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序章 学習成果アセスメントの導入がもたらす 

緊張関係の所在 

 

深堀 聰子 

（国立教育政策研究所） 

 

本研究の目的は、大学の質保証システムにおける新たなアプローチとし

て注目されている学習成果アセスメントの導入を検討したり、実際に導入

したりすることによって、大学や大学の質保証システムにどのような変化

がもたらされるかを明らかにすることである。この序章では、はじめに概

念の整理を行ったうえで（第１節）、各国で学習成果重視の大学改革が進

行している背景を理解するために、大学をとりまく今日的環境について、

大学のマス化、私費負担の増大、グローバル化の観点から整理する（第２

節）。さらに、大学の質保証システムの全体像を日本の事例にもとづいて

概観し、本研究で注目する学習成果アセスメントを質保証システムのなか

に位置づける（第３節）。 

 

１．はじめに 

1.1 研究の目的 

大学教育の重要性が強調され、大学進学人口が拡大するなかで、大学教育の質が厳し

く問われるようになってきており、それに伴って大学の質保証システムのあり方を見直

す動きが世界同時進行で顕在化してきている。大学の質保証は、伝統的に各国において、

政府による規制（設置認可等）、専門団体・学協会による同僚規制（適格認定等による外

部質保証）、大学・教員による自己規制（自己点検・評価等による内部質保証）、市場に

よる規制（情報公開等）といった多様なエージェント（政府、専門団体・学協会、大学・

教員、市場）、対象（大学・学部（プログラム）、学生）、タイミング（事前規制・事後

確認）による、相互補完的なアプローチで実施されてきた。各国の質保証システムは、こ

れら複数のアプローチが多様に構造化されたものであり、それゆえ質保証システムに作

用する同一要因が、それぞれの異なるインパクトと異なる対応を生み出し、有効性にも

差異をもたらしている（羽田、2004 年、12 頁）。 

そのなかで、大学の質保証の新たなアプローチとして、学生が大学教育をとおしてど

のような知識・技能・態度を習得したのかを測定することをめざす、学習成果アセスメ

ント（learning outcomes assessment）が注目されてきている。この動向は、米国・豪州・

ブラジル・メキシコをはじめとする一部の国ですでに具体的に進行しており（Nusche＝深

堀、2008 年、17～18 頁）、経済協力開発機構による高等教育における学習成果調査

（Organization for Economic Cooperation and Development -  Assessment of Higher 

Education Learning Outcomes, OECD-AHELO）の取り組みが象徴するように、世界的な関

心事となってきている。こうした動向は、大学や大学の質保証システムのあり方に、い
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かなる変容を迫るのだろうか。政府・専門団体・大学等が、学習成果アセスメントの導

入にむけて議論を展開したり、体制を整えたり、実際に導入したりすることによって、

大学における教学体制や管理運営のあり方、大学の質保証システムの構成や重点にどの

ような変化がもたらされるかを、各国の事例に即して明らかにすることが、本研究の目

的である。 

 

