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第７章 韓国における高等教育の質保証システムと 

学習成果アセスメントのインパクト 

 

石川 裕之 

（畿央大学） 

 

韓国では 90 年代以降、政府の規制緩和政策によって高等教育のマス化

や学生の多様化が急速に進展した。しかしながら、入学定員と大学入試制

度に対する厳格な国家管理を基盤とした入口管理は当時すでにゆらぎを

みせていたため、質保証システムの補完策としてプロセス管理と出口管理

の重要性が認識されることとなった。特に 2000 年代以降、政府は大学評

価体制の革新や学習成果アセスメントの開発・導入を進めていった。本稿

では、「大学生核心力量診断評価（K-CESA）」を事例に学習成果アセスメン

トのインパクトについて検討した。その結果、①大学で「身につく力」や

「身につけるべき力」が明確化され、努力の方向性が定まる、②大学教育

改善の促進剤として利用できる、③企業等の社員採用時の資料として活用

できる、といったプラスのインパクトが予想された一方で、①大学で「身

につく力」や「身につけるべき力」が類型化されたものに変質する、②

K-CESA の結果が「大学淘汰」を正当化する証拠として利用される恐れがあ

る、③職業基礎能力すなわち大学教育で身につけるべき力といった誤認が

広まる可能性がある、といったマイナスのインパクトも予想された。 

 

 

１．はじめに 

本稿では、韓国における高等教育の質保証システムについて概観し、近年の学習成

果アセスメントの取り組みについて検討した上で、学習成果アセスメントが高等教育

の質保証システムの中でどのように位置づけられ、いかなるインパクトをもたらすか

について考察する。そのために、第２節では韓国の高等教育の概要について紹介した

のちに、高等教育の質保証システムの特徴について述べる。さらに第３節では学習成

果アセスメントの取り組みとして 2009 年に政府が開発した「大学生核心力量診断評価

（K-CESA）」（後述）を事例に取り上げ、続く第４節でそのインパクトについて検討す

る。 

 

２．高等教育の質保証システムの特徴 

2.1 高等教育の概要 

本節では韓国における高等教育の質保証システムについて検討していくが、その前

に高等教育の概要について述べておきたい。韓国の学校教育制度はわが国と同じく

6-3-3-4 制の単線型学校体系をとっており、学校の名称もわが国の小学校に当たる「初

等学校」が異なるだけで、「幼稚園」「中学校」「高等学校」「大学」などは共通してい
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る。これは戦前の植民統治下で日本型の近代学校教育制度が導入されたこと、戦後わ

が国と同様にアメリカの学校教育制度の影響を強く受けたことに起因している。とは

いえ、高等教育を含む韓国の学校教育制度は、当然のことながら戦後 60 年以上に渡っ

て独自の発展過程を経てきたため、そこにはわが国にはみられない様々な特徴が存在

する。 

表７－１は政府統計に示された高等教育機関の現況である(1)。これを見ると韓国に

は、一般的な４年制大学である「大学」（医学部など一部は６年制。以下、一般名詞と

しての大学と区別するために「一般大学」とする）、初等学校教員養成のための「教育

大学」（４年制）、日本の短期大学や専門学校に相当する「専門大学」（２～３年制）(2)、

わが国の放送大学に相当する「放送通信大学」、「産業大学」(3)、「技術大学」(4)、その

他に「遠隔大学」(5)、「社内大学」(6)、インターネットを利用して遠隔教育をおこなう

「サイバー大学」、「専攻大学」(7)、「技能大学」(8)、「各種学校」といった実に多様な

類型が存在していることが分かる。なお、一般大学をはじめとする４年課程を修了す

ると学士の学位が授与され、専門大学をはじめとする２～３年課程を修了すると専門

学士の学位が授与される。 

 

表７－１．高等教育機関の現況（2011 年現在） 

 学校数（合計に占める割合） 学生数（合計に占める割合） 私学の割合注１ 

大学（一般大学) 183 (46.6％） 2,065,451 (60.6％） 78.6％ 

教育大学 10 (2.5％） 20,241 (0.6％） 0.0％ 

専門大学 147 (37.4％） 776,738 (22.8％） 97.6％ 

放送通信大学 1 (0.3％） 268,561 (7.9％） 0.0％ 

産業大学 9 (2.3％） 122,916 (3.6％） 52.2％ 

技術大学 1 (0.3％） 176 (0.0％） 100.0％ 

遠隔大学 2 (0.5％） 3,640 (0.1％） 100.0％ 

社内大学 2 (0.5％） 176 (0.0％） 100.0％ 

サイバー大学 18 (4.6％） 107,494 (3.2％） 100.0％ 

専攻大学 3 (0.8％） 9,690 (0.3％） 100.0％ 

技能大学 12 (3.1％） 25,817 (0.8％） 100.0％ 

各種学校 5 (1.3％） 4,873 (0.1％） 25.5％ 

合計 393 (100.2％）注２ 3,405,773 (100.0％） 76.2％ 

出所：教育人的資源統計サービスより作成。 
 
注１：私学の割合は学生数を基準としている。 
注２：表中(   )内は全体に占める割合。小数点第２位を四捨五入しているので、合計が 100％

を超える場合がある。 
注３：大学院は含まない。 

 

表７－１から読み取れる韓国の高等教育の特徴としては、第１に、各種学校を除く

すべての機関に「大学」の名称が付いている点を挙げることができる。このため韓国

では、高等教育機関と大学とはほぼ同じ意味で使われている。第２に、産業大学や技
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術大学、社会大学などの職業教育機関が充実している。第３に、放送通信大学や遠隔

大学、サイバー大学といった遠隔教育機関の類型が豊富である。また、これらの機関

に所属する学生が全学生の１割を超えていることは注目に値する。第４に、全学生の

うち８割近くが私学に在籍しており、高等教育に占める私学のプレゼンスが高いこと

が分かる。そして第５に、一般大学と専門大学の２つの類型によって学校数・学生数

ともに８割以上が占められている。韓国の高等教育は、一般大学と専門大学の２本柱

によって支えられているのである。 

以下では、高等教育の質保証システムについてみていきたい。 

 

2.2 マス化・多様化の進展と入口管理のゆらぎ 

韓国の高等教育の質保証システムは、戦後長らくの間、入学定員に関する厳格な統

制と一元的な入試制度によって支えられてきた。しかしこうした入口管理に依存した

質保証システムは、90 年代以降の高等教育のマス化と多様化の進展の中でゆらぎをみ

せている。 

 

①入学定員の規制緩和と高等教育のマス化 

韓国の高等教育は第２次世界大戦後から今日に至るまで、めざましい量的拡大を遂

げてきた。図７－１のように、1945年時点でわずか 8,000名に過ぎなかった学生数は、

2010 年には 400 倍以上の 332 万 8,000 名に達している。 
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図７－１．高等教育機関の学生数の推移（1945～2010 年） 

出所：馬越、1995 年、175 頁および教育人的資源統計サービスより作成。 

 

注：1965 年以降は専門大学課程および大学課程の学生数を合わせた数字で、大学院課程は含
まない。 

（万名） 
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現在、韓国の総人口は約 5,000 万名なので、韓国では実に 15 名に１名が広義の大

学生（高等教育機関在学者）ということになる。図７－１から分かるように、特に学

生数が急増したのが 80 年代以降である。60～70 年代まで続いた朴正煕政権下（1961

～1979 年）では、入学定員の厳格な国家管理体制の下、学生数の上昇は一定水準に抑

えられていた。しかし 80 年代に入ると、急速な経済発展と中等教育進学率上昇によっ

て国民の高等教育需要は増し、大卒者に対する経済界からのマンパワー需要も高まっ

た。こうした中、時の全斗煥政権（1980～1988 年）と盧泰愚政権（1988～1993 年）は、

自らの政権安定化のためにこうした要求に応じる姿勢を示し、入学定員に関する規制

緩和をおこなった（有田、2006 年、92～94 頁、馬越、2010 年、41～43 頁）。その結果、

80 年代に高等教育機関の学生数が急増したのである。 

しかし一方で、図７－２のように、高等教育進学率の上昇は 80 年代に入っても比

較的抑制されていたことが分かる。80 年代に入ると高校進学率が 80％を超え、大学入

学定員も緩和されたことで高等教育への進学者数自体は年々増えていった。しかしな

がら、高校卒業者のうち何割を高等教育に収容するか、すなわち高等教育進学率の上

昇をどの程度まで許容するかという点では一定の歯止めがかけられていたのである。

この時期、政府は進学希望者の増加に応じて高等教育の入口の幅をうまく調整するこ

とで、高等教育の質保証を図ろうとしたと考えられる。その意味では、80 年代も引き

続き政府の強力な統制に基づく入口管理は機能していたといえる。 
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図７－２．各教育段階から上級学校への進学率の推移（1965～2010 年） 

