため資源を総合的に活用することで

ある。この戦略に関する意思決定では、評価分析の目的を効率性の追求、行政の行動システム改革の追

求、そして地域ネットワークに関する行動システムの改革の追求に分けて整理することができる。第 1
の効率性の追求では配分された資源を如何にコストと成果の面から有効性高く活用しているかを評価

分析の軸とするものである。第2の行政の行動システム改革の追求では行政組織に的を絞り、政策形成、

政策執行に関する行動科学の視点から改革を行うことが中心になる。具体的には、予算編成システム、

人事制度、さらには情報の流れ方など行政内のネットワークの抜本的な見直しを意味する。単なる経費

削減ではなく、行政内に流れる情報の質の改善、国民との間で情報の非対称性の改善などが中心となる。

第 3 の地域ネットワークに関する行動システム改革の追求とは、どのような公共サービスの提供を、い

かなる方法で求めるのかなどについて行政中心に議論するのではなく、国民も参加するかたちで議論す

るいわゆる開かれた公共性の展開である。それにより、情報の共有と質的改善を進め、従来の既得権構

造の見直しと同時に国民も公共サービスの展開を担い行政内に限定せず地域の公共サービスを担う資

源を地域全体に幅広く求めることで、下からの公共、開かれた公共性を生みだし、サービス提供の主体、

手法も含めた多元化に取り組むことが可能となる。 
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3.評価の二面性 
（1）規範的側面 

さらに、評価には規範的側面と客観的側面がある。第 1 の規範的側面とは、評価結果を政策の決定や

見直しの中でどの程度重視するのか、すなわちウェートを決めることを意味する。公共政策も緊急を要

するものから時間をかけてゆっくり取り組むべきもの、あるいは日々の生活に必要不可欠なものから期
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待を込めて取り組むものまで千差万別である。こうしたいろいろな政策をすべて同じ重視度で評価した

とすれば政策の樹は大きく曲がりくねる結果となる。評価においても優先順位の明確化が前提となる。

例えば、評価においては目標値の数量的設定が重視される。その達成率を把握することで公共政策とし

ての成果を評価することに活用される。その際、達成率を評価・分析する前提として、対象政策の目標

値の性格を評価分析する必要がある。その評価の視点は、目標値が限界的、期待的、充足的のどれに該

当するかの問題である。限界的目標値とは、住民にとってセーフティネット的な政策の目標値を意味す

る。この場合 100%達成されなければ住民の生活に大きな影響を与えると考えられる。したがって、100%
の達成率以外は意味を持たないことになる。期待的目標値とは、可能であれば達成したいと考える位置