1.2 概念整理 

1.2.1 客観的情報を提供するためのアセスメント 

はじめに、本研究のキーワードとなる「アセスメント」および「学習成果」の概念につ

いて、共通理解をはかりたい。 

まず、「アセスメント」は、エバリュエーション（evaluation）、アクレディテーショ

ン（accreditation）、オーディット（audit）などとともに、「評価」と訳されることが

あるが、これらの概念には重大な違いがある。大学評価では、大学教育の目的の適合性

（fitness of purpose）や目的への適合性（fitness for purpose）が、一連の客観的情

報にもとづいて総合的に評価される。目的の適合性では、大学教育の目的が適切かどう

かが問われ、大学をとりまく今日的環境に鑑みて、学術の本質および職業社会への移行

の観点から、大学に期待される役割を反映しているかどうかが重視される。目的への適

合性では、明記されている大学教育の目的の達成にむけて、学術的な戦略が適切かどう

かが問われる。それは、目的の適合性自体が十分な妥当性をもつときにはじめて、大学

教育の質を保証するうえで重要な意味をもつことになる（ゴンサレス・ワーヘナール＝深

堀・竹中、2012 年、149～150 頁）。 

こうした大学評価において、大学教育がいかなる目的に対していかに適合的であるこ

とが望ましいかという判断には、一定の価値規範が伴う。したがって、エバリュエーシ

ョンとしての「評価」では価値判断が導入されるのに対して、そうした価値判断の資料と

なる客観的情報を提供するためのアセスメントでは、可能な限り価値中立的であること

がめざされる。もちろん、情報を指標化する過程で、必然的に情報の取捨選択、重みづ

け、関係性の定義（情報の構造化）などが行われるため、アセスメントも厳密に価値中立

的でありえない。しかしながらアセスメントは、価値判断にもとづく評価とは本質的に

異なっている。 

アクレディテーションとオーディットは、大学評価の種類である。アクレディテーシ

ョン（適格認定）では、公認された基準にもとづいて、目的の適合性や目的への適合性の

観点から、大学としての適格性が認定される。それに対してオーディット（視察）では、

大学自身が宣言する目的自体は問われず、目的への適合性が評価される。いずれの場合

も、アセスメントから得られた客観的情報にもとづいて、総合的な評価が行われている

（杉本、2009 年、265～267 頁）。 
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アセスメントの方法・形態は、多様である。大学におけるアセスメントとしては、学

生の学習成果・進路先・満足度の調査、教員の設定する教育目標・カリキュラム・評価

の仕組みの整合性の査定、大学の財政面の健全性や効率性の査定等が挙げられる。本研

究で注目する学生の学習成果のアセスメントとは、学生が大学教育の結果として習得す

ることが期待されている知識・技能・態度を、どの範囲と水準まで習得したかを測定す

る取り組みをさす。その方法としては、学生調査等によって学生に自らの学習行動の成

果に関する報告を求める間接アセスメントと、テスト・制作・実演・観察等によって学

習成果の実態を客観的にとらえようとする直接アセスメントが挙げられる。間接アセス

メントについては、山田等（2009 年）によって詳細に手掛けられているため、本研究では

直接アセスメントにのみ注目する。 

なお、客観的情報を提供するアセスメントから、平均点、分布、偏差値などの数値デ

ータを導くことが可能であることから、アセスメントはランキング（順位・等級づけ）と

混同されることがある。しかしながら、既に述べたとおり、アセスメントの目的は、評

価の資料となる客観的情報を提供することであり、順位・等級づけを行うこと自体が直

接の目的ではない。 

 

1.2.2 教育をとおして習得することが期待される学習成果 

つぎに「学習成果」とは、学生が大学教育の結果として習得することが期待されている

知識・技能・態度をさす。すなわち学習成果とは、プログラムや科目ごとに掲げられた

教育目標を、学生がどの程度達成することができたかが測定できるように、その「範囲」

と「水準」を具体的に詳述したものである。 

この学習成果の概念は、教育目標の分類学（taxonomy of educational objectives）で

深められてきたルーブリックの概念に依拠している。その代表的な枠組みであるブルー

ム・タキソノミー（改訂版）では、教育目標を「何に関する知識（知識次元）」について

「どうすることができる（認知過程次元）」という観点から分類することによって、教育

目標を明確化させ、到達度を測定することが可能になるように具体化させている。ここ

で知識次元は、事実に関する知識（factual knowledge）、概念に関する知識（conceptual 

knowledge）、手続きに関する知識（ procedural knowledge）、メタ認知的知識

（meta-cognitive knowledge）の４つのカテゴリに分類されており、「具体→抽象」とい

う組織原理にもとづいて配列されている。なお、認知過程次元は、記憶する

（ remember-recognizing, recalling ） 、 理 解 す る （ understand-interpreting, 

exemplifying, classifying, summarizing, inferring, comparing, explaining）、応用

す る （ apply-executing, implementing ） 、 分 析 す る （ analyze-differentiating, 

organizing, attributing）、評価する（evaluate-checking, critiquing）、創造する

（create-generating, planning, producing）の６つのカテゴリに分類されており、複合



4 

 

性が低いものから高いものの順に配列されている（Anderson, L.W. et al., 2001, 

pp.27-37；石井、2011 年、88～93 頁）。 

 

表序－１．タキソノミー表（知識次元と認知過程次元の関係） 

‐歴史上の著名な人物についてレポートを作成する単元の 

教育目標と到達水準マトリックスの事例‐ 

remember
（記憶する）

understand
（理解する）

apply
（応用する）

analyze
（分析する）

evaluate
（評価する）

create
（創造する）

factual knowledge
（事実に関する知識）

教育目標３
教育目標４

conceptual knowledge
（概念に関する知識）

教育目標１
教育目標２

教育目標３
教育目標４

procedural knowledge
（手続きに関する知識）

教育目標１
教育目標２

meta-cognitive knowledge
（メタ認知的知識）

The knowledge dimension
（知識次元）

The cognitive process dimension　（認知過程次元）

出典 Anderson, L.W. et al. (2001). pp.210-231 より作成。 

 