出所：教育人的資源統計サービスより作成。 
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こうした「たが」が大きく緩んだのは 90 年代のことであった。1993 年に金泳三が

大統領に当選し、実に 30 年ぶりに文民出身者が政権を握ることとなった。国民の直接

選挙によって選ばれる韓国の大統領は、常に世論に敏感にならざるを得ない。金泳三

政権（1993～1998 年）は「需要者中心主義」、つまり教育を受ける国民を中心に据え

た教育政策を打ち出していった。その一環として実行に移されたのが、大学設立・運

営に関する規制緩和と、80 年代よりもさらにラディカルな入学定員に関する規制緩和

であった（馬越、2010 年、42 頁）。 

図７－３は、一般大学および専門大学の学校数と入学定員の推移を示したものであ

る。これをみると、90 年代の 10 年間に一般大学の学校数は 1.5 倍、入学定員は 1.6

倍増加し、専門大学の学校数は 1.4 倍、入学定員は 2.3 倍に増えている。この間、高

校卒業者数は約 76 万名で横ばいであったから（教育人的資源統計サービス）、この時

期の高等教育進学率の急激な上昇は、学校数と入学定員の増加がそのまま反映された

ものとみることができる。高校進学率がほぼ 100％に達する中、量的な規制緩和がダ

イレクトに高等教育進学率に反映された点が、80 年代との大きな違いである。 

 

 

 

図７－３．一般大学および専門大学の学校数と入学定員の推移（1990～2011 年） 

出所：教育人的資源統計サービスより作成。 

 

だがもちろん、90 年代以降は入学定員に対する国家管理がおこなわれていないとい
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

5

10

15

20

25

30

35

一般大学 学校数 専門大学 学校数 

一般大学 入学定員 専門大学 入学定員 （万名） （校） 



136 

 

れていないし、国・公立大学や首都圏の私立大学の入学定員も政府が定めることにな

っている(9)。しかし、続く金大中政権（1998～2003 年）以降においても需要者中心主

義に基づく規制緩和路線が引き継がれ、高等教育は労働市場の需要を無視したまま量

的拡大を続けていった。その結果生じたのが、いわば高等教育の「水ぶくれ状態」（馬

越、2010 年、140 頁）であった。政府は 2000 年にようやく専門大学の入学定員を絞る

方向に政策を転換したが、図７－３のように一般大学についてはその後も緩やかに入

学定員の増加が続いている(10)。歴代政権のポピュリズムに基づく無軌道な規制緩和は、

18 歳人口の減少と長引く不況が韓国社会を襲う中、大卒者の過剰供給による就職難(11)、

地方の私立大学を中心とした深刻な定員割れ(12)、劣悪なマスプロ授業の横行といった

事態を現在にもたらした。 

 

②マス化と学生の多様化 

韓国は 2003 年にわが国より一足先に「全入時代」を迎えており、2011 年時点の高

等教育進学率は 72.5％、高等教育就学率は 71.1％に達している（教育科学技術部ホー

ムページ）(13)。同年齢層の７割が高等教育に進学する状況においては、学生の多様化

は相当に進んでいると考えるのが自然である。これは伝統的な４年制高等教育機関に

ついてもいえる。たとえば一般大学と教育大学に限っても、図７－４のように、高校

からの進学率が 1990 年の 26.2％から 2008 年の 59.9％へと急上昇している。また、大

学進学者に占める職業系高校（韓国では「専門系高校」）の卒業者の割合も、1990 年

の 3.7％から 2008 年の 11.8％まで増えている。 

図７－４．高校卒業者の大学（一般大学・教育大学）への進学率および 

大学進学者に占める職業系高校卒業者の割合の推移（1990～2008 年） 

出所：教育人的資源統計サービスより作成。 
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これらの事実は、この間、同年齢層の中からより多くの者が大学に入学するように

なったことを示しており、また、その中に占める職業系高校の卒業者など非伝統的な

学生の割合も増加していることを示している。 

さらに近年の大学入試では、職業系高校特別選考や農漁村学生特別選考などの特別

選抜がおこなわれていることから、以前と比べて多様な社会経済階層や学力層から学

生が入学してくるようになったと推察される。たとえば、ソウル大学の合格者の出身

高校は、2002 年度に 618 校であったのが、その後年々増加し、2010 年度には 1,013

校に達している（京郷新聞、2010 年１月 30 日付）。これも特別選抜の実施による学生

の多様化の傍証といえよう。 

 

③入学者選抜方法の多様化 

入学定員の統制とともに長らく韓国の高等教育の質保証システムを支えてきたも

う１つの入口管理、すなわち大学入試制度の特徴は、大学入試への国家の強い関与と

全国共通学科筆記試験の一元的適用にあった。60 年代以降、韓国では大学入学予備考

査や大学修学能力試験（以下、修能試験）(14)など、国家が管理・運営する全国共通学

科筆記試験を、国立大学や私立大学、一般大学や専門大学といった別を問わず、一般

入試に当たる「定時募集」において一元的に課してきた。 

しかしながら 90 年代以降は、入学者選抜方法の多様化によって、従来の厳格で一

元的な入口管理が徐々にゆらぎをみせている。1994 年にわが国の推薦入試や AO 入試

に相当する「随時募集」(15)が導入された後、各大学はこの随時募集を最大限に活用し、

入学者選抜における独自性を追求するようになった。全募集定員に占める随時募集の

割合は年々増加しており、2012 年度入試では４年制大学の全募集定員の 62.1％が随時

募集に割り当てられたという（京郷新聞、2011 年７月 13 日付）。また、2009 年度以降

は一部の大学で「入学査定官」（アドミッション・オフィサー）による本格的な AO 入

試も実施され始めており、2012 年度入試の場合、随時募集の定員のうち 16％が入学査

定官による選抜方式に割り当てられた（京郷新聞、2011 年７月 13 日付）。さらにソウ

ル大学の場合、2013 年度入試において募集定員の実に 80％までを随時募集で選抜する

案まで出ているという（東亜日報、2011 年 11 月 12 日付）。近年はこうした選抜方法

の多様化によって、定時募集のプレゼンスが低下してきており、それにともない、入

学者選抜における絶対的な基準であった修能試験の位置づけも相対化されつつある

(16)。 

以上のように韓国においては、長らく高等教育の質を保証してきた厳格な入口管理

が、入学定員に関する規制緩和や入学者選抜方法の多様化によって、90 年代以降ゆら

ぎをみせている。韓国は現在、入口管理に依存していた従来の高等教育の質保証シス
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テムを総合的に見直す必要にせまられている。特に、質保証システムを補完するもの

として、これまで相対的に目が行き届いていなかったプロセス管理と出口管理の重要

性が認識されるようになった。 

 