づけの政策であり、「・・・だったらもっといいな」のレベルである。この場合、達成率が 40~50％で

あっても住民生活に決定的な影響が生じることはない。むしろ、こうした政策が 100%達成され限界的

目標値や充足的目標値が低いとすれば政策体系として大きな問題と言える。最後の充足的目標値とは限

界的と期待的の中間的位置付けで、当面 100%でなくとも 70~80%程度目標を達成できれば住民生活に

問題ないと考えられる位置づけにある。 
実際の評価では、目標値は 100%達成することが基本とする認識が多い。しかし、性格の異なる政策

を同列で並べてすべて 100%達成を目指すとすればそれは逆に公共政策全体の政策の樹として極めて歪

んだ構造をもち社会的価値配分にも影響をもたらす。一方で 100%達成を確保するため事前調和的に目

標値を下げたとすれば評価・分析の有効性が失われる。目標値そして目標値の達成率を最重視するので

はなく、その前提として評価・分析の対象となる政策の位置づけと重要度、優先順位を明確にすること

が必要となる。この優先順位の明確化は、公共政策の三大争点のひとつでありこれを抱えたままの評価

は有効性が限られたものとなる。 
 

（2）客観的側面・・数値化 
第 2 の客観的側面とは、それぞれの評価項目を測定し数値化することを意味する。客観性とは本来、

比較可能性と予見可能性を担保することである。この二つの可能性を確保するには数値化が不可欠とな

る。客観的側面に関して評価した結果をどのように表すかによって定量的評価法と定性的評価法のふた

つに分かれる。 
定量的評価法とは、客観性を確保する手法として重要であり、目標に基づき政策執行にガバナンス機

能を発揮させる基本となる。この定量的評価法の最も代表的存在が政策評価の基本となっている費用便

益分析である。政策の費用と便益を貨幣的価値に表現し測定するものでありこのほか、統計的手法によ

って因果関係を測定する回帰分析や計量経済モデル分析法、インパクト評価を中心とした時系列法など

がある。一方で定量的評価法は政策を貨幣的価値としての数字に置き換えるため加工度が高い情報とな

る。このため、数値形成が適正であるかを常に検証する必要があり、数値を認識するだけではなく、数

値形成の過程に関する説明責任の徹底と情報共有、因果関係の整理が必要になる。加工度が高くなるほ

ど間接情報となり信用度を確保することが難しくなる。また、社会科学の数値は、評価など分野を問わ

ず一定の思想を持っている。ここで言う思想とは、一定の主張を下につくられていることを示している。

この一定の主張に基づき手法が定められ数字が形成されます。この手法が伸び縮みしたり変化したりし

たのでは客観性を担保することはできなくなる。 
 評価制度は政策を決定できる魔法のツールではない。評価制度と民主主義に基づく政策意思決定の本

質を十分に理解し、その有効性と限界を踏まえた制度設計と運営が必要となる。 
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衆議院解散と政策の予見可能性 

                     北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

 

民主主義を通じた政策決定のさらなる課題として、政策決定、執行のスピードが環境変化に対して十

分ではなく、「政策のラグ」といわれる時間的ズレを生じさせ、政策の失敗をもたらす点が挙げられる。

時間的ズレは政策の効果を低下させるだけではなく、期待した政策効果とは全く別の結果をもたらすこ

とになり、政策展開に対する信頼性自体を失わせる原因ともなる。 
11 月 16 日の衆議院解散とそれに伴う予算編成作業の遅延、さらには選挙結果次第による新政権の姿

次第では、予算編成の基礎となる概算要求基準自体の見直し、税法等予算関連法案の検討、そして国会

審議の遅延等政策のラグを拡大させる要因が多く存在する。とくに、「政策共有なき多数の政権」が誕

生したとすればラグの影響はより深刻化せざるを得ない。 
政策のラグは、通常、認識のラグ、決定のラグ、執行のラグ、そして効果のラグに分けられる。政策

的に対応しなければならない事実の認識自体に時間を要する（認識のラグ）。通常、与えられる情報を

雑音、サイン、シグナルなどのレベルに分け評価し、とるべき行動を決定する。このレベルの認識に時

間を要するほか、レベルの認識に合意が得られても対処すべき政策の中身を決定するまでに利害関係者

間の合意形成等で時間を要する（決定のラグ）。とくに、今回の場合、選挙結果次第では合意形成のプ

ロセス自体が白紙形成となり、政策議論ではなく政策形成の前提となる利害調整ルールの形成自体に時

間を要する危険性がある。仮に、この政策形成の前提となる利害調整ルールの形成自体を曖昧にして政

権運営を行えば、政策展開の体系化が図られず政策の混沌・混乱状態を生じさせることになる。 
さらに政策が決定しても実際に政策を発動するまでに行政機関での事務手続き等の時間が必要にな