表序－１は、ブルーム・タキソノミー（改訂版）をもちいて、「歴史上の著名な人物に

ついてレポートを作成する単元」に係る教育目標を明確化した事例である。この単元では

次の４つの教育目標が掲げられている。これらの教育目標を、「何に関する知識（知識次

元）」について「どうすることができる（認知過程次元）」という観点から分類することで、

教育目標を範囲と水準の観点から可視化させ、到達度を測定する際の観点も明らかにし

ている。 

 教育目標１：歴史上の著名な人物に関するレポートを作成するための情報源

（conceptual/procedural knowledge）を選定する（select<analyze）こと。 

 教育目標２：歴史上の著名な人物に関するレポート（記述式・口頭式）の目的に対して

妥当な情報（conceptual/procedural knowledge）を選定する（select<analyze）こと。 

 教育目標３：歴史上の著名な人物の人生の重要な事項（factual/conceptual knowledge）

に関する文書を作成して（write<create）、他の生徒等に適切に伝達すること。その際、

その人物による貢献が社会にどのようなインパクトをおよぼしたかに関する生徒自身

の意見を含んでいること。 

 教育目標４：レポートの一部（factual/conceptual knowledge）について、他の生徒に

口頭で発表（talk<create）すること。 
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このように学習成果の概念は、教育目標の分類学の概念に通ずるものといえる。しか

しながら、学習成果アセスメントを個別の教科・科目・単元における診断的・形成的・

総括的評価のツールにとどまらず、大学の質保証アプローチの一環として活用する際に

重要となるのは、学習成果が個別の教員の学問観や教育観にもとづいて恣意的に設定さ

れたものではなく、何らかの公認された手続きによって標準化され、広く共有されてい

るものであるという点である。たとえばそれは、政府・専門団体によって統一的に策定

されている場合もあれば（医学教育課程等）、学協会等によって定められた参照基準にも

とづいて、各大学の学部・専攻の実情に即した形で具体化されている場合もある（技術者

教育認定機構のプログラム等）。 

もちろん、大学の自律性と多様性を無視した安易な標準化は、大学の質を低下させる

方向に作用することが予想される。その一方で、学習成果の範囲と水準に関する一定の

合意が当該社会において形成されているときにはじめて、学習成果の習得を基盤とする

単位認定、学位授与、資格取得、免許交付が、質保証の仕組みとして、実質的な意味を

もつようになるのである。 

なお、本研究における大学とは、OECD による高等教育タイプ A（Tertiary Type A、

ISCED-5A）、すなわち高等教育機関のうち、いわゆる学士（バチェラー、ボローニャ・

プロセスにおける第一サイクル）の学位を提供する機関をさす。日本では４年制大学

が該当し、短期大学や高等専門学校は含まれない。 

 

1.3 学習成果アセスメントをめぐる緊張関係について 

学習成果アセスメントの導入にむけて議論を展開したり、体制を整えたり、実際に導

入したりすることによって、大学や大学の質保証システムが変容すると予想されるのは

なぜなのか。大学や大学の質保証システムに対する学習成果アセスメントの強い規定力

を、本研究では「衝突、突き当たること、衝撃」（ランダムハウス英和大辞典第２版、1994

年）という意味合いをもつインパクトということばでとらえているが、その背景にある緊

張関係の所在について、整理しておきたい。 

学習成果アセスメントは、学生が大学教育の結果として習得することが期待されてい

る知識・技能・態度を、どの範囲と水準まで習得したかについて、客観的情報を提供す

る取り組みであるが、それは大別して二つの目的で活用されうる。第一の目的は、教育

改善である。教育改善のための学習成果アセスメントは、いわゆる PDCA サイクルの一段

階として、各大学で日常的に実施されている。すなわち、適切な教育課程と教授・学習

アプローチの実践をとおして、学習成果が確実に習得されているかどうかを点検し、不

断の教育改善を実現していくツールとして活用されている。その際、公認された手続き

によって標準化され、広く共有されている参照基準にもとづいて学習成果が設定される

ことによって、大学・教員は学生の学習状況をある程度客観的に把握する（ベンチマーキ
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ング）ことが可能になる。こうした教育改善のための学習成果アセスメントは、内部質保