2.3 プロセス管理－大学評価－ 

①「大学総合評価認定制」から新たな大学評価体制へ 

韓国においては、80 年代から韓国大学教育協議会による大学評価事業が実施されて

きた。同協議会は 1982 年に設立された、国・公・私立すべての４年制大学（教育大学、

産業大学を含む）を会員とする大学連合体であり、「韓国大学教育協議会法」に基づい

て設置・運営される特殊法人である。専門大学についても同様の役割を果たす韓国専

門大学教育協議会（1979 年設立）が存在する。 

韓国大学教育協議会は、1982～1992 年まで試験的に大学評価を実施する過程で評価

の方法と手続きを確立し、1994 年以降は「大学総合評価認定制」に基づく大学評価事

業を本格的に実施していった。大学総合評価認定制における評価の種類は、各大学を

全体的に評価する「大学総合評価」と、学問領域別評価である「学科評価」の２つに

分かれており、評価方法は大学による自己評価と、韓国大学教育協議会に併設された

委員会による外部評価の組み合わせでおこなわれた。こうした大学評価のあり方は、

大学連合体が主体となって、一定の基準に達した大学を認定するという意味で、アメ

リカのアクレディテーション制度に近い。大学総合評価認定制による大学評価は、1994

～2000 年（第１周期）と 2001～2005 年（第２周期）にかけて実施され、ほとんどの

大学が同制度による評価を受けた。 

このように大学連合体が主体となった質保証システムとして同制度の意義は大き

かったものの、盧武鉉政権の誕生と前後して、各界から批判的な考えが表明されるよ

うになった。たとえば、評価基準が低すぎる(17)、評価機関の専門性が不足している、

評価項目の適合性が不十分であるといったものである（馬越、2010 年、47 頁、233～

234 頁）。こうした批判の背後には、馬越が看破しているように、国家競争力に資する

政府主導の一元的な大学評価体制を構築し、評価結果を財政支援にリンクさせようと

する政策的意図が明確に存在していた（同前書、234 頁）。2000 年代以降、世界水準の

研究大学の育成や地方大学の教育力向上、大学の統廃合促進といった大学改革の盛り

上がりの中で、大学評価もまた改革に貢献するものであるべきとの政府の認識が強ま

っていったと考えられる。こうした中で、あくまで大学の自主性を重んじ、自己改善

のための適格認定を目的とする大学総合評価認定制に対し、政府は物足りなさを感じ

ていたのであろう。しびれを切らした政府は、自ら大学評価体制の改革を進めていく

ことになった。 

大学総合評価認定制の第２周期が終了する 2005 年頃から、大学評価に直接乗り出
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そうという政府の動きと、これに対する大学側の抵抗が激しくなっていった。たとえ

ば、政府は、大学評価事業を専門におこなう政府出資の独立法人として「韓国高等教

育評価院」を設立しようと考え、2005 年に国会に関連法案を提出している。これは結

局、大学への政府の統制が強化されることを危惧した議員や大学人などの反発もあり

廃案となった。しかし、2007 年にも政府は同様の法案を提出しており、再び廃案にな

っている（同前書、234～235 頁、毎日経済、2005 年６月 10 日付、韓国日報、2007 年

７月 16 日付）。大学評価体制革新にかける政府の執念が感じられる出来事である。 

韓国高等教育評価院の設立が難しいとみた政府は、既存の法令を改正することで新

たな大学評価体制を作っていく方向に方針転換した。2007 年 10 月に高等教育法第 11

条の２が新設されたことで既存の適格認定システムは廃止され、「自己点検・評価」と

第三者評価機関による評価・認証を基盤とする新たな評価体制に移行された。新体制

について注目すべきは、評価・認証を実施できる第三者評価機関は教育科学技術部長

官（わが国の文部科学大臣に相当）、すなわち政府が指定すると定められた点である。

第三者評価機関による評価を受けるか否かは各大学の任意とされたが、一方で評価結

果や認証の有無を政府が財政支援に反映することができると法令の中に明示された。

評価を受けるか否かを大学の任意とし一見大学の自律性を尊重しているかにみえて、

その実、評価結果を政府の財政支援にリンクできる仕組みを用意することで、実際に

は評価を受けざるを得ないようになっているのである。 

その後、自己点検・評価は 2009 年から実施されたものの、第三者評価機関の指定

が難航し、結局 2010 年 11 月になってようやく、４年制大学を対象とする第三者評価

機関が決定した。指定を受けたのは韓国大学教育協議会である（韓国大学教育協議会、

2010 年 11 月 22 日付）。つまり、新たな大学評価体制でも評価機関は従来と同じにな

ったわけであるが、従来と違う点は、新体制下では韓国大学教育協議会はあくまで政

府の指定を受けて評価・認証業務をおこなう機関の１つに過ぎないという点であり、

指定期間にも５年という縛りがある。さらに、その評価結果が政府の財政支援に反映

される可能性があるという点でも、以前とは評価の持つ意味合いが違っている。ただ

し現在はまだ評価指標を検討している段階であり、第三者評価機関による評価・認証

が本格的に実施されるまでには今しばらく時間がかかりそうである。 

こうした新たな大学評価体制の下、韓国大学教育協議会が政府からのプレッシャー

の中でどれだけ自律性を保つことができるかが、今後の大学評価のあり方に影響を及

ぼし、ひいてはプロセス管理のあり方にも影響を及ぼすものと考えられる。 

 

②情報公開の義務化による評価主体の多様化 

上述したように、90 年代以降の需要者中心主義の広まりによって、これまで主であ

った政府に対する説明責任に加え、教育需要者、中でも授業料を支出する保護者など、
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家庭に対する大学の説明責任が問われるようになってきている。その一例が、2008 年

に導入された「大学情報公示制」である。同制度によって、政府は各大学に対し 13

領域 55 項目からなる大学情報の提供を義務化し、それを政府が管理するウェブサイト

（http://www.academyinfo.go.kr/）上に公開している。このサイトは誰もがアクセス

でき、卒業者の就職率、定員充足率、専任教員確保率などの重要指標の情報を即座に

取得することができる。なお、これらの重要指標は、2008 年から始まった「大学教育

力量強化事業」(18)などの主要な大学教育改革事業の選定条件や目標にも共通して使用

されている。政府関係者は、同制度のねらいを需要者（学生、保護者、産業界等）に

対する大学の社会的責任を果たすためと説明しているが、公示されている情報は各大

学の「評価」そのものといえる(馬越、2010 年、236 頁)。 

韓国における大学評価の主体や大学の説明責任の対象は近年多元化する流れにあ

るものの、第三者評価機関制度や大学情報公示制をみても、そうした流れの生成自体

に政府の力が強く働いていることは間違いない。現在韓国で生じている大学評価の主

体や大学の説明責任の対象の多元化は、いわば政府の一定のコントロール下における

多元化であるといえよう。 

 

③政府による直接評価に向けた動き－「不実大学」の公開とペナルティ－ 

さらに、大学に対する政府の直接評価に向けた動きもみられる。2011 年７月に、教

育科学技術部長官の諮問機関として、民間専門家等 20 名による「大学構造改革委員会」

が発足した。同委員会は民間人によって構成される諮問機関という形をとっているも

のの、政府の意図が強く介在している機関と考えてよい。同年９月、大学構造改革委

員会が、４年制大学では就職率、定員充足率、専任教員確保率、授業料引き上げ水準

など８項目、専門大学では産学連携収益率を加えた９項目の指標を評価した結果、ま

ず私学について４年制大学 28 校、専門大学 15 校、計 43 校の大学名を「不実大学」と

して公開した。不実大学として名指しされた大学は、次年度の政府の財政支援や新入

生に対する学資金貸し出しを制限されることになる。不実大学として名指しされた大

学は当然受験生からの人気は下がり、その結果定員充足率や授業料収入が低下し、経

営はさらに悪化すると考えられる。つまり、不実大学の指定を受けることイコール、

高等教育市場からの「退出候補」となることなのである。実は政府は 2010 年にも学資

金貸し出しを制限する大学 23 校を発表しているが、2011 年以降は直接指定するので

はなく、大学構造改革委員会を通じて指定する形に変更したといえる（中央日報ウェ

ブ版、2011 年９月６日付）。 

以上のように、90 年代以降の入口管理のゆらぎを受けて、政府は 2000 年代以降、

大学評価への直接的・間接的介入によってプロセス管理の機能を強化しようとしてい

るようにみえる。したがって、学習成果アセスメントの位置づけについても、国家統
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制によるプロセス管理の強化という文脈との関係性を考慮して探っていく必要があろ

う。 

 

