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第１章 ドイツにおける大学の質保証システムと 

学習成果アセスメント 

―「資格枠組み」を中心に― 

 

木戸 裕 

（前国立国会図書館） 

 

ヨーロッパでは「ボローニャ・プロセス」が進行しており、そのなかで

ドイツの大学も大きな変貌を遂げている。ドイツの大学における質の保証

は、「アクレディテーション機関」と「大学評価機関」により行われてい

る。大学教育の学習成果については、「ヨーロッパ高等教育圏のためのヨ

ーロッパ資格枠組み」と「生涯学習のためのヨーロッパ資格枠組み」がヨ

ーロッパレベルで策定され、それに対応した「ドイツの大学修了のための

資格枠組み」と「生涯学習のためのドイツ資格枠組み」がそのラーニング・

アウトカムについて記述している。学習成果アセスメントのインパクトと

しては、①資格制度の透明性、②教育制度における透過性、③生涯学習の

推進、などが挙げられる。ただし「資格枠組み」で要求されている学習成

果を具体的にどのようにアセスメントするかの基準等については、まだ特

段定まったものはない。学士学位の取得に関しては、州の「大学法」にも

とづき、各大学が「試験規則」を定めている。 

 

 

１．はじめに 

ヨーロッパでは、現在「ボローニャ・プロセス」と呼ばれる高等教育改革が進行中

である。これはヨーロッパ47か国が参加して、ヨーロッパの大学の間を自由に移動で

き、ヨーロッパのどこの大学で学んでも共通の学位、資格が得られる｢ヨーロッパ高等

教育圏｣（EHEA）を構築しようというものである。制度面では、学部、大学院という高

等教育の基本構造の整備、ヨーロッパ共通の単位制度（ECTS）の開発、ヨーロッパレ

ベルでの高等教育の質保証システムの確立などが目指されている。 

ドイツなどヨーロッパ諸国の多くでは、学士、修士、博士というように段階化され

た高等教育の基本構造はこれまで採用されてこなかった。また大学で行われている研

究と教育の質を評価するという考え方とも縁遠いものがあった。こうした伝統的な大

学像が、1980年代頃から始まった世界的な大学改革の潮流のなかで、大きな変貌をと

げている。その流れのいわば中心に位置づけられるのが「ボローニャ・プロセス」で

あり、それはドイツの大学も大きく変革させようとしている（木戸、2011年、25～65

頁）。 

本稿では、こうした大学改革の動向を念頭に置きながら、ドイツにおける大学の質

保証システムと学習成果アセスメントについて「資格枠組み」を中心に見ていくこと
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にする。 

具体的には、まず２節で、ドイツにおける大学の質保証システムの特色について述

べる。次に３節では、大学教育における学習成果に関して、その達成目標が記述され

ている４つの「資格枠組み」を取り上げる（ヨーロッパレベルのもの２つと、それに

対応して策定されたドイツの「資格枠組み」２つ）。４節では、こうした「資格枠組

み」が開発されることで、それがドイツの教育システムにどのようなインパクトを与

えているかをまとめてみる。なお、「資格枠組み」で要求されている学習成果を具体

的にどのようにアセスメントするかの基準等については、公的機関等が定めた指針な

どは特段設けられていないので、５節では、学士号の取得に関して、州の「大学法」

にもとづき、各大学が定めている「学士試験規則」の一部を抜粋して紹介する。 

 

２．ドイツの大学の質保証システムの特色 

ボローニャ・プロセスでは、各国の質保証機関と高等教育機関、関係各団体の間の

協力関係を強化し､「ヨーロッパ高等教育圏」の魅力を促進し､高等教育の質の水準を

確保していくことが､各国共通の認識として確認されている。 

具体的には、E４グループといわれるヨーロッパの４つの団体、①ヨーロッパ高等

教育質保証協会（ENQA）、②ヨーロッパ大学協会（EUA）、③ヨーロッパ高等教育機関

協会（EURASHE）、④ヨーッパ学生連合（ESU）の間の協力によって、高等教育の質保

証のための体制作りが行われている。このうち ENQA は、ヨーロッパレベルで、高等教

育機関の質保証を推進することを目的として設置された非政府組織（NGO）で、ENQA

を中心に、「ヨーロッパ高等教育圏における質の保証のためのスタンダードおよびガ

イドライン」（ESG）が策定され、この ESG にもとづいて、各国は自国の高等教育機関

の質保証システムを構築している（Andreas，2010）。 

ドイツの大学における質の保証を、「アクレディテーション機関」と「評価機関」

に区分して見ていくと次のようになる（木戸、2012 年、47～48 頁）。 

 

