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第６章 台湾の大学評価における学習成果導入のインパクト 

 

楠山 研 

（長崎大学） 

 

約 30 年間の大学評価の試行錯誤の時期を経て、専門的評価機構である

高等教育評価センターによる５年を１ターンとした部局評価を中心に本

格的に動き始めた台湾における大学評価は、学生の学習成果の質保証を核

とする第２期部局評価によりさらなる発展段階を迎えている。そこでは、

学生の学習成果の質保証が実施可能なシステムが整っているかどうかを

大学自らが確認し、今後も絶えず改善していけるシステム作りがめざされ

ている。これまで大学教育の中であまり意識されてこなかった学生の学習

成果、およびその質保証を意識した大学作りの第一歩を踏み出したことを

意味する。教育部との関係など改善すべき課題は多いが、大学が真に学生

の方を向いて改革ができる方向に向かえば、この学生の学習成果の質保証

を核とした第２期部局評価が持つ意味は大変大きいものとなり、今後の台

湾の大学自体に与えるインパクトもさらに大きくなる可能性がある。 

 

 

１．はじめに 

台湾の高等教育はこの 20 年、学生の量的拡大と多様化、自主権の拡大が急速に進

んできた。政府の権限が強く、「教育部大学」と呼ばれた時代が終わり、高等教育機関

（以下、便宜上大学と表記する）が自らの権限で様々な背景を有する大量の学生を教

育する時代となって登場し、存在感を増しているのが大学評価（原語は大学評鑑）で

ある。急速な変化の中で登場してきた大学評価は、政府による新たな高等教育管理策

の一つとして機能している（楠山、2011 年、49～56 頁）。 

台湾における組織的な大学評価は 1975 年から始まり、学問分野別、大学別、教育

部による評価、専門的評価機構による評価、大学の自己評価など、さまざまな形が試

みられてきた。そうした試みの段階が一段落し、「大学法」、「大学評価辦法」といった

法的整備の進行の過程において、現在の大学評価の中心的存在となっているのが、2005

年に設立された専門的評価機構である高等教育評価センター（原語は高等教育評鑑定

中心）である。設立翌年の 2006 年から５年を一区切りとする形の部局評価（原語は系

所評価）を開始し、その第１期が 2010 年に終了した。これまでの経験を踏まえて実施

した５年１サイクルの評価を終え、次なるサイクルとして 2012 年から始まるのが第２

期部局評価であり、そこでは学生の学習成果の質保証が最大のテーマとして掲げられ

ている。 

急速な変化の中で発展を続けてきた台湾の大学に、それを上回るかのような勢いで

影響力を増している大学評価において、学生の学習成果の質保証を中心的な観点とし
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て導入し、重視することは、台湾の大学や大学の質保証システムにどのような影響を

与えるのであろうか。 

こうした関心のもと、本稿では、台湾における大学評価の進展を確認した上で、最

も影響力のある専門的評価機関、高等教育評価センターにおいて始まった「学生の学

習成果の質保証」を核とする第２期部局評価について、その概要や手順について確認

し、大学や大学の質保証システムに現在どのような変化が見られるのか、また近い将

来どのような変化が見られることになるのかについて考察をおこなう。 

 

２．大学の質保証システムの特徴 

まず、台湾における大学の質保証システムの特徴を確認するために、その質保証システ

ムの中心にある大学評価について、その発展過程を初期から確認する。その上で、現在の

大学評価の中心的役割を担っている高等教育評価センターの設立と、同センターにより実

施された５年間にわたる第１期部局評価の経緯をみていく。加えて、2012 年から始まる第

２期部局評価の予備的評価として、これを実施する体制が整っているのかを確認するため

におこなわれた 2011 年に実施された大学校務評価について整理する。これらを通じて、

台湾の大学評価および質保証にとって、高等教育評価センターの実施する評価、とくに今

回学生の学習成果の質保証を核とする第２期部局評価が重要な意味を持っていることを

示す。 

 

