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JAIST創立 20周年記念シンポジウム報告
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Japanese Abstract: 2010年 10月 27日に開催された JAIST創立 20周年記念シン

ポジワムの概要を報告する。特に，セッション 2r JAISTの大学院教育の実践と

挑戦」における， JAIST大学院教育イニシアティブセンター客員教授飯吉透氏に

よる r21世紀の大学院教育を展望する 高等教育のグローパル化，情報化，オー

プン化を巡って んおよび， JAIST理事・副学長日比野靖氏による rJAISTの

教育理念とこれまでの実績」の内容を紹介する。
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JAIST 20th Anniversary Symposium took place on October 27， 2010 at National Center for 

Sciences， Hitotsubashi， Tokyo. The morning was devoted to sessions held in parallel in three 

rooms， one for each school. A1so， some faculty members and students gave poster presentations 

on their own research. In the afternoon， two plenary sessions were organized. The first 

afternoon session consisted of three invited speeches. The first speaker was Tamotsu Tokunaga， 

Director-General of National Institute for Educational Policy Research. The second speaker 

was Terutaka Kuwahara， Director General of National Institute of Science and Technology Policy. 

The third speaker was Nobuyuki Ouchi， a professional 9-dan shogi player. They discussed the 

role of education and training for experts from various perspectives. 

The second afternoon session concentrated on the future of education at graduate schools， 

especially in JAIST， which is the main focus of this report. 

As the first speaker， Toru Iiyoshi， Visiting Professor of the Center for Graduate Education 

Initiative and Senior Strategist at Massachuset!s Institute of Technology， USA， gave a lecture. 

The key themes of his lecture were (i) Globalization; (ii) Information; and (iii) Openness. He 



discussed how globalization of higher education has made national borders less relevant， 

mobility of student and facu1ty has exploded， international collaborations are increasingly 

common， and international college rankings proliferate. Prof. Iiyoshi stated that with this 

globalization， researchers， students and educators alike， should be prepared to address research 

issues that are global in scope， and to participate in research activities that will continue to 

contribute to cross national and cu1tural boarders. Examples of collaborative efforts towards this 

end include joint and dual degree programs， and collaborations. 

Prof. Iiyoshi stressed the important role played by the exponential growth of information 

technology in driving higher education system(s). Among the various ways in which the 

information technology era have positively contributed， driven and shaped growth in higher 

education are (i) overcoming the conventional constraints of space， time， and monopoly， (ii) 

democratization character of information technology， (iii) the growing relative importance of 

intellectual capital compared to physical or financial capital， (iv) and the ever evolving ways in 

which we now handle digital data， information and knowledge. 

Information technology has also contributed towards openness in education. The three main 

components for open education (i) open technology; (ii) open content; and (iii) open knowledge 

were discussed. Prof. Iiyoshi provided a few examples of open education including iLab. iLab 

technology allows people to access laboratory equipment， and other materials from remote 

locations. 

Prof. Iiyoshi concluded the stimulating lecture， by outlining ways for designing an effective 

doctoral program. He discussed the role of students， facuity and university administrators. He 

said students must be responsible， active， and intentional agents in their own education. They 

should be active and willing participants， and have ownership of their education. Facu1ty must 

become familiar with emerging principles and insights that can help guide students from 

experience to expertise. He said that educators should impart to students an inquisitive mindset， 

critical thinking， and evidence-based research. The university administrators must support the 

efforts by， among皿 anyactivities， (i) providing the resources needed， (ii) joining national and 

international efforts， (ii 

The second speaker， Yasushi Hibino， Vice-President of JAIST， presented the education system 

of JAIST and its outcome in the past twenty years. JAIST was founded in 1990. To implement 

the core concepts of its education， it selected three main fields， namely Information Science， 

Materials Science and Knowledge Science. It has been hiring facuity血 embersof high-level 

standard from academia and industry. Modern and up-to-date research infrastructure has been 

installed， and the curriculum has been arranged in a way that a systematic education can be 

carried out with an emphasis on coursework. JAIST has also attempted to cuitivate people who 

are to be useful in society. This is reflected to the ad血 issionprocesses in a way that it admits 



people from various fields， not restricted to their previous major， and the entrance examination is 

conducted through interviews only. Prof. Hibino showed some numbers exhibiting this fact. 

For example， in School of Knowledge Science， the percentage of enrolled students who 

previously did not major in science and technology is 41.2 (in the master course)， and 40.1 (in 

the doctoral course). Furthermore， looking at the geographic areas from which students came， 

he showed that the percentage of students from Hokuriku area in 1992 (for the first students of 

JAIST) was 25.2， but it dropped to 11.1% in 2010. On the other hand， the foreign students 

occupied only 1.8% in 1992， but it rose up to 11.5% in 2010. This shows a rapid globalization 

in the campus of JAIST. 