る（執行のラグ）。この段階では、とくに予算と法律の関係が重要である。政策のラグは、単純に形成

されるのではなく、多層的に形成される。仮に予算が成立しても予算執行に必要な法律案が国会審議で

時間を要することで、予算執行は遅延せざるを得ない。2012 年度予算における赤字国債発行に関する

「特例法」がその代表例である。とくに、政治的に争点となり易いのは税法であり、2013 年度税法が

新政権の下でスムーズに検討できるかもラグを深刻化させる要因となる。 
そして、政策を執行し意図した効果が意図通りに帰着するとしても帰着までにさらに時間を要する

（効果のラグ）。これを効果のラグと言う。この効果のラグは認識・決定・執行の各ラグが生じている

間に政策によって対処しようと意図している経済社会環境が変化し、当初に意図した政策の効果が作

用・反作用両面において齟齬をきたすことも含まれる。 
こうしたラグの課題克服に対して、市場主義との連携は一定の役割を果たす。情報化時代を迎え、経

済社会の変化のスピードはどんどん速まっている。政策展開をこの変化スピードに対応させること、あ

るいは変化スピードを過度に加速させないよう政策を通じてコントロールすることが重要となる。経済

社会の変化スピードと政策スピートが対応していなければ、経済社会は不安定となる。スピードの格差

が政策の失敗として経済社会の不安定を生み出す要因となるからである。しかし、政策のラグの多層的

深刻化は、国民全体の政策に対する予見可能性を大きく低下させ、経済社会の投資活動のリスクを拡大

させる。民間企業は当然のこと個人の住宅投資・消費活動、海外からの投資なども含まれる。政治はそ

うした政策の予見可能性の低下によるリスク拡大にも十分に留意する必要がある。

政策シグナル 
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斑模様のアジア経済 

北海道大学公共政策大学院教授・院長  宮脇 淳 

 
世界経済が全体として停滞色を深める中で、アジア諸国の経済状態が斑模様となっている。まず、日

本経済をみると減速傾向が明らかとなっている。2012 年 7-9 月期の実質 GDP は前年比大幅マイナスの

0.9%減速、減速のスピードを示す前期比年率ではマイナス 3.5%となり、東日本大震災の影響で大きく

経済が減速した 2011 年 4-6 月期の同 2.1%マイナスを上回るブレーキがかかる状況となった。ブレーキ

の最大の要因は外需、すなわち輸出の減少にある。マイナス成長が続くユーロ向け、中国等新興国向け

等が減少傾向を強めたことによる。しかし、7-9 月期に入り大きく減速させた要因は、内需にある。4-6
月期まで減速傾向は示しつつもプラス成長を維持してきた内需が 7-9 月期に入り前年比・前期比共にマ

イナスとなり、外需同様に日本経済にブレーキを掛ける結果となった。内需が減少した要因の第 1 は、

景況感・雇用環境の悪化、自動車販売の減少などから個人消費が低迷したこと、第 2 は内外需の減速傾

向等を背景に先行き不透明感が強まったため企業の設備投資が減少傾向となったことなどによる。今後、

2012 年度後半の日本経済も大きな変化は期待できず、10-12 月期もマイナス成長の危険性がある。 
今後の政治情勢次第では、「政策シグナル」で見たように政策のラグによるリスクが拡大し、経済を

混乱させる要因となる。同時に、日本経済の回復に対して「重し」となっている「デフレ圧力」は依然

として強い。GDP デフレーターでその動向を見ると、マイナス 0.7 と引き続き下落傾向を続けている。

日本経済の出口政策の欠如が構造的に大きく影響している。 
一方、これまで低迷していた台湾経済が長い減速動向をやっと脱し、僅かながらプラス成長となって

底入れする動きを見せいている。台湾経済の 2012 年 7-9 月期実質成長率前年比は 1%強のプラス成長と

なった。2010 年年央以降前年比での成長率を徐々に落としてきた台湾経済は長い景気低迷期を経て

2012 年 4-6 月期ほぼ前期比ゼロ成長となったのち 7-9 月期にプラスとなり底入れする数字となった。 
7-9 月期にプラスに転じた要因は、企業の設備投資・在庫投資等資本投資動向が増加に転じたことに

ある。IT 関連事業の比率が大きい台湾経済では輸出の低迷を受けて、企業の投資に対する姿勢が大きく

冷え込み、経済全体の動きの足を引っ張る状況が続いてきた。これにより、雇用環境・所得環境の悪化

から個人消費も低迷し、内外需両面から台湾経済の落ち込みを激しくしてきた。しかし、7-9 月に入り、

スマートホンやウィンドウズ 8 等の需要拡大から、IT、液晶等の生産が回復し製造業部門の活動が活発

化してきた点がプラス要因として大きく影響している。問題は、こうした回復が踊り場的・一時的要因

ではなく、持続的回復に結び付くか否かの点にある。この点を考えるに際して重要となるのは、第 1 に

中国等新興国を中心とした IT 関連需要がどこまで増加するかにある。しかし、ユーロ経済も含め需要

回復力は 2012-13 年にかけても弱く、台湾経済の底上げを図る力は弱いと言わざるを得ない。第 2 の点

は、台湾経済自体のインフレ圧力の内在である。ガソリン価格等の値上げ圧力は依然として払拭されて

おらず、経済回復に向けた金融緩和政策の効果も限定的なものとならざるを得ない。台湾経済は底入れ

動向を示したものの、今後については依然として不安定な状況にある。 
さらに、ベトナム経済に目を向けると回復力が強まっている。2012年 7-9 月期の実質 GDP 成長率は、