証の取り組みの一環であるため、原則として外部に公表する必要はない。 

学習成果アセスメントの第二の目的は、アカウンタビリティ（説明責任）である。

政府や適格認定を行う機関（認証評価機関）が大学に対して、学生に学習成果を確実

に習得させているかどうかを確認し、適格性を認定するエビデンス（証拠）の一つと

して、提出を要請するものである。アカウンタビリティを挙証することができない場

合、大学は改善勧告を受けたり、適格認定を取り消されたり、社会的威信を傷つけら

れたり、その結果として在学生の転出や新入生の減尐に見舞われたりといった社会的

制裁を受ける可能性がある。アカウンタビリティのための学習成果アセスメントは、

大学にとってリスクを伴うハイ・ステイクスなものといえる。それゆえ、学習成果ア

セスメントの妥当性（測定すべき内容を測定できているか）と信頼性（正確に測定で

きているか）が、極めて重大な問題として焦点化される（Ewell, 2007）。 

資格認定のための学習成果アセスメントは、アカウンタビリティのための学習成果

アセスメントの一種とみなすことができる。資格は、該当する専門団体が設定する学

習成果の習得が認定された場合に授与される。その意味で、資格認定のためのアセス

メントは、資格取得者の知識・技能・態度を保証するとともに、養成プログラムを提

供する大学の教育の質を保証する資料となる。 

このように、教育改善のための学習成果アセスメントと、アカウンタビリティのた

めの学習成果アセスメントは、教員や大学にとって、まったく異なる意味をもつ。と

ころが、学習成果アセスメントの導入に向けた議論において、この違いは必ずしも明

確に整理して論じられているわけではない。たとえば、技術者教育認定機構の認定基

準では、「PDCAのプロセスとの対応関係がより明確になるように」基準項目が改訂（2012

年）され、「学習・教育到達目標の設定と公開」（基準１）、「教育手段」（基準２）、

「学習・教育到達目標の達成」（基準３）、「教育改善」（基準４）の４項目が設定

された。その際、基準３において、修了生全員がプログラムのすべての学習・教育到

達目標を達成していることが「適切に保証」されていることが審査される。ここで学

習成果アセスメントが提供する客観的情報は、教育改善の仕組みが適切に機能してい

ることと、学習成果が確実に習得されていることの二点を確認するために活用される

ことになる。教育の問題点や課題を教育改善のための内部資料として掘り起こすこと

を目的とする作業と、教育の成果を対外的に示すことを目的とする作業では、着目す

る内容も適用する基準も異なるにもかかわらず、同一の作業のなかで遂行することが

求められているのである。 

したがって、学習成果アセスメントの導入をめぐる緊張関係は、学習成果アセスメ

ントの提供する客観的情報が、妥当性と信頼性の高い情報といえるかどうかという問

題に加えて、その情報がいかに活用されるのかという問題が明確に整理されておらず、
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情報の扱いに関するルールが確立されていないことにも起因すると考えることができ

るだろう。 

本報告書の各章で明らかにされるように、各国で学習成果アセスメントが注目されて

いる背景には、その歴史や伝統のなかで構築されてきた各国固有の大学の質保証システ

ムが、世界同時進行で進展するマス化、私費負担の増大、グローバル化などの変化のな

かで、十分に機能しなくなってきている事情がある。こうした変化は、一律に各国に衝

撃を与え、大学や大学の質保証システムに変容を迫っている。しかしながら、各国の大

学の質保証システムが一様ではないため、学習成果アセスメントのインパクトも一様で

はない。本報告書の各章では、各国におけるこうした学習成果アセスメント導入のイン

パクトを詳述する。 

 

２．大学をとりまく環境‐マス化・私費負担の増大・グローバル化 

すでに述べたとおり、大学の質保証システムのあり方を見直す動きが世界同時進行で

顕在化しており、学習成果アセスメントへの関心も、その一つの側面として理解するこ

とができる。ここでは、大学機能の変容を招き、従来の質保証システムが十分に機能す

ることを難しくしてきた大学のマス化、私費負担の増大、グローバル化の状況について

整理することで、大学をとりまく今日的環境に関する理解を深めたい。 

 

2.1 大学のマス化 

大学のマス化とは、大学に在籍する人口が増加する過程をさす。このことは、大学

教育に非可逆的な変容を迫る。第一に、学生数の増加は、大学教育に係る費用負担を

増大させるため、大学は多様な財源からより多くの資金を調達しなければなくなる。

とくに先進諸国の多くは、経済低成長による緊縮財政を強いられているため、大学は

より多くの授業料を徴収したり、企業資金が得られる産学連携を積極的に手掛けたり

するようになっている。その結果、大学はその教育活動の成果に対するアカウンタビ

リティを、より多様なエージェントから、より厳しく問われるようになる。 

第二に、大学のマス化は、大学の規模拡大を意味するだけではなく、大学が受け入

れる学生のタイプ、学生を送り出す進路先、大学教育の機能（目的）の多様化（機能

分化）を迫り、大学に質的変容をもたらしている。トロウによると、高等教育制度の

発達段階は、当該年齢人口に占める大学在籍者の比率にもとづいて、「エリート型」

（15％まで）、「マス型」（15～50％）、「ユニバーサル型」（50％以上）に分類される。

各段階によって高等教育の主要機能（目的）は異なっており、エリート型の「エリー

ト・支配階級の精神や性格の形成（人間形成・社会化）」から、マス型の「専門分化し

たエリート養成および社会の指導者層の養成（知識・技能の伝達）」、そしてユニバー

サル型の「産業社会に適応しうる全国民の形成（新しい広い経験の提供）」へと移行す
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ると考えられている（トロウ、1976 年）。すなわち、マス化した大学はもはや、エリ