2.1 台湾における大学評価（1975 年～2005 年） 

まずは、これまでの台湾における大学評価の経緯を確認しておくことにする。台湾

における大学評価は 1975 年に始まっている。学問分野ごとに試みの形で始められた評

価は、2005 年の高等教育評価センター創設まで、さまざまなレベル、形でおこなわれ

てきた。まず大学評価のめばえの時期を確認しておくことにする。 

この時期の評価は学術評価（原語は学門評価）と呼ばれ、専門的な研究教育活動に

対する評価が中心となっていた。当初評価活動の中心となっていたのは教育部であり、

1975 年から 1978 年まで数学、物理、化学、医学、歯学分野を皮切りに各分野で評価

活動が実施された。1979 年から 1982 年には、第一次評価のあとの改善状況について

教育部評価を実施し、1988 年から 1991 年には大学ごとの評価活動を実施した。その

後、評価規準を専門的なものとし、評価結果を客観的なものとするために、1992 年か

ら 1994 年には教育部が専門的学術団体に委託する形で、電機、管理、機械の３分野で

の評価活動が試みられた。この時期の評価は教育目標、教育、教員、カリキュラム、

図書刊行物、教員研究設備、研究気風、学生実習（実験施設）設備、学習支援、広報

サービス、発展、行政支援、教育成果、人事、経費、卒業生の就職状況など多岐にわ

たっていた。評価方法は関係資料の調査の他、評価委員が教員や学生と座談する形も
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あった。評価結果は、評価委員が各校の実際の状況を書面で報告するものであり、各

校の優れている点、欠けている点や、改善意見、提案事項などが含まれ教育部に提出

され公表されていた（呉清山、2010 年、36 頁）。 

1994 年に「大学法」が修正公布され、その第４条第３項に、「各大学の発展方向と

重点は、各校が国家の需要と学校の特色に基づき自ら定め、教育部に報告して確認後

実施し、教育部はこれを評価する」と定められた（呉清山、2010 年、35 頁）。 

その後、各大学を総合的に評価する必要性が認識され、1997 年から 1998 年に試み

の評価として大学総合評価が実施された。新設校や新設後３年以内の大学の参加は自

主判断とされた以外はすべての大学が参加することとなり、62 校が総合系（３組に分

類）、師範教育系、医看護教育系、その他の６つにカテゴリー分けされた。それぞれの

大学は、教育、研究、サービス、行政、総合（成果）の５つの項目で質的評価を中心

に評価がおこなわれ、実地訪問調査も各校につき１日実施されて、その結果は 1998

年に報告された（呉清山、2010 年、36～37 頁）。 

続いて重視されるようになったのが、自己評価である。教育部は 2001 年から 2002

年に関連予算を編成し、自己評価の審査を経た大学に 20～80 万台湾ドルの経費補助を

付ける方法で自己評価を浸透させていった。またこの時期に教育部は、①教育学程評

価、②通識教育評価、③医学系評価、④管理学術評価、⑤化学学術評価など、分野別、

テーマ別の評価も進めていた（呉清山、2010 年、37～38 頁）。 

2004 年から 2005 年にかけて、史上最大規模の大学校務評価が実施された。この評

価は「社団法人台湾評価協会」に委託されたもので、国立（２組に分類）、私立（３組

に分類）、師範、医学、芸術体育、軍事警察の９つにカテゴリー分けされて実施された。

この評価では、教員、教育、研究についての専門分野評価と、教育資源、国際化状況、

広報サービス、学生支援（学生事務）、通識教育、行政支援という観点からの校務分野

評価が、２本立てで実施された。この評価結果については点数や順位は公表されず、

特に優れたものと特に問題があるものについて、大学リストが公表される形をとった

（呉清山、2010 年、38 頁）。 

ここまでみてきたように、1975 年に始まった台湾における大学評価は、実施主体だ

けみても、教育部、専門的評価機構、大学自身による自己評価とさまざまであり、対

象も学問分野、部局、大学全体が入り交じり、これに加えて研究、教育、事務、運営

組織などが明確に区別されず混在する形で、実に様々なパターンによって実施されて

きた。この 30 年間の試行錯誤を踏まえて、大学評価の主たる実施主体として創設され

たのが専門的評価機構である高等教育評価センターであり、５年間で各部局が１度、

評価を受けるという部局評価であったということになる。 

 

