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内部質保証と評価指標をロジックモデルで整理する 

～ 明治大学の自己点検・評価活動を素材として～ 

 

明治大学 教学企画部 評価情報事務室  

 山 本  幸 一  

 

明治大学の山本です。ど

うぞよろしくお願いします。

末次さんの完成されたプレ

ゼンの後で、非常にやりに

くいのですが、私からは、私

立大学の評価担当者の立場

から、ロジックモデルを大

学評価に、どのように活用で

きるのか、明治大学で実践

してきました「改善アクショ

ンプラン制度」を素材にしな

がら考えたいと思います。 

 

 

本日の報告は、まず改善

アクションプラン制度を導

入の背景、次に改善アクシ

ョンプラン制度の概要と、

その効果について、最後に、

ロジックモデルを評価に活

用するにあたっての留意点

と課題について、以上４項目

について、報告を進めたいと

思います。 
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内部質保証と評価指標を
ロジックモデルで整理する

〜 明治大学の自己点検・評価活動を素材として
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大学評価担当者集会2016
全体会｜数値目標と指標で組織の活動をどのように測るのか︖

2016年８⽉25日（木） ⽴命館大学 大阪いばらきキャンパス

明治大学 評価情報事務室 山本 幸一
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１ 評価へのロジックモデル導入の背景
（１）個別最適から全体最適のマネジメント
（２）教育・研究計画と自己点検・評価の品質向上

２ 改善アクションプラン（３か年計画）制度
３ ロジックモデルの効用
（1）改善アクションプランの効果
（2）ロジックモデルの効用
（3）明治大学の質保証体制とロジックモデル

４ ロジックモデルと評価

報告｜内部質保証と評価指標をロジックモデルで整理する
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報告内容

投入資源

手段

アウトプット

アウトカム ○

▼

▽

▼

▽

▼

◇

◆

◇

 



山本 幸一「内部質保証と評価指標をロジックモデルで整理する」 

30 

 まず、改善アクションプ

ラン制度を開始した背景で

す。 

現在でこそ入学志願者 10

万名を超える本学ですが、

1990 年代後半に、志願者が

5万名程度に減少した時期が

ありました。この時期は，全

学的に危機感が共有された

時期でした。ただ同時期にキ

ャンパスの再開発や、新学

部の設置など、全学的に合

意形成が必要な改革が進ん

でおりまして、これらをス

ムーズに進める必要がございました。そのような状況下において、2007 年度に認証評価を受け、

さまざまに指摘を受けたこともあり、認証評価時には，この評価結果をテコに、さらに全学的な

改革を進めようというようなことが構想されました。 

 本学は、伝統のある私立大学には多いと思いますが、学部の自治を重視した運営をしておりま

したので、全学的に改革を進めることは難しい案件でした。この全学的な改革をスムーズに進め

るツールとして導入したのが、ロジックモデルを背景とした改善アクションプランです。 

 導入後には、研究の高度化では、Ｇ－ＣＯＥの採択、国際化の分野では、Ｇ30から SGUの採択

まで、幾つかの成果は上げてきました。 

 

 ロジックモデルの背景と

若干関係しますので、全学

的な改革がなぜ難しかった

のか少し説明します。 

大学の掲げる大きな方針

について、各学部等の部門

では、「自分たちだけではな

かなか解決できないよね」あ

るいは、「自分たちの優先し

たい取り組みができなくな

るのではないかな」という不

安があったと聞いていま

す。 

 改善アクションプランを

導入した直接のきっかけは認証評価ですが、例えば、「国際交流が低調」というような認証評価

結果に対して、全学的に国際化の推進という方針を掲げた場合、各部門ではさまざまな不安があ

3

1-１｜ロジックモデルによる全体最適の大学改革を推進
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１ 評価へのロジックモデル導入の背景

1998年度 駿河台キャンパス再開発（リバティタワー）
2004年度 情報コミュニケーション学部設置
2007年度 大学評価申請・受審

▼ロジックモデルを理論的背景とした改善ツールの導入
「改善アクションプラン（３か年計画）」

2008年度 国際日本学部設置，G-COE採択
2009年度 G30採択
2010年度 入学志願者数全国1位
2011年度 明治大学グランドデザイン2020作成
2012年度 グローバル⼈材採択，世界展開⼒採択
2013年度 総合数理学部設置，中野新キャンパス開校
2015年度 SGU採択

 

4

1-2｜ざっくりした認証評価結果を，いかに改善するか
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１ 評価へのロジックモデル導入の背景

例えば︓2007年度認証評価 「国際交流が低調」

• 確かに，外国⼈留学⽣は少ない，教員の国際学術交流も数件
しかない，海外派遣プログラムも少ないかも知れない。

全学の目標（学⻑⽅針）に対する 部門の作戦（学部年度計画書）の不安

国際部の不安 交換留学の受入れを増加させると，もれなく派遣も増や
す必要があるが，学部の協⼒を得られるか。

学部の不安 教員の海外派遣枠は余っているが，後任補充はスムーズ
にできるのか。

学⽣部の不安 留学⽣用に学⽣寮や奨学⾦は用意できない。休学留学
で学費は2倍になるが大丈夫なのか。
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り、全学の目標に対して、各部門では積極的に計画を立てようという雰囲気はなかったようです。 

