
1. チューニングとは何か：基本的な考え方・背景・展開
2. 日本の文脈：なぜ参照基準は日本で定着しないのか
3. なぜチューニングが有望な方法なのか‐機械工学の事例
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 大学教育の学習成果（学問分野別）に関する合意（参照基
準）を形成し、学位プロフィールを定義し、学習成果に基づ
く学位プログラムを設計して実践するための方法論。
› 方法論の共有による相互信頼・承認の推進

› 世界共通の参照基準・学位プログラムのモデルを策定する取組で
はない

 大学の多様性と自律性を損なうことなく、いかにして大学組
織体（学問分野）として、学習成果に関する共通理解を形成
するのか。
› コンピテンス（具体的な知識・技能を習得した総合的な成果とし

て学生が身に付ける一段、抽象性の高い知識・能力）に関する共
通理解形成。

› 学習成果（具体的な知識・能力）の習得に基づく質保証（単位認
定・学位授与）。
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チューニングにおける
コンピテンスとは、学
位プログラムを履修し
た総合的な成果として、
学生が獲得することが
期待されている知識・
能力が有機的に結合し
たもの。多様な大学間
や教員間で共有するた
めには、ある程度の抽
象性が求められる。
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学問分野の参照基準

コンピテンスA～Z

大学β

（5年）

A, B, C, S, T
+他分野コン
ピテンス

大学α

（3年）

A, B, D, G

大学γ

（2年）

A, S

学際領域5年プログラム

伝統的なアカデミックな3年プログラム

実践的な職業教育を行う2年プログラム

コンピテンス A B D G
学習成果 a1 a2 b1 b2 b3 d1 d2 d3 g1 g2 g3 g4
科目１(4ECTS) 〇 〇 ○ ○ ○

科目２(2ECTS) 〇 〇 〇

科目３(2ECTS) ○ ○ ○

…………. チューニングにおける学習成果とは、学生が科目を履修した結果として習得することが期待
されている具体的な知識や能力。
単位認定の根拠として、所定の学習期間内に達成可能であり、測定可能でなければならない。

大学αの学位プログラムのイメージ

各大学は、学生の進路
先や教育資源等を勘案
して、追求するコンピ
テンスの組み合わせ
（学位プロフィール）

を決定する。



60 
ECTS

60 
ECTS

COURSE 
UNIT

60 
ECTS

学位プロフィールのコンピテンス（例：大学α：A, B, D, G)を獲得させる
ために適切な科目を配置して、単位を割り当てる。

学位プロフィールに基づく学位プログラムの設計
（ゴンサレス・ワーヘナール、2012年、34頁）

【設計の原理】

 各教員が何を教えられるか（教
員中心）ではなく、学生にどの
ようなコンピテンスを獲得させ
たいか（学習者中心）。

 そのためにどのような科目を配
置するか。

 各科目の中で学生に習得させよ
うとする学習成果は、科目を担
当する教員が、獲得させたいコ
ンピテンスと、割り当てられた
単位数（学習量workload）に照
らして決定する。

本スライドは、著者の了解を得て掲載。
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学位プロフィール定義

‐どのコンピテンスを追求
するのか‐

学生の進路先

大学の教育資源

学位プログラム設計

科目の配置

単位数の割当

科目の教育計画・実
践・評価

学生は学習成果を習
得したか

コース・エバリュ
エーション

プログラム・レビュー

目標としたコンピテン
スはプログラム全体を
通して獲得されたのか
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学位プログラムの
学術的・社会的意義を説明し、
学問分野の全体像の中に位置付ける。
《学際分野は複数の学問分野を跨ぐ》