前年比プラス 5.4%と加速している。ベトナム経済が回復力を強めている原因はサービス業が底固い動

向を続けていることに加えて、生産活動の増加から製造業が低迷期を脱したことによる。生産活動の増

加は、中国向け輸出の増加等を反映したものである。

アアジジアアリリンンクク  
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大学教育の質保証に向けた 
情報活用の動向と今後の方向性 

株式会社富士通総研 公共事業部 佐藤 善太 

 
 日本の高等教育においては、近年、教育の質保証が重要な課題となっている。本稿では、質保証が求

められる背景と、情報を活用した質保証の取り組み事例、および今後の展望について論じる。 
 
１．大学教育の質保証が求められる背景―大学間競争の激化と国・社会からの要請 
 大学数の増加と少子化等に起因するマーケットの縮小によって、大学間競争が激化している。2012
年の日本の国公私立大学数は 783 と、過去最多を記録した一方で、これまで一貫して増加傾向にあった

学生数は約 287 万 6 千人と、前年比約 1 万 8 千人の減少に転じた 1。多数の大学が縮小するパイを奪い

合う中で 2、私立大学では実に半数近くが定員割れを起こしており（2012 年時点で 45.8%）3、募集停

止に追い込まれる大学も少なくない。各大学は、こうした大学淘汰の時代を生き抜くために、社会に求

められる人材を育成する魅力ある教育を実現し、日本人学生・留学生を確保するとともに、就職・研究

の実績を高めて自らの存在意義を国内外に示すことを求められている。 
 大学の教育改革に対する社会からの要請も強まっている。グローバル化した知識基盤社会の中で日本

が国際競争力を維持し、また人口減少する地域社会の持続可能性を確保するためには、高等教育の質を

高め、社会・経済のイノベーションを主体的に生み出す人材を輩出することが極めて重要である。しか

し、社会の大学教育に対する評価は厳しい。朝日新聞の世論調査では、「世界に通用する人材」「社会や

企業が求める人材」を大学が育成できていないと考える人の割合は 3 分の 2 近くに上った 4。実際、海

外と比較して日本の大学生の学修時間が極めて短い現状にあっては（図１）、単位を実質化し 5、社会の

ニーズに応える人材育成の場として大学を機能させることは難しく、抜本的な教育改革が求められよう。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本

米国 0時間

1-5時間

6-10時間

11時間以上

 
図 1 日米の大学生の授業に係る学修時間（1週間当たり） 

出典：日本は東京大学大学経営政策研究センター2007 年調査、米国は NSSE 2012 年調査 

 

 文部科学省も、こうした現状を踏まえ、2012 年 6 月に公表した「大学改革実行プラン」において大

                                                   
1 文部科学省「学校基本調査」2012 年度速報値。 
2 将来的には、進学率の向上・社会人学生の増加により 18 歳人口の減少を補い、大学入学者を維持・拡大できる可能性もある。ただ

し、社会人学生については、ピーク時の平成 13 年の 1.8 万人から、平成 23 年は 1.2 万となっており、各種の施策を講じているにもか

かわらず減少している状況である（文部科学省「学校基本調査」データ）。 
3 日本私立大学学校振興・共済事業団「私立大学・短期大学等入学志願動向（2012 年度）」参照。 
4 朝日新聞『「教育」をテーマにした「全国世論調査」』（2011 年 1 月 1 日 18 面）参照。 
5 大学設置基準は、学生に講義および前後の学修を含めて 1 単位当たり 45 時間程度の学修時間を求めており、単位の実質化にはその