そこで学長室からメッセージとして、学部固有の施策はもちろん提案していって構わない。ただ、

全学の方針に沿った政策も提案してほしいというようなことを方針として示しました。 

 

ここで本学では初めて、

学長が目指す目的というも

のに対して、学部が実現手

段を提案するという、「目的

と手段のツリー構造」を政策

化するマネジメント体系が

できました。教育の国際化、

研究のグローバル化という

全学的な目的に対応して、

各学部ではこれらに沿った

政策を提案してきたことに

なります。 

学長はここで、全学とし

て実施してほしいこと、学

部で自主性に委ねる計画を区別して、予算配分を考慮したことで、全学的な改革も可能になって

いきました。 

こうしたことを考えますと、ロジックモデルは，学長レベルというのでしょうか、マネジメン

トの上位層の方が理解されていると、計画の推進、運用に役に立つものとも言えるかもしれませ

ん。 

 

ただ困ったこととして、

これら全学の計画を維持，運

用し，成果を把握するという

側面でした。つまり，PDCA サ

イクルにおける Doの管理と，

Check における現状把握・分

析の部分です。 

本学の PDCA サイクルはこ

の図にありますように比較

的シンプルで、年度の計画

書があって、それを点検評

価するフローとなっており

ます。 

  

 

5
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定員増休学留学
英語コース

ST比改善

習熟度別英語授業
セミナール充実

新学部
特任教員制度

全学部統一
新しい授業⽅法

研究⾼度化

学事
改革

新校地（土地・建物）・施設

カリキュラム
改革

学⻑⽅針

全学的
計画

資源配分計画

FD

奨学⾦入試

入試
改善

教育の国際化

学部等
計画

セメスター

校地
拡張

教職員増加予算配分

1-3｜上位目的（学⻑⽅針）と手段（学部）の構造化

１ 評価へのロジックモデル導入の背景

 

Action Plan

DoCheck
自己点検・評価報告書

教育・研究年度計画書

政策の実⾏

検証結果に基づく手段の修正・調整

［第三者の視点］自己点検・評価 評価委員会

6

1-4｜Plan（目標と手段のセット）の不明確なPDCA

１ 評価へのロジックモデル導入の背景
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各学部個別の改革には，従

来の PDCA サイクルでも対応

できたのですが、全学的な

改革には適応しにくい面が

あり、例えば，目的と手段の

政策体系が，この PDCA サイ

クルに沿った計画書や評価

書では分かりにくいことや、

数値目標が不明瞭になりや

すいことなどの課題があり

ました。 

 なぜそのようなことが起

きているのかというと、年

度計画書は、組織別に記載

がされ、教育の分野は各学部、国際化は国際センター、学生部門は学生部が担当しています。一

方で自己点検・評価報告書は、ご存じのとおり評価項目がかなり細かく分かれておりますので、

年度計画と評価項目は一致していないということになります。 

その中において、特に問題別、課題別というのでしょうか、目的やゴールを基に手段を配列し

た政策体系がどちらからも分かりにくいということが、問題としてありました。 

 例えば、外国人留学生の増加というような目標を掲げていたしましても、国際センターの交換

留学制度の拡張，学生部の国際寮の増加など，学内で幾つの組織がこの目標達成のための作戦に

参加していて、実際に幾つ作戦が実行されたのか。さらに，その中で、成功した作戦がどれで、

失敗したのは何かというのが、全体的に把握しにくいという問題です。 

 

 そこで導入したのが、ロ

ジックモデル（Logic Model）

とパフォーマンス・メジャー

メ ン ト （ performance 

measurement）という考え方

を背景とした、改善アクシ

ョンプランです。課題１点

について，右にあるシート１

枚を作成することになりま

す。全学的な改善事項を最終

アウトカムに置き、部署単

位で行う取り組みを、「３年

間の目標」と書いております

が、短期アウトカムとして

記載をしています。それぞれ評価指標、評価基準、達成期日というものを記載します。 

7

1-５｜改善のための情報を得にくい理由
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１ 評価へのロジックモデル導入の背景

教育・研究年度計画書 自己点検・評価報告書
▼組織別に記載されやすい
＜例＞
１ 学⻑の重点⽅針
２ 重点計画

（１）教育 （２）国際化 （３）学⽣・・・

▼評価項目別に記載される
＜例＞
１ 理念・目的 ２ 教育研究組織
３ 教員・教員組織 ４ 教育内容・成果・・・

アウトカム別に政策体系を把握し，「評価→修正」できないか︖
① 外国⼈留学⽣の増加に向けて，いくつの作戦を実⾏したのか
② その結果，成功した作戦はどれで，成果が上がらなかった作戦は何か。（寄与度）
③ その原因は何か。次にどのような手段を講ずればよいのか。