コンピテンスの獲得に向け
て配置された科目において、
学習成果が適切に設定され、
それらの学習成果の習得に
むけて、科目は効果的に計
画・実践されたのか。

コンピテンスの獲得に向け
て、学位プログラムは適切
に設計・運営されたか

プログラム・レベル
科目レベル

エキスパート・
ジャッジメント

相互信頼・承認の源泉



 欧州統合：欧州大陸を分断した第二次世界大戦への反省

› 1952年 欧州石炭鉄鋼共同体

› 1958年 欧州経済共同体・欧州原子力共同体

› 1967年 3共同体の主要機関統合（欧州共同体）

› 1986年 単一欧州議定書（市場統合）

› 1985年 シェンゲン協定（国境検査の撤廃）

› 1989年 ベルリンの壁崩壊（ドイツ再統一）

› 1993年 欧州連合発足(マーストリヒト条約）

› 1999年 単一通貨（ユーロ）導入

 欧州評議会（Council of Europe)：民主主義等の普遍的価値を推進す
るために1949年に設立された国際機関

› 学修の「承認（recognition)」に関する三つの協定（1950s)
 ①中等教育資格、②学修期間、③学位・資格の同等性

› 「欧州地域の高等教育に関する資格の承認に関する協定」（リスボン
承認協定、1997年）

 Erasmus Programme（欧州共同体, 1987年～）
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欧州市民が欧州圏内で就労
することへの制度的障壁は
概ね撤廃されてきた

学生や教員が大学間を
自由に移動すること：

中世以来の伝統



 高等教育が直面する今日的課題

› 大学進学人口の拡大に伴う大学の多様化が進展する中で、相互信頼・
承認の伝統をどのように守っていくのか。

› 米国の大学に対抗して、欧州の大学が国際競争力（活力）を維持する
にはどうすればよいか（少子化）。

› 新しい能力観の台頭（何を知っているか + 知っていることをどう使う
か + どのように市民社会・世界と関わっていくか）にどう対応するか
（現代化：modernization)

 ボローニャ宣言：欧州高等教育圏を確立することへの政府レベル
の合意

› 学位システム（ 3サイクル）＆ 学位資格枠組み（QF‐EHEA, NQF）
› 単位互換累積制度（European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS)

› 質保証（アクレディテーションの導入）

 チューニング：ボローニャ・プロセスへの大学の貢献（対抗措置）

› 欧州委員会の補助金を得て活動
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欧州

Tuning Educational Structures in Europe I 2001‐2003 € 500,000

9分野、
32か国、
165大学

Tuning Educational Structures in Europe II 2003‐2004 € 550,000
Tuning Educational Structures in Europe III 2005‐2006 € 640,000
Tuning Educational Structures in Europe IV 2006‐2009 € 750,000

Sectoral Qualifications Framework Tuning Project Social Sciences 2008‐2010 € 200,000

SQF Tuning Project HUMART 2010‐2012 € 292,809
Tuning World Conference（欧州委員会主催） 2012 € 100,000
Measuring and Comparing Learning Outcomes in Higher Education
in Europe (CALOHEE) 2015‐2017 € 500,000 5分野

南米

Tuning America Latina I 2004‐2007 ‐ 15分野、
33か国、
200大学

Tuning America Latina II 2006‐2008 ‐
Tuning America Latina III 2011‐2014 ‐

欧
州
近
隣
国

Tempus SCM Project Tuning Educational Structures in Europe ‐
phase III: Validation, Dissemination and Further Development 2005‐2006 € 79,751

Tempus SCM project Tuning IV; Curricular Reform Taking Place:
Learning Outcomes and Competences in Higher Education 2007‐2008 € 63,833

Tempus Project Tuning Georgia 2007‐2009 € 300,000
Tempus Project Tuning Russia I 2006‐2007 € 149,270 15分野、ロシア＋欧州７

国、
29大学

Tempus Project Tuning Russia II 2010‐2013 ‐

Tempus Project Tuning Central Asia (TUCAHEA) 2012‐2015 € 1,161,935 8分野、5か国、42大学

北米

Tuning Study EU‐USA I 2011‐2012 € 150,000
７州、10分野

Tuning Study EU‐USA II 2013‐2015 € 100,000
Feasibility Study EU‐Canada 2011‐2012 € 60,000 3分野

豪州 Feasibility Study Tuning EU‐Australia 2010‐2011 € 55,000

アフリカ

Feasibility Study Tuning Africa 2010‐2011 ‐ 5分野、
31か国、60大学Tuning Pilot Study EU‐Africa （Tuning Africa Phase 1） 2011‐2013 ‐

Tuning Africa Phase 2 2015‐2018 ‐ 8分野、120大学

中国 Feasibility Study Tuning EU‐China 2012‐2014 € 230,000 3分野、15大学

インド Feasibility Study Tuning India 2014 ‐ 10大学

Tempus Programme（1990
年～）

欧州近隣国（コーカサス、
東欧、中央アジア、中東、
北アフリカ、西バルカン地
方）の高等教育の現代化を
支援する補助金事業
（1990年～）。大学間連
携中心。

Erasmus Thematic Networks
(2001‐2006)