2.1 アクレディテーション機関 

ドイツでは、アクレディテーション評議会（Akkreditierungsrat）が、学士、修士、

博士というように段階化された新しい学位構造のためのアクレディテーションシステ

ムの開発、比較可能な質のスタンダードの作成など、ドイツの大学全体にかかわるア

クレディテーション業務に携わっている｡個々の大学のアクレディテーションは、アク

レディテーション評議会からアクレディテーションを受けた機関により行われている

（図１－１を参照）。 
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【凡例】 

ZEvA： 中央評価・アクレディテーション機関（所在地：ハノーファー） 

FIBAA： 国際ビジネス管理アクレディテーション基金（ボン） 

ASIIN： 技術､情報学､自然科学および数学の学習課程に関するアクレディテーション機関

（デュッセルドルフ） 

ACQUIN： アクレディテーション・証明および質保証協会（バイロイト） 

AHPGS： 治療教育､福祉､保健および社会活動の領域の学習課程に関するアクレディテーショ

ン機関（フライブルク） 

AQAS： 学習課程のアクレディテーションによる質保証機関（ボン） 

 

図１－１．ドイツのアクレディテーション機関 

出所: DAADパンフレット（Brücken für Bildung. Der Bologna-Prozess in Stichworten） 

 

 

図１－２．アクレディテーション評議会（ドイツ）の構造 

出所：アクレディテーション評議会資料（The German System of Accreditation） 

（http://dlae.enpc.fr/contents/Berlin/Akkreditierungsrat.PDF） 
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アクレディテーション評議会では、大学の代表４名、州の代表４名、経営者、労働

組合など職業実践界から５名（ただし、そのうちの１人は労働法等に通じた関係省庁

の官吏）、学生の代表２名、外国の専門家２名が、評議員を務めている。これら評議

員は、大学学長会議と各州の文部大臣によって構成される文部大臣会議により任命さ

れる（図１－２を参照）。 

 

2.2 評価機関 

一方、評価機関について言えば、ドイツには、全国レベルで統一的にこれを実施し

ている機関は、現在のところ存在しない｡しかし、以下に記したような地域レベルの評

価機関、評価ネットワークが設けられている｡ 

・「大学教育に関する多分野横断センター」（所在地：ビーレフェルト、1992年設立） 

・「大学情報システム（HIS-GmbH）」（ハノーファー、1994年） 

・「北ドイツ大学連盟」（ハンブルク、1994年） 

・「中央評価・アクレディテーション機関（ZEvA）」（ハノーファー、1995年） 

・「ノルトライン・ヴェストファーレン州専門大学評価事務所」（ゲルゼンキルヒェ

ン、1998年） 

・「ダルムシュタット、カイザースラウテルン、カールスルーエおよび連邦工科大学・

チューリヒ評価ネットワーク」（1999年） 

・「ハレ、イェナ、ライプツィヒ大学間評価連盟」（1999年） 

・「学術評価ネットワーク（ENWISS-Evaluationsnetzwerk）」（ダルムシュタット、

2001年） 

・「バーデン・ヴュルテンベルク州評価機関（EVALAG）」（マンハイム、2001年） 

評価は、まず各大学内での内部評価、続いて外部専門家によるレヴューが行われる｡

その過程で、必要に応じ国際的な参加者（外国の学者など）が関与する｡学生もその過

程に参加する。最後に、以上の結果を適当な方法で公表する、という方式で行われて

いる｡ 

 

３．４つの「資格枠組み」 

ヨーロッパの教育改革の大きな動向を見ると、高等教育に関しては「ボローニャ・

プロセス」が、職業教育の領域では「コペンハーゲン・プロセス」が進行している。

この両者は一体となって、「リスボン戦略」（1）で目指されている「世界でもっとも競

争力のある、知識を基盤とするヨーロッパ」の構築に寄与する、とされている（図１

－３を参照）。 
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リスボン戦略（リスボン・アジェンダ） 

世界でもっとも競争力のある、ダイナミックな、知識を基盤とした経済空間を創設する 
 

 

 

 

 

 

 

 

ボローニャ・プロセス 

（ヨーロッパ高等教育圏の創設） 

 

 

 

コペンハーゲン・プロセス 

（ヨーロッパ職業教育圏の創設） 

ECTS：ヨーロッパ単位互換制度 

QF-EHEA：高等教育のための資格枠組み 

ECVET：ヨーロッパ職業教育単位互換制度 

QF-LLL：生涯学習のための資格枠組み 

国の資格枠組み  国の資格枠組み 

 

図１－３．リスボン戦略と２つのプロセス 

出所：M. Stalder(2005)を参考に筆者作成 

 

このうちボローニャ・プロセスでは「ヨーロッパ高等教育圏のためのヨーロッパ資

格枠組み」（Framework of Qualifications for the European Higher Education Area, 

QF-EHEA）が、コペンハーゲン・プロセスでは欧州委員会の「生涯学習のためのヨーロ

ッパ資格枠組み」（European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 

EQF-LLL）が、それぞれ段階化された資格枠組みを形成している（図１－４を参照）。 

 