▼アウトカム（目標）と計画のセット（政策体系）が分かりにくい︖

 

8

▼ 内容
ロジックモデルと業績測定が理論的背景

初年度に，最終目標（全学のアウトカム）と
3年間の目標（部署のアウトカム），達成手
段，評価指標・評価基準・期限を記載。
毎年度，評価指標に基づき，簡便な評価を
⾏う。年度単位の計画・評価の弱点を，中⻑
期の視点を入れることで補填。

▼ 目的
計画と評価の質（改善性）の向上
チェックシート

年度計画と点検・評価の整合や，計画・評価
漏れをチェックし，「計画」や「評価」を修正す
る。

2-1｜改善アクションプラン（３カ年計画）の目的と内容

２ 改善アクションプラン制度

2008年度に第1期開始。現
在，第3期を実施中。

© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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目的を多段階で構造化して示している点，そこから目的達成のための手段を示した点が，ロジ

ックモデルを背景としている所以で，目的と手段それぞれについて、数値目標を設定し、簡便に

実績を測定し，評価に資するような Plan を作成したことが，パフォーマンス・メジャーメントの

理論を適用した点となっています。 

 

 この「改善アクションプラ

ン」のシートの内容を，ツリ

ー構造で示すとこのようにな

りまして、全学の目標が最終

アウトカム、部署のアウトカ

ムを 3 年の目標ということに

なっています。 

 重要なところは、部門の短

期的な複数の目標の全てが達

成されると、大学全体の目標

が達成できることです。この

目的と手段の二者の関係が分

かりやすくなることが重要な

ことです。 

 

 

言い換えると，多くの仲間

たちの働きで、最終的に一

つのゴールが達成されると

いう体系が明確になるとい

うことで，共に戦う友軍の役

割も把握できるのです。友軍

の役割を認識することで，自

軍のミッションや役割も認

識しやすくなり，PDCA サイ

クルを機能させやすくなり

ます。このことは，ロジック

モデルの効用の一つです。 

アクションプランの狙い

もそこにあります。「チーム

プレーをしっかり学内で行っていく」ことで，全学的改革が成し遂げられることを意識づけする

のです。学内では、「ゴールは一つです、皆さんはそれぞれ役割が異なりますので、連携プレー

でゴール目指し，1 点を挙げてください」という説明をします。ロジックモデルには、ゴールと

役割分担がはっきりするというようところが特長の一つです。 

9

2-2｜改善アクションプラン（３カ年計画）シートの模式図

２ 改善アクションプラン制度

© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

チェック項目

改善手段

３年間目標（部署アウトカム）
（評価指標・評価基準・期限）

最終目標（全学アウトカム）

（評価指標・評価基準・期限）
○

▼

▽

年度計画

▽

点検・評価

◇

◆

予算申請

http://www.meiji.ac.jp/koho/about/hyouka/action_plan/index.html
▼ 改善アクションプランの詳細は…明治大学WEBサイトにて
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（例）国際交流が低調なので，国際的な学⽣交流を推進する。

私たちは，
何をするのか?

英語コースを設置する A学部
国外で留学⽣入試 入試部
奨学⾦,学⽣寮の充実 学⽣部
留学⽣向け就職相談 就職部

１つのゴールに向かい，役割(手段)を分担するチームプレー︕

2-2｜改善アクションプラン（３カ年計画）のねらい

２ 改善アクションプラン制度

大学評価
評価項目単位

改善アクションプラン
アウトカム単位

基準4-2（２）－ａ
CPに基づき適切な教育課程を提供
しているか。

教育環境の国際的多様性を確保
するために，外国⼈留学⽣を在学
⽣比８％に増やす。

担当部署︓国際部

私たちは，
これをする︕

© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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チームプレーの効果につ

いて、幾つか紹介をしてい

きたいと思います。例えば

国際化ですが、認証評価結

果は、国際交流が低調とい

うざっくりしたものでした

が、これに対して大学全体

で目標設定をし、この目標

に対して，学部と国際センタ

ーを中心に改善計画を立案

しました。そのときに、学

生部、教務部といった他部

門にも何ができるか考えて

いただき、この目標に対し

て改善計画を立てて、立案していってもらうというプロセスから、全学的な総力戦で、全学的な

目標達成，改革推進を行うことになりました。 

 

先ほどのスライドをロジ

ックモデルに落とすと、こ

のようになります。構造化

して気が付くことは、先の

スライドに、成果として幾つ

かの数値を示しましたが、

必ずしもアウトカム指標だ

けではなく、アウトプット

や手段に関する実績値も含

まれていたことです。自分た

ちは何を評価していたのか，

資源を評価していたのか、

手段を評価していたのか、

整理できると思います。 

 ロジックモデルを活用した実際の評価作業では、政策をロジックモデルに落としたときや、も

しくはプランを実行し始めた段階で、「ロジックモデルを修正していく」という作業が発生する

ことがあります。例えば、スライド 12 では，手段とアウトプットの関係に若干飛躍があるかなと

感じられます。手段の実施によってアウトプットが実現されているのか、確認が難しいような状

況です。このような場合、手段から生み出されるもの、もう一度このアウトプットって何だろう

と考えて、設定し直す。 

設定し直したものが，スライド 13 です。アウトプットに置いていたものを、短期アウトカムに

設定を修正します。すると、アウトプットの数値目標も明確になり、ロジックモデルも整います。 

11
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評価 主なアクションプラン 改善・改革の実践と成果