2.2 高等教育評価センターの設立と第１期部局評価 
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一部評価機構への委託はあったものの、事実上その大部分について教育部が中心と

なって実施してきた大学評価は、専門評価機構である高等教育評価センターの設立に

より、大きく変化することになる。 

2005 年５月に成立した財団法人高等教育評価センター基金会は、教育部と 143 の大

学が共同でつくった大学評価の企画と実施をおこなう公設財団法人であり、董事には

教育部参事、大学学長、民間会社社長などの名前が並んでいる（財団法人高等教育評

鑑中心基金会「董事成員」）。なお、これまでも、そして現在も、高等教育機関を対象と

した専門的評価機構はさまざまあるが、大学や特定分野の学会等でなく、第３セクタ

ー的な立場が明確で、これほど大きな組織は他にはない（楠山、2011 年、55～57 頁）。 

これ以降、台湾における大学評価は、「大学法」「大学評価辦法」などによる法的整

備のあと押しも受けて、ある程度の長期的視野にたった、大学の自主を原則とした安

定的な大学評価の時代にはいっていくことになった。2005 年改正の「大学法」、2007

年制定の「大学評価辦法」（全９条）、2009 年改正の「大学評価辦法」（全 16 条）など

により、教育部は自ら評価委員会を組織するか、学術団体あるいは専門評価機構に委

託して、定期的に大学評価を実施することとなった（楠山、2011 年、54～55 頁）。 

この法的整備および高等教育評価センターの設立による変化の１つは、これまでの

試みの大学評価を踏まえた上で、評価機構としての立場が明確にされた専門評価機構

が評価を実施することによって、評価内容やサイクルがある程度確定し、安定した形

で継続的に実施する体制が整ったことである。 

もう１つは、第３者的立場にある専門的評価機構が確立することで、政府と大学の

評価をめぐる関係にも変化が生まれ、大学の自主的発展を促す体制ができあがったこ

とである（呉清山、2010 年、42 頁）。 

こうしてセンター設立の翌 2006 年から始まった第１期の部局評価（原語は系所評

鑑）では、学生の学習環境の整備をポイントとして、その後５年間で全国の 79 の高等

教育機関（技職校院は含まず）1907 の部局の評価を実施してきた（財団法人高等教育

評鑑中心基金会「第二週期大学校院系所評鑑実施計画」、１頁；王保進、2012 年）。 

以上のような経緯を経て、高等教育評価センターが５年周期の第２ターンとして

2012 年から実施するのが、学生の学習成果の質保証を核とした第２期部局評価という

ことになる。 

 

2.3 第２期部局評価の前段階として実施された 2011 年校務評価 

第１期部局評価（2006～2010）と第２期部局評価（2012～2016）の間の 2011 年に

は、校務評価が実施されている。この校務評価は、第２期部局評価において学生の学

習成果の質保証を核とする評価を実施することに大きく関係しており、いわば第２期

部局評価の準備段階として実施されたものということができる。高等教育評価センタ
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ーはこの校務評価を、「大学組織を学生の学習成果を評価する体制に導く」ためのもの

