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＜要点＞
1. アンケート方式の変更（マークシートからWEBへ）

→コロナ禍を契機に，授業評価アンケートを従来のマークシート方式から，遠隔授
業にも対応できるWEB方式へと変更

2. アンケートシステムの変更（LMSからアンケート専用システムへ）

→Moodle（LMS）を利用したアンケートでは回答率の低さが課題となったため，
回答率向上のためのアンケート配信・収集環境を構築

3. アンケート選択肢・並び順の変更（統一的な比較ができるアンケートへ）

→設問ごとに尺度が異なっていた選択肢や，設問の並び順を変更し，どの項目が優
れており，どの点が課題なのかを分かりやすいように変更

4. フィードバックシート（集計結果）の変更

→必要な情報が読み取りづらい従来のフィードバックシートを改善し，自身及び周
りと比較ができるフィードバックシートへと変更
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授業評価アンケート実施環境の遷移
＜１＞ ～2019年度（コロナウイルス流行前）

＜２＞2020～2021年度（コロナ禍により，WEB方式に切替）

＜３＞2022年度～（新システム運用開始）
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アンケート方式の変更

2019年度後学期までは，マークシート方式で授業評価アンケートを実施

2020年度前学期，新型コロナウイルスの流行により大半の授業が遠隔授業に

→従来の方式では授業評価アンケートが実施できない。

至急WEB方式のアンケートに切り替え

使用したツール：Moodle
→新型コロナウイルス流行前から本学のLMSとして導入済み

コロナ禍を契機に，全学で利用されるようになった。

Moodleのフィードバック（アンケート）機能を用いて，授業評価アンケート
を実施

学生は，授業科目毎の回答URLをクリックし，授業評価アンケートに回答
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アンケート方式変更による影響

5

利点

アンケート実施までの準備時間が大幅に短縮
された。

→マークシート用紙や質問用紙の印刷・分配の手間が
なくなった

アンケート実施後に，マークシートを読取る
必要がなくなった。

→年間約８万枚ほどあったマークシート読取作業が０に

課題点

回答率が著しく下がった。

→次ページ参照

時間割コードと回答データの紐づけが手作業
になった。

→マークシート方式では回答データとともに読み取れ
たが，Moodleからダウンロードしたデータでは

加工が必要となった

回答データのダウンロードを１科目ずつ行う
必要があった。

→時間割コード毎にグループ分けしたが，回答データ
はそのグループ単位でダウンロードする仕様だった



アンケート方式変更前後の回答率推移
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WEB方式マークシート方式

WEB方式に切り替えた年度の前学期から，回答率が下がる部局が多かった。

切り替え当初は高い回答率があった部局も，学期が変わると３割程度に

→各年度前学期は，１年生はじめ比較的回答する学生が多いが，後学期に
なると慣れや煩雑さもあり，回答率が大幅に下がる。

WEB方式変更後に回答率が下がった要因としては，ログイン等の煩雑さも
考えられるが，回答URLの周知方法についても問題があった。



WEBアンケート専用システムの導入検討

回答率の低下（ログインの煩雑さ，回答URLの周知不足）

回答データ加工の手間

→Moodleで授業評価アンケートを実施するには限界がある。

• ログイン不要，どこからでもアクセス可能

• 回答URLが確実に学生へ周知できる

• 回答データと科目情報が紐づいた状態でデータをダウンロードできる

これらの要件を満たしたWEBアンケート専用のシステムが必要

要件を全て満たすSaaS型のWEBアンケート専用システムを発見

→学内のクラウド利用ガイドラインに抵触する恐れがあったため，断念

（個人情報保護の問題）
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個人情報を外部に出せないが，学生個別に回答URLを配信し，かつ

ログイン不要でどこからでもアクセスできるシステム

・・・本学のセキュリティ環境を考慮すると，１つのシステムでは到底
実現できない。
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機能と環境に応じてシステムを分割してはどうか？