ート・支配階級の再生産といった特権的役割に甘んじることはできなくなり、興味関

心の対象、学習スタイル、学力・能力水準、学習意欲等が多様に異なる学生に対して、

伝統的なエリート養成だけでなく、職業教育を含む幅広い教育を提供し、従来大卒者

が担ってこなかった職業にむけても準備していくことが求められるようになる。 

大学の質的変容を伴うマス化は、大学の質保証システムにも大きな変容を迫る。大

学教育の質保証のアプローチをエージェント、対象、タイミングの観点から整理して

みると、まず評価するエージェントとして、公費を配分する政府、公費を負担する納

税者、授業料を負担する学生（家庭）、外部資金を提供したり学生を雇用したりする企

業、生徒を送り込む高校等が、大学に対して、教育活動の成果を明示することを求め

るようになる。つぎに、評価する対象として、大学を構成する学生と、彼らに教育サ

ービスを提供する学部・プログラムが多様化するなかで、大学全体を評価することの

妥当性は低下し、学部・プログラムや学生を個別によりきめ細かく評価する視点が求

められるようになる。さらに、評価するタイミングとして、多様な進路先をめざす多

様な学生と、多様な機能（目的）をもつ大学の教育環境条件を、事前規制によって一

律的に統制することの妥当性は低下し、その成果に対する事後確認が行われるように

なる。 

大学のマス化に伴うこれらの変化のなかで、学生が大学教育をとおして具体的にど

のような知識や技能を習得したか（学習成果）を、事後に確認しようとする学習成果

アセスメントが、伝統的な質保証アプローチでは明らかにならない情報を補う有効な

質保証アプローチとして、注目されているのである。 

 

2.2 大学教育に対する私費負担の増大 

大学教育の私費負担は、大学のマス化が進行するなかで全体として増大してきた。

経済の低成長期に見舞われ、緊縮財政を余儀なくされている先進諸国では、それは不

可避の潮流ともいえる。このことは大学が、その教育の質に関する説明責任を、政府

や納税者にとどまらず、授業料を負担する学生や保護者、寄付金を提供する企業等に

対して、より丁寧かつ直接的に果たすことを要請してきた。 

一方、私費負担の増大は、大学がその管理運営費を公費に依存する程度を縮小させ

るために、一般に大学の自律性を高める方向に作用する。自律性の高い大学とは、大

学に対する政府の規制が相対的に緩やかで、管理運営に係る大学の決定権（自治権）

が相対的に強い大学をさす。質保証の観点からは、規制や視察をとおして政府の統制

をうける程度が相対的に弱く、大学自身が質保証の責任主体として独自に行った評価、

ないし政府から独立した専門団体による評価にもとづいて社会に対する説明責任を果

たそうとする傾向が相対的に高い大学をさす。 
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たとえば、日本や米国のように、国公立大学と私立大学を併せもつ国では、国公立

大学よりも私立大学のほうが、政府から受ける規制は弱く、より強い自律性を保有し

ているといえる。しかしながら、大学教育の私費負担が大きいほど大学の自律性が強

いという関係性は、必ずしも自明ではない。たとえば欧州大陸の大学は、伝統的に公

費によって管理運営されてきたにもかかわらず、比較的強い自治権を保持してきた。

対照的に韓国の大学は、私費負担率が８割近くを占めているにもかかわらず、政府か

ら強い統制を受け続けている（石川、2010 年、55～56 頁）。したがって、大学教育の

私費負担と大学の自律性の関係性は、各国の大学の歴史的伝統や社会文化的背景に鑑

みて、注意深く吟味する必要がある。 

なお、私費負担の増大は、大学がその管理運営費を家計およびその他の私費部門（企

業、NPO）に依存する程度を拡大させる。このことは、大学におよぶ市場の支配力が強

まることを意味する。したがって、大学‐政府‐市場の統制力のバランスからみると、

大学の私費負担の増大が、一方で政府の統制力を弱めたとしても、もう一方で市場の

支配力を強めたとすれば、大学の自律性は相対的に強まらないと考えることもできる。 

このように、大学教育の私費負担の増大は必ずしも大学の自律性を強めるわけでは

ないが、大学の説明責任の対象を、政府や納税者だけでなく、授業料を負担する学生

や保護者、寄付金を提供する企業等を含む広い範囲に拡大させる。 

 