学部，研究科
において，国際
交流のより一層
の推進が望まれ
る。

 留学⽣の受入数，
送出し数の増加

 海外大学との共
同プログラムの実
施

 英語コースの開
設

 国際センター改組，国際連携機構を設
置，機構教員を配置

 国際化拠点事業（G30）採択
 学部・研究科独自プログラム実施
 留学⽣の増加（07年/11年）

受入れ626名→1126名
送出し232名→467名

 英語コース１学部，３研究科開設

 インターナショナルハウス竣⼯，奨学⾦ ［学⽣部］
 英語科目拡充，セメスター制度，インターンシップ留学［教務部］
 留学⽣キャリア教育，就職相談の実施 ［キャリアセンター］

全学的改革で
国際化を支援

３ ロジックモデルの効用

3-2｜改善アクションプランの効果（１）国際化

 

12

投入資源

手段

アウトプット

アウトカム 教育の国際化
（学⽣の国際的な多様性）

外国⼈留学⽣増加

英語コー
ス増設

国際セン
ター改組

国際担当教
員の任用

国際学⽣
寮・奨学⾦

土地・建
物・予算

海外派遣学⽣増加

海外大学交
流プログラム

ネットワー
ク，予算

英語科
目拡充

教員

セメスター
制度導入

法令・情
報システム

12
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３ ロジックモデルの効用

3-3｜国際化の政策体系をロジックモデルで整理

▼ 成果とした「数字」には，手段やアウトプットの実績が混在していた。
▼ 実際には，より複雑なモデルになる。ここでは説明の簡易版として表⽰した。
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また、どの手段がが、想定

したアウトカムに効果的なの

かということも、修正作業の

中で分かってくるようになる

かと思います。 

海外派遣の学生数の増加を

例にしますと、海外大学との

交流プログラムを増加させる

手段によって、参加学生数が

増えれば、短期アウトカムに

直接的に効果ありそうです。

しかし、あとの二つ、外国語

科目を拡充して履修者を増や

す手段や、セメスター制度を

導入するという手段は、直接的に短期アウトカムは実現しません。 

このように複数の手段がある場合に、手段の優劣ですとか、時間的に効果の発現時期がずれる

こととか、そうしたこともロジックモデルから分かりますので、いつ評価すればいいのか、とい

うような情報もここから読み取れます。 

 

もう一つの事例としては、

大学院の改革です。ここでも

大学院が中心に手段を計画し

ましたが、教務部や研究部の

協力も得て、全学的な改革を

進めたということになりま

す。 
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投入資源

手段

アウトプット

短期アウトカム

ゴール（最終アウトカム） 教育の国際化
（学⽣の国際的な多様性）

外国⼈留学⽣増加

英語コース履
修者数

英語コース増
設

国際セン
ター改組

国際担当
教員任用

経済援助を受
ける留学⽣数

国際学⽣寮・
奨学⾦

土地建
物・予算

海外派遣学⽣増加

参加学⽣数

海外大学交
流プログラム

ネットワーク
予算

履修
者数

英語科
目拡充

教員

セメスター
留学者

セメスター
制度導入

法令・情報
システム

13
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３ ロジックモデルの効用

■｜国際化の政策体系をロジックモデルで修正・改善

 

14
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評価 主なアクションプラン 改善・改革の実践と成果

大学院における
ＦＤが組織的
には不⼗分。

 授業満⾜度の向
上

 カリキュラムの充実
 大学院ＧＰへの

申請

 授業改善アンケート，院⽣協議会を実
施し，その結果から授業内容，カリキュ
ラムを改編した（全ての研究科）。

 海外の大学院とのダブルディグリー制度の
創設（2010年度）。

 学内ＧＰによる育成制度の創設，
2007年理⼯研，2008年⽂研，
2009年政経研と，毎年度ＧＰ採択。

 柔軟な教員任用制度（特任教員，大学院担当教員）の
創設 ［教務部］

 研究者養成制度（助手，ポスドク等）改善
［研究・知財戦略機構］

全学的改革で
大学院を支援

３ ロジックモデルの効用

3-4｜改善アクションプランの効果（２）大学院改革
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同じくロジックモデルで整

理するとこのようになります。 

皆さんにもし時間がありま

したら、このロジックモデル

に、どのような問題があるの

か、確認いただいて、先ほど

行ったように、政策の体系を

修正できるかどうか考えてい

ただけると、ロジックモデル

を理解するための練習問題に

なるかと思います。 

  

 

 

 