授業評価アンケートシステム全体図

WEBCAS formulator
（WEBアンケートシステム）

【役割】
・アンケートフォーム，URLの作成
・アンケート回答データの収集
・アンケート回答データの一括ダウンロード

② アンケートURL取得

⑥ 回答データ抽出

① アンケート
フォーム設定

【職員】

③ 各種マスタデータ設定

学生向けメール配信システム
【役割】

・マスタデータ（学生マスタ，履修情報マスタ，メールテン
プレートマスタ）に従って，予約した日時に各学生へメー
ルを配信

【学生】

④ アンケートURL配信

⑤ アンケート回答

※①～⑦の順番で実施

学外（クラウド）システム

学内システム

学内環境にあるので，個人情報
が含まれても問題ない！

アンケート集計システム

⑦ 回答データ取込

WEBCASの出力データがそのまま
取り込めるように変更



以下の２システムを令和３年度中に契約・構築し，令和４年度の
前学期授業評価アンケートから運用開始

①WEBCAS formulator（ASP型WEBアンケートシステム）

【特徴】
1. ログイン不要で，URLクリックですぐに回答できる。

2. URLにパラメータを埋め込めば，所属や科目の区別ができ，回答データにも
そのパラメータが反映される。
（例）https://www15.webcas.net/form/pub/u-toyama-

jugyohyoka/testtest/?gakubu=01&id=999999

3. URLから取得したパラメータに応じて，部局別設問ページへ遷移が可能

4. ランニングコストが比較的安価である。（約60万円／年）

②学生向けメール配信システム

【特徴】
1. サーバは不要で，Windows OSが入っているPCがあれば稼働できる。

2. 各種マスタを設定し，送信日時を指定するだけで，履修している科目のアン
ケート回答URLが学生個別にメールで自動送信される。
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https://www15.webcas.net/form/pub/u-toyama-jugyohyoka/testtest/?gakubu=01&id=999999


配信メール例
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設定したメールテンプレートマスタの文面

学籍番号をキーにして，学生マスタから宛先アドレスと氏名を取得

学籍番号をキーにして，履修情報マスタから履修
科目名や教員名，開講曜日・時限情報等を取得

時間割コードをキーにして，アンケート
マスタから回答URLを取得

URL一覧は，その学生のアンケート対象科目が全て
１つのメールにまとまって送られる。



システム変更の結果

2022年度前期については，8/8時点のもの（8/31が回答期限）

集計後，回答率が悪い科目についてはリマインドメールを送付した。

一部の部局のみ回答率が上がっている。

⇒メールの個別送信だけでは足りない。

（本学メールシステム（Active! Mail）の使いづらさも影響している可能性がある）

メール以外の伝達手段（Microsoft Teams等）の検討や，科目別ではなく学生個別
のリマインド機能が必要
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所属 2021前期回答率 2022前期回答率

教養教育 48.1% 54.7%
人文学部 45.4% 45.2%

人間発達科学部
（2022から教育学部）

38.0% 27.2%

経済学部 26.5% 20.5%
理学部 37.3% 30.4%
医学部 11.6% 15.5%
薬学部 34.8% 35.3%
工学部 28.4% 24.2%

芸術文化学部 39.1% 34.4%
都市デザイン学部 39.6% 17.9%

全体 37.5% 34.2%
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授業評価アンケートの構成
本学の授業評価アンケートは，以下の二部で構成されている。

①全学共通設問（１６問）

②部局別独自設問（０～１５問） ※部局によって数は異なる

13

＜共通設問＞ ＜部局別独自設問（一部）＞



従来の授業評価アンケートの問題点
回答選択肢が統一されていない（下図参照）

どの項目が優れ，どの項目に課題があるのか分析しづらい。
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質問によって選択肢の段階にばらつきが
ある。（３段階，４段階，５段階）

選択肢のうち，一番良い評価が質問に
よって異なる。
（q0-7であれば３が，q0-13であれば５が
一番良い評価）



フィードバックシート（集計結果）が分かりにくい
従来のフィードバックシートでは，ページ数が多く一覧性に乏しかった。

また，質問別で選択肢ごとの分布が主に表示されており，自身の結果の優れている点，
問題点がすぐに判断できない。

15

・・・

※部局独自設問の数によるが，１科目あたり１０ページ前後になる。



アンケート設問部分に関する改訂
質問内容はそのまま引き継ぎ，以下の部分を改訂した。
• 選択肢を５段階尺度に統一（共通設問部分のみ）

• 選択肢に合わせるために質問文を一部変更

• 回答者が質問の構成を意識できるよう，質問文の並び順を変更
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授業評価アンケートの改訂



フィードバックシートに関する改訂

• 担当した授業科目について，全学，学部または学科内，前年度の結果との比較がで
きるように改訂

• グラフについては，設問ごとの結果だけでなく，設問をカテゴリに分け，レーダー
チャートでの比較ができるようにした。

• 新様式のフィードバックシートが出力できるよう，アンケート集計システムも

大幅に仕組みを変えて構築
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まとめと今後の課題
授業評価アンケートWEBシステムでは，学生への個別配信や回答しやすい環
境づくりをしたが，まだ回答率は上がらない。

→回答していない個人に対するアプローチが必要。現状では，科目別に回答リマ
インドを送ることはできるが，回答していない個人を特定してリマインド
を送ることができない。

⇒回答データの中に個人識別できる情報が必要

（対策：時間割コードと学籍番号を紐づけたID付番）

今年度から運用開始のため，フィードバックシートはまだ一度も配信して
いない。令和４年度を通して，各教員の反応を確認する。
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学籍番号と履修科目の時間割コードを
セットにしてIDをランダムに付番

https://www15.webcas.net/..
./?gakubu=01&id=1250

回答URLにIDを埋め込み，メール配信

学生

配信 回答 ダウンロード

職員

回答データ＋IDの状態でダウンロード可能なため，
対応表と照らし合わせて個人を識別
教員にはID情報を一切連絡しない

https://www15.webcas.net/form/pub/u-toyama-jugyohyoka/testtest/?gakubu=01&id=999999
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ご清聴ありがとうございました。
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