2.3 大学のグローバル化 

最後に、大学のグローバル化に注目してみよう。グローバル化とは、社会や個人の

様々な営みにおける、国境を越えた活動の増加と拡大をさす。したがって、大学のグ

ローバル化とは、学生や教員の国境を越えた交流や移動が増加したり拡大したりする

ことを意味する。たとえば、国際的な大学間交流による学生や教員の移動が活発化し

ており、それを下支えする学位の等価性、単位の互換性、教育内容の緩やかな標準性

を保証する仕組みづくりが進行している。国際的な大学ランキングや大学質保証ネッ

トワーク等の構築もめまぐるしく進展している。どの国もこれらの変化に無関心では

いられなくなってきているのが現状である。 

大学のグローバル化が大学の質保証システムにおよぼすインパクトは、学生や教員

の国際的な移動が実質的にどれほど進展しているかによって異なる。学生や教員の移

動がそれほど進展していない国々では、グローバル化は大学改革を正当化したり、必

然化させたりする根拠として位置づけられ、いわば大学教育の質向上への外圧となっ

ている。たとえば、日本では、中央教育審議会『学士課程教育の構築にむけて（答申）』

では、「グローバル化する知識基盤社会、学習社会にあっては、国民の強い進学需要に

応えつつ、国際的通用性を備えた、質の高い教育を行うことが必要である」（2008 年、

３頁）ことが強調されている。 
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それに対して、学生や教員の移動が既に相対的に高い水準で達成されている国々で

は、グローバル化は所与の条件とみなされており、国際的な学位授与や単位認定の仕

組みづくり、教育内容に緩やかな標準性をもたらす試み等、大学システムの国際通用

性を高める具体的な取り組みに結びついている。たとえば、欧州では、欧州高等教育

圏内の大学が共有する一般的・専門分野別コンピテンスと対応する学習成果を定義し

て、それにもとづくプログラムを編成し、単位互換の仕組みづくりを進めることで、

欧州高等教育圏内の学生の移動を促進することをめざす「チューニング・プロセス」

が、欧州委員会の支援をうけながら、大学の自主的な取り組みとして進められている

（ゴンサレス・ワーヘナール＝深堀・竹中、2012 年）。そして、大学教育制度の共通

化が進行するなかで、各国の大学の質保証システムに関する情報交換を促進すること

でシステムの改善をめざす欧州高等教育質保証協会（ENQA）なども設立されてきてい

る。 

このようにグローバル化は、大学教育の質向上にむけた国内的な大学改革を推進し

たり、大学システムの国際通用性を高める具体的な取り組みを促進したりする方向に

作用している。それゆえグローバル化は、教育環境条件や教育方法の多様性を尊重し

ながらも、学生の学習成果の国際通用性を担保しうる大学の質保証システムの構築を

志向させる。冒頭で述べた OECD-AHELO のフィージビリティ・スタディは、国際通用性

のある学習成果アセスメントを実施することが果たして可能なのかを検討する試みで

あり、参加大学が世界の大学群のなかで自らをベンチマーキングできるようになるこ

とがめざされている（深堀、2010 年、84～85 頁）。 

 

2.4 各国の特徴 

前節では、各国の大学をとりまく今日的環境を捉える観点として、マス化、私費負

担の増大、グローバル化について整理した。ここでは、公的統計（OECD 統計およびそ

れに相当する国内統計）を用いて、３つの観点の指標化を試みる。 

まず、大学のマス（ユニバーサル）化の指標には、OECD『図表でみる教育（Education 

at a Glance）』（OECD, 2011）の「高等教育参入率の平均（Entry rates into tertiary 

education）」指標のうち、大学（tertiary type A）に関するものを採用している。こ

こでの大学参入率は、各年齢人口に占める大学入学経験をもつ人口の比率の平均値と

して算出されている。OECD によってデータが収録されていない国 ・々地域については、

国内統計より、もっとも近い数値の算出を試みている（以下同様）。 

つぎに、私費負担率の指標には、同じく OECD 統計(OECD, 2009)の「教育機関に対

する教育支出の公私負担割合（教育段階別）（Relative proportions of public and 

private expenditure on educational institutions, as a percentage, for tertiary 

education）」指標を採用している。この指標では、大学に支払われた資金全体に占め
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る私費負担の割合が示されている。私費負担とは、家計支出とその他の私費部門（企