さて，改善アクションプラ

ンでは、数値目標を記載し

たことも特徴の一つです。

数値目標の設定は各部門が

自ら行うことにしましたが、

その際には，まず「単なる数

字と、数値目標、この二つ

は違います」ということを説

明しました。ここでは，自ら

目標設定いただくことにこ

だわりました。 

すると同じ「FD の推進」

というテーマでも、いろい

ろな数値目標が設定され、

各学部等の背景を反映したものと思いました。なかには数値目標と言えないようなものも混じっ

ておりますけれども、自発的に設定した評価指標は、自ら管理するという責任感が生まれ、改善

につながりやすいという傾向もあったと思います。 

 

 

15

投入資源

手段

アウトプット

アウトカム
大学院教育の活性化

（組織的な教育改善・研究者養成）

授業の改善
研究者養成指導

授業アンケー
ト・懇談会

調査能⼒，
予算

助手・ポスドク
制度

予算・法
令

カリキュラム改編

大学院ＧＰ
申請

教育開発
の能力

海外とのダブ
ルディグリー

協定締結・学
則改正

大学院共通
科目

教員任用制
度改正

15
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３ ロジックモデルの効用

3-5｜大学院改革の政策体系をロジックモデルで整理

▼ 成果とした事項のなかにも，手段やアウトプットが混在していた。
▼ 実際には，より複雑なモデルになる。ここでは説明の簡易版として表⽰した。

 

 数字から，数値目標へ。
 数値目標の指標と基準は、自分たちで

考える。
 同じ「ＦＤ」でも指標が異なった。

全学一律ではなく，各学
部の特性を大切に

自発性

自負心

エンパワーメント

相互参観回数
学⽣会との
懇談回数ＧＰ申請数

海外大学共同プログラム
参加教員数
複数指導制

科目数 改革・改善研修参加者数

共通教科書利用者数

16

3-6｜数値目標の指標と基準は，まず自分たちで

３ ロジックモデルの効用

▼ しかし・・・
アウトカム指標とした事項のなかにも，手段の指標やアウトプット指標が混在。
指標設定の段階では，相談とコンサルテーションが必要。

© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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 改善アクションプランを

進める中で、自己点検・評

価にも幾つか、よい傾向が

波及しました。これまでの

自己点検・評価は感覚的な

表現ですとか、要望や要求

といったようなものも含ま

れていましたが、どの程度

までを目指していくのか、

何をどれだけ必要とするの

かということ、つまり、ゴー

ルやインプットのところが、

点検・評価報告書の中に表れ

てくるようなり、改善を意

識した評価ができるようになりました。スライドの上の部分は国際センターの点検・評価報告書

からの抜粋、下の部分は心理臨床センターの点検・評価報告書からの抜粋です。 

 

ロジックモデルは何の役

に立つのか、実践した経験

から効用をまとめました。 

まず，政策のゴールは明

確になること、次の目的と

手段を構造化するところか

ら、どの手段が成功したの

か，アウトカムに対する寄

与度がわかること，さらに，

「単なる数字」で語ってい

た計画や評価について，指

標，評価基準，達成期限を

明確にした「数値目標」化

していく道具として使える

ことなどにまとめられると思います。 

これまでの点検・評価では、ただ数字を使うことが客観的な評価であるという側面がありまし

たが，ロジックモデルで政策を整理することによって、何を図った数字であるのか、アウトカム

指標なのか，アウトプット指標なのかということが明確になり、また、評価する段階や基準を明

示することもできるので，数値目標・評価指標として有意な数字に変質させることができたと思

います。 

 

 

学⽣を海外に派
遣したい

奨学⾦の増額を 今年も、２０名を派遣し
ます。

昨年派遣した２０名の内１８名
は１６単位以上を修得し、そのう
ちＡ評価が８割を超えた。

心理相談のスペー
スが欲しい

必要経費や、
期待する効
果が不明

相談者が増えて対
応が困難。

必要面積や、
確保すべき相
談件数が不明

２０名の院⽣の臨床のため
に年間３千名の診察件数が
必要。

３千名の診察には、現状３
部屋から５部屋は必要。

国際交流の推進

教育研究環境の適正化

17

3-7｜ロジックモデルと数値目標で，改善計画が明確になる

３ ロジックモデルの効用

© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  

18

①目的（アウトカム）や到達目標の設定を明確にできる
アウトカムを階層で分類し，因果関係を確認する

②アウトカムに対する手段の寄与度が明確にわかる
各手段のうち「何か効いたのか」を評価し，改善への糸口となる。

③評価指標と評価基準を論理的に設定しやすい
アウトカムに対する寄与度の⾼い手段の指標や，アウトカムと手
段の因果関係の強い指標を代理指標として利用する。

↓
従来型の「使えそうな数字の収集・利用」から，

ロジックモデルによって「数字から数値目標（評価指標・水準）」へ
© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