時間の確保が求められる。 

事事例例研研究究  
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胆な大学教育改革の指針を打ち出した。教育に関しては、①学修時間の確保や実習・体験型教育による

主体的に学び・考え・行動する力を鍛える人材育成、②知識偏重型入試から意欲・能力・適性等の多面

的評価を行う入試への改革、③グローバル化に対応した人材育成、④大学ポートレート（後述）・客観

的評価指標を活用した大学の教育力・研究力等のパフォーマンス評価、等が掲げられている。また、⑤

教育の質保証に対する指導を厳格化し、最悪の場合、組織廃止命令も検討するとしている。 
 以上のように、大学の競争戦略、社会・国からの要請、いずれの観点からも、教育の質保証が求めら

れる。この実現に向けては、まず、教育ビジョンの明確化、カリキュラムの体系的見直し、FD・SD6の

推進等、各大学の主体的な改革の実践が重要である。加えて、そうした各大学の実践を支える基盤とし

て、教育に係る情報を集約・活用する仕組みを確立し、教育成果の把握や教育改善に向けたPDCAサイ

クルの運用に役立てることも、教育の質保証に欠かせない。 
 以下では、第一に学生個人の情報の集約と活用、第二に大学組織としての教育情報の集約と活用の動

向に焦点を当て、取組み事例および今後の課題・方向性を示す。 
 
２．学生個人の情報の集約と活用－電子ポートフォリオの導入と学びのログ解析 
大学教育の質保証に向けては、まず、教育の成果を把握・検証する仕組みが必要である。専門分野に

応じて多様な教育が行われる大学では、統一的な学力考査による成果把握・検証は難しい。そのため、

学修のプロセスや、学修の結果として学生個人に何ができるようになったか（アウトカム）を重視する

のが国際的潮流となっており、日本でもその流れに沿って様々な取り組みが進められている 7。 
（１）電子ポートフォリオの導入事例 
学生の学びのプロセスとアウトカムを把握・検証するツールとして導入が進んでいるのが、学生の正

課内外の活動の過程・成果を蓄積する電子ポートフォリオである。蓄積した情報は、学生自身で参照し

て成長に向けた改善活動に活かすとともに、教職員と共有して各種の指導・支援に活用される。 
  

表 1 電子ポートフォリオに蓄積する主な情報とその活用方法 

No. 情報分類 情報例 活用方法

1 学修目標・達成状況
正課活動での学修目標・計画、達成状況の自己評価・教員や他学
生からの評価を記録。目標設定や評価は、自由に設定する場合
と、大学側が定める目標・評価基準に沿って設定する場合がある。

2 学習履歴・成果物 講義出席履歴、レポート等の成果物、テスト成績等を蓄積。

3 課外活動・生活状況
部・サークル活動、ボランティア、アルバイト等の活動状況や、経
済・健康状態等を蓄積。

4 キャリア形成過程
キャリア目標、キャリア科目受講履歴、就職活動の記録（資格取
得・セミナー受講・エントリー・内定状況等）を蓄積。

学生の自律的キャリア形成、就職活動用ツール
として役立てる。
また、教職員の学生への就職支援に活用する。

学生の学修の自己管理能力の養成、自律的成
長に役立てる。
また、教職員の学生へのきめ細かな指導・支
援、学生とのコミュニケーションツールとして活用
する。

 

 
 表１は、電子ポートフォリオに蓄積される主な情報と、その活用方法である。多数の大学で電子ポー

トフォリオの導入が進んでおり、表中の分類の一部もしくは複数の情報を蓄積・活用する例が多いが、

文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）」にも採択された金沢工業大学の取組みでは、

                                                   
6 FD（Faculty Development）は教員の授業内容や教育方法などの改善・向上を目的とした組織的取組みであり、2008 年の大学設置基

準改正において義務化された。SD（Staff Development）は職員の資質向上に向けた組織的な取組みを指す。 
7 中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（答申）」（2008 年）において、「何を教えたか」から「何ができるようになったか」

を重視する教育への転換が国際的トレンドであり、日本もその方針に向かうべきであるとする旨が述べられている。 
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No.1～4 の全ての情報が電子ポートフォリオで蓄積・活用されている 8。 
図２の通り、学修目標・達成状況を蓄積するポートフォリオでは、個人の目標設定と達成度評価のほ