業・NPO）の支出の合計として算出されており、家庭をとおして大学に支払われた、政

府・中間組織の奨学金なども含まれている。具体的には、授業料、教材、学校によっ

て提供されている通学手段、学校給食、寮費、企業による職業訓練などの費用が含ま

れている。 

最後にグローバル化の指標には、同じく OECD 統計(OECD, 2011)の「高等教育に在

籍する留学生・外国人学生（International and foreign students in tertiary 

education）」を採用している。この指標では、学生人口に占める留学生および外国人

学生の比率が示されている。ここで留学生とは、学生全体に占める留学生（居住国が

異なる学生、または異なる国で中等教育を受けた学生）の概数である。また、外国人

学生とは、国籍が異なる学生を指す。 

 

表序－２．各国におけるマス化・私費負担率・グローバル化の状況 

 

 
マス化 

(2009) 

私費負担率 

(2006) 

グローバル化(2009) 
タイプ 

留学生 外国人 

ドイツ 39.7 15.0 9.0 12.0 
マス化（低） 

私費負担（低） 
フランス - 16.3 ‐ 12.7 

アイルランド 51.2 14.9 7.1 7.1 

スウェーデン 68.2 10.9 6.0 8.8 
マス化（高） 

私費負担（低） 

英国 60.5 35.2 16.7 21.8 

マス化（高） 

私費負担（高） 

米国 69.8 66.0 3.4 ‐ 

台湾 65.0 65.0 ‐ ‐ 

韓国 70.7 76.9 ‐ 1.8 

日本 49.1 67.8 2.6 3.0 
マス化（低/中） 

私費負担（高） 
中国 16.8 57.1 ‐ ‐ 

メキシコ 34.6 32.1 ‐ ‐ 

OECD 平均 59.3 27.4 6.5 8.7  

出典：OECD.(2011). Education at a Glance 2011, p.316 & p.333. 

OECD.(2009). Education at a Glance 2009, p.233. 

 

表序－２では、本報告書でとりあげる国々について、これら３つの指標の統計を整

理している。表から分かるとおり、グローバル化の指標については、国際的に比較可

能な統一的な統計が未だ整備されておらず、その実現が喫緊の課題といえる。マス化

と私費負担の指標に注目すると、４つのグループに分類することができる。 

第１のグループは、マス化と私費負担の程度が、OECD 平均との比較において、とも

に相対的に低いグループで、欧州大陸型およびアイルランドが含まれる。第２のグル

ープは、マス化の程度が相対的に高いが、私費負担の程度は相対的に低いグループで、
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スウェーデン(1)が該当する。第３のグループは、マス化と私費負担の程度がともに相

対的に高いグループで、アングロサクソン型の英国や米国、および高等教育システム

の形成段階でこれらの国々の影響を強く受けた台湾や韓国が含まれる。第４のグルー

プは、マス化の程度が相対的に低いが、私費負担の程度が相対的に高いグループで、

日本、中国、メキシコが該当する。 

 