３ ロジックモデルの効用

3-8｜ロジックモデルの効用
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ロジックモデルを通じた評

価について、幾つか課題とし

て、今抱えていることをお話し

したいと思います。 

今後の自己点検・評価を考

えたときに、特に、内部質保

証が問われておりますけれど

も、なるべくこのアウトカム

に近い部分で指標を設定して、

改善に努めてくださいという

ことが問われているかと思い

ます。これまでのインプット

や活動状況を示す段階の数値

から、アウトプットやアウト

カムに近い部分を測定するようにシフトすることは、課題の一つと思います。そのためにも、ロ

ジックモデルで、測定しようとしている数字がどの段階にあるものなのか、確認することが重要

になります。 

 

 現状の自己点検・評価を、

本学を事例に確認しますと、

数字の活用は、結構満載とい

う状況になっています。 

これら数字を私たちで整理

すると、投入の部分について

書かれているものから、アウ

トカムについて書かれている

ものまで、さまざまなのです。

なかなかロジックモデルとし

て構造化された教育計画とい

うところまでは読み取れない

状況にあります。 

 単なる数字ですが、数字自

体はたくさんありますので、これらをつなげ、関係性をもって位置づける意味でロジックモデル

を理解していくと、評価もしくは計画から、より改善につながるものになるのではないかと考え

ています。 
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制度・仕組み

教育活動
の実践

教育活動の
結果

課程修了時
の学習成果

３つのポリシーを定めて
いる。

ポリシーの認知度は●％
である。

学⽣が適切に科目選択で
きるようになった割合

学習成果を達成した。所期
の進路を得た割合

これまでの「じこてん」
規定，事実，デー
タの確認が中心

これからの「じこてん」
事実・データを基に議論・
解釈（話し合うこと）中心

３ ロジックモデルの効用

3-9｜これから︓ロジックモデルを適用した質保証システム

 

１年次春学期に就業⼒講座を５
コマ増設し，学⽣が学ぶ意義に
気づく機会を拡大した。

「2015年度自己点検・評価（2014年度報告書）」から，数字やデータを用いた説明や評価を抜き出しました（固有名詞など，若⼲変えてあります）。

演習は90コマ開講し，
希望者全員が履修
できる。

成績評価はＳ及びＡの
割合を30％までとし，
その内Ｓの割合は10％
とする指針を定めた。

基礎演習は「２年次のゼミ
活動に役⽴つ」（69％）と
学⽣アンケートで評価され，
レポート作成能⼒が⾼い得
点を得た。

３年次に⾝についた能⼒は，論理思
考⼒○％と「演習」の影響が大きい。こ
の結果からＦＤ委員会はグループ学゚習
の回数増加を決めた。

年度末において，Ｘプロ
グラム履修者のGPA平均
値は2.4であり，卒業⽣
全体のGPA平均値2.0を
大きく上回った。

在学⽣アンケー
トで，2週間以
上の海外学習
経験がある者は
16%であった。

 「実習」は，学⽣20
⼈に１⼈の教員が担
当できるよう配慮した。 

フィールド研修履修者は２年⽣109名（学科
計145名）で，履修率75％と⾼く，単位取
得率も90％を超え，教育⽅法として有効だ。

進路実績は，○学科の特
徴を⽣かした食品関係の比
率が20％と⾼く，教育目
標と整合している 。

英語による科目は77科目で，前
年度比で14科目増加できたが，
日本語による科目238科目と比
較すると不⼗分である。

留学支援を図っており， 85名（全留学
者数の96％）に総額約○千万円（一⼈
あたり○万円）を助成した。

習熟度別授業の導入後，入学時と2年後のTOEICは，平
均31点上昇し，500点以上の割合も12％増加した。

♪教育活動の成果
ですね。学⽣さんの
頑張った姿が浮か
びます︕

♪教育活動の結果
ですね。テストの成
績や科目終了（単
位取得）等・・・

♪教育実践そのも
の。大学が何をして
いるのか分かります
ね。

♪教育するための
基盤，予算，⼈
員，制度・規定等
です。

20

3-10｜自己点検・評価報告書の数字を整理

３ ロジックモデルの効用

© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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「数字を意味ある情報に変

えていく」という作業は、IR

（Institutional Research）

の機能そのものです。明治大

学の IRの部門は、執行部や評

価部門に、データを意味のあ

る情報に変えて提供するとい

うミッションをもって、活動

をしているところです。 

 IR の役割は、質保証の文脈

においてもより重要な役割を

担うことになると思っていま

す。 

 

 

最後に、評価という立場か

ら、ロジックモデルの留意点

を考えます。一つの例ですが、

点検・評価報告書に、例えば

外国人留学生 100 名という目

標値を毎年度達成している場

合に、皆さんはどのように評

価していますでしょうか。 

 ご存じのとおり、内部質保

証は、改善していることに価

値がありますので、毎年度

100 名達成し、「今年もよく

やったね」、これでは内部質保

証は達成されていません。 

 例えば、費用対効果というと言い方が良くないかもしれませんが、インプットとアウトプット

の比率と言い換えると、この比率が向上しているかを検証すると、改善度合いが分かります。ロ

ジックモデルがしっかりしていれば、比率を出すことができます。 

 また PDCA サイクルにおける評価は、Ｃの段階というところが、一番注目をされますが、Ｃの部

分だけでチェックをしていくというのは、悪い言い方をすると、不良品ができたとき、これは不

良品だと評価し，それを廃棄してしまうことができるシステムでの評価です。工業製品の世界で

はそれができると思います。ただ私たちは学生さんを預かっていますので、チェックした段階で、

これ失敗だったねと言って、その学生さんを廃棄するっていうことはできませんね。 

 つまり、PDCAサイクルの Cだけを評価すること以外に，しなければいけないことがあるのです。 
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出典）藤原宏司（2015）「継続的改善活動におけるIRの役割」第７回EMIR勉強会資料から作成