３．学習成果アセスメントの取り組み－K-CESA を事例に－ 

3.1 出口管理と学習成果アセスメント 

韓国においては、「卒業定員制」(19)を実施していた 1980～1987 年の一時期を除き、

出口管理と呼べるものは、各大学が学則で定める学士学位授与の要件や大学院進学要

件、大学の成績、１単位あたりの履修時間（毎学期 15 時間）程度しか存在しなかった

といえる。このうち法令によって定められているのは、最後に挙げた１単位あたりの

履修時間のみである。また、出口管理の１つの指標である大学卒業率をみてみると、

一般大学と教育大学に 2005 年度に入学者した数とその３年後の 2008 年度の卒業者数

を用いて計算すると、大学卒業率は 87.1％(20)となる。もちろん韓国の男子には兵役が

課されており、在学中に入隊するものも多いため必ずしも４年で卒業するわけではな

いが、それでも相当に高い卒業率といえる。これはいわば「ところてん式」に学生が

卒業していっていることを示している。 

一方で近年、出口管理の一環として学習成果アセスメントとして位置づけることの

できる取り組みがなされるようになってきている。たとえば、工学分野においては韓

国工学教育認証院（The Accreditation Board for Engineering Education of Korea：

ABEEK）が 1999 年に設立され、これまで 10 年以上に渡って工学および関連分野の教育

プログラムの認証評価を実施してきた。ABEEK が 2007 年にワシントン・アコードに加

入したことで、認定プログラムの国際的な同等性も保証されるようになっており、2009

年までに 64 大学 530 余りのプログラムに対し認証評価を実施したという（韓国工学教

育認証院ホームページ）。さらに個別大学の事例としては、韓国を代表する有力大学の

１つである高麗大学が、TOEIC 等の成績を卒業要件として要求している。学部や入学

年度によって異なるが、経営学部 2009 年度入学生の場合、規定の教科に関する単位取

得以外に、TOEIC800 点以上や、公的な団体が実施する漢字能力試験２級以上などが卒

業要件として課されている（日本私立大学協会アルカディア学報、高麗大学校経営大

学ホームページ）。こうした個別大学レベルの取り組みも、学習成果アセスメントの一

形態であるといえよう。 

しかし現在最も注目すべきは、政府が開発した職業基礎能力に関する学習成果アセ

スメントである「大学生核心力量診断評価（Korea Collegiate Essential Skills 

Assessment：K-CESA）」(21)であろう。2006 年以降、政府系シンクタンクの韓国職業能

力開発院は、教育科学技術部の支援を受けつつ職業基礎能力診断システムの開発を進

めてきた。同院が 2009 年に開発したのが、K-CESA である。 
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3.2 K-CESA の目的と試験運営 

K-CESA の目的は、大きく３つ示されている。第１に、大学生の「核心力量（Essential 

Skills）」(22)を測定することによって、社会的変化と企業の要求に応じる人材育成を

誘導することである。第２に、大学生の職業基礎能力の水準を把握可能にし、大学に

おける教育課程の開発と進路指導の指針を提供することである。第３に、大学生個人

の核心力量の水準を診断し、就業能力向上のための自己啓発ガイドを提供することで

ある。K-CESA は、卒業時に大学４年間の学習成果をまとめて評価するタイプのテスト

ではなく、４年間を通じて適宜実施することを想定したテストである。この意味で、

K-CESA は出口管理だけでなくプロセス管理の機能も有しているといえる。また、診断

結果に基づいて個人の能力を開発したり大学の教育を改善し、その成果を測定してさ

らに次の改善につなげるという「診断→分析→教育→結果」のサイクルを意図してい

る（教育科学技術部、韓国職業能力開発院、発行年不明）。すなわち K-CESA は、当初

から大学教育にインパクトを与えることを念頭に置いて開発された学習成果アセスメ

ントなのである。 

K-CESA は現在も各大学の協力を受けつつ試験運営と質問項目の改良を続けている。

K-CESA が初めて診断をおこなったのは 2009 年度のことであった（９大学 1,235 名の

学生が対象）。2010 年度にはさらに範囲を広げて 32 大学 16,091 名の学生を対象に診

断を実施しており、受験者の学年別内訳は、１年生 9,750 名、２年生 2,108 名、３年

生 2,240 名、４年生 1,993 名であった（韓国職業能力開発院、2009 年、2011 年）。１

年生の受験者が圧倒的に多いが、２～４年生もそれぞれ 2,000 名ほどが受験している

ことが分かる。 

 

3.3 K-CESA の内容 

K-CESA は、表７－２に示すように、「意思疎通能力」「資源・情報・技術活用能力」

「対人関係能力」「グローバル力量」「総合的思考力」「自己管理力量」の６領域につい

て評価する内容となっている。テストは完全にウェブベースでおこなう。受験者は事

前に韓国職業能力開発院からパスワードを発行してもらい(23)、各大学のコンピュータ

教室や個人のパソコンを利用し、K-CESA のホームページ（http://www.kcesa.re.kr）

にアクセスしてテストを受ける。質問項目は多肢選択型の客観式設問とライティング

やスピーキングなどの主観式設問が存在する。スピーキングのテストに関しては、携

帯電話を通して回答の録音をおこなうというユニークな方法で実施している。 

K-CESA は韓国職業能力開発院と各大学の連携によって実施される。受験者の募集・

選定、試験会場の提供、テストの実施などの運営業務は各大学が担当し、採点と結果

の通知は韓国職業能力開発院が担当する。客観式設問の結果は試験終了後すぐにウェ

ブ上で確認できるが、主観式設問については手作業による採点が必要なため、結果の
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通知は２～３週間後になる。診断結果は領域ごとに、「卓越」「優秀」「普通」「不十分」

の４段階で示される。また、平均 50 点で標準偏差を 10 点とした「T 点数」と、受験

者全体の中での位置を示す「百分位」も示される（教育科学技術部、韓国職業能力開

発院、発行年不明）。さらに大学が希望する場合は、診断結果を韓国職業能力開発院の

研究チームが解析し、教育課程の改善についてアドバイスをおこなったり、ガイドラ

インを提示することも計画されている（韓国職業能力開発院、2009 年、2010 年、2011

年）。なお、K-CESA の質問例は表７－３の通りである。 

 

表７－２．K-CESA の領域別質問項目構成および診断方法 

領域 下位領域 質問項目数 質問項目の類型 評価時間 

意思疎通能
力 

・ヒアリング 10 多肢選択型（ヒアリング） 15 分 

80 分 

・討論と調整 10 多肢選択型（ヒアリング） 20 分 

・リーディング 10 多肢選択型 15 分 

・ライティング １ 遂行評価 20 分 

・スピーキング １ 遂行評価（録音） 10 分 

資 源 ・ 情
報・技術活
用能力 

・内容領域： 

資源、情報、技術 

・遂行要素： 

収集、分析、活用 

30 多肢選択型 45 分 

対人関係能
力 

・情緒的紐帯 

・協力 

・仲裁 

・リーダーシップ 

・組織に対する理解 

50 自己点検（５点尺度） 制限なし 

グローバル
力量 

・外国語能力 

・グローバル環境に 

対する露出 

・多文化理解および 

受容能力 

48 多肢選択型 30 分 

総合的思考
力 

・評価的思考力 

・代案的思考力 

・推論的思考力 

・分析的思考力 

８ エッセイ作成 90 分 

自己管理力
量 

・自己主導的学習能力 

・目標指向的計画樹立 

および実行能力 

・職業意識 

・情緒的自己調節 

60 自己点検（５点尺度） 制限なし 

出所：チュ・インジュン、パク・ドンヨル、チン・ミソク、2010 年、58 頁。 
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表７－３．K-CESA の領域別質問例 

領域 質問例 

意 思 疎 通
能力 

【ライティング】 
・「リサイクル収集のための協力文」：職場内でごみのリサイクル収集を活性化するため

に社員全体を対象とする E メールを～字以内で作成してください。 
【スピーキング】 
・最近あなたの会社では、業務中の服装を制服として合わせるか、現在のように自由な

服装にするかについて議論が真っ盛りである。職員たちの意見収斂のための公聴会に
参加して発言するとした場合、業務中の服装についての自分の意見とその理由を提示
してください。（準備時間５分、回答時間３分） 

資 源 ・ 情
報・技術活
用能力 

・次の状況で、あなたがウンジュであったならどうしますか？（１～４から択一） 
「自動車旅行をしているウンジュは、南米のお祭りを見物しに行く途中、ガソリンを
入れるためにガソリンスタンドに立ち寄った。日程が延びたため、お祭りの前夜祭の
行事を見逃すかもしれないというウンジュの話を聞いたガソリンスタンドの職員は、
少しややこしい道だが地図に載っている道よりも早い近道を教えてくれた。ガソリン
スタンドの職員が教えてくれた道は外国人があまり通らない道で、現地語の看板だけ
しかなく、たびたび人に尋ねつつ行かなければならないが、時間の関係で諦めていた
お祭りの前夜祭の行事にも参加できる」 
１．職員が教えてくれた近道を通る。前夜祭の行事は興味深く、新たな経験になると