３．大学の質保証システムの全体像‐日本の事例にもとづいて 

この節では、大学の教学面における質保証システムの全体像（教学関係のみ）を、クラ

ーク（Clark, B.）モデル（クラーク＝有本、1994 年）に学生の学習成果の観点を加味し

た枠組にもとづいて整理する。すなわち表序－３では、大学の質保証システムの多様な

要素を「だれが（エージェント）」「何を（対象）」「いつ（タイミング）」評価するかとい

った観点から整理してみる。 

まず、大学教育の質を保証するエージェントとして、「政府（State authority）」、「専

門的権威（Academic oligarchy）」、「市場（Market）」の３つのエージェントが挙げられ

る。専門的権威には、専門団体、学協会、教授団、教員などが含まれる。市場には、大

学教育をする学生・保護者、学生を雇用する企業、生徒を大学に送り込む高校等が含ま

れる。 

つぎに規制の対象として、伝統的に規制の主たる対象とされてきた「大学・学部（プロ

グラム）の教育の質」に加えて、新たに「学生の質」を設定する。「大学・学部（プログ

ラム）の教育の質」に対する規制としては、「設置認可（charter）」、「適格認定

（accreditation）」、「視察（audit）」が挙げられる。「学生の質」に対する規制として

は、「大学入試（entrance exam）」、「中等教育卒業水準（standards of secondary school 

graduates）」、「学習フィードバック」、「大学卒業水準（postgraduate standards）」

が挙げられる。これらの要素は、規制のタイミングの観点から「事前規制」「事後確認」

の順に整理することができる。 

なお、先に述べたとおりアセスメントは、これらのあらゆる評価に対して客観的情報

を提供するとりくみとして実施されている。 

表序－３では、日本の大学の質保証システムの全体像を整理している。このように

日本にはエージェント、対象、タイミングの観点から整理した大学の質保証アプロー

チが多様に存在し、それぞれ相互補完的な関係にある。そして、マス化、私費負担の

増大、グローバル化といった大学をとりまく環境の変化に伴って、重点的役割を果た

すアプローチがシフトしてきた。すなわち日本の大学教育の質保証は、伝統的に大学

設置基準に基づいて教育環境を整備する事前規制のアプローチで行われてきた。とこ

ろが大学設置基準の大綱化（1991 年）や準則主義化（2004 年）に伴って、大学による

自己点検・評価及び認証評価機関による第三者評価制度（認証評価）が導入され、今
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日では相対的に緩和された事前規制と事後確認を組み合わせたアプローチへと転換し

てきた。そして認証評価では、大学の多様性を尊重する立場から、各大学が独自の教

育目標を表明するとともに、その達成に向けて不断に教育改善をはかることが評価の

観点として重視されてきた。 

 

表序－３．大学の質保証システムの全体像（日本の事例） 

エージェント 

対象 
政府による 

規制 

専門的権威による同僚規制 
市場による

規制 

専門団体・学協会 教授団   教員  

大
学
・
学
部
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
の

教
育
の
質
へ
の
規
制 

①設置認可 大学設置基準    

②適格認定 課程認定 

（教職等） 

認証評価 

（大学基準協会

等） 

JABEE 

 

大学ランキン

グ 

学校選択 ②’視察 国立大学法

人評価 

 自己点検・評価、 

授業評価、 

学生調査、IR 

学
生
の
質
へ
の
規
制 

①大学入試・ 

中等教育卒

業水準 

大学入学資格 

大学入学試

験実施要項 

大学入試センタ

ー試験 

大学入学者選抜  

②学習フィ

ードバック 

  教育評価 

単位認定 

 

③大学卒業

水準 

学習成果の

参照基準 

（中教審） 

国家公務員試

験 

技術士試験 

専門分野別学習

成果の参照基準

（日本学術会議） 

医学部共用試験 

心理学検定 

卒業認定 SPI 

PROG 

TOEFL/TOEIC 

出所 羽田（2004 年）およびクラーク＝有本（1994 年）のモデルを参照して作成。 

 

ところが日本でも、各大学の教育目標の達成度をより的確に確認し、学位を取得す

るにふさわしい最低限の知識・技能・態度が習得されていることを保証する必然性が

強調されてきている。そのなかで 2011 年から 2012 年にかけて各認証機関の評価基準

が改定され、学習成果の評価に関する記載が加えられた。もっとも、現段階ではいず
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れも、教育目標の達成度を評価する間接的指標の言及、ないし学習成果の評価のため

の工夫の要請にとどめられていることから、この基準改定が、学習成果を測定する具

体的な基準やアセスメント・ツールの開発に向けた精力的な取り組みを直ちに喚起す

るとは考えにくい。 

そうした動きと並行して、中央教育審議会では学士課程共通の学習成果に関する参

考指針としての「学士力」が提言され(中央教育審議会、2008 年)、日本学術会議でも

専門分野別の教育課程の参照基準に関する検討が進められている(日本学術会議、2010

年)。このことは日本でも参照基準としての学習成果を定義することで、大学教育の範

囲と水準に緩やかな標準性をもたせるアプローチが模索されてきていることを意味し

ている。 

 

４．おわりに 

前節でみたとおり、日本はマス化の程度が相対的に高くはないが、私費負担の程度

が相対的に高い国である。グローバル化はあまり進んでいないが、その必要性が強調

されてきている。そうした日本における大学教育の質保証システムは、大学設置基準

にもとづく設置認可という事前規制のアプローチを基盤としながら、2004 年以降は認

証評価という事後確認のアプローチが加わり、近年では学習成果の参照基準を定義す

ることによって大学教育の範囲と水準に緩やかな標準性をもたせるアプローチが模索

されている。そのなかで、OECD-AHELO の取り組みには強い関心が寄せられているもの

の、学習成果アセスメントの開発や導入に向けた具体的な動きはみられない。 

続く各章では、それぞれの国の今日的環境と伝統的な質保証システムのあり方を踏

まえて、学習成果アセスメントの導入にむけて議論を展開したり、体制を整えたり、

実際に導入したりすることによって、大学における教学体制や管理運営のあり方、大

学の質保証システムの構成や重点がどのように変容するのかに着目する。 
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［注］ 

(1) スウェーデンの研究報告は、やむを得ない事情で、本報告書に掲載することができな

かった。 
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