問題点の

洗い出し

手段の修正

（改善策）

改善策の

実行

改善活動

の検証

データによる
支援
<事実を提供>

改革・改善策
<データから
理由・方法を
考える>

what

why
▼

how

評価委員会

ＩＲ委員会 学長室
（企画部門）

© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

3-11｜これから︓明治大学の質保証体制

３ ロジックモデルの効用
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２）重要なことは何か︖
①教育プログラムの設計→②授業→③失敗→④不良品を修理

A案）Ｃこそが評価だ，Ｃで評価する
B案）失敗してからでは遅い︕ PDCAの全ての段階で評価する

© 2016 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

4-1｜内部質保証とロジックモデルー何を評価すべきか

４ ロジックモデルと評価

１）改善している＞達成している
▼どう評価する︖

昨年， 外国⼈留学⽣ 100名（定員充⾜）を達成
今年も，外国⼈留学⽣ 100名（定員充⾜）を達成
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 何をいつ評価する必要が

あるのでしょうか。 

まずプログラムの設計の

段階でしっかり政策体系、目

的と手段の連関を評価して

おくことが重要になります。

「設計がしっかりしている

ことを評価し，必要に応じて

計画を修正する」，このとこ

ろが、ロジックモデルと関連

する評価の一つです。 

評価の観点を、ロジック

モデルで整理しますと、ま

ずプランの段階での評価が

あります。スライド 23 の①は、事前の評価とも言われますが、先ほど小湊先生がセオリー評価

っていうような言葉も使われておりましたが、ゴール、アウトカム、アウトプット、手段の連鎖

関係を確認する評価です。評価の結果、問題があれば、この段階で計画を修正します。実践する

前に、より適切な計画に修正するのです。 

 もう一つは、②ですが、実践の段階、DO の段階でのチェックがあります。意図したとおりに実

行できているかどうかというチェックで、意外に、事務局側が他の案件で忙しくて、予定した計

画が実行されていないようなケースはよくあることです。そこで、しっかり実行されたのかチェ

ックするのが、DOの段階のチェックと言われるものです。実行されてないとすれば、阻害要因を

除外することが必要です。あるいは、実行途中での計画変更もあるかも知れません。 

 最終的には③、皆さんのなじみ深いチェックの段階での評価です。期待した成果が生み出され

たのかどうか、目標の達成度の評価と言われます。ロジックモデルを構築しておくことによって、

このような評価の視点ができるということも、評価者の立場からロジックモデルの効用であると

思います。 
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最終アウトカム
評価指標

直接アウトカム
評価指標

アウトプット1
（直接目的）

具体的手段
1-1

評価指標

具体的手段
1-2

評価指標

アウトプット2
（直接目的）

評価指標

⻑期的に発現する成果・波及効果

教育が目指す状態，直接期待す
る成果，学⽣の変化

活動の結果
（アウトカムの達成に
寄与する⽣産物）

直接目的を説明する活
動・事業・業務・手段

評価指標

マネジメント範囲

① アウトカムと手段の
関係は適切か
論理的整合性
セオリー評価

③ 成果を出せたのか
アウトプットのアウトカムへ
の効果
インパクト評価

② 意図したとおりに実
施されたか
計画の実⾏度
プロセス評価

インプット インプット 予算・⼈員・情報・施設等

4-2｜ロジックモデルで，評価の視点を理解する

４ ロジックモデルと評価
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評価の実務で一番重要なこ

とは、アウトカムに対してど

の手段が効いたのか、手段の

寄与率を測定することです。チ

ームプレーのうち、優秀選手

と例えてもよいと思いますが、

一番活躍した手段を見出すこ

とです。一方で、活躍しなかっ

た選手は、交代をさせたり、

「もう少し頑張ってね」とフォ

ームの修正を促したり、チー

ムの改善を行うことになりま

す。 

 このスライドでは、文部科

学省や中央教育審議会が推奨する形式で、アウトカムからインプットを説明してありますが、注

目すべきところは手段をどう設定していくのか、その手段でどのように、どの程度、アウトカム

が変化するか明確にしておくということです。そして全ての手段が実行されて、アウトカムが達

成されるという関係性を設計段階で明示しておくことが必要になります。 

 