と位置づけている（王保進、2011 年 b）。 

台湾の大学における校務評価は、今回が初めてのものではない。1994 年改正の「大

学法」の規定に基づいて、1997 年に教育部が実施した大学総合評価（55 校参加）、2004

年から 2005 年に教育部が台湾評鑑協会に委託して実施した大学校務総合評価（76 校

参加）などがある。ただし、これまで実施されてきた校務評価は、部局評価や学問的

評価を含む総合的なものであった。そうした意味で、2011 年の校務評価は、高等教育

評価センターが設立されてから初めて実施する校務評価であり、史上最大規模（79 校

参加）で、かつ部局評価などの他の評価とはしっかり区別され、純粋に校務に関する

評価のみを実施することになっているという特徴がある。ただし、校務評価と部局評

価は簡単に切り分けられる性質のものではないため、この区分については今後の実施

状況をみながら検討を続ける必要性が指摘されている（鄭瑞城、2012 年）。 

この校務評価で強調されているのは、大学の位置づけを定めることである。つまり、

大学の独自性と自主性を強調し、尊重する流れの中で、大学が自ら実施する教育の役

割と目標を定めた上で、この水準に達するよう取り組む仕組みができているかどうか

を確認している。加えて、大学自らが持続的に改善し、質を保証するシステムができ

ているかどうかも重要な項目となっており、PDCA サイクルの導入等が求められている。

つまり、大学の独自性と自主性を尊重しつつ、その仕組みを自らがチェックし、さら

なる成長をめざすシステムになっているかを確認するための評価ということになる

（鄭瑞城、2012 年）。 

なぜこのような点を確認しているのかといえば、それは言うまでもなく、2012 年開

始の第２期部局評価において核となる学生の学習成果の質保証を確保できるような大

学の構造になっているかどうかをみるためである（王保進、2011 年 a）。 

約 30 年間の大学評価の試行錯誤の時期を経て、高等教育評価センターによる５年

を１ターンとした部局評価を中心に、安定走行を始めた台湾における大学評価は、学

生の学習成果の質保証を核とする第２期部局評価によりさらなる発展段階を迎えよう

としている。２度の部局評価の合間の 2011 年には、これまで各種評価と合同で実施さ

れていた校務評価が独立し、純粋に校務のみについて、自主性や独自性、持続的改善

の可能性について評価していた。これもまた、第２期部局評価を実施するための下準

備という位置づけということができた。こうして、満を持して実施されるのが、学生

の学習成果の質保証を核とした第２期部局評価である。 

 

３．学習成果アセスメントの事例 

これまでさまざまな形で実施されてきた大学評価を踏まえて創設されたのが専門

的評価機構である高等教育評価センターであり、これが実施する５年に一度の部局評
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価は大学評価の中でも特に重要な位置づけにある。今回、その部局評価の第２ターン

の核として学生の学習成果の質保証が位置づけられたことは、台湾の大学にとって、

学生の学習成果の質保証がとても大きな意味をもつことを内外に宣言したことと同じ

といえよう。本節では、第２期部局評価の内容を確認し、学生の学習成果の質保証が

大学評価にどのような形で組み込まれようとしているのかを確認する。 

以下では、高等教育評価センターが発表している実施計画（「第二週期大学校院系

所評鑑実施計画」）を主な参考資料として、高等教育評価センターが発表している広

報文書等による補足も加えながら、その内容を確認していくことにする。 

 

3.1 評価の目的と評価対象 

実施計画によれば、2012 年～2016 年の５年間にわたって実施される部局評価の目

的は次の５点となっている。 

 

①各大学の部局が学生の学習成果を確保するシステムと運用の結果を知る。 

②各大学の部局における学生の学習成果評価システムの完成にむけた地位と期限

の認可について、判断と提案をおこなう。 

③各大学が定めた質改善システムを促進する。 

④各大学の部局の教育面での特色を発展させ、卓越したものへと邁進するよう援助

する 

⑤評価結果に基づき、政府の定める高等教育に関する政策への参考とする。 

（財団法人高等教育評鑑中心基金会「第二週期大学校院系所評鑑実施計画」（以下

「実施計画」と略記）、４頁）。 

 

