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グローバル人材育成における大学の役割とグローバル・コンピテンス 

The Roles of Higher Education Institutions in Fostering Global Talents and Global Competences 

     

研究代表者 芦沢 真五（国際地域学部 国際地域学科） 

 

研究期間／平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

キーワード／① グローバル人材 Global Talents  

            ② グローバル・コンピテンス Global Competence   

      ③ 評価分析 Assessment    

    

平成 27年度交付額／1,600,000円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

 Hanada, S. “A Comparative Study of Assessing the Impacts of Study Abroad 

Programs” Presented at the 60th Annual Conference of Comparative and 

International Education Society, Vancouver, Canada.  

 花田真吾.『留学の学習効果分析』独立行政法人日本学生支援機構(JASSO) 海外留

学支援制度シンポジウム 2016年 03月 

 

     (2)出版 

 芦沢真五. 『国際連携におけるパラダイムシフト～教育交流の多様化と UMAP の

役割～』IDE現代の高等教育（出版日は未定） 

 Ota, H., & Horiuchi K., “Measuring the Accessibility of Study in Japan Utilizing 

International Admissions Procedures of English-taught Degree Programs,” Higher 

Education Forum, Vol. 13, 2016, pp. 91-107. 

 Gayardon, A. De., Shimmi, Y., & Ota, H. American Council of Education, 

“Internationalization Over Time: Policy Evolution in Japan”, In R. M. Helms, L. E. 

Rumbley, L. Brajkovic & G. Mihut (Eds.), Internationalizing Higher Education 

Worldwide: National Policies and Programs, 2015, pp. 73-80. 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 グローバル・コンピテンスの評価という新しい分野を扱うため、ケーススタディを通じてどのよ

うな評価指標を用いているかについて、理論的・実証的に理解を深めることを主な研究方法とした。

理論研究については、その先端的研究を行っている北米の研究調査を行った。実証研究については、

香港、韓国、欧米の調査を行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 
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 理論研究については、この分野の最先端研究が発表される北米比較教育学会（Comparative and 

International Education Society: CIES）に参加し、北米やその他の地域の研究者が行っている最

新の理論研究について考察を深めた。また、本研究の分担研究者である花田真吾講師が日本人学生

を対象に行なったグローバル・コンピテンスの１つである異文化適応力をテーマに、海外留学の教

育効果に関する実証研究の成果発表を行った。また、花田講師は、SIETAR（Society for 

Intercultural Education, Training and Research）で開催された Global Competence Inventory 

