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はじめに

教育改革は従来システム改革であると思われてい

たといっても過言ではない。しかし，システム改革

のみでは教育効果があまり期待できないことを大学

人はそろそろ悟るべきである。

よい例が１９９１年の大学設置基準の大網化以来始

まった一連の大学改革である。シラバスの導入，セ

メスター制度の導入，キャップ制度の導入，GPA 制

度の導入など一連の教育改革である。これらは単位

制度を機能させるための小道具であり，１単位につ

き４５時間の学修を学生にさせるためのシステムであ

る。しかし，これらのシステムを導入して，単位制

度を機能させようという目的意識で取り組んだ大学

人がどれほどいたであろうか。

少なくても，これらのシステムを導入することに

よって，学生がよく勉強（学修）するようになったと

いう話を聞いたことがない。この結果は，単位制度を

機能させようという意識がなかったことを意味する

か，意識はあったが実現し得なかったことを意味す

るかは別にして，機能しなかったことは事実である。

大学審議会答申（１９９８）における教育改革の意味

「大学審議会答申（１９９８）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―」に謳われている各々の改革の導入状況は平

成１６年度文部科学省の調査によれば，シラバス９９

％，学生による授業評価９７％，セメスター制度８５

％，キャップ制度６２％，GPA 制度２８％である１）。

GPA 制度の導入はまだ１／４程度であるが，シラバ

ス，学生による授業評価，セメスター制度はほぼ導

入されているとみてよい状況である。しかし，先に

も述べた通り，これらの改革の進行に伴って状況が

良くなった実感はなく，これからも変わることを予

測することは困難な状況である。なぜなら，大学人

は真の意味での改革の目的を理解しないまま（目的

がないままに）に取り組んだために手段が目的化し

てしまい，導入することが目的となったのである。

それぞれの改革の意味を以下に解説する。

１．１単位４５時間学修の意味

大学設置基準２１条第２項に「一単位の授業科目を

四十五時間の学修を必要とする内容をもって構成す

ることを標準とし，…」と謳われている。舘 昭は

単位の由来は１週間の労働時間であるといってい

る２）。労働者が１日８時間労働で６日働き，土曜日

半ドンで４５時間，すなわち，労働者と同じ時間学生

が一週間勉強（学修）したときの褒美が１単位である

というのである。由来からして，学生は１日８時間

勉強すべきである。

２学期制の場合，各学期は１５週で構成されている

ので，学期毎に１５単位，年間３０単位，４年間で１２０単

位，６年間であれば１８０単位が標準となるのである。

２．シラバスは何を書くもの

研究社の英和中辞典によれば，シラバス（sylla-

bus）は授業概要と訳されており，日本の一般的現

状では従来の授業要覧を少し詳しくして「何月何日

に何の授業をする」と書いたものである。１９９１年の

設置基準の大網化以降に各大学はこのシラバスを作

成し，東京都の電話帳程のシラバス集がお目見えし
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て，持ち運びの不便さに不評を買ったものである。