QF-EHEA                                  EQF-LLL 

 

原注：職業教育の領域に関しては、目下、単位制度として ECVET（ヨーロッパ職業教育単位互

換制度）が開発中である。ECVET はラーニング・アウトカムにもとづくが、ECTS と異な

り学習者の時間的学習量を考慮しない。ECVET は、ECTS と一致しない。 

 

図１－４．ヨーロッパレベルの資格枠組み 

出所：CRUS(2008)にもとづき筆者作成。 

 

EQF-LLL は８段階に区分され、上位の３段階が QF-EHEA の博士、修士、学士の各段

階と対応している。QF-EHEA、EQF-LLL にもとづいた各国の資格枠組みの制定が、参加
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国には求められている。QF-EHEA、EQF-LLL は、それぞれ各段階の学習が終了する時点

で習得されていなければならないラーニング・アウトカム（学習成果）にしたがって

記述されている点に特色がある（Uwe Wehmhörner，2009）。 

ドイツで QF-EHEA に対応する資格枠組みは「ドイツの大学修了のための資格枠組み」

（Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse）である。また EQF-LLL

に対応する「国の資格枠組み」については、2011 年に「生涯学習のためのドイツ資格

枠組み」（Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen）が策定され

ている。 

 

3.1 「ヨーロッパ高等教育圏のためのヨーロッパ資格枠組み」 

「ヨーロッパ高等教育圏のためのヨーロッパ資格枠組み」（QF-EHEA）は、2005年

５月19-20日にベルゲンで行われたヨーロッパ高等教育大臣会議で可決され、同会議の

「ベルゲンコミュニケ」に盛り込まれている。 

表１－１は、第１サイクル（学士段階）で要求されている「学習成果」を示したも

のである(2)。なお、ヨーロッパ共通単位（ECTS）では、学士課程で取得すべき単位数

は、180-240とされている。 

 

表１－１．ヨーロッパ高等教育圏のためのヨーロッパ資格枠組み（QF-EHEA） 

 

第１サ

イクル

の資格 

 

第１サイクルの修了を示す資格は、次のような学生に付与され

る。 

・普通中等教育の上に構築される学習分野で知識と理解を示して

おり、典型的には、上級の教科書によりサポートされ、いくつ

かの点では、その者の学習分野の最前線の知識により特徴付け

られるレベルにある。 

・その者の知識および理解を、その者の仕事または職業に職業的

なアプローチを示す仕方で適用でき、典型的には、論議を考案

し、継続し、かつ問題を解決することにより、その学習分野に

おける能力（コンピテンス）を有している。 

・関連する社会的、科学的または倫理的イシューに関する省察を

含む判断を示すための関連するデータ（通常はその者の学習領

域の中で）を収集する能力を有している。 

・情報、アイデア、問題および解決を、専門家と非専門家である

聴衆にコミュニケートすることができる。 

・高い自律性の程度をともなって、さらなる学習を企てることを

継続できる学習スキルを発達させている。 

典型的

には、

180-240

単位 

 

出所：Qualifications Frameworks in the EHEA 

〈http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp〉 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp
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表１－２．各レベルに到達するために必要なラーニング・アウトカム（EQF-LLL） 

 