Another data was shown to show the outcome of JAIST education. One of the tables showed 

that JAIST imposes a hard work to students for their qualification. The percentages of students 

who finally graduated from the master courses are 86.2 (in School of Information Science)， 90.2 

(in School of Materials Science)， and 87.5 (in School of Knowledge Science). For the doctoral 

courses， the numbers are 74.4% (in School of Information Science)， 78.5% (in School of 

Materials Science)， and 72.9% (in School of Knowledge Science). This severe qualification 

made JAIST possible to send excellent graduates to society. For example， 161 graduates 

currently teach at universities. 

In the latter half of his speech， Prof. Hibino talked about the future of JAIS T education. He 

introduced “the second foundation of JAIST" by education reform. This aims at (1) training of 

ability that can cope with a rapidly changing society， (2) globalization， (3) quality assurance， and 

(4) the increase of foreign students. For training of ability that can cope with a rapidly 

changing society， he mentioned the foundation of “Institute of General Education" in 2011. 

There， education for liberal arts， global communication and career support will be organized. 

For globalization， he mentioned the need of people who can work in the international 

environment. This is based on observations about the change of industrial activities. For 

quality assurance， he mentioned the support for students to learn actively and autonomously. 

This also includes the reconstruction of curriculum and the submission of study plans by students 

with awareness of their future careers. For the increase of foreign students， he raised a goal 

th 

Tetsuo Asano， Director of the Center for Graduate Education Initiative， took a role of the third 

speaker， and introduced the concepts and the mission of the center. To avoid repetition， please 

refer to pages 67-70 of this annual report. 

The symposiu血 hadaround 250 participants from inside and outside of JAIST. After the 

symposium， a reception was held， which activated皿orediscussion among the participants. 
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JAISTシンポジウム

大学院教育イ=シアティプセンター

浅野哲夫

• 金隼F1).SI}セミナー

胤

セ ンターの活動目標

キーアイディア学習目欄(LearningGoals) 
従来の力リキュラムは『教えたいこと』のリスト
ーー・どのような能力を備えた学生を育てるかに基づいた指導

講義に対する「学習目標」
相がで香るよ弓になるかで学習目標を設定
試験問題は学習目標を良〈反映しているか
==>試験問題は適切か?

質保証に聞して試験問題の研究が必要
「良い試験問題」とは何かっ
試験問題の難しさの評価

• t 

研究指導における「学習目標」
研究指導における学習目標を設定
現行の評価基準
論文と国際会議論文の数による評価

園時学習目標の達成度による評価および
修了基準

従来よりきめ細かな評価が必要
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大 学 院 教 育 イ ニ シ ア テ ィブセンター

【Mission】

・国際的通用性を備えた先導的な大学院教育モデル
の提示

【Vision】

.本学が取り組んできた大学院教育に関する先進的
な取組実績を基礎に、国内外の大学院との緊密な
連携を図りながら、 国際的通用性を備えた大学院
撃育の質保証と需了基準の確立に取り組み、他大

の範たる次世 スタンダードの提示を目指す。

-文科省特別経費支援事業

平成22年度~平成26年度 (5年間)

センターの組織

¥ 

FDユニット

-全学FD.SDセミナーの企画実施

-敏宵システムの再構築

IR・ユ大雪ユ襲撃ッli~ト護軍総ziu:J総務聞 査

-猷望事務技2嘉義Z守護階的猷行

:鶏弱者手土然ースの構築

リサーチユニッド

-博士号修了基隼の調査研究
-人材育成における社会的ユーズ把橿
-園目量的な質保証の動向聞査

=今政簾動向、他大学・シンクタンクの先行蘭査を基礎に

博士前期課程と後期課程の学習目標
本学では博士前期課程と後期課程の目標をそれぞれ

「問題解決能力」と「問題発見能力」の開発としている
では，どのような教育がそれらの目標達成に対して最も効果的
だろうか.これを研究することが本センターの目標達成に向けての
最重要課題であると言えよう

問題解決能力とは何か学部教育においても問題解決能力は
重視されてきた筈であるが，なぜ大学院教育において特に
問題解決能力に言及するのか.