第２期部局評価の対象となるのは公立・私立大学 71 校、宗教研修学院２校、軍事

警察学校および通信大学（原語は空中大学）11 校の合計 84 校であり、全ての学位を

授与する学士クラス、碩士クラスと博士クラスの各種機関が評価を受けることになる

（「実施計画」、７頁）。 

実際の評価活動は 2012 年度前期の９大学から始まる。その９大学は、国立新竹教

育大学、国立彰化師範大学、国立台中教育大学、国立台東大学、国立台南大学、国立

台南芸術大学、国立台湾師範大学、台北市立教育大学，台北市立体育学院である。後

期は国立高雄師範大学、国立台北教育大学、国立屏東教育大学、国立台湾芸術大学、

国立台北芸術大学、国立体育大学、国立台湾体育学院の７大学が続くことになってい

る（「実施計画」、26 頁）。 

第２期部局評価の対象部局は、その評価を委ねる際に、49 の学問分野から自らの分

野を選択する。これは大学の性質が多様である状況に配慮したものであり、その申請
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に基づいて、同じ専門領域にいる評価者による同僚評価を受けることを原則としてい

る（「実施計画」、８頁）。 

その他、今回の部局評価の対象について、以下のような原則がたてられている。各

部局が独立して評価を受けることを原則とし、部局の下の夜間学士クラスや碩士在職

クラスで部局と異なる場所にある場合や、開講が一部の時期に限られるクラスについ

ては、それぞれ別々に評価を受けること。各校が部局の整備と資源の共有を図ってお

り、また部局が共同で学位課程を設置している現況から、同一学問分野に属する部局

あるいは学位課程は同じ学問分野に申請できるが、１件につき５つの部局を限度とす

る。高等教育機関が校務会議を経てすでに設置されている機関、あるいは設置中の機

関は、教員、カリキュラムと各資源の整備状況について、「学院」という形で評価を

受けることができる（「実施計画」、８頁）。 

つまりこの第２期部局評価は、全大学の全部局を対象とするものであり、学生の学

習成果の質保証を確保するための仕組みがうまくできているかについて確認するもの

であり、同時に、自己改善のシステムが機能すること、各大学の特色を追求するよう

促進することが目指されている。そうした観点から、従来の大学評価に比べると非常

に詳細に分けられた学問分野の中から自らの分野を選択し、その分野の同僚評価に委

ねるという体制が整えられていることになる。 

 

3.2 評価項目と参考指標 

次に、具体的にどのような項目について、どのような規準からみて評価するのかに

ついて確認する。 

第２期部局評価は、近年の台湾における大学評価と同様、認可制を基本としている。

つまり、学生の学習成果の質保証においても、評価を受ける部局が自ら定めた教育目

標や核となる能力に基づき、各評価項目について、その現状を自主的に証拠をあげて

説明し、学生の卒業時に定められた教育目標と核となる能力の達成をどのように確保

するのか説明し、かつ自らの質改善のためのシステムを構築する。評価機関はその自

主的に提出された報告書と数日間の実地調査をもとに、その部局のシステムがうまく

機能しているかを判断することになる。これについて高等教育評価センター評価業務

処の長である王保進は、部局の性質の違いを重視しており、指標を固定したり、大学

間や部局間の総合比較やランキングを実施したりはしない（王保進、2011 年 b）として

いる。 

具体的な評価項目は、学生の学習成果評価に関する国際的な評価規準の発展状況を

参考としながら、以下の５つが設定されている。①目標、核となる能力と課程設計、

②教師の教育と学習評価、③学生の指導と学習資源、④学術と専門的な成果、⑤卒業

生の成果と自己改善システムの整備。このそれぞれの評価項目について、より具体的
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な「内包」、「最良実務（BEST Practice）」と「参考指標」が示されている（「実施