 
知識 技能（スキル） 能力（コンピテンス） 

 
EQF との関連の中で、知識は、理

論および／または事実にもとづ

くものとして記述される。 

EQF との関連の中で、スキルは、認

識的なスキル（論理的、直観的およ

び創造的な思考を含む）ならびに実

践的なスキル（手先の器用さ、およ

び方法、素材、道具、器具の使用を

含む）として記述される。 

EQF との関連の中で、コンピテン

スは、責任および自律性を担うと

いう意味で記述される。 

レベル 1 
・基礎的な一般知識 ・単純な課題の遂行に必要な基礎的

なスキル 

・構造化された文脈の中で、直接

的な指導のもとでの労働または

学習 

レベル 2 
・労働または学習の領域におけ

る基礎的な事実にもとづく知

識 

・課題を遂行し、かつ日常の問題を

単純な規則および道具を使って解

決するために、関連する情報を適

用するのに必要である基礎的な、

認識的および実践的スキル 

・ある程度の自律性をもって、指

導のもとで行われる労働または

学習 

レベル 3 
・労働または学習の領域におけ

る事実、原則、方式および一般

的概念 

・課題の処理および問題の解決のた

めの一連の認識的および実践的ス

キル。その際、基本的な方法、道

具、素材および情報が選択され、

かつ適用される。 

・労働または学習の課題を処理す

るための責任を担う。 

・問題の解決にあたり、その都度

の状況に自身の行動を適合させ

る。 

レベル 4 
・労働または学習の領域におけ

る理論および事実にもとづく

知識についての幅広い多様性 

・労働または学習の領域における特

殊な問題の解決のために必要な一

連の認識的および実践的スキル 

・通常は既知であるが、変化する

こともある労働または学習の文

脈の行動要因の中での自律的な

作業 

・他者のルーティンワークの監督。

その際、労働または学習活動の

評価および改善のためにある程

度の責任を担う。 

レベル 5 
・労働または学習の領域におけ

る包括的で特殊化された理論

および事実にもとづく知識な

らびにこれらの知識の限界に

関する意識 

・抽象的な問題に対して、創造的な

解決を行うために必要である包括

的な、認識的および実践的スキル 

・予見できない変化が起こる労働

または学習の文脈の中での指導

および監督 

・自らの達成および他者の達成の

検証および発展 

レベル 6 
・理論および原則に関する批判

的理解を含む労働または学習

の領域における進展した知識 

・特殊化された労働または学習の

領域で、専門の熟達および革新

的能力を示すことができ、複雑

で、予見できない問題の解決の

ために必要な進展したスキル 

・複雑な、専門的または職業的活

動ないしプロジェクトを管理

し、予見できない労働または学

習の文脈の中で決定の責任を担

う。 

・個人および集団の職業的発展に

対する責任を担う。 

レベル 7 ・革新的な思考法および／また

は研究の基礎として、高度に特

殊化された知識。その一部は、

労働または学習の領域におけ

る最新の認識と結びついてい

る。 

・ある領域およびさまざまな領

域間の接点における知識につ

いての問題に関する批判的意

識 

・新しい知識を獲得し、新しい方式

を開発するとともに、さまざまな

領域の知識を統合する、研究およ

び／または革新の領域における特

殊化された問題解決能力 

・複雑で、予見できない、新しい

戦略的なアプローチを必要とす

る労働または学習の文脈を管理

し、形成する。 

・専門知識および職業実践のため

の寄与および／またはチームの

戦略的達成の検証に対する責任

を担う。 

レベル 8 ・労働または学習の領域、およ

びさまざまな領域間の接点に

おける最先端の知識 

・研究および／または革新の領域に

おける中心的な問題設定の解決、

ならびに現存の知識もしくは職業

的実践の、拡大または新たな定義

づけのための、総合および評価を

含む、もっとも進展し、特殊化さ

れたスキルおよび方法 

・研究を含む先導的な労働または

学習の文脈の中で、新たな理念

または方式を開発する際の専門

的権威、革新的能力、自律性、

学術的および職業的完結性、な

らびに持続的関与 

出所：Europäische Gemeinschaften(2008)にもとづき訳出。 

 

3.2 「生涯学習のためのヨーロッパ資格枠組み」 

ボローニャ・プロセスで進められているQF-EHEAと並行して欧州委員会は、「生涯
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学習のためのヨーロッパ資格枠組み」を策定している（表１－２を参照）。EQF-LLL

は、2006年９月５日に制定され、2008年４月23日から適用されている。 

QF-EHEAは高等教育に限られているが、EQF-LLLのほうは、生涯学習のための資格枠

組みとして、あらゆる職業教育の資格をヨーロッパレベルで、段階化し、最終的にそ

れらを教育のすべての領域の資格と比較できるようにすることが目指されている（図

１－５を参照）(3)。 

各国は、このEQF-LLLと参照可能な「国の資格枠組み」を構築しているところであ

る。 

 

A 国の資格   A 国の資格枠組み   EQF-LLL      B 国の資格枠組み  B 国の資格 

  

図１－５．ヨーロッパ資格枠組みと各国の資格枠組みの関係 

出所：Commission of the European Communities(2005),p.13. 

 

3.3 「ドイツの大学修了のための資格枠組み」 

ドイツでは、QF-EHEAに対応する「国の資格枠組み」として、2005年に国レベルの

資格枠組みである「ドイツの大学修了のための資格枠組み」が取りまとめられている。

表１－３は、そのなかから「学士のレベル」に求められている「学習成果」について

記述している部分を訳出したものである。 
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表１－３．ドイツの大学修了のための資格枠組み（学士のレベル） 

 