学部教育においては，基礎知識の習得と基礎理論の理解が重視
されているが，単に理解するだけではなく，基礎理論を知何に
応用して現実に近い問題を解決できるか，という能力が大学院では
求められていると考えるのが自然であろう



このことを勘案すると，大学院博士前期課程における教育では，
単なる理論の理解ではなく， 応用力の開発に力点を置いた教育を
行う必要がある応用力....，:1:軍事に晶晶聞彊安加価にモデル化
しで圃論kの遣い事健聞L.-f-の遣い安曇"輔呈晶のlこE弓す晶か事

主主盈盤皐主査盈

博士後期課程学生に求められる『問題発見能力」を育成できる
のは研究室内教育だけなのであるうか書人数の学生を対象と
したコース科目において問題発見能力を育成することは可能活
ろうか

問題発見能力を酒養するために何をすべきか。
学生の『質問力」を如何1こ伸ばすか?
「未解決問題ワーヲショップ」のような議論を重視する試みの実施

|各誌宇{式宇嶋)0・性|

官

学習目標(L回 mingG回 1.)による特徴づけ

「どιな苧生豊宵τょうとしてい暑が?J

盲

学生淘牢曹目標達慮応対'ー・線的穆骨'1IH.. fjI軍曹
文学として，加何に学生を指導・助言を行うか?
そのための組峨として何を用意するか?
文学として，個々の学生をどのように見守るか?
学生の学習目標達成度をどのように評価・判定するか?

曾
ポートフ:tリオの璽膏憧

単なる成績管理ではなく，研究室内指導も含めた形での助言
助言の効果を測定しフィードパッヲすることも重要

健康c;)大学院叡育(情輔系ぬ場合)

-殆どの学生は学部からの進学
学部と太学院で専攻は同じであることが書い

・他大学出身の学生，社会入学生は少数派
.教員は学生の知轍レベルを熱知している
-学部の卒業研究の続きとして，既に研究に取り掛かっている

自分の研究に関連があるかどうかで講義を浬択
-学生の関心は必要な散の講善で単位を取得すること

自分の能力形成との関係は希薄

-カリキュラムは，教員が大学院生として必要だと考える知識
単位によって定義これを講義単位に分解

-修了Iこ必要な単位散などの条件は設定されているが，

結果として学生保が示されることは少ない
・様々な進路にとって真に必要な能力が何かの知識がない

国際的適用性を備えた

文学院教育の質保柾と修了基準の確立

本来.情士の修7.箪肱世界共通であ畠ベ曹

むかむ.企~0京学院fjI岡U修7.準奄持つペetJt?

各大学院がそれぞれ鳳な畠修7&車寄捕って也良い.

それが骨文字の・憧とな畠.
岡・肱.祉舎が大学の修了畠箪を受理す暑が?

軍事な点肱修7&111ー祉舎に対しτ明確にす暑とと

宮崎.修T益準K0.J<号広田量.. ペSか?

.唱"司事生0・n.準寄鍋隠し信指~号由吻陣値・宇叫駈朗置事
ポート7:ot'財@置事盤

日本学術会議平成22年

「文学教育の分野別賞保柾の在り方について」

以上を踏まえ，具体的な分野別の質保柾の枠組みとして，以下を
主要な肉容とする「分野別の教育課程編成上の参照基準」につい

ての考え方を取りまとめた
①各学問分野に固有の特性
②すべての学生が身に付けるべき基本的な素養

③学習方法及び学習効果の評価方法に関する基本的な考え方

太学院教育に対しても同様の枠組みが考えられる
特に，②に対応する基本的な素養に関して，大学院では何が求め
られるのかを明らかにすることが重要であるう(現状では，専門知
識の獲得に偏重している)また，文学院では，研究指導に聞して
その効果の評価方法を考えることも必要になろう

輔1e移女学院叡育(情鶴来ぬ場合)
-書くの学生が学部と文学院で専攻が異なる
・他大学出身の学生目社会人学生が書数派

学生の知醜レベルのばらつきが大
-教員にとって学生の知職レベルは未知
.事〈の学生はまだ研究を開始していない

自ら設定した学習目標に照らして晴義を選択
.学生の関心は講義で獲得できる能力

自分の最終目標に向けて，その能力の貢献度が重要

各講義で，その置修が何に役立つかを知らせること
従来の科目間樹系図に代わる仕掛けが必要

-学習目標を達成するための道具としてカリキュラムを準備
各講義で獲得できる能力の組み合わせとして目標を達成

・文学院で定めた鍵つかの学習目標のーっか，学生自らが
設定した学習目標を達成した時点で太学院を修了

最終目標に向けての進歩状況を把握するためのツール



手ーマ:園際化時代@大学院按膏@責保E

-諸外国での太学院教育の実態を知ることが肝要
そのためには膨太な調査が必要
効率よく他大学院の教育実態を調査する早道はあるか?
太学院教育において最も重要なものは何か?
+試験問題

・試験問題は各講轟の学習目標を反映しているはず
つまり，講檀にける学習目標は最終試践に集約されている

・その後で，講轟のコンテンツについても調査

{賦鵬)問題号-.1(-又
分野を限定して，世界中から(誤験)問題を収集

1 どんな試験問題が作られているのだろうか?
2 試験問題の難しさを評価することは可能か?

試験問題の難しさを科学的に評価することは可能か?

模範解答がな〈ては難しさの評価は難しいー
3 理想的な試験問題とは何か?