思うので参加したい。 
２．現地語の看板だけしかない見知らぬ道を通るのは危険なので、安全に地図に載っ

ている道をたどって行くのが間違いない。 
３．職員が教えてくれた近道を通らない。なぜなら、かえって道に迷い、多くの時間

を浪費する可能性があるため、地図に載っている道をたどって行くのがより効率
的だと考えるからだ。 

４．職員が教えてくれた近道を通る。人に尋ねながら行く過程で多くの現地の人たち
と出会うことができるよい機会であり、たとえ道に迷うとしても挑戦すること自
体に意味があると思う。 

・A 経営コンサルティング会社では、コンサルタントたちが長時間多くの仕事をしてい
るにも関わらず、顧客の満足水準が下がっていることが判明した。その理由を把握す
るためにコンサルタントたちを個別にインタビューして得た結果は次の通りである。 

「インタビューの結果、彼ら個々人の能力は優秀であるが、互いに異なる業務スタ
イルによって葛藤をもたらしており、ひどい時には互いを憎む場合もあることが分
かった。このようなコンサルタント間の葛藤関係が業務の非効率を生じさせてお
り、長時間の業務負担に耐えることができない職員の高い離職率によって業務の専
門性の蓄積がなされない悪循環が続いているものと分析された」。 

この会社の人事担当者が新しいコンサルタントを採用し、業務に配定する際に、まず
考慮しなければならない事項として最も適切なものは？（１～４から択一） 

イ．個人の能力と技術を主とした選抜と配置を強調 
ロ．会社組織または業務チームの雰囲気と合う性向を重視 
ハ．不確実な状況において堪え忍び、対処する能力と姿勢を重視 
ニ．戦略を立てる能力よりは戦略を実行する能力を重視 

１．イ・ハ 
２．イ・ニ 
３．ロ・ハ 
４．ロ・ニ 

対 人 関 係
能力 

・「私は同僚（先輩／後輩）に真心を持って対応する」 
・「私は面識のない人たちの集まりにも気軽に参加する」 
・「私は苦しく困難な仕事であっても率先して模範を示す」 
（以下の５つのうちから１つを選択：とてもそうである／そうである／普通である／
そうでない／まったくそうでない） 

グ ロ ー バ
ル力量 

・「１年以上の海外居住経験がある」 
・「海外インターンシップの経験がある」 
・「TEPS、TOEFL、TOEIC、HSK、CPT の点数を記入」 

総 合 的 思
考力 

－ 

自 己 管 理
力量 

－ 

出所：韓国職業能力開発院、作成年不明、コハム 20 大学家ニュース、2011 年 11 月 17 日付よ
り作成。 

 
注：各領域の名称については、資料ごとに「力量」が使われていたり「能力」が使われていた

りと異なるため、すべて K-CESA ホームページの表記に統一している。 
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3.4 K-CESA の実施状況 

K-CESA は現在も試験運営中であるため、その実施状況に関する詳細な情報公開はお

こなわれていない。そのためここでは、一部の大学がウェブ上で公開している K-CESA

の実施計画（案）をもとに、その一端を垣間みることとしたい。表７－４は今回資料

が入手できた大学の実施計画（案）の内容をまとめたものである。 

 

表７－４．各大学における K-CESA の実施計画（2010～2011 年） 

大学名 
学内実施 

主体 
対象 募集定員 費用負担 

インセン 
ティブ 

国立 

江原大学 
教授学習開発
院 

学業成績等を
勘案し各学部
が推薦 

125 名（各学
部最大 25 名） 

大学が全額負
担 

－ 

慶尚大学 
教育力量強化
事業推進団 

全 学 部 生
（１・４年生
の受験を強く
推奨） 

5,000 名 
大学が全額負
担 

マイレージ・
ポイント付与 

群山大学 教育開発院 １・２年生 約 400 名 － 
マイレージ奨
学金付与 

釜慶大学 
教養・教育開
発院 

１年生 500 名 
大学が全額負
担 

 

公立 
ソウル 
市立大学 

教育認証セン
ター 

人文学部と自
然 科 学 部 の
１・４年生 

357 名 － － 

私立 

延世大学 
総合人力開発
センター 

全学部生 200 名 
大学が全額負
担 

・経歴管理ポ
イント認定 

・記念品（USB
メ モ リ ４
GB）支給 

慶熙大学 
学部教育先進
化推進チーム 

2011 年学部
教育先進化事
業参加学生お
よび慶熙大学
在学生 

2,000 名 
大学が全額負
担 

図 書 券 支 給
（診断結果優
秀者対象） 

弘益大学 
就業進路支援
センター 

全学部生 

500 名（１年
生 100 名、２
年生以上 400
名） 

大学が全額負
担 

－ 

ソウル 
女子大学 

学部教育先進
化事業チーム 

全学部生 300 名 
大学が全額負
担 

キャンパス・
マイレージ付
与 

東国大学 教務チーム － － 
大学が全額負
担 

奨 学 金 支 給
（全受験者か
ら無作為抽出
で１名に 50
万ウォン、診
断結果優秀者
25 名に 10 万
ウォン） 

出所：釜慶大学校教養・教育開発院、2010 年、江原大学校教授学習開発院、2011 年、慶尚大

学校教育力量強化事業推進団、2011 年、群山大学校教育開発院、2011 年、延世大学校経歴開

発管理システムホームページ、慶熙大学校工科大学ホームページ、弘益大学校就業進路支援セ

ンター学生相談室ホームページ、ソウル女子大学校ホームページ、東国大学校ホームページ、

ソウル市立大新聞、2011 年３月 28 日付および 2011 年 11 月７日付、ソウル女大学報、2011 年

10 月 10 日付より作成。 
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各大学の K-CESA の細かな実施時期は異なるが（2010～2011 年の間に数次に渡って

実施した大学もある）、ここからはおおむね次のような特徴を読み取ることができる。

第１に、K-CESA は国・公・私立の別なく実施されており、その中には延世大学や慶熙

大学などの有力大学も含まれている。 

第２に、K-CESA は職業基礎能力を診断するテストであるが、学内の実施主体は必ず

しもキャリアセンターというわけではなく、むしろ全学共通教育に関する部署が担っ

ている大学の方が多い。これは、K-CESA はキャリア支援のためのツールとしてだけで

なく、全学的な教育改善のためのツールとして認識・活用されているということを示

している。 

第３に、政府が大学教育改革のために推し進めている大学教育力量強化事業（慶尚

大学、群山大学、弘益大学など）や「学部教育先進化先導大学支援（Advancement for 

College Education：ACE）事業」(24)（ソウル市立大学、慶熙大学、ソウル女子大学な

ど）の一環として K-CESA を実施している大学が少なくなかった。政府が主導する大学

教育改革事業において K-CESA が活用されていることは、学習成果アセスメントのイン

パクトに対する政府の影響力を考える際に注目すべき点である。たとえば、ソウル市

立大学は ACE 事業の「核心成果指標」として「核心力量向上度」を挙げており、その

成果を示すために K-CESA の結果を活用するとしている（ソウル市立大新聞、2011 年

３月 28 日付）。その他にも ACE 事業に選定された大学の中で、カトリック大学や韓東

大学が核心成果指標に「K-CESA 指数向上度」や「K-CESA 点数」を挙げている（ACE 協

議会ホームページ）。 

第４に、広く学部生全員を対象としている大学が多いが、慶尚大学やソウル市立大

学のように１・４年生を指定している大学もある。これは、現在の１年生と４年生の

職業基礎能力を把握しておき、現在の１年生が４年生になった時点での伸びを測るこ

とと、３年後の４年生（現在の１年生）と現在の４年生との比較検討をおこなうこと

で、間接的に当該大学における教育・学習の成果や教育力の向上を測定することを意

図しているのではないかと考えられる。 

そして第５に、費用負担については判明した大学すべてで大学側が全学負担するこ

ととなっていた。大学教育力量強化事業や ACE 事業の一環として K-CESA を実施してい

る大学では、事業費を受験費用の負担に当てているものと推察される(25)。さらには、

図書券や記念品、学内で使用できるマイレージ・ポイントや奨学金の支給など、受験

者に対するインセンティブを与えている大学も少なくない。ここから分かるように、

大学としては多くの学生に K-CESA を受験してほしいと考えているようで、募集定員に

満たない場合は繰り返し案内を出したり、最初から各学部・学科に募集定員を割り当

てて推薦させるようにしたりと、受験者集めに工夫をこらしている。中には、学生の
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需要を無視して１年生全員を強制参加させた大学もあるという（コハム 20 大学家ニュ