さらに不評を買ったのは，せっかく配ったシラバス

を学生が読まないということである。世間的に見れ

ば，配布されたものをきちんと読まない学生が悪そ

うに聞こえるのだが，なぜ読まないかといえば，読

む必要のないシラバスだから読まないのである。授

業の日程だけが書かれたシラバスは読んでも読まな

くても，その授業に出席すれば素晴らしい授業が展

開されており，聞けば理解できるのであれば，学生

はシラバスを読む必要はない。たとえ，一度読んだ

としても二度と読むことはないわけである。

１．の単位の意味ですでに述べたように，１単位

の授業科目は４５時間の学修内容をもって構成しなけ

ればならないことになっており，講義・演習に関し

ては，日本の大学の大多数は授業内の学修が１５時間

なので，残りの３０時間の学修は教室外で行わせなけ

ればならない。したがって，シラバスは教室外の３０

時間の学修をさせるための道具であり，この授業外

学修をされるという目的がなければシラバスを導入

しても意味はない。

学生が読まなければならないシラバスはどのよう

にすれば書くことができるのであろうか。結論から

言えば，どのような技術を用いても授業そのものが

変わらなければ，読まなければならないシラバスを

書くことはできない。従来の授業が教室外の学修を

必要としないように組み立てられているのであれ

ば，その授業にいくらシラバスを導入しても教室外

の学修を必要としないことには変わりはないのであ

る。したがって，授業そのものを教室外の３０時間を

含めて組み立て直さなければならないのである。授

業は学生が教室外の３０時間の学修を行っていること

を前提に進めなければならないし，学生が教室外の

学修を行うためにはまず学生が自分で学習ができる

ような教科書が必要である。欲を言えば，必要な文

献や資料が図書館にそろっていることであるが，教

科書を使用する場合，学生が自学自習のできる教科

書を用いることが第一条件である。

しかし，日本の教科書は学生が自学自習できるよ

うになっているものは皆無であるので，まずは教科

書の開発が必要であろう。教員の方も教室外の学修

をこなした学生への授業を行ったことがないので，

これも試行錯誤的に開発しなければならない。試験

問題にしても従来のように教室で学んで覚えたこと

を吐き出すようなものではなく，教室外の学習内容

も含めたものにしなければ，学生は決して教室外の

学修に真剣に取り組むことはない。このような授業

が開発されたとき，そのガイドラインとしてシラバ

スがはじめて必要になるのである。したがって，授

業そのものが単位制度に合うように組み立てられた

とき，その授業の中で必要な学生の義務を書くもの

である。

シラバスにもう一つ記載しなければならないこと

は，成績評価の出し方である。学生がどのような努

力をすれば，よい成績が得られるかを示す必要があ

る。しかし，評価の仕方を示しさえすればよいとい

うものではなく，あくまでも単位制度のもとでの評

価の仕方である。単位制度は「手取り，足取り，何

が何でも学生に学修させる方式」である。したがっ

て，学期中には学生がたゆまず努力をし続けなくて

はならない成績評価システムを構築する必要があ

る。「授業の道具箱」では「最終試験を最終成績の

６０％と見なすとした場合には，学期中を通して均等

なペースで学習するよりも，学期末近くに詰め込み

勉強をすることを勧めることになります。経験則か

ら言って，最終試験は最終試験の１／３を超える比重

を占めるべきではありません」との記述がある３）。

これは授業ごとに行う小テスト，レポート，デイス

カッションなどの結果を最終成績の７割まで反映さ

せることにより学生に絶えず学修させるという，単

位制度を象徴する成績評価のシステムである。

単位制度の基でのシラバスは「学生に勉強させる

道具」の１つである。

３．セメスター制度の利点

研究社の英和中辞典によれば，semester は（２学

期制度で）半学年と訳されており，語源はラテン語

の sex（six）＋mensis（month）で６ヶ月の意味である

と解説されている。すなわち，半年で，終了する制

度である。４単位（４５時間×４＝１８０時間）の講義（１８０

時間のうち６０時間）を半年で修了するためには半年

の間に授業は１５週しか開講されていないので一週間

あたり４時間の講義を行わなければならない。一般

的には９０分の授業を行って，２時間の授業と見なし

ているので，講義を週に２回行う必要がある。すな

わち，当然のことであるが，通年で講義を行ってい
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る場合には週当たり９０分の授業が一回であるがセメ