計画」、９頁）。評価を受ける部局はそれぞれの評価項目について、「内包」と「最

良実務」を参照し、「参考指標」に基づき、量的データと質的証拠による報告を提出

し、これをもとに実地訪問調査を進めることになっている（王保進、2011 年 b）。 

高等教育評価センターウェブサイトには、49 の学問分野それぞれについての評価項

目を準備しているが、その内容はどの分野でも基本的に同じ内容になっている。ここ

では具体例として、49 の学問分野のうちの１つである教育学分野について、その内容

を確認しておく（財団法人高等教育評鑑中心基金会「第二週期大学校院系所評鑑教育学

門評鑑項目」より）。 

まず前提として、各大学の各部局はこれまでに、教育目標、核となる能力、卒業時

に備えるべき能力等を定めている。これらが、カリキュラムや大学内の制度とうまく

リンクし、機能するようになっているのかが今回の評価活動の最大のポイントという

ことができる。 

前述のように、教育学分野においても、５つの項目について「内包」、「最良実務」、

「参考指標」が示されている。例えば、①目標、核となる能力と課程設計については、

「内包」は「学生の学習成果を確保するためのシステムの計画が、部局が立てた教育

目標、教育目標が達成された中で学生が卒業時に備えるべき核となる能力、および部

局が教育目標と核となる能力に基づき定めたカリキュラム計画と設計を含んでいるこ

と」となる。 

続く「最良実務」は、学生の核となる能力や、卒業時に備えるべき能力を達成する

ためにカリキュラムが設計される優れた例といえるものが掲載されている。 

加えて「参考指標」として、適切な分析と策略により定められた発展計画を運用し

た結果がどのようなものであるか、教育目標と核となる能力についての教員や学生の

理解はどの程度であるか、第１期部局評価の提案に基づき確定された教育目標や発展

計画はどのようであるかなどの項目が並べられている。 

この「参考指標」は、高等教育評価センターの文書によれば、健全な学生の学習成

果の質保証システムのもと、部局の基本的な共通指標として定めたものであり、各部

局が自己評価を準備する際に参考とするためだけに作成したものであって、各部局は

大学の発展状況や部局固有の運営モデルに基づいて、参考指標を増やしたり減らした

りすることが可能なものであり、「共通に参照するための枠組み」であり、唯一の「共

通枠組み」ではないと強調している（王保進、2011 年 b）。 

最後にそれを証明するために提示する資料として、教育目標の確定と発展計画の策

定に関わる資料、学生の核となる能力を定めるのに関連した資料などを示すこととな

っている。 
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なお、他の分野と比べて、特に教育学に特有の表現などはない。ただし、教育学の

分野で申請した部局については、同じ分野の評価者が担当することになっていること

から、例えば、国内の産業の需要などに合っているか、などの項目があり、現在の教

員需要に応じた対処がなされているかといったように、それぞれの分野の立場や状況

に応じたチェック、評価がおこなわれることになると考えられる。 

 

3.3 自己評価と実地調査および結果公表 

第２期部局評価は、大学が自ら前述の項目等に基づいて作成した自己評価に関する

報告書を提出し、これを読んだ実地訪問調査委員が数日間の実地訪問調査を実施する

ことによって成立する。以下では、自己評価報告書の提出から実地訪問調査の実施お

よび結果公表にいたるプロセスについて確認する。 

評価を受ける部局の自己評価は、所属する学問分野の５つの評価項目に基づき、自

らが定めた発展計画等の内容を踏まえて、量的データや質的な説明を利用し、核とな

る能力と「学生の学習成果の質保証の確保」を結合させた上で、部局が各評価項目の

現況を詳細に記し、優れている点と欠けている点の分析をおこない、特色を確認し、

将来への改善策を示す。これをまとめて提出された自己評価報告を主たる参考資料と

して、実地訪問調査が行われることになる（王保進、2011 年 b）。 

実地訪問調査は客観性や公平性、利益関係などに配慮しながら、高等教育機関での教

育経験を有する教授や、部局主管経験者等を優先して選考された評価委員によって実施さ

れる（「実施計画」、12 頁）。評価委員には、評価のための講習も実施されており、「評価

倫理と実務」、「評価報告の書き方」、「学生の学習成果の質保証システムの構築」という３

つの必修研修と、各大学の学習成果に関する事例報告などによる選択研修が準備されてお

り、必修研修３つ選択研修１つを受けて、評価委員候補リストに掲載されることになって

いる（李珮如、2011 年）。 

実地調査は、１つの大学につき４日となっており、その間にその大学のすべての部局に

関する実地調査を実施することになっている。１つの部局については２日間の実地調査を、

４～６人の評価委員によって実施する（「実施計画」、12～13 頁）。具体的な日程は表６－

１のようになっている。 

 