「知ること」および 

「理解すること」 

できること（知識の開示） 形式面 

知識の拡幅： 

卒業生の知識および能力

は、大学入学資格のレベル

の上に構築され、基本的に

これを凌駕する。 

卒業生は、その者の学習領

域の学術的な基礎に関する

幅広い統合的な知識および

理解を証明する。 

知識の深化： 

卒業生は、その者の学習プ

ログラムに関する重要な理

論、原理および方法の批判

的な理解に通暁し、その知

識を垂直的、水平的および

側面的に深化できる状態に

ある。その者の知識および

理解は専門文献の水準に合

致する。しかし同時に若干

の深化された知識の状態を

その者の学習領域における

研究のアクチュアルな状態

の上に開示する。 

卒業者は、次の能力を取得し

ている。 

手段的能力： 

－ 知識および理解をその

者の活動または職業に適

用でき、その者の専門領域

で問題解決および論議を

展開でき、さらに発展でき

る能力 

体系的能力： 

－ 関連する情報を、とくに

その者の学習計画のなか

で収集し、評価し、解釈す

る能力 

－ 社会的、学術的および倫

理的認識を考慮した、学術

的に基礎づけられた判断

を導き出せる能力 

－ 独力で継続する学習プ

ロセスを形成できる能力 

コミュニケーション能力： 

－ 専門と結びついた立場

および問題解決を定式化

し、論拠を示して弁論する

能力 

－ 専門的代表者および素

人と、情報、理念、問題お

よび解決について意見交

換できる能力 

－ チームで責任を担うこ

とができる能力 

入学資格： 

－ 大学入学資格（原注） 

－ 学校における大学入学資

格を有しない職業上の資格

をもつ者に対する州法上の

規定に対応した大学入学資

格 

期間： 

（論文作成を含めて）３年、

3.5年または４年（ECTSに換算

して、180、210または240単位） 

学士レベルの修了証は、第

一の職業資格を付与する修了

証を意味する。 

接続可能性： 

修士のレベルのプログラム

（卓越した資格の場合直接博

士号取得レベルへ） 

別の継続教育のオプション 

職業教育への移行： 

大学外で取得され、試験によ

り証明される資格および能力

は各大学の学習への受入れに

あたり各学習課程の達成養成

と合致する程度における同等

性の検証手続きにより換算さ

れる。 

（原注）・大学入学資格の種類は、次のとおりである。 

一般的大学入学資格 

専門分野と結びついた大学入学資格 

専門大学入学資格（場合により、専門分野ないしは学習課程と関連する） 

・学校における大学入学資格を有しない職業上の資格をもつ者に対する州法 

により規定された大学入学の可能性がある 

・学士のレベルは、ECTSに換算して、180、210または240単位である。 

出所：Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005. 

（文部大臣会議資料から訳出） 

 

この策定にあたっては、大学学長会議（HRK）、文部大臣会議（KMK）、連邦教育研

究省（BMBF）の三者が共同で関与し、最終的には、文部大臣会議決議として採択され

ている（2005年４月21日）。ドイツでは、この資格枠組みと一致することが、大学に
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おける学習課程のアクレディテーション（基準認定）にあたり、その前提条件となっ

ている。 

 

3.4 「生涯学習のためのドイツ資格枠組み」 

EQF-LLL の制定を受け、ドイツでもこれに対応する「国の資格枠組み」の策定作業

が進められることになった。 

「生涯学習のためのドイツ資格枠組み」の策定にあたっては、2007 年１月に、文部

大臣会議と連邦教育研究省が中心となり、被雇用者、雇用者の団体など関係者も含め

た共同作業部会が設けられ検討が進められてきた。その結果、2011 年３月に成案が取

りまとめられた。表１－４は、そのなかから「大学卒業」レベルに相当する「水準６」

を訳出したものである。 

 

表１－４．生涯学習のためのドイツ資格枠組み 

 

出所：Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 

〈http://www.bmbf.de/de/12189.php〉 

 