(GCI)セミナーと Intercultural Effectiveness Scales (IES)セミナーに参加して、グローバル・コン

ピテンスの評価指標について見識を深めるとともに、GCI 尺度と IES 尺度の利用ライセンスを取

得した。 

 実証研究については、本研究代表者の芦沢真五が、香港と韓国におけるコンピテンス指標の制度設計

について調査を行った。香港では、2002年ごろから Qualification Framework（QF）にかかわる本格

的な調査・分析を行い、2004 年に 7 段階からなる香港 QF の法制化が香港特別行政区（Hong Kong 

Special Administrative Region: HKSAR）の EMB（Education and Manpower Bureau）によって実

施されていることが分かった。2008年に職業教育における質保証体制が整備（HKCAAVQによる）さ

れ、QFを執行する行政機関の体制が整い、QFが運用開始されている。そこで、香港 QFの運用メカニ

ズムについてヒアリングを行った。 

 さらに、研究分担者である太田浩は、EAIE（European Association International Education）年次

総会に参加し、欧州はじめ各国におけるグローバル・コンピテンスの指標や分析手法、最新動向につい

ての把握・調査を行った。EAIE では、これまでの大学国際化について振り返りつつ、今後の動向につ

いて議論していた。大学の国際化を単に留学生数や海外留学者数、外国教員数だけで評価するのは不適

切である。大学国際化は目的でも、目標でもなく、大学の質的向上を軸とした独自のゴールに向けての

過程、手段であることが確認されていた。同時に、国際化を評価するための十分なデータが不足し、か

つ評価手法も開発途上であることが指摘されていた。特に留学生交流については、海外留学及び外国人

留学生の受入れによってもたらされるラーニング・アウトカムと学生が身につけるコンビテンスについ

て、説明責任の観点からも今後さらに重視されることが指摘されていた。また、European Association 

for International Education (EAIE)年次総会の会場近くのホテル（Grand Hilton Glasgow）で教養教

育のカリキュラム改革により、海外留学プログラムをより活性化し、学生のグローバル・コンピテンス

獲得につなげる努力をしている State University of New York (SUNY) Buffalo の Prof. Stephen 

Dunnet, Vice Provost for International Educationに面談した。SUNY-Buffaloにおける最近の急速な

海外留学者数の伸びは、グローバルな視点から教養教育の改革を実施してきたことによってもたらされ

たことが分かった。今回の EAIE年次総会出席を通して、グローバル人材育成における大学の役割及び

国際教育のラーニング・アウトカムとして、学生に如何にグローバル・コンピテンスを身につけさせる

かについての新たな知見と考察を得られた。 

 最後に、本研究を通じて、研究代表者の芦沢真五、研究分担者の太田浩、花田真吾の 3名は、日本学

生支援機構海外留学支援制度の委員に委嘱され、計画されていたオンライン調査については日本学生支

援機構にて行った。本研究は、研究プロジェクトにとどまらず、日本学生支援機構という国内公的団体

との協働につなげることができたことは大きな成果と考える。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 
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 今後の研究課題としては、グローバル・コンピテンスの評価分析という新しい分野である資質につい

て、一般性の高い概念や理論を構築することである。そのためには、引き続き、様々なケーススタディ

の分析を積み重ねて実証研究を進めるとともに、既存の理論研究との整合性を分析して、時代の実態に

あった概念・理論について考察していくことが必要となる。 

 

Summary 

     The purpose of this study is to examine the concept of global competence and its assessment. 

Given global competence as a research filed is very new in international education, this study aimed 

at deepening the understanding of the literatures related to global competence and its assessment, 

and then implementing field research about existing qualification frameworks of global competence.  

     In literature review, the research conductors mainly looked at literatures published in North 

America and Europe, since these two regions are the most advanced regions in this field. In 

addition, Shingo Hanada, a project member participated in SIETAR (Society for Intercultural 

Education, Training and Research) annual conference 2015 held in Orlando in the Unites States to 

study Global Competence Inventory (GCI) and Intercultural Effectiveness Scales (IES). GCI and 

IES are major instrumental tools based on a theoretical framework of global competence. In the end 

of the conference, he got a license to use GCI and IES. 

     In field research, by contrast, Shingo Ashizawa, the project leader, interviewed to a 

representative of Education and Manpower Bureau at Hong Kong Special Administrative Region to 

deepen understanding of how they implement qualification frameworks of global competence.  

     Also, Hiroshi Ota, a project member from the Center for Global Education at Hitotsubashi 

University participated in the annual conference of the European Association for International 

Education (EAIE) in 2015 to examine some case studies of existing framework of global competence 

assessment implemented at universities in Europe. In addition, he interviewed to Professor 

Stephen Dunnet, the Vice Provost for International Education at State University of New York 

Buffalo about how SUNY developed the assessment framework of global competence and how they 

analyze learning outcomes of international education programs in developing global competence. 