チューニング手法を採用

外部資金プロジェクト
OECD‐Tuning AHELO 
（2009, €123,070)

Project Tuning Lithuania 
(2010‐2012) €177,000

経営学 化学
教育学 欧州学

地球科学 歴史学
数学 看護学

物理学



 Tuning USA(2009, Pilot Project)< Degree 
Qualifications Profile
› ユタ州・ミネソタ州・インディアナ州

› 歴史学・生物学・化学・グラフィックデザイ
ン・物理学・教育学（教員養成）

 American Historical Association – Tuning the 
History Discipline
（https://www.historians.org/teaching‐and‐learning/tuning）
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 チューニングを推進するには、教員のエキスパート・ジャッジメント
が問われる：相互信頼・承認（質保証）の源泉

 文脈の違いを超えて共有しうる「抽象的」なコンピテンス。

 ローカルな文脈に即して、追求するコンピテンスを選択し（学位プ
ロフィール）、適切な科目を配置し（学位プログラムの設計）、各
科目の中で学生が達成可能で測定可能な学習成果に具体化する。

 国立教育政策研究所「チューニングに基づく大学教育のグローバル質
保証‐テスト問題バンクの取組」（平成26年～）（ http://www.nier.go.jp/tuning/centre.html ）

› 大学教員（機械工学）が共同でテスト問題を作成して、実施・採点、共有すること
を通して、コンピテンスについての具体的な共通理解を形成する取組。

 NILOA Assignment Library (http://www.assignmentlibrary.org/) （2014‐）

 CALOHEE(Measuring and Comparing Learning Outcomes in Higher Education 
in Europe, EU Erasmus Plus)(2016‐)
› 歴史学、教育学、物理学、土木工学、看護学

8/23/2016Satoko Fukahori 11

http://www.assignmentlibrary.org/


8/23/2016Satoko Fukahori

12



 大学審議会『 21世紀の大学像と今後の改革方策について‐競争的環
境の中で個性が輝く大学‐（答申）』（平成10年）

 中教審『我が国の高等教育の将来像（答申）』（平成17年）

 中教審『学士課程教育の構築に向けて』（平成20年）

› 日本学術会議『大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参
照基準〇〇分野』（平成20年～）（平成27年10月までに24分野で発
表）

 中教審「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～
生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）」
（平成24年）

 中教審「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学
校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について（答
申）」（平成26年）

 文部科学省高大接続システム改革会議「最終報告」（平成28年）
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 第一線教員の声(1)（外部から強要された）「質保証は役に立たない」

› ①「質」の定義が、ステイクホルダーによって異なっており、目の前の質
保証の仕組みでは、アカデミックな「質」と無関係なアウトプットが追求
されている、と感じている。

› ②質を測定するために用いられている方法において、量的に測られるもの
が不当に尊重され、質の内実を的確に反映しないものが使われている。

› ③質保証の実態は、質を改善するよりもむしろ、（実効性がなくても）上
で決まった施策を実行することの方が強調されている。

 【問題】外部のステイクホルダーは、「教育の成果」と「教育の成果
についての序列化された情報／シグナル」の両方を質保証に求めてい
る。そうした外部の情報欲求と、現実の教育／評価のテクノロジーと
の間に距離がある。

› 外部からの一律・量的で一面的な物差しで測られる「質」ではなく、
内部の同僚間で共有された「質」の判断こそが重要。

 【深堀が読み取ったポイント】「役に立つ（教育改善に資する）質保
証」・大学教員による「質」の自決を重視する。
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 第一線教員の声(2) 「質保証が専門職的自律性を脅かしている」

› 質保証は価値中立で技術的なものではなく、権力や権限の再配分を伴う
政治的な性格をもっている。

 「学問の自由」を背景にした専門職的自律性―何を教えどう評価する
かについての自由裁量―を擁護したいという動機から、改革に背を向
けていたりする。

› カリキュラムの編成について同僚と議論をし、特定の科目の要不要を決
めていくこと、授業の内容をすり合わせ相互に関連づけた内容にしてい
くこと、修得されるスキルを想定しながら授業の方法について意見交換
をすること――それらすべてが、少なくない教員にとって、自分の専門
職的自律性が脅かされる機会として受けとめられてしまいかねない。