以上４つの資格枠組みを概観したが、そこではどのような授業科目を設定すべきか

といった従来のラーニング・インカムの発想ではなく、学習者がその修了の時点でど

のようなラーニング・アウトカムを身に付けているべきかという学習成果を重視する

水準 6： 
包括的な専門的課題・問題設定の計画、加工、およびの評価のための能力ならびに学術的な

専門の部分領域または職業上の行動分野におけるプロセスを自己責任で制御できる能力。要

求構造は、複雑性と頻繁に生じる変化によって特徴付けられる。 

専門的能力 個人的能力 

知識 技能（スキル） 社会的能力 自律性 
学術的基礎、学術的専門の

実践的適用ならびに重要

な理論および方法の知識、

批判的理解を含む幅広い、

統合された知識（「ドイツ

の大学修了のための資格

枠組み」の段階 1［学士の

段階］に対応）または、ア

クチュラルな専門的発展

を含む幅広い、統合された

知識を使いこなせる。 

学術的専門または職業的

活動領域の継続的発展に

関する知識を有している。 

他の領域とのインターフ

ェースにおいて関連する

知識を使いこなせる。 

学術的専門（「ドイ

ツの大学のための

資格枠組み」の段階

1［学士の段階］に

対応）または、職業

的活動領域におけ

る複雑な問題の加

工に関する方法に

ついての非常に幅

広いスペクトルを

使いこなせる。 

しばしば他の要求

が生じる場合でも、

新しい解決を見出

し、さまざまな尺度

を考慮し判断でき

る。 

専門家チームのなか

で責任をもって活動

できる。 

または、グループも

しくは組織で責任を

もって指導できる。 

他者の専門的発展を

導き、チームの中で

先見的に問題に取り

組むことができる。 

複雑な専門と関連す

る問題および解決を

専門家に対して論争

的に主張し、専門家

とともにさらにそれ

を発展できる。 

学習・作業プロ

セスのための目

標を定義し、省

察し、評価でき

る。学習・作業

プロセスを自律

的にかつ持続的

に形成できる。 

http://www.bmbf.de/de/12189.php
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学力観、能力観へとパラダイム転換が行われている点を見て取ることができよう。 

これら４つの資格枠組みで用いられている学習成果の分類を表にしてまとめてみる

と、表１－５のようになる。 

 

表１－５．４つの資格枠組みの比較 

 

 学習成果の記述カテゴリー 

QF- 

EHEA 

知識および

理解 

知識および理解

を適用する 

判断を行う コミュニケーシ

ョン 

学 習 技 術

（ Learn to 

learn） 

EQF-

LLL 
知識 技能（スキル） 能力（コンピテンス） 

理論および／または事

実にもとづくものとし

て 

認識的（論理的、直観的およ

び創造的思考の利用）および

実践的（手先の器用さ、およ

び素材、道具、器具の使用を

含む） 

責任および自律性に関して 

DQR

大学

修了 

「知ること」および「理解すること」 「できること」 

拡幅／深化 知識の開示：手段的／組織的／コミュニケ

ーション的 

DQR

生涯

学習 

専門的能力 個人的能力 

知識： 技能（スキル）： 社会的能力： 自律性： 

深さと幅の広さ 

 

手段的および体系的

能力 

判断力 

 

チーム／リーダーシ

ップ能力、協同形

成・コミュニケーシ

ョン能力 

自律性／責任、省察

および学習能力 

出所：BMBF(2009),S.18 をもとにデータを追加し、筆者作成。 

（注）DQR:ドイツ資格枠組み 

 

これを見ると、QF-EHEA では、①知識および理解、②知識および理解の適用、③判

断、④コミュニケーション、⑤学習技術（Learn to learn）の５つに大きく類別され

ているが、EQF-LLL では、①知識、②技能（スキル）、③能力（コンピテンス）となっ

ている。また、「ドイツの大学修了のための資格枠組み」では、「知ること」および「理

解すること」と「できること」の区分が、「生涯学習のためのドイツ資格枠組み」では、

「専門的能力」と「個人的能力」が挙げられ、前者の中に「知識」と「技能（スキル）」

が、後者に「社会的能力」と「自律性」がそれぞれ掲げられている。 

 

４．資格枠組みの策定によるインパクト 

こうした「資格枠組み」が設けられることにより、ドイツの教育制度にどのような
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インパクトが与えられるかについて、たとえば次のような点が挙げられている