表６－１．第２期部局評価実地訪問調査行程表 

時間 項目 
第１日 午前 評価委員、大学到着 

評価委員予備会議 
相互紹介、部局の簡単な報告（明確にしておいてほしい問題と回答
を含む） 
部局主管面談 
教育設備参観 
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教師、事務職員、学生代表アンケート調査 
教師と事務職員代表面談 

午後 学生代表面談 
教育現場参観 
資料検閲 
卒業生面談 
評価委員訪問調査意見調整、「実地訪問で明確にしておいてほしい問
題」を部局に提出 

第２日 午前 資料検閲 
教育現場参観 
部局が「実地訪問で明確にしておいてほしい問題」について説明 
学生代表面談 

午後 資料再検閲あるいは学生座談あるいは教師座談 
正式な訪問調査結論報告の執筆 
離校 

出所：財団法人高等教育評鑑中心基金会「第二週期大学校院系所評鑑実施計画」、14 頁。 

 

評価の判定は、評価を受けた部局の自己評価報告と実地調査に基づきおこなわれる。こ

の部局評価の主旨は、大学の部局の質の改善を援助し、認可を進めるためのものであるた

め、評価結果も認可制の原則に基づき、「通過」、「条件付き通過」、「未通過」の３つの結

果が出され、それぞれの結果によって規定された対応が求められることになる（「実施計

画」、21 頁）。 

 

表６－２．第２期部局評価認可結果の決定基準、認可有効年数と結果処理方法 

認可結果 処理方法 備考 
通過 自己改善改革と執行成果を提出し、評価

センターの予備審査に報告する 
1.認可の有効期限は６年 
2.各種処理方法は評価結果

が正式に公布された日か
ら１年を改善期とする 

3.追跡評価あるいは再評価
を通過後は、６年の評価サ
イクルの残りの時間を有
効期間とする 

条件付き通過 1.自己改善計画と執行成果を提出し、「追
跡評価」を受ける 

2.追跡評価 
未通過 1.自己改善計画と執行成果を提出し、再

評価を受ける 
2.再評価は、評価項目に基づき、自己評

価報告を提出し、改めて追跡評価を受
ける 

出所：財団法人高等教育評鑑中心基金会「第二週期大学校院系所評鑑実施計画」、24 頁。 

 

４．学習成果アセスメントのインパクト 

このように、台湾の大学評価において中心的な役割を担っている高等教育評価セン

ターが実施する、その中でも中心的位置にある部局評価という、台湾の大学評価の主

となる部分に、学生の学習成果の質保証が核として入ってきたことによって、台湾の

大学あるいは大学の質保証システムにはどのような変化が生じるのであろうか。 
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高等教育評価センターによれば、この評価では、これまでの部局評価と同様「認可