 カリキュラムの改善はそれ自体、ミクロな政治過程を伴っている。

 【深堀が読み取ったポイント】何を教えどう評価するかについての自由裁
量を擁護・科目の要不要論に直結しない学位プログラム設計の推進する。
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 大学教員に自律的改革を阻む組織文化的要因

 ①専門性の過度な細分化

› 大学教員の中には、自分の狭い専門分野を超えたトータルな分野像が描けない
人や、それが歪んでいる人も少なくない。結果として、「学生に何を学ばせ、
何を身につけさせるべきか」については、学位プログラム設計に関する机上の
原理（たとえば深堀2015で紹介されているもの）からはほど遠い議論がなされ
てしまうようなことが当然起こる。

 ②一つの部局の中の大学教員の割拠性

› どの分野の教員であれ、特定の分野の特定の課題を専門とする教員は、一つに
機関あるいは部局に一人しかいない。この割拠性が、学生にとっての教育を話
し合う際の障害として機能する。教育プログラム全体をどうするのかという議
論をしようとすると、何がなぜ必要なのかについて、たちまち相互の考えのす
れ違いに直面する。

 ③多くの分野の大学教員には、学生の教育に関する語彙や理論を不足している。

 【深堀が読み取ったポイント】学問分野の全体像・学位プログラム設計に関する
「机上の原理」について、大学教員が対話を通して相互から学ぶ機会を設ける。
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 広田の言う「内部の同僚間で共有された『質』の判断」に
他ならない。

 チューニングにおける学問分野の参照基準（コンピテンスの一覧）作
りは、学問分野の全体像に関する対話と共通理解を形成する重要な仕
掛けである。

 大学教員が学生の評価を安定的に行い、教育改善を図っていく拠り所。

 チューニングの学位プロフィールの考え方は、機関レベル
の自律性（大学の多様性と自律性）を積極的に擁護するも
のである。

 大学教員のチームが学生に学位プログラムを通して所定の
コンピテンスを獲得させようと協働することと、個別の大
学教員が、担当する科目のなかで学生に習得させようとす
る学習成果を決定すること（教員レベルの自律性・自由裁
量）とは対立しない。
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国立教育政策研究所「チューニングに基づく大学教育のグローバル質保証
‐テスト問題バンクの取組」（機械工学）

学問分野の全体像に関する対話と共通理解を形成する仕掛け
大学教員が学生の評価を安定的に行い、教育改善を図っていく拠り所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メンバー：H26～28 のべ 21 機関 48 人】 

 

 

 

 

 

 

 

国立教育政策研究所 
 典型的なテスト問題と採点基準の作成 

（H28 年 3 月：記述式 10、多肢選択式 64） 
 テスト問題の妥当性検証・修正 

 大規模実施と参加大学へのフィードバッ

ク（教育改善に資する情報） 

 テスト問題の翻訳 

 著作権の処理 

 HP 開設 

 科目・プログラム開発 

国際連携 

連携 

リーダー 

地域拠点 A 地域拠点 B 地域拠点 C 

 テスト問題作成 WS 

 採点 WS 

提 案     提 案      提 案   



 工学分野では、 1980年代からの国際的な議論を経て、学問分野の参照基準（コ
ンピテンス枠組み）に関する合意が概ね形成されている。

› コンピテンスを具体的な学習成果に紐づけて論じてみなければ、真の共通理解が図れ
ているのか判断することができない。

› テスト問題作り（採点・修正）は、コンピテンスを具体的な学習成果に落とし込み、
その妥当性に関する対話を重ねるこることで、コンピテンスに関する共通理解を形成
するための演習。

 学士の学生は、何をどこまで知り、理解し、実施することが期待されるのか。

 一度、基本的な共通理解が形成されると、それは日々の多様な教育実践に援用される。

› 分野全体を覆い尽くして標準化することを目的としているのではない。

› 具体的な教育内容の要不要・取捨選択を目的としているのでもない。
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工学