（Wehmhörner，2009）。 

(1) 資格制度の透明性を高め、学生の移動を促進する。 

(2) 教育制度における透過性（Durchlässigkeit）(4)を可能にする。 

(3) 生涯学習を推進する。すなわち、「従前の学習」（prior learning）で取得した資

格等の承認により、これを以後の学習成果に加算するシステムを整備できるよう

になる。また、ノンフォーマルな学習、インフォーマルな学習の成果の承認など

も可能となる。 

一方、懸念される点としては、ドイツの職業訓練制度の根幹を成している「二元制

度」（duales System）(5)がラーニング・アウトカムの導入により、細分化され、モジ

ュール化されることにより、狭小なものとなるという指摘もある（Wehmhörner，2009）。 

なお、ボローニャ・プロセスの課題との関わりの中で、学習成果にもとづくアセス

メントがどのようなインパクトをもつかについてまとめてみると、次のように言われ

ている（Schermutzki，2007，S.10f.）。 

(1) ２サイクルの大学構造（学部／大学院）の構築 

参照枠組みとしてのヨーロッパ資格枠組みと国の資格枠組みは、統一的な言語を

必要としている。統一的な言語は、学習成果と関連するものである。 

(2) 理解しやすく比較可能な学位システムの確立 

学習課程の記述における学習成果の使用は、他の大学、雇用者、学生に対し、比

較および適合に関して重要な役割を演じている。学習成果への志向は、学習素材

のインプットではなく、アウトプットのほうに眼を向けることになり、効率的な

カリキュラムの形成を可能とし、大学に多様性と自律性をもたせる。 

(3) 単位互換制度の導入 

学習成果との関連付けは、ECTSの移転および累積システムへと発展させることを

可能とする。学習成果と関連付けられたECTSの点数は、到達すべき構造と量的な

消費に関する情報を提供し、別の学習成果との統合のベースとなる。 

(4) 学生､教員の移動の促進 

学習成果とECTSを利用することにより、カリキュラムの一致といったインプット

の要素を使用することなく、外国で、あるいは他の大学で、あるいは職業実践で

もたらされた達成の承認を促進するものとなる。 

(5) 生涯学習の促進 

学習成果の適用により、一般教育と職業、継続教育を結びつけ、社会のあらゆる

年齢層の集団に継続教育の可能性を生み出す。 

(6) 雇用可能性（Beschäftigungsfähigkeit）の向上 

学習成果の使用により、すべてのステークホルダー（学生、雇用者、団体、卒業
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生など）に、将来の職業ラウフバーン（職業経路）における見通しを与えること

ができる。 

(7) 学生に対する有益な情報の提供 

学習成果の形態による学習プログラムとモジュールの記述を通して、学生は、最

終的に到達すべき目標に関する情報を入手することができる。このことは、さま

ざまな学習プログラムの選択を可能とする。 

(8) 高等教育におけるヨーロッパ次元の促進 

学習成果の使用により、国際的な協力とジョイント・ディグリーの構想が単純化

される。 

(9) ヨーロッパ高等教育圏の魅力の促進 

教育プロセスが目指す帰結としての学習成果の記述は、ヨーロッパの学習提供に

共通の基盤を与える。そのことはヨーロッパ高等教育圏の魅力の促進につながる。 

(10) ヨーロッパレベルでの質の保証 

学習プログラムとモジュールに関する学習成果の記述は、質保証の領域における

共通のスタンダードの構築にあたり、共通の方法論的な端緒となる。それは、大

学と高等教育の質保証機関との間の理解と信頼を生み出す。 

 

５．学士号付与に関わる試験規則 

「資格枠組み」で要求されている学習成果を具体的にどのようにアセスメントする

かの基準等について、連邦レベルで定まったものはない。学士号の取得に関しては、

州の「大学法」にもとづき、各大学が「試験規則」を定めている。ここでは、ノルト

ライン・ヴェストファーレン州の「大学法」の規定と、同州にあるデュースブルク・

エッセン大学社会福祉学科の「試験規則」を紹介する。 

 

5.1 ノルトライン・ヴェストファーレン州「大学法」から 

大学で行われる試験規則に関しては、各州ごとに制定されている大学法にもとづき、

各大学により定められている。たとえば「ノルトライン・ヴェストファーレン州大学

法」は次のように規定している（Hochschulgesetz，2006）。 

「大学は、その任務を遂行するため必要な規則を公布する（以下略）。」（第２条

第４項） 

「大学の試験は大学試験規則にもとづき実施される。大学試験規則は、学部評議会

議長（Präsidium vom Fachbereichsrat）により公布される。試験規則の作成にあたっ

ては学生が関与するものとする。詳細は学部評議会規則がこれを定める。」（第６条

第１項） 
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5.2 デュースブルク・エッセン大学社会福祉学科試験規則から 

ノルトライン・ヴェストファーレン州「大学法」にもとづき、同州にあるデュース

ブルク・エッセン大学社会福祉学科では、次のような試験規則を制定している

（Prüfungsordnung，2007）。各条文の名称は、以下のとおりである。 

 

第I部 総則 

第１条 適用範囲および入学資格 

第２条 学習の目標、試験の目的 

第３条 学士の学位（Bachelor-Grad） 

第４条 標準学習期間、学習の構築、学習の範囲 

第５条 ヨーロッパ単位互換制度（ECTS-Credits） 

第６条 職業実践活動 

第７条 試験委員会 

第８条 学習達成および試験達成の承認、上級専門ゼメスターへの進級 

第９条 試験官、陪席 

第II部 学士試験（Bachelor-Prüfung） 

第10条 学士試験受験許可 

第11条 試験の構造、申請、申請取消し 

第12条 モジュール試験およびモジュール部分試験の形態 

第13条 口述試験 

第14条 筆記試験 

第15条 レポート、プロトコル、講演（Vorträge）、発表（Referate） 

第16条 学士論文（Bachelor-Arbeit） 

第17条 再試験 

第18条 試験の公示、異議 

第19条 未受験、棄権、不正行為、秩序違反 

第20条 特別な状況にある学生 

第21条 学士試験の合格、不合格 

第22条 試験点数の形成 

第23条 モジュール点数の形成 

第24条 総合点数の形成 

第25条 付加科目 

第26条 成績証明書およびディプロマ・サプリメント(6) 