か、大学の定める学生の獲得すべき能力に沿った目標設定・達成度評価も行う。学習履歴・課外活動・

生活状況を蓄積するポートフォリオには、初年次の学生が毎週記入し、修学アドバイザー（担任教員）

もコメントを記入する。このほかにも科目・年度ごとの目標設定・自己評価や、キャリア形成に役立て

るポートフォリオが利用されており、学生の自律的成長と教職員の指導・支援充実に活かされている。 

大学の定める獲得すべき
能力に沿った目標も設定

学修・生活等の多面的な
自己評価・目標設定

学修に加え、生活
履歴も記録・蓄積

日々の振り返り
を記録・蓄積

学修目標・達成状況を蓄積するポートフォリオ 学修履歴・課外活動・生活状況を蓄積するポートフォリオ

 

図 2 電子ポートフォリオ例（金沢工業大学） 

出典：金沢工業大学ホームページ 9 をもとに筆者作成 

 
（２）学びのログ解析事例 
 電子ポートフォリオや、既存の学生情報システムから学生の学びや生活のログを抽出し、分析するこ

とで学生の支援・指導に役立てる取組みも始まっている。例えば、授業の出席記録や入退室記録を収集・

分析して、単位取得が困難となる前に学生に出席を促す取組みや、長期欠席者を把握して休学・退学と

なる前に能動的にケアを行う取組みには、比較的多くの大学が着手している 10。 
さらに、横浜国立大学では、授業支援システム（LMS）に蓄積されたデータを利用し、学生の学修行

動を可視化する実証研究を富士通と共同で行っている 11。LMSからは、学生の出席頻度、講義資料参照

回数、レポート提出状況、システム上でのQ&Aやディスカッション機能の利用状況など、多くのデータ

が抽出できる。これらのデータから、学生個人の学修行動の積極性・継続性・計画性等を数値として可

視化し、教職員からの指導やフォローに役立てる試みが行われている。 
（３）今後の課題と方向性 
 学生に対する学習の過程や成果を可視化し、教育・支援を充実させる手段として、電子ポートフォリ

オや学びのログの解析はさらに普及すると推察される。ただし、今後電子ポートフォリオを導入する場

                                                   
8 金沢工業大学のポートフォリオの全体像について、以下を参照。（http://www.kanazawa-it.ac.jp/kyoiku/portfolio.html） 
9 「KIT ポートフォリオ―修学モデルの紹介」（http://w3e.kanazawa-it.ac.jp/portfolio/ ）参照。 
10 例えば、信州大学や名古屋工業大学の例などを参照。

（https://www.ssken.gr.jp/MAINSITE/download/newsletter/2012/20120903-edu-1/lecture-01/SSKEN_edu2012-1_fuwa_presentation.pdf、 
https://www.ssken.gr.jp/MAINSITE/download/newsletter/2012/20120903-edu-1/lecture-02/SSKEN_edu-2012-1_matsuo_presentation.pdf） 

11 LMSはLearning Management Systemの略。授業計画・実施・振り返りを支援するシステム。横浜国立大学では、出席管理、シラ

バス・教材・資料・レポート登録、アンケート、ディスカッション、採点・成績管理等が可能な LMS を使用。事例の詳細はサイエン

ティフィック・システム研究会教育環境分科会 2012 年第 2 回分科会講演資料「学習履歴を用いた学習行動量の可視化の取り組み」を

参照。 

http://www.kanazawa-it.ac.jp/kyoiku/portfolio.html
http://w3e.kanazawa-it.ac.jp/portfolio/
https://www.ssken.gr.jp/MAINSITE/download/newsletter/2012/20120903-edu-1/lecture-01/SSKEN_edu2012-1_fuwa_presentation.pdf
https://www.ssken.gr.jp/MAINSITE/download/newsletter/2012/20120903-edu-1/lecture-02/SSKEN_edu-2012-1_matsuo_presentation.pdf
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合、以下の点に留意すべきである。まず、ポートフォリオを大学の理想の人材像の育成に役立てるため、