スター制度では期間が半分になるために，回数は２

倍になる。

日本の大学も近年セメスター制度を導入する大学

が急激に増加し先に述べたように平成１６年度には

８５％の大学が導入しており，何のためにセメスター

制度を導入するのか理解する必要がある。

セメスターに関する書物にはセメスター制度の利

点として次のようなことが挙げられている。集中の

効果，方向修正や積み上げの容易化，留学の容易

化，教員の教育・研究へのエネルギー配分の効率

化。集中の効果には二種類あり，一つは科目数が少

なくなる効果，もう一方は時間を圧縮する効果であ

る。科目数を少なくする理由は週に一回開講されて

いた授業が２回になるので，開講できる科目数は半

分になる。例えば，従来１０科目受講していた場合，

セメスター制度では５科目になるわけである。なぜ

効果があるのであろうか。１０のことを並行して考え

ていたものが５のことを考えればよく，より深く考

えられるというのである。さらに，１０科目について

参考書や資料を探すのは大変だが，半分になれば容

易になるというのである。もう一方の時間の圧縮効

果についてよく言われることは「日本人は中学校か

ら大学まで英語を学んでもろくに身につかない。」

この理由はだらだら英語を学ぶからであり，短時間

でも英語漬けにすれば，もっと英語が身につく。し

たがって，従来の週１回の授業を２回にして効果を

あげよう」というのである。あまり勉強しない学生

にとって１０科目であっても５科目であっても考えな

いことに変わりは無く，また参考書や資料を読まな

い学生にとって科目数は問題でない。短期集中の効

果については高校で週当たり３～５回の授業が週１

回になろうが２回だろうがあまり効果は期待できな

い。では，セメスター制度の効果は何かといえば，

それは時間割が基本的に月・木，火・金，水・土で

中２日あけて組んであることである。この組み合わ

せが教室外の３０時間の学修をさせるために最も都合

のよい時間割である。講義・演習に関しては，日本

の大学の大多数は教室内の学修が１５時間なので，残

りの３０時間の学修は教室外で行わせなければならな

い。この教室外の３０時間の学修をさせる目的が無け

れば，セメスター制度はほとんど意味を持たない。

教室外の３０時間の学修をさせる時初めて先に挙げた

集中の効果が期待できるのであって，１単位あたり

４５時間の学修をしない学生にとってセメスター制度

は効果を持たないのである。

一般的にセメスター制度の効果としてあまり注目

されていないが非常に大きい効果は前回の授業内容

を忘れないうちに次の授業が行われることである。

高等教育フォーラム監修，日本の理科教育があぶな

い，学会センター関西において，大橋洋一（東京都

立城東高等学校教諭）は偏差値による生徒の違いを

次のように述べている。偏差値の高い高校の生徒は

理解したことを永く覚えているが偏差値の低い高校

の生徒は理解したことをすぐに忘れてしまう。これ

をユニバーサル化した大学，すなわち１８歳人口の

５０％以上が進学する大学に当てはめてみると偏差値

の高い一部の大学を除けば大多数の学生は理解した

ことをすぐに忘れてしまうのである。極端な例であ

るが，１週間で丁度学んだことを全部忘れる学生で

あれば，授業の終わりまでに１００学んでも，授業が

始まるときには０となっており，何週間学習しても

知識の蓄積はないが，週２回の授業になると記憶が

半分残っているところに次の授業が行われるので授

業の終わりには１５０の知識となり，次々と知識が蓄

積されるようになる。

セメスター制度は短期間の間にガイダンス，小試

験，宿題，中間試験，定期試験など課すことにより

学期中は学習に集中せざるを得ない環境を提供する

システムである。

単位制度の基でのセメスター制度は「学生に勉強

させる道具」の１つである。

４．キャップ制度の効果（弊害）

研究社の英和中辞典によれば，Cap は帽子，蓋，

鞘，と訳されており，覆って制限したり，保護する

意味があるように思われる。

一般にキャップ制度は日本において履修の上限を

定める制度である。キャップ制度も単位制度の元で

発達してきた制度である。なぜ履修の上限を定める

必要があるのであろうか。

「１単位４５時間は一週間の労働時間に由来してい

る。（一日８時間労働，土曜日３時間短縮）」ことは

すでに紹介したとおりである。履修上限が大きくな