工学分析

工学プロセス

工学実践

専攻する工学分野
工学全般

ジェネリックスキル

工学以外の分野

工学基礎・工学専門

工学デザイン

多肢選択式問題：
基礎的な知識・技能
の習得を問う

記述式問題：
「技術者のように考
える力」を問う



風力発電は、風車を使用して風の持つ運動エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方
式であり、小規模発電設備としては発電費用が低いことに加えて、単位発電量当たりのCO2排
出量が少ないことから、近年地球温暖化対策の一方法として注目されている。

図１は、1997年から2014年までの世界の風力発電量の推移を示している。この図によれば、
この17年間に風力発電量は毎年10%以上の増加率を示し、合計で50倍以上に増加したことが分
かる。風力発電の総合的な費用対効果を向上させるためには、設置条件、構造・機構、事故
対策などの様々な観点から風車を改良することが有効である。

以下に示す風力発電用の「風車」に注目した問題について、機械工学の観点から考察して
回答せよ。

図１ 世界の風力発電量の推移

出所：The Global Wind Energy Council , Global Wind Statistics 2014.
http://www.gwec.net/wp‐content/uploads/2015/02/3_global_cumulative_installed_wind_capacity_1997‐2014.jpg
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問1. 風力発電用風車の「設置条
件」について考察せよ。

図2は、風力発電用風車の設置例
を示している。この設置場所が風
力発電に適していると考えられる
要因を2つ挙げ、それぞれの理由
を説明せよ。

問2. 風力発電用風車の「ブレードの
形状」について考察せよ。

図3に示す2種類の風車のブレード
（翼）の形状を比較し、風力発電
用風車の特徴を2つ挙げて、機械工
学の観点から説明せよ。
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図2：発電用風車の設置例
提供：幌延町（オトンルイ風力発電所）

図3．（左）伝統的風車（オランダ型），（右）風力発電用風車（プロペラ型）
出所：左 Martijn Roos. www.mroosfotografie.nl (http://free‐
photos.gatag.net/2014/11/07/040000.html)

右 『2000ピクセル以上のフリー写真素材集』(http://sozai‐
free.com/sozai/01541.html)



 測定しようとしているコンピテンス
› BES2：専攻する工学分野の重要事項や概念に関する系統的理解
› EA2：工学の成果，過程，方法を分析したりするために、知識と理解を応用

する能力
› EA6：機械工学に係る物質・エネルギー収支とシステムの効率について分析

する能力

 以下の(a)～(c)あるいはそれらと同等な２つの要因を挙げ，それぞれについ
て適切に説明できている．
› (a）図は海岸線に沿った平地であって，風車の周囲に風を遮るものがない．

 風を最大限に風車に作用させることができるので，風力エネルギーを無駄なく有効に利
用できる．

 風車に作用する風の流れに乱れが生じにくいので，風車を安定に回転させることができ
る．

› (b)多数の風車を集約的に設置することができる．
 すべての風車における風の条件が同一であるとみなせるので、同一設計の風車が多数設

置できることから，風車そのものの設計・製造にかかるコストが低減できる．

 多数の風車を集約的に設置できるので，風車そのもの設置と維持管理にかかるコストが
低減できる．

› ( c) 個々の風車で得られた電気エネルギーを回収するための周辺設備が集約できるの
で，周辺設備の設置および維持管理にかかるコストが低減できる．
 周囲に他の構造物や設備がない．

 風車の大きさに関する制約がないので，回転効率や発電効率の面で設置場所の風に適し
た風車が使用できる．

 万一の風車の倒壊などの事故の際にも，周囲の構造物や設備に被害を及ぼす可能性がな
く安全である． 8/23/2016Satoko Fukahori 23



 平成26年度作成問題の大規模実施（記述式1, 多肢選択式10）

› 国内9大学348人（6～7月）

› アセアンのA大学60人（8月22日実施予定）

› 大学の教育改善に資するフィードバック（非公開）

 プログラムの強み・弱み、達成水準

 平成27年度作成問題の妥当性検証作業（記述式4､多肢選択式19）

› テスト問題、採点基準の見直し・修正

 平成28年度新規問題作成

 Tuningコンピテンス枠組み（工学分野）の育成を目指す科
目・プログラム設計の試み（平成29年度実施に向けた計画）

 今後の展開（調整中）

› 日本機械学会への事業移管（支部活動）

› JICAアセアン工学系高等教育ネットワーク(AUN‐SEED/Net)での実施

8/23/2016Satoko Fukahori 24



8/23/2016Satoko Fukahori 25
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