ース、2011 年 11 月 17 日付）。こうした背景には当然、多くの学生に K-CESA を活用し

てもらうことで、職業基礎能力を向上していってほしいという大学側の思いがあるだ

ろう。しかしより実際的な問題として、K-CESA 運用の初期段階である現時点において、

新たな教育プログラムの開発など今後の教育改善の取り組みの参考にできる基礎デー

タを取得することと、将来教育改善の成果を示す上で比較対象となるサンプルをでき

るだけ多く取っておく必要があることが、大学側の積極的な姿勢につながっていると

考えられる。たとえば、大学教育力量強化事業や ACE 事業では厳格な中間評価がおこ

なわれ、その結果によっては支援削減・打ち切りもあり得るが、K-CESA の点数向上と

いう客観的な成果を示すことができれば、中間評価でプラスに働くと考えられる。 

 

3.5 K-CESA に対する大学職員や学生の声 

K-CESA はまだ試験運営段階であるため、何らかの評価を下すには時期尚早であるも

のの、現在までに報告書や新聞報道等に表れた大学職員や学生の声について紹介した

い。 

韓国職業能力開発院は K-CESA についての意見を収集するため、2009 年度に４年制

大学 144 校のキャリアセンター職員と、テストに参加した学生 1,213 名に質問調査を

おこなっている（韓国職業能力開発院、2009 年）。まずキャリアセンター職員による

評価では、K-CESA の肯定的な側面として、学生が自らの「不足している力量を診断し、

補完して、就業準備をすることができる」という項目が最も高く（５点尺度で 4.01

点）、逆に憂慮する側面としては「企業が診断評価結果を信頼し、活用するか不確実で

ある」という項目が最も高かった（同 3.51 点）。また、キャリアセンター職員の 58.7％

が K-CESA を活用する意向を示しており、さらにそのうちの 82.6％は１年生から４年

生まで全体で活用が可能であると答えている。活用の意向を示しているのは、学生数

１万名以上の大規模大学（43.3％）よりも、学生数 5,000 名未満の小規模大学（71.4％）

が多かったという。さらに、K-CESA の活用に関して憂慮する事項としては、K-CESA

の評価結果が「大学のものさしになる可能性がある」という回答が最も多かった

（14.7％）。 

以上から、K-CESA は今のところ、キャリアセンター職員からおおむね肯定的な評価

を受けているといえよう。韓国では就職率は大学評価や大学情報公示の指標ともなっ

ており、学生募集にも直接的な影響を与えるため、学生の職業基礎能力の向上は多く

の大学で課題となっている。特に、18 歳人口の減少や長引く不況の影響を強く受ける

小規模大学では、生き残りをかけて就職率の向上に取り組まねばならない状況であり、

その分 K-CESA に対する期待は大きいようである。ただし同時に、K-CESA の評価結果

が大学自体の評価につながってしまう可能性については危惧していることも分かる。 
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一方の学生の声については、「職業に関する情報が問題として提示されているので、

間接的な経験ができてよかった」など肯定的な意見が多く、約 87％が K-CESA を推薦

に値すると評価している(26)。しかしながら、インターネット新聞の報道によれば、

K-CESA を受験した学生の間からは、その信頼性に対する疑問の声も聞かれるという

（コハム 20 大学家ニュース、2011 年 11 月 17 日付）。たとえば、多肢選択型の客観式

設問については、高い点数が付きそうな回答を常識に基づいて推測することは難しく

なく、自分の考えとは別にそうした「正解」をチェックしていくことで良好な診断結

果が得られるとのことである。 

さらに、K-CESA を実施する大学が増加する中、実施の目的や正当性自体に対する疑

問も出ているという（同上）。たとえば、今後 K-CESA の診断結果が企業の採用資料と

して広く活用されるようになれば、就職問題に敏感な大学に対して教育の方向性を変

化させることにつながり、大学の「職業訓練所化」が進むのではないかという危惧が

ある。こうした大学では大学生核心力量という１つの指標に基づいて画一化された教

育をおこなうようになり、学生も「意思疎通能力が優れた人間」や「グローバル・マ

インドを有する人間」といったような類型化された「力量の優れた人間」になるため

の努力をするようになるのではないか、その結果、画一化された価値観を持った学生

を大量に生み出すことになるのではないかといった指摘である。 

 

４．学習成果アセスメントのインパクト 

それでは学習成果アセスメントは、韓国の高等教育にどのようなインパクトをもた

らすのか。K-CESA を例に考えてみたい。もちろん K-CESA は韓国における学習成果ア

セスメントの１つに過ぎず、依然として試験運営段階にあるため、そのインパクトに

ついては推測の域を出ない部分も多い。しかし、政府の肝煎りで開発され、導入が推

し進められている学習成果アセスメントである K-CESA が、今後どのように活用され、

どのような影響を与えていく可能性があるのかを検討することは、現時点でも一定の

意義を持ちうると考えられる 

K-CESA が今後多くの大学において広く実施されるようになると仮定した場合、プラ

スのインパクトとしては次のようなことが考えられる。第１に、大学や学生にとって

は、これまで曖昧であった大学で「身につく力」や「身につけるべき力」が明確化さ

れ、努力の方向性が定まるという効果をもたらすと考えられる。その成果も共通の指

標に則って可視化されるため、大学間・学生間での競争が促進されるだろう。これに

よって大学教育の改善につながり、韓国の大学全体の競争力を向上させることにつな

がる可能性がある。 

第２に、政府にとっては、大学教育改善の促進剤として利用できる。たとえば K-CESA

の結果を、大学教育改革事業を通じた競争的資金配分の指標の１つとすることで、各
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大学にプロセス管理と出口管理の重要性をしっかりと認識させることができる。事実、

上述したようにACE事業の成果指標としてK-CESAを利用する大学がすでに出てきてい

る。現在、政府は大学教育改革事業と大学評価の指標を一元化し、高等教育の構造改

革に利用しようとする動きをみせているため(27)、将来的には大学評価の指標の１つと

して K-CESA が活用される可能性もあろう。 

第３に、K-CESA の実施とその結果を踏まえた教育・学習改善によって学生が職業基

礎能力を高め、その能力を客観的・共通的な指標で示すことができれば、企業等の社

員採用時に信頼性のある資料の１つとして活用できるであろうし、企業等の大学教育

に対する信頼回復にもつながるかも知れない。さらに、学生は大学教育の中で職業生

活に必要な能力や態度を一定程度養ってから社会に出ることになるため、企業側にと

っては現場教育のコストが低減され、企業競争力の向上にもつながるだろう。 

以上のようなプラスのインパクトが予想される一方で、マイナスのインパクトも考

えられる。マイナスのインパクトはプラスのインパクトと表裏一体である。第１に、

大学で「身につく力」や「身につけるべき力」が、K-CESA の指標に基づく類型化され

たものへと変質する可能性がある。すでに一部で危惧する声が出ているように、今後

K-CESA の普及が進めば大学教育の画一化や大学生の画一化をもたらす可能性も否定

できない。また、一般的技能に関する学習成果アセスメントである K-CESA と専門教育

に関する学習成果アセスメントとの連携をどうするかという問題も浮上するだろう。

たとえば、工学分野などは ABEEK による教育プログラムの認証評価が実施されている

ので、一般的技能に関する学習成果は K-CESA で、専門教育に関する学習成果は認証教

育プログラムで保証するという形の連携も考えられる。しかし、たとえば人文・社会

系など専門教育に関する認証評価が盛んでない、あるいは標準化された指標による教

育プログラムの認証評価自体がなじまないような分野ではどうするのかといった課題

が残る。一般的技能と専門教育の学習成果アセスメントの連携不足や不均衡が生じれ

ば、就職にも役立つ数値化された一般的技能だけが高く、肝心の専門性がどれだけ身

についているのか分からない大学生が数多く生まれることにならないかといった危惧

もあろう。学習成果アセスメントの開発と導入は、そもそも当該国における大学教育

とは一体何なのかという根本的な問いを投げかけているように思われる。 

第２に、K-CESA の結果が政府の大学教育改革事業や大学評価の指標として盛んに活

用されるようになれば、それが「大学淘汰」を正当化する「客観的」な証拠として利

用されることにつながる恐れがある。たとえば、これまで大学教育改革事業や大学評

価の指標となってきたのは就職率、定員充足率、専任教員確保率などであるが、そこ

に K-CESA の結果を根拠とする教育力といったような指標が加わる可能性もある。実際、

韓国職業能力開発院の報告書では「大学においては相当な論難になる可能性があるが」

と前置きしつつも、同一学生について１年時と４年時の診断結果を比較することで、
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その大学の教育力を測るという活用方法の有用性が提示されているし（韓国職業能力