ディプロマポリシー12等に則した目標設定や、アセスメントポリシー13に則した達成度評価を促すよう

設計することが望ましい。また、ポートフォリオの記入には学生・教員双方に相応の負担がかかるため、

一定の利用率を確保する運用上の工夫も必要である。学生には初年次から毎週の記入を習慣づけ、教員

には担任制をとって学生ケアの責任を持たせる金沢工業大学の運用設計は参考にすべき例である。 
 一方、学びのログ解析は研究段階にあり、どのようなデータから、どんな解析結果が得られるのか、

さらに知見を蓄積していく必要がある。その際、学習科学の研究動向 14やビッグデータ分析の技術動向

等を参照しつつ、大学間で連携して研究を進めることが効果的に知見を蓄積する上で有益と考えられる。 
 
３．大学組織としての教育情報の集約と活用－教学 IR の取り組み 
（１）大学内教学 IR の事例 
 IR（Institutional Research）は、大学における教育・研究・財務等の情報の収集と、自己点検・評

価、外部認証評価、情報公開等に必要なデータの提供、教育・経営改善に向けたデータ分析・意思決定

支援を行う活動であり、米国では 1960 年代から広く実施されてきた。日本では、自己点検・評価が義

務化された 2000 年代以降、IR を担う部局を設置する大学が増加してきている。さらに教育の質保証の

重要性が認識されてきた近年では、教学分野に特化した IR も実施されるようになっている。 
 芝浦工業大学では、電子ポートフォリオ上のデータを活用した教学IRを全学で実践している。文部科

学省の平成 22 年度大学教育推進プログラムに採択された「PDCA化とIR体制による教育の質保証」の

取組みにおいて、科目毎にどのような学修成果（アウトカム）を得たかをルーブリック 15をもとに定量

的に評価し、電子ポートフォリオ上に評価結果を蓄積するとともに、そのデータを分析して各部局にお

ける教育成果の測定や学生への指導に活かしている 16。 
 また、日本福祉大学では、同じく大学教育推進プログラムに採択された取組において、入試・学籍・

履修・成績・就職等、既存の学内システムに蓄積されたデータや、独自に行っている学生調査の結果を

データウェアハウスにより分析する仕組みを構築した。分析を通じ、学業不振学生の特性、学修意欲向

上の要因、発達障害の学生が持つニーズの類型等を把握し、学業不振層の引き上げに活かしている。同

大学では、IR推進室を設置して、学内に散逸するデータを一元的に収集するとともに、研修会等を通じ

てIR担当者の統計分析等のスキル向上を図り、教学IRの体制整備を進めている点も特徴的である 17。 
（２）大学間教学 IR の事例 

電子ポートフォリオや既存システム、学生調査データを用いた各大学の教学IRと並行して、大学間で

連携した教学IRの取組みも進んでいる。代表的な例として、平成 21 年度文部科学省戦略的大学連携支

援事業「相互評価に基づく学士課程教育質保証システムの創出」における、同志社大・北海道大・大阪

府立大・甲南大の 4 大学間連携教学IRの取組みを母体として発足した、大学IRコンソーシアム 18の取組

みが挙げられる。 

                                                   
12 学位授与の方針。当該学部・学科を卒業する者の有すべき能力・資質等を示したもの。 
13 学修成果を評価する手法および尺度についての方針。中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて（答申）」

（2012 年）では、アセスメントポリシーの明確化が教育改善に向けて重要としている。 
14 欧米では、膨大な学修ログデータの活用と新しい科学的知見の開拓を目指す Learning Analytics と呼ばれる学際的領域が注目を集

めており、SOLAR(Society for Learning Analytics Research)等の団体で研究が蓄積しつつある。（http://www.solaresearch.org/） 
15 アウトカムの獲得レベル（例えば、レベル 1～レベル 4 など）と、学生がどのレベルに位置するかを判定するための基準をマトリッ