 また，評価の実務で難しい

ことに、アウトカムの評価指

標の設定があります。 

スライドは「ボランティア

演習」という科目のアウトプ

ットとアウトカムを考えた場

合ですが、アウトプットとア

ウトカムの間には，①から⑨

程度の段階が考えられます。 

①から③までは、科目の活

動結果ですので、アウトプッ

トと言えるかと思います。ボ

ランティア科目のゴールとし

ましては、⑨となるかと思い

ますが、ここは大学の科目だけでは達成することはできません。どの辺りを大学の科目のアウト

カムとして設定するのか。「学生」を主語に表現できるところが④から⑦の辺りですので、各大

学の文脈において、この辺りのいずれかを設定することになりそうです。このアウトカムの設定

ができるようになると、評価や計画も改善に向けて回り出します。 

 私からは、ロジックモデルを適用しました評価について、明治大学の事例を素材に、数値目標

の設定を中心に報告させていただきました。改善アクションプランを事例にしましたが、似たよ

24

課程修了にあたって修得すべき学習成果
①知識理解，②汎用的技能，③態度・志向，④統合的学習経験・創造的思考⼒

最終
アウトカム

手 段
プロセス

結 果
アウトプット

資 源
インプット 教員・教員組織，教育研究施設・支援制度、予算・⼈員

社会調査概論

データ処理演習

卒論（地域政策）

地域分析を⾏い，地⽅の活性化に貢献する⼈材
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FD

授業⽅法・形態

IR・ITとの活用
シラバスの組織的点検

授業評価
学習支援

成績評価基準

ガイダンス

教育課程

教育内容

直接
アウトカム

アンケート調査 卒論で学習成果を活用 ポートフォリオ・経験

4-3｜評価の視点︓どの手段が効いたのか（寄与度）

４ ロジックモデルと評価
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「ボランティア演習のアウトカム指標」
＜⼤学側（教育の提供側）の指標＞

① 科目の周知度
② 科目の受講者数
③ 科目の修了者（合格者数・合格率）
④ 修了者のうち，上位科目を履修した⼈数・比率
⑤ ボランティア資格取得者数・取得率
⑥ ボランティアセンター登録者数・登録率
⑦ ボランティア実践者数・比率
⑧ ボランティアで，⽣活の質が向上した障がい者⼈数
⑨ 障がい者の社会参加度

＜社会側（教育の需要側）の指標＞ 出所）古川・北大路（2002）から筆者作成
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アウトプット
（プログラムの結果）

↕
直接アウトカム

（プログラムの目的）
《管理できる範囲》

《影響を与えられる範囲》
↕

最終アウトカム
（究極の目的）

４ ロジックモデルと評価

4-4｜評価の視点︓適切なアウトカム指標を想定する

▼アウトプットからアウトカムの間には段階性がある。
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うな事例は他の大学さんでもたくさんありまして、ベストプラクティスではないのですが、大学

評価担当者集会の議論の素材として、報告させていただきました。この後の意見交換やワークシ

ョップでの参考になればと思います。私からは以上です。ありがとうございました。 

  

＜質疑応答＞ 

栗本：名古屋大学の栗本と申します。階層型のロジックモデルのいいところは、一つはライン型

の業務が遂行できることがいいんですけども、必ずしも業務にはラインが出てなくて、い

わゆる複数の部署が絡まる場合は、階層型モデルとかロジックモデル、逆にうまく使わな

いと、うまく使わないというのは、自己点検・評価するのに、全体から見て自分の立ち位

置とか、そういう協議とか話し合いがないとうまくいかないということなんですけども、

報告された事例は比較的階層性のライン業務に落ち着くもので、いわゆる階層構造でうま

くいったと見てよろしいでしょうか。 

山本：ご質問ありがとうございます。重要な視点をご指摘いただきました。今回、改善アクショ

ンプランの対象になった改善事例は、認証評価で指摘された事項が中心になっています。

つまり、大学全体に対しての事項が多くなっています。そこで、大学全体としてこのよう

なことを目的とします、ということについて、学部などの単位ではこういったこと期待し

たいというように、目的と手段の体系が，組織的な階層性と同様になっており，比較的、

ロジックモデルと親和性の高い案件が多かったと思います。 

 先生のおっしゃるとおり、ボトムアップ型の課題、例えば幾つかの部署が、相談し、考

えながら改善していく案件の場合には、このロジックモデルから入るのは少々難しいと思

います。話し合いをした後に、合意された政策についてロジックモデルを作り、さらに計

画の実行力を高めるためにロジックを調整、修正していくという使い方になると思います。

よろしいでしょうか。 

栗本：すごくうまい案件を探して、成果を上げられたことに、さすがだなと思います。さきほど

言いましたように、計画段階、つまり前工程で生じている問題を、実践や評価の段階、つ

まり後ろ工程に持っていかないような、フィードバックではなくて、私、私製語で言えば、

フィード・フォワードっていうのかな。後工程でおかしくなることを未然に防止して、前

工程でつぶすようなこととか、あるいは階層性のところをうまく工夫すると、大学基準協

会の内部質保証の考え方とうまく整合性を取れて、現在の取り組みがさらに成果となって

出るのではないかと思います。期待しております。 

山本：ありがとうございます。 
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