理想的には，同じ程度の難しさの問題を毎年作り続けることが

できることあるいは，いつでも受験ができること
4 講轟内容と試験問題との闘連を明らかにする

5. web miningの手法の導入
具体的には，講麗内容を表現するキーワードの頻度分布を
求め，試酸問題の模範解答における分布との相闘を求める

単なる頻度分布ではなく，単語の出現位置にも注目たとえば，
定理などでの頻出単語，証明の中での頻出単語など
本の索引も参考にして，専門用語の抽出を行う

|理想的態鵠輸問題作成広肉付'rC;)'?・2ロー千|

教員個人の力では限界がある
園時同様の科目を担当する教員聞での協力が重要

ヒントは書ければ多いほど良い
園時 問題を集めたデ-11ベースの構築

本センターの取り組み
1鼠験問題の提供に協力して〈れる教員を募る(全世界的)
2当面は提供教員だけが閲覧できる形式で問題を管理

3試験問題だけではな<.テキストの問題も収録
そのために，テキストをスキャナで醸み取り文字認識の上，
間姐の部分だけを抜き出すことが必要

4問題だけではな<.解筈も同時に集めること
これは，鼠験問題の難易度を自動的に評価するよで重要

5当面は分野をアルゴリズムに限定して実行

大学儒叡膏イ=シ?手ィ"Zbシ.-0
主事唱書取S岨，.

・大学院教育におげる質保証の枠組みに関する提言

.質保証を支える武験問題の評価・改善

・優れた問題作成に向砂た全世界的な取り組み

(問題データベースの構築)

・優れた研究指導嘩支えるポートフ寸リオの設計と
運用

・大学院教育に特化した新たな曹義蔵計法

.大学院における・義支援システムの開発

必要性
(1 )鼠酸問題作成は太学教員にとって非常に重要な仕事であるが，
『良い』問題作成に関する専門的なトレーニングを畏けていない

(2)講麓に聞しても同様であるが.r上手な』講盤に闘しては様々な
FD活動が実践されている

(3)学生の学習目標達成度の評価において鼠験は最も重要
しかし，設定した学習目標全てについて鼠験を行うのは不可能

(4)学習目標達成度の評価という意味で効果的で，しかも難易度が
主観的ではな<.客観的に一定に保たれているような鼠験問題の
作成が求められている

指定唱書簡事実据システゐ

大学学割レ川ll.AM包女学傭レ再'L~踊轟措何が温ろか?

文学学・レベルの..
典型的には，指定の教科書の範囲内に限定した講語
学生もより高度な知識を求めようとすることも少ない
鼠験問題は，薗韓内容の理解度予エッヲになることが多い

女学院レ再11.0鼠麗
前韓関連の研究も日進月歩で，定期的な内容更新が必要
学生の教育背景とモティペーションに多様性があること
繭韓範囲にとらわれない発展的な学習がより重要になる
各自の目的に応じて，前韓の範囲を超えた高度な知識も要求
教員もそのような要求に応えるだけの豊富な知蔵量が必要
試験問題では，蘭畿内容の応用力が試されることが多い



指r=~踊構支揚シa号。

W曲 miningの手法に基づいた新たな講義支援
蘭韓に関連する可能性のある本をスキャナで麗み取り， OCRIこ
よりテキストペースに棄換することから始める

最初はアルゴリズムの分野に限定して始める
50冊程度のアルゴリズム関係園書をスキャナで入力
OCRを用いてスキャナ入力画像から文字音読み取る

テキストIまページごとに管理
テキストに現れる専門用語の統計分布を求める
それぞれの専門用語の出現損度により目用語の難しさを評価
講義資料(pptスライド)のページごとに，その肉容と最も良〈

マッチするテキストのページを探索し，参考図書とする

-輔偲@形虜A.穆麗計命館侃
1 合格学生が有すべき能力を規定

たとえば，どんな問題が解けるようになっているなど
2 そのように学生を教育するのに効果的な教育内容を浬定

問題の工夫など

s理解を深めるために，別の物の見方を常に示すこと
一つの考え方だけではな〈て，常に複数示すこと
「こうすればできる」を教えるのではな(， rどうすれば

できないか」や「なぜそうでなければならないか」を
教えるのが重要
→質問の重要性
ー〉ヲイズ，レポート問題の重要性

キーワード抽出の具体的な手順
1 教科書をスキャンし， pdfファイルに変換

pdfファイルをページごとにテキストデ-~に変換
2 テキストデーーから単語を抽出

単独単語， 2連単語， 3連単語
を求めて，それぞれの単語の出現頻度を計算

3雑多な分野のテキストからも同様に単語を抽出し，損度を計算
4 専門用語と非専門用語の区別

2の頻度分布と3の頻度分布を比較
5 更に教科書の索引に現れる単語は残す

鼠験デ一事ベースとの関連性
鼠験問題に頻繁に使われる単語は重要な単語