るに従って，学生の一日の学修量は多くなる。例え

歯科学報 Vol．１０７，No．５（２００７） ５０３

― 3 ―



ば，セメスター制度において，履修上限を２４単位と

した場合（４５時間×２４＝１０８０時間），１５週であれば週

当たり７２時間，月曜日から土曜日まで１２時間学修し

続けなければならないのである。これは労働時間に

由来するのであれば，労働基準法から言っても違反

である。

昭和６２年に公布され，６３年４月１日から施行され

た改正労働法によると「労働者に休息時間を除き一

週間について４０時間を超えて（以前は４８時間）労働さ

せてはならない。一週間の各日については，労働者

に，休息時間を除き一日について８時間を超えて，

労働させてはならない。」

蛇足であるが，初等中等教育の教育職員について

は平成１４年３月３１日まで，週４４時間制であったが，

平成１４年４月１日からは，週４０時間制となった。い

わゆる学校の週休２日制がスタートした。

話を元にもどすと設置基準通りに授業が運営され

れば，１セメスター内（１５週）で取得できる単位は舘

説２）では１５単位となるが，４単位を基本とする科目で

は標準履修は１６単位である。

日本における大学生の授業外の学修時間は平均５０

分といわれており，総務省の発表によれば，現在の

大学・大学院生の一日の学修時間は授業時間を含め

て２時間５９分であり，１５週間でわずかに５．９６単位の

学修しかしていないのである。この程度の学修しか

しないにもかかわらず，日本の大学生は２０単位以上

の単位を１セメスター内で習得していることは大学

が単位の安売りを行っているに他ならない。

キャップ制度は実質１単位が４５時間の学習内容で

構成されたとき単位の取りすぎによる消化不良を防

止するために必要な制度であり，単位の安売りを

行っている時点では必要ない制度である。しかし，

単位の安売りが無くなれば，キャップ制度を導入す

るというのであれば，いつまでたっても，単位の安

売りは無くならない。したがって，一時的な学生の

学力低下を覚悟でキャップ制度を導入すべきである

が，少なくてもキャップ制度と同時に大学として，

単位の充実に努めなければならない。もし，単位の

充実を図ることなく，キャップ制度を導入する大学

があれば，組織としての見識を疑わざるを得ない。

キャップ制度には陥りやすい誤解がある。著者も

履修制度の上限が２４単位とした場合，２４単位履修す

るものとして話を進めてきたが，日本では上限を標

準履修単位数と理解している傾向が見られる。も

し，履修上限２４単位において，大多数の学生の履修

が１６単位というのであればよいのであるが，このよ

うになるためには単位の充実が必要である。

単位制度の機能している国では，一般的に成績の

良い学生は，履修の上限がゆるめられ，成績が良くな

い学生は上限が厳しく制限される。ところが，我が国

では単位の安売りが一般的であるために「下手な鉄

砲も数撃てば当たる」の思想の基に成績の悪い学生

により多く履修させる傾向があるように思われる。

キャップ制度は現状では弊害こそあれ，利益なし

であるが，単位制度を機能させる投資といったとこ

ろであろう。

５．GPA 制度の効果

GPA は Grade Point Average の頭文字をとった

もので，成績の平均値である。面白いことには，

GPA を導入すると学生の質が保証されると思って

いる方が非常に多い。GPA を導入しても学生の質

は何ら保証されるものではない。質を保証するとい

うのは GPA の値が一定以下であれば卒業させな

い，あるいは卒業研究に着手できないなどの鞭から

きている。一方，GPA が一定以上であれば，特進で

きたり，奨学金がもらえたり，留学できたりの飴が

ある。この両者が連動すると GPA が機能し，学生

の質が上がるのである。これらの飴と鞭の GPA へ

の連動と GPA に基づく徹底的な学生指導がなけれ

ば，殆ど導入の意味を持たない。

おわりに

以上の改革は日本のほとんどの大学が導入してい

る，あるいは予定しているが，大学人はこれらの改

革の達成目標が単位制度を実質化することであると

いう認識がなかったために，すなわち，学習させる

という目標がないために学生に勉強（学修）させるこ

とができなかったのである。
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