クスで整理したもの。 
16 取組みの詳細については、以下を参照。（http://www.shibaura-it.ac.jp/about/support_program/program15.html ） 
17 取り組みの詳細については、以下を参照。（http://www.n-fukushi.ac.jp/gp/ir/shinsei/00.htm ） 
18 詳しくはホームページ（http://www.irnw.jp/index.html ）を参照。なお 2011 年 11 月現在、12 校が加盟している。 

http://www.solaresearch.org/
http://www.shibaura-it.ac.jp/about/support_program/program15.html
http://www.n-fukushi.ac.jp/gp/ir/shinsei/00.htm
http://www.irnw.jp/index.html
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大学IRコンソーシアムでは、加盟大学の情報システムから得られる学生データや、共通的に実施する

学生行動調査のデータを匿名化してIRシステムに蓄積し、WEB経由で共有・分析可能とする仕組みを

提供している。学生調査は、大学での経験・満足度、自己評価、価値意識等のデータを収集する調査体

系であるJCIRP19や、外国語教育のアウトカム評価体系として国際的に利用されているCEFR20等をベ

ースに設計されている。調査結果を各大学のシステム上の学生データと併せて分析することで、学修過

程・学修成果を可視化するとともに、経年的な変化や大学間の差異を把握することが可能となっている。 
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WEBアクセス  
図 3 大学 IR コンソーシアムにおける IR システム概要 

出典：山田礼子、2012、『学士課程教育の質保証へ向けて』、東信堂、pp.120（図 6-1）をもとに作成 

 
（３）今後の課題と方向性 
 大学内・大学間の教学 IR は発展段階にあり、引き続き取組みは拡大していくものと推察される。さ

らに今後は、全国規模での教育情報の集約・活用の動きも加速する。大学改革実行プランには、平成 26
年度から、全国の大学の教育情報を集約し、分析・公表する基盤である大学ポートレートの本格運用を

開始するとしている。また、大学の教育力や研究力等を客観的に評価するための評価指標の開発や、学

修到達度把握のためのテスト開発を進めることも明記している。 
 以上を踏まえると、今後、教学IRの取組みを開始・発展させる大学は、大学ポートレート等の全国的

な教学IRの仕組み、大学IRコンソーシアムに代表される大学間連携IRの仕組みをどう活用するか、十分

に検討する必要があるだろう。日本では、IRの重要性は認識されつつも、人材の確保や組織体制整備の

問題から取組みが十分に進展してこなかった事情がある 21。そうした悩みを持つ大学は、発展しつつあ

る全国規模・大学間のIRの仕組みを最大限活用すべきと考えられる。 
ただし、外部と連携した IR では、個人情報保護の観点から、学生個人に係る情報を扱うことが難し

い。また、各大学特有の教育目標の実現に向けた IR を志向する場合も、外部と連携した IR だけでは取

組みとして不十分である。従って、今後も学生個人の指導・支援や、大学独自の目標の実現に向けた学

内 IR の推進は引き続き重要となる。各大学には教学 IR の人材育成や組織体制・情報基盤の更なる整備

                                                   
19 Japanese Cooperative Institutional Research Program の略。アメリカにおける大学生調査・新入生調査をモデルとして開発され、

2004 年から実施されている。調査結果をもとに大学生の行動・心理と教育成果の関係性に係る知見が蓄積されつつある。詳細は、山

田礼子、2012、『学士課程教育の質保証へ向けて』、東信堂、pp.53-68 を参照。 
20 Common European Framework of Reference for Languages の略。ヨーロッパで開発された外国語学習の到達度評価ガイドライ

ン。 
21 ベネッセ教育研究開発センターが 2009 年に実施した調査でも、IR の必要性を多くの大学が認める一方、厳しい財政状況の中で人材

確保・組織整備することが困難であることを指摘する声が挙がっている。詳しくは、沖清豪・岡田聡志、2011 年、『データによる大学

教育の自己改善』、学文社、pp119-137 参照。 
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が求められよう。 
 
 富士通総研では、電子ポートフォリオや IR システムの導入の進め方や、その運用に当たっての組織・

制度整備の検討支援を行っている。またその他にも、グランドデザイン・情報化戦略策定支援をはじめ

として、大学を対象とした各種の支援を実施してきた。今後も、大学を取り巻く社会環境、取り組むべ

き課題、取り組み事例等についての調査研究と、大学に対する幅広い支援を継続し、教育の質保証や大

学経営の強化に貢献していきたい。 
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