開発院、2011 年）、慶尚大学の K-CESA 実施計画案においても K-CESA の活用方法とし

て「大学１学年時と４学年時の学生力量を通じた大学教育力量診断」が挙げられてい

る（慶尚大学校教育力量強化事業推進団、2011 年）。こうした状況が加速すれば、K-CESA

の平均点数が低い、あるいは点数の伸びがわるいといった大学は、そのことをもって

教育力が低いとみなされ、政府からペナルティを与えられたり、教育需要者の信頼を

失ったりする可能性があろう。いうまでもないが、各大学の教育力というものは様々

な要素から成り立っており、K-CESA も本来その一部を測定するものでしかない。しか

しこうした学習成果アセスメントが提示する「客観的」な数値と政府施策が結びつい

た場合、さも大学の教育力の証明を学習成果アセスメントが担保しているようにみな

される危険性があると考えられる。 

第３に、第１の課題とも関連するが、政府の肝煎りで開発・導入が進められている

K-CESA が、仮に学習成果アセスメントとして独占的な位置を占めることになった場合、

「職業基礎能力≒大学教育で身につけるべき力」といった誤認が大学や学生の間に広

まる可能性が考えられる。職業に関する一般的技能を診断する K-CESA が、単独で、各

分野の専門能力育成を含む大学教育全体の質を担保し得ないのはいうまでもない。こ

うしたマイナスのインパクトを抑えるためには、分野や目的に応じた学習成果アセス

メントの多様性と、開発・実施における政府施策からの一定の自律性が確保されてい

ることが必要であろう。さらに、K-CESA は企業等が求める諸能力を意識して開発され

ているため、どのような力を大学で養うかといった内容が、経済界の意向に強く規定

されることになりかねない点も指摘できる。そうなった場合、すでに危惧の声が上が

っているように、一部の研究中心大学を除いて、大学の「職業訓練所化」が進むこと

が考えられる。重要なのは、こうした状況について当事者のひとりである大学教員た

ちがどのように認識しているかであるが、これについては残念ながら今回把握するこ

とができなかった。 

 

５．おわりに 

以上、韓国における高等教育の質保証と学習成果アセスメントのインパクトについ

て、K-CESA を中心的な事例として考察してきた。韓国では 90 年代以降のラディカル

な規制緩和政策によって高等教育のマス化が急速に進行した。同じ時期に大学入学者

選抜方法の多様化が進んだこともあり、学生は多様化していった。さらに、高等教育

の「水ぶくれ状態」による大卒者の過剰供給やマスプロ授業の横行といった事態も深

刻化していったが、入学定員と大学入試制度に対する厳格な国家管理を基盤とした入

口管理は当時すでにゆらぎをみせていた。こうした中、韓国は高等教育保証システム

の再構築のためにプロセス管理と出口管理の重要性を認識することとなり、2000 年代
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以降、大学評価体制の革新と学習成果アセスメントの開発・導入に乗り出した。特徴

的なのは、プロセス管理としての大学評価にも、出口管理としての学習成果アセスメ

ントにも、政府の強い影響力が働いていることと、評価指標の一元化を通じて、大学

教育改革事業、大学評価、学習成果アセスメントが相互にリンクしていることである。

こうした体制が完成すれば、政府は財政支援や競争的資金の配分をコントロールする

ことで、間接的に高等教育の質保証システムをコントロールすることが可能となるだ

ろう。韓国における高等教育の質保証システムは、入口管理からプロセス管理・出口

管理にその重心が移り、評価主体も多様化しつつある。しかしその実、高等教育の質

保証システムは依然として政府の統制下にあり、むしろその統制力は強まってきてい

るようにもみえる。 

なお本稿では K-CESA に関する資料・情報の収集に限界があり、必ずしも十分な論

拠を提示することができなかった。より多くの資料・情報から K-CESA の全体像を明ら

かにすることを今後の課題としたい。また、現政権を担っている李明博大統領は 2013

年をもって任期を終了する。韓国では大統領が変わるごとに教育政策が劇的に変化す

るため、韓国の学習成果アセスメントが今後どのような展開をみせるのかについても

引き続き追っていきたい。 

 

［注］ 

(1) なお、法令上で規定されている高等教育機関の類型は、①大学、②産業大学、③教育

大学、④専門大学、⑤放送大学・通信大学・放送通信大学およびサイバー大学（遠隔

大学）、⑥技術大学、⑦各種学校（以上、高等教育法、2011 年７月 21 日一部改正、法

律第 11066 号に規定）、⑧社内大学、⑨専攻大学（以上、生涯教育法（原語は「平生

教育法」）、2011 年７月 25 日一部改正、法律第 10915 条に規定）の９種類である。 

(2) 1979 年に旧専門学校が専門大学へといっせいに改編された。なお 1998 年以降は大学

呼称自由化措置により、専門大学や産業大学でも「○○専門大学」や「○○産業大学」

ではなく、「○○大学」を正式な校名とすることが可能となっている。 

(3) 産業大学とは、有職社会人を主な対象として、産業社会で必要な学問や専門知識を

教授するための継続教育機関である。産業大学には授業年限や在学年限は定められ

ておらず、企業からの委託教育もおこなうことができる。産業大学は 1982 年に「開

放大学」としてスタートし、1988 年に現在の名称に改称した。 

(4) 技術大学とは、有職社会人を主な対象として、労働現場において専門知識や技術を

教授するための継続教育機関である。技術大学には高卒資格を持つ者のための専門

学士学位課程（２年）と専門大学卒資格を持つ者のための学士学位課程（２年）を置

くことができる。 

(5) 遠隔大学とは、開かれた学習社会を実現し生涯教育を発展させるために設立された

遠隔継続教育機関である。遠隔大学には高卒資格を持つ者のための専門学士学位課

程（２年）と学士学位課程（４年）を置くことができる。法令上は放送通信大学やサ

イバー大学も遠隔大学の１つに含まれるが、一般的には分けて考えられることが多

い。 

(6) 社内大学とは、従業員 200 名以上の企業がその従業員を対象として、教育科学技術部

長官の認可を受けて設置・運営する高等教育機関であり、高等教育法ではなく生涯

教育法第 32 条によって規定される。社内大学には高卒資格を持つ者のための専門学
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士学位課程（２年）と学士学位課程（４年）、または専門大学卒資格を持つ者のため