Through this research, we not only published three academic papers from both domestic and 

international journals but also presented our achievements at both international and domestic 

academic societies. 
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災害や運動施設などの誘導におけるカラーバリアフリー 

―東京五輪の安全・安心に向けて― 

Color barrier free for guiding in disaster situations or athletic facilities: Towards safety and relief in 

the Tokyo Olympic and Paralympics  

     

研究代表者 土田 賢省（総合情報学部総合情報学科） 

 

研究期間／平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

キーワード／①カラーバリアフリー  Color barrier free 

            ②デザイン  Design 

      ③表示  Display 

        ④災害 Disaster 

      ⑤評価  Evaluation 

平成 27年度交付額／1,169,000円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・Kensei Tsuchida, Chieko Kato, Toshiaki Nagshima, Color Barrier Free Displays in Disaster 

Situations, Open Journal of Social Sciences, Vol.4 No.2, pp.25-29, Pub. Date: February 23, 2016 

 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究では、緊急津波避難マップや運動施設の緊急退避経路案内などに対象を絞り、一般の色覚者と

色覚障害者がともに瞬時にかつ正確にメッセージ理解し、的確な行動が直ぐにとれる緊急時向けのカラ

ーバリアフリーの実現を目的とする。 

これまでのカラーバリアフリーの研究や応用事例は、色覚障害者と一般の色覚者の両者が識別でき

ることに主眼が置かれており、その手法は、対象者全体の最大公約数を求めるような手法でなされて

きた。その解は、中にはピッタリの人もいたが、色覚障害の種類、程度は千差万別であるので、全く

ピント外れになる人も少なからずいた。 

 そこで、本研究では、先ずカラーバリアフリーとして作られたものを各個人が実際に見た時に、ど

の程度、素早く、正しく、識別できるかを測定し、その測定結果を定量化する手法を確立することに

する。そして、この確立した手法を用いて、緊急時の避難経路マップ等に対象を絞り、様々なタイプ

の色覚障害者、一般の色覚者に評価して頂き、その中で、ほぼ全ての対象者で共通して評価の高いも

のを選定する方法を採用する。定量的評価手法の確立では、緊急時に避難マップ等に必要とされる次

の４つの要件である。 

１）避難マップがどこにあるかがすぐ目につくための注視性 

２）かかれた内容がすぐよみとれるための瞬時性 

３）誤解や曖昧性をあたえないための正確性 

４）環境の光の変化などに対しても同程度の注視性・瞬時性・正確性を保つ安定性 



 

195 

 

・注視性については、異なる二つの色のオブジェクトを一瞬だけ見せて、どちらの方に先に目が行っ

たかを聞き取る。このようなデータを一対比較として処理して定量化する。 

・瞬時性と正確性については、例えばＡからＢに至る経路が判ったらボタンをクリックしてもらい（ク

リックすると画面が消去される）、その時間を測定する。そして、確認のために経路を描いてもらい、

その適合率を正確性の指標にする。 

 これらの指標で評価するために、カラーバリアフリーの実験用プログラムを作成することにした。具

体的には、どのような色の組み合わせで情報を表現すれば、より早く、より正確に、色弱者を含めた多

くの人間が情報を認識できるかを調べるためのプログラムである。 

 

２．研究経過および成果の概要 

  

２．１ 開発環境 

 本研究では、HSP（Hot Soup Processor）を使用してプログラムの作成を行った。HSPは、Windows

上で動作するアプリケーションを開発するための言語システムである。 

 

２．２ 開発プログラム 

 本研究で作成した、カラーバリアフリーの実験用プログラムは以下の三つである。 

 ・瞬時性を調べるプログラム 

 ・正確性を調べるプログラム 

 ・瞬時性と正確性を調べるプログラム 

 