制」を基準として全ての評価システムを計画する方法は継続する一方、評価方法にお

いて、２つの大きな変更点をあげている。 

その１つは、近年各大学内部において改革が進行し、資源が調整されている状況に

あわせて、評価を受ける部局は自ら学問分野を決定し、評価を申請することである（王

保進、2011 年 b）。これまでの評価では、大学の分類の仕方もおおざっぱであり、例

えば国立大学と私立大学、人文科学系と社会科学系と理数系など選択しがたい中で決

定されており、その分類の中の多様性は無視される傾向があった。しかし、学問分野

は多様であり、従来の学問分野では分類しきれないものも増えてきており、加えて政

府はそうした大学の多様化を促進する立場にある。よって、分野をかなり細かく設定

し、加えてその選択を大学の部局に任せるという方法をとったものと考えられる。 

もう１つは、第１期部局評価においてインプット面で「学生に優れた学習環境を提

供しているかどうか」が強調されていたが、第２期ではプロセスとアウトプットの面

から、「部局が大学の定めた学習成果評価システムに基づき、教育目標と核となる能

力を定め、これによって学生の学習成果を確保しようとしているか」について評価を

することである。このことを、高等教育評価センターの広報文書では、これまでの大

学教育の「教師本位」を「学生本位」に改めるものである（王保進、2011 年 b）として

いる。つまり、これまで教員の学問研究に基づいて組み立てられてきた大学教育を、

学生の学習成果の質保証を核として、学生の視点から組み立て直すことを求めている

ということができる。 

加えて、重要な点として指摘できるのが、高等教育評価センターがまだ、一つの固

定的な質保証システムを認めておらず、各部局が大学の自主の精神により、自らの状

況をもとに、学生の学習成果を質保証システムに適するものを設計することを強調し

ており、最終的に大学の部局が多元的に発展することを期待していること（王保進、

2011 年 b）である。このことは、今後優れた質保証システムが見いだされた際にはそ

れに従った方法を広めていくという、これまでとられてきた方法ではなく、もし理想

的な質保証システムが見つかったとしてもそれを強制するのではなく、各部局の多様

性に任せ、その質保証のあり方も考え方もその評価の仕方も多様であってよいという

気持ちの表れと受け取ることができる。「教育部大学」という時代が過ぎ、教育部が

大学を直接評価する時代も終わった今、台湾の大学は、学生の学習成果の質保証とい

うテーマをきっかけに、新たな方向性を模索しているということができよう。 

 

５．おわりに 

約 30 年間の大学評価の試行錯誤の時期を経て、高等教育評価センターによる５年

を１ターンとした部局評価を中心に、安定走行を始めた台湾における大学評価は、学
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生の学習成果の質保証を核とする第２期部局評価によりさらなる発展段階を迎えた。

その準備的評価といえる 2011 年校務評価をはさみ、満を持して実施されるのが、学生

の学習成果の質保証を核とした第２期部局評価であった。 

台湾の大学評価の中心的役割を担う高等教育評価センターが実施する第２期部局

評価は、学生の学習成果の質保証を考慮し、それが実施可能なシステムが整っている

かどうかを大学自らが確認し、改善すべき点を見つけ出し、今後も絶えず改善してい

けるシステムを作るための評価ということができた。 

このことは、これまで大学教育の中ではあまり意識されてこなかった学生の学習成

果、およびその質保証を意識した大学作りの第一歩を踏み出したことを意味するもの

であり、学生の学習成果アセスメントについての取組は、試行錯誤を続けながら今後

深まっていくものと考えられる。 

加えてこの評価で高等教育評価センター等が再三述べているのは、大学が自主的に

行動する必要性である。台湾の大学は昔に比べれば多大な自主権を獲得し、行使でき

るようになっている。もちろん、教育部という政府組織との関係においては、自主的

といっても半ば強制されたものが少なくなかったと思われる。今回の部局評価におい

ても、結局は高等教育評価センターが教育部の意向を反映して実施しているという側

面は否定できない。ただし、その半強制的な評価活動で行われようとしているのは、

大学の自主性を促進するためのものである。大学が安心して安定した運営を続けるた

めに、教育部との相互の信頼関係を築くなど乗り越えなくてはならない壁は少なくな

い。しかし、この評価をきっかけに、大学が教育部ではなく真に学生の方を向いて改

革ができる方向に向かえば、この学生の学習成果の質保証を核とした第２期部局評価

が持つ意味は大変大きいものとなり、今後の台湾の大学自体に与えるインパクトもさ

らに大きくなる可能性があるといえよう。 
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