の学士学位課程（２年）を置くことができ、教育費は原則として雇用主が負担するこ

ととなっている。 

(7) 高等技術学校（中学校卒業を入学資格とし、職業技術教育をおこなう学校で、初・中

等教育法に規定された正規学校）のうち専攻科（高等技術学校または高校卒業を入学

資格とし、授業年限は１年以上）を設置・運営する学校については、教育科学技術部

長官の認可によって専門大学卒業者と同等の学力・学位認定が可能な場合、生涯教育

法第 31 条第４項に基づき専攻大学の名称を使用できる。 

(8) ここで挙げた政府統計に示されている技能大学とは、２～３年制の職業技術教育機関

連合である韓国ポリテク大学（Korea Polytechnic Colleges）を指すと考えられる。

ただし、韓国ポリテク大学はⅠ～Ⅶ大学の７校に、女子大学、繊維ファッション大学、

航空大学、バイオ大学の４つの特性化大学を加えた 11 大学の連合であるため、統計

上の 12 大学とは齟齬がある（韓国ポリテク大学ホームページ）。 

(9) 現在の大学入学定員に関する規制の詳細は、石川、2010 年、48～50 頁を参照された

い。 

(10) なお、政府は2013年度入試から一般大学の入学定員を削減する方針を示している（ソ

ウル経済、2011 年 12 月 11 日付）。 

(11) 2011 年の大卒者（高等教育機関卒業者）の就職率は、進学者や軍入隊者等を除いて

も 58.6％であり、ソウル大学や延世大学など首都圏最上位層の大学でも 60％から

65％程度に留まっている(教育科学技術部ホームページ、大学アルリミ)。 

(12) たとえば 2009 年の地域別定員充足率をみると、首都ソウル市が４年制大学 100.4％、

専門大学 100.0％であるのに対し、地方の慶尚北道では４年制大学 85.2％、専門大

学 75.6％と低くなっている。特に地方の専門大学の定員充足率は厳しい状況で、釜

山市ですら 87.0％に過ぎない（井手弘人、2010 年、43 頁）。 

(13) なお、2009 年以降韓国の高等教育進学率は下がり続けているが、その背景としては、

大卒者の就職難や低賃金労働の現実を前に大学進学熱が下がっていることや、政府

によるマイスター高校の育成など高校における職業技術教育の強化、公共機関にお

ける高卒者採用の伸びなどが影響しているといわれる。なお、特に 2010 年から 2011

年にかけて高等教育進学率が急激に低下しているが（79.0％→72.5％）、これは 2011

年以降高等教育進学者数の算出基準が、従来の大学に合格した者から実際に大学に

登録した者へと変更されたことが大きいとされる（東亜日報、2011年 12月 24日付）。 

(14) 大学修学能力試験は、大学修学能力適格者の選抜機能を高め、高校教育を正常化し、

各大学の学生選抜に公正性と客観性が高い資料を提供することを目的に 1994年度よ

り導入された共通試験である。現在の実施者は教育科学技術部長官であり（高等教

育法施行令第 36 条第１項）、韓国教育課程評価院が出題、問題用紙印刷・配布、成

績通知をおこない、各市・道教育庁が受験願書交付・受付、問題用紙運送・保管、

試験実施をおこなっている。このように、出題や採点、成績通知等の主幹部分はす

べて政府出資機関の一括管理となっている。 

(15) 随時募集には、７～８月にかけておこなわれる随時１学期と、９～12 月にかけてお

こなわれる随時２学期が存在する（随時１学期は実施しない大学もある）。なお、

定時募集は 11 月から翌年２月にかけておこなわれる。 

(16) なお、随時募集であっても「最低学力基準」を証明するために修能試験の受験が義

務づけられている場合が多い。随時募集は修能試験の前に実施され暫定の合格者が

決定されるが、たとえば募集単位ごとに「修能試験成績２等級以上」といった最低

学力基準を設定している場合も多い。その場合最終的な入学資格を得るためには、

修能試験を受験してこの基準をクリアしないとならない。 

(17) たとえば、大学総合評価認定制の第１周期では全大学の９割に当たる 173 校が評価

を受け、すべての大学が認定されおり（条件付き認定２校を含む）、第２周期でも 2004

年度に評価を受けた 40 校がすべて認定を受けている（馬越、2010 年、225 頁、230
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頁）。 

(18) 大学教育力量強化事業とは、大学の教育力と成果を測定・評価する指標をもとに構

成された計算式（formula）を用いて、教育力と成果が優れた大学を選定し、財政支

援をおこなう事業である。選定された大学は支援を受けた財源を発展戦略に基づき

自律的に使用し、さらなる教育力向上を図る。計算式で使用される指標は、①就職

率、②定員充足率、③国際化、④専任教員確保率、⑤学事管理および教育課程運営、

⑥奨学金支給率、⑦学生１名当たりの教育費、⑧授業料引き上げ水準、⑨入学者選

抜の９つである。2011 年の総支援額は 2,406 億 6,000 万ウォン（約 164 億円）の巨

額に上る（管理・運営費は除く）（教育科学技術部、2011 年２月 16 日付）。 

(19) 卒業定員制とは、大学ごとに定められた卒業定員に一律 30％を加算した数（すなわ

ち卒業定員の 130％）を入学定員として学生を募集し、卒業定員から超過した分の

30％学生は在学中に「中途修了」させるという制度である。しかしながら、大学の

自律性を無視しているという反発とともに、超過定員分の教員や施設の確保の問題、

大学や学生の事情を考慮しない一律的な強制募集と強制脱落などの弊害により、導

入当初から批判の声が大きかった（韓国産業情報院、2001 年、437～438 頁）。 

(20) 「一般大学および教育大学の 2008 年度卒業者÷2005 年度入学者×100」で計算した

（教育人的資源統計サービス）。 

(21) 当初は「大学生職業基礎能力診断総合検査」という名称で開発が進められていたが、

「職業基礎能力」という用語に職業能力の向上といった直接的で短期的な目的を指

すニュアンスがあり、こうした能力は大学教育を通じて養成するには限界があると

いった専門家たちの意見を受け、「核心力量（Essential Skills）」という用語を使

用することになったという。K-CESA の開発に当たっては、OECD の DeSeCo、All、PIACC、

アメリカの CLA などを参照し、大学教員、企業の人的資源専門家、研究者を対象に

デルファイ調査をおこなうことで、韓国の大学生に必要と考えられる核心力量の要

素６領域を抽出した。海外の事例と比べると、「資源・情報・技術活用能力」と「グ

ローバル力量」が含まれている点が特徴だという（チェ・ジョンユン、2009 年、80

～92 頁、チュ・インジュン、パク・ドンヨル、チン・ミソク、2010 年、56 頁）。 

(22) 「核心力量」とは、職業能力の核心的な構成要素であり、職種や職位に関係なく大

部分の職種において職務を成功的に遂行するために共通して要求される知識、技術、

態度等を意味する（K-CESA パンフレット、発行年不明）。資料によっては“Core 

Competencies”の訳語として用いられている。 

(23) K-CESA のテスト画面にログインするための７文字のパスワードは、学生個人の携帯

電話宛に送付される（釜慶大学校教養・教育開発院、2010 年。）。韓国の携帯電話に

はすべて「ムンチャ」と呼ばれるショートメール機能が付いているので、これを利

用してパスワードを送るものと考えられる。 

(24) ACE 事業とは、学部教育の特性化と先進モデルの創出・拡散を目的とした教育科学技

術部の事業である。同事業では 2010～2013 年度の間に１校当たり年間約 30 億ウォ

ン（約２億円）、４年間で合計約 120 億ウォン（約８億円）の支援がなされる予定で

あり、2010 年には 11 大学が選定されている。ただし事業の成果に対する評価は厳格

で、支援額は年次評価に基づき傾斜配分されることになっており、２年ごとの中間

評価の結果によっては支援中断もあり得るとされる（教育科学技術部、2011 年２月

16 日付、ACE 協議会ホームページ）。 

(25) たとえばソウル女子大学では、K-CESA の実施案内において、受験費用（１人当たり

４万ウォン≒2,700 円）を ACE 事業から支援することを明記している（ソウル女子大

学校ホームページ）。 

(26) なお、K-CESA を受験した 30 校の学生 9,517 名を対象とした別の質問調査でも、「各

領域の能力が自分の進路として計画する職種において必要なものであると考える」

かどうかという質問について、５点尺度で平均 4.02 点（意思疎通能力 4.09 点、グ

ローバル力量 3.86 点、対人関係能力 4.15 点、総合的思考力 3.93 点、資源・情報・
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技術活用能力 4.03 点、自己管理力量 4.07 点）という高い評価を得ている（韓国職

業能力開発院、作成年不明）。 

(27) たとえば、盧武鉉政権における「地方大学革新力量強化事業」（2004～2008 年）や現

在進行中の大学教育力量強化事業においては、就職率、定員充足率、専任教員確保

率などが採択条件や成果の指標とされているが、これらは大学情報公示制の公開対

象項目であったり、大学構造改革委員会による不実大学の判定にも使用されている

指標である。教育科学技術部大学支援館（University Support Bureau）のソン・ギ

ドン局長は、今後もこれらの指標を大学評価の指標として活用していく意向を示し

ている（韓国大学教育協議会、2010 年 11 月 22 日付）。 
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2010 年、http://www.krivet.re.kr/ht/hp/prg_kuKDA.jsp?gn=E1|E120110127、2011 年

12 月 22 日アクセス。 
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ctg=12&total_id=6136176、2011 年９月６日付、2012 年１月５日アクセス。 
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