 本研究では、カラーバリアフリーの実験用プログラムを作成した。これは、どのような色の組み合わ

せで情報を表現すれば、より早く、より正確に、色弱者を含めた多くの人間が情報を認識できるかを調

べるためのプログラムである。 

 これら三つのプログラムの動作説明の前に、まず全てのプログラムで共通する動作を以下に示す。 

(1) プログラムを起動させると、ウィンドウが表示される。ウィンドウは、緑の部分と白の部分で構成

されている（図 1）。以下、緑の部分を「情報画面」、白の部分を「背景画面」と呼ぶ。 

(2) 情報画面には、スタートボタンとコンボボックスが表示されている。コンボボックスを操作するこ

とで、背景画面の内容が変化する。これにより、背景の変更ができる（図 2）。 

(3) スタートボタンをクリックすると、3秒後、情報画面に絵が一つ表示され、その下に、「この絵と同

じ物をクリックしてください。」と表示される。同時に、背景画面に六つの絵が表示される（図 3、

図 4）。この六つの絵は、どれも情報画面に表示された絵とよく似た絵であるが、情報画面に表示さ

れたものと全く同じものは一つだけである。 

(4) ユーザは、背景画面に表示された六つの絵の中から、情報画面に表示された絵と同じものを一つ選

んでクリックする。ユーザが同じ絵を選んだ場合は正解と判定され、違う絵を選んだ場合は不正解

と判定される。 

 以上が、三つのプログラムに共通する動作となる。情報画面に絵（情報）を表示し、ユーザは、背景

画面に表示された六つの絵（情報）の中から、情報画面に表示された絵（情報）と同じものを見つけて

クリックする、というのが基本的な流れとなる。つまり、ユーザは六つの情報の中から、正しい情報を
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探し出すことになる。なお、背景や絵は画像ファイルを使用して表現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 1 初期画面               図 2 初期画面・背景変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 3 測定中（背景なし）            図 4 測定中（背景あり） 

 

 これらを基にして、瞬時性を調べるプログラム、正確性を調べるプログラム、瞬時性と正確性を調べ

るプログラムを作成した。 

 これらの評価用実験プログラムを用いて、評価実験を実施した。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

 作成したプログラムを用いた評価実験は、被験者数が 6 名であり、十分な数ではない。今後は、

より多くの被験者で実験を重ねていく予定である。また、安定性については、作成した評価プログ

ラムを用いて、光環境をコントロールした実験環境を用意して行うつもりである。 

 

 

Summary 

Concerning color barrier free, there have been many research studies and an increasing 

interest in it. For example, to expand activities for the promotion of colorblind-friendly 

designs not only among scientists but also among industrial products and public facilities, 

the non-profit organization CUDO (Color Universal Design Organization) was established in 

2004. However, there has been very little research of this type focusing on disaster situations. 
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From their experiences volunteering in reconstruction support for victims of the 2011 

tsunami, the authors came to recognize the importance for both non-colorblind and colorblind 

people to notice and distinguish emergency escape notifications, cautions and passage maps 

quickly and accurately. Therefore this research is aimed at the realization of color barrier 

free displays in disaster situations. Initially, requirements for color barrier free displays in 

disaster situations were analyzed. Four desirable criteria were derived as a result: 

“eye-catching”, “instantly-readable”, “unmistakable” and “stable”.  

In order to evaluate given signs from the viewpoint of the above criteria, evaluation 

experiment systems for displays in disaster situations were developed. The development 

language was HSP (Hot Soup Processor programming language) and the development 

environment was Windows 8. 

   The evaluation experiment systems have the following features (1)-(4). 

(1) With the systems, examinees can take a color barrier free test like playing some kind of an 

easy game. 

(2) To take account of order effect, the systems give random problems to examinees. 

(3) The systems can measure response time of examinee’s answering and calculate the 

accuracy rate of it. 

(4) Experimenters can easily customize the systems. That is, it is easy to change backgrounds 

and display objects only by replacing relevant picture image files. 

   With the systems, it is possible to evaluate displays from the view point of eye-catching, 

instantly-readable, unmistakable and “stable” by the feature (3) and changing color lighting 

and brightness. 

The systems can measure response time of examinee’s answering and calculate the accuracy 

rate of it. This makes it possible to evaluate given signs from the view point of color barrier 

free objectively and quantitatively. 

   In future this study needs to make repeated experiments of evaluation of color barrier free 

displays with developed systems. 

 