第27条 学士に関する文書（Bachelor-Urkunde） 

第III部 終結規定 

第28条 学士試験の無効、学士学位の剥奪 

第29条 試験文書の閲覧、保存期間 

第30条 適用範囲 

第31条 施行および公表 
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以下、一部を抜粋して訳出してみる。 

第２条 学習の目的、試験の目的 

(1)「社会福祉学」の学士プログラムで、学生は、社会の変化および職業世界の要請を

考慮し、社会福祉における学術的活動、学問的認識の批判的秩序付けおよび責任を

もった職業的行動を行うことができるための専門的な知識、能力および方法を修得

する。加えて大学における学習は、科目横断的な基本的資格（ Schlüssel- 

qualifikationen）を仲介する。 

(2)学士試験は、最初の職業資格修了証を形成する。学士試験により、学生が職業実践

または修士課程への移行のための基礎となる専門知識を修得しているかどうか、専

門的な連関を見通しているかどうか、ならびに学術的な方法および認識を応用する

能力を有しているかどうかが検証されるものとする。 

第11条 試験の構造、申請、申請取消し 

(1)学士試験は、学習に随伴するモジュール試験およびモジュール部分試験（第12条）、

ならびに学習の修了を締めくくる学士論文（第16条）より構成される。 

(2)学習に随伴する試験は、講義またはモジュールに出席し合格の成績を収めているこ

と、ならびに講義またはモジュールにおいてその都度仲介される知識および能力の

取得をすみやかに証明することに資するものである。試験の枠組みの中で学生は、

当該試験領域の連関性を認識し、この連関性へと特別な問題設定を秩序付けること

ができることを証明するものとする。モジュールの枠内で、１度のモジュール試験

または数度のモジュール部分試験を実施することができる。 

(3)学習に随伴する試験は、遅くとも当該講義の終了後の講義のない時間に、またはモ

ジュールと関連する試験にあっては最後のモジュールの時間に行われる。その期日

は、適時に周知される。（以下略） 

第12条 モジュール試験およびモジュール部分試験の形態 

(1)モジュール試験およびモジュール部分試験は、次の試験形態により行うことができ

る。 

a. 口述試験 

b. 筆記試験、レポート（Hausarbeiten）、プロトコルの作成 

c. 講演形態 

d. 口頭による報告 

e. 演習またはテスト問題 

f. aからeのコンビネーション（以下略） 

第14条 筆記試験 

(1)筆記試験で受験者は、限られた時間の中で、許可された補助手段を用いて、必要な

基礎知識にもとづき、試験領域の問題を、その者の専門にかなった方法で認識でき、
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解答への道を発見できることを証明するものとする。筆記試験は、90分から240分

の時間のなかで行われる。試験委員会は例外を許可する。（以下略） 

第16条 学士論文 

(1)学士論文は、学士プログラム「社会福祉」における学術的養成を修了する試験作業

である。学士論文は、学生が定められた期間のなかで、社会福祉の領域の問題を学

術的な方法を用いて作業できる状態にあることを証明するものとする。 

(2)学士論文は、少なくとも120ECTSを取得し、モジュール１から10および14ならびに

実習を終了している者のみが作成することができる。 

(3)学士論文のテーマは通常、学士プログラム「社会福祉」の授業を担当している学部

の大学教員、大学講師、私講師により設定される。学士論文のテーマに関して学生

は提案権（Vorschlagsrecht）を有する。 

(4)学士論文の作業期間は、10週間とする。（抜粋） 

(5)学士論文は理由のある特別の場合、グループ作業による形態が許可される。（抜粋） 

(6)学士論文は、ドイツ語または試験委員会により承認された外国語により記述する。

通常、ドイツ工業規格A４判で30から40枚とする。（抜粋） 

(7)学士論文は、２名の試験官により評定される。（抜粋） 

(8)評価手続きは、通常６週間を超えないものとする。（抜粋） 

第22条 試験点数の形成 

(1)学習に随伴する試験の個々の点数に関しては、次の評点が適用される。 

「１」＝「非常によい」（sehr gut）：卓越した成績 

「２」＝「よい」（gut）：平均的な要請を相当に上回る成績 

「３」＝「満足できる」（befriedigend）：平均的要請に適った成績 

「４」＝「何とか合格」（ausreichend）：欠陥はあるが何とか要請に適っている

成績 

「５」＝「不十分」（nicht ausreichend）：相当の欠陥により、要請に適ってい

ない成績（以下略） 

(2)複数の試験の平均点を算出した場合は、次のようになる。（抜粋） 

「1.5」まで＝「非常によい」 

「1.6」から「2.5」まで＝「よい」 

「2.6」から「3.5」まで＝「満足できる」 

「3.6」から「4.0」まで＝「何とか合格」 

「4.1」より悪い成績＝「不十分」 

(3)「何とか合格」（4.0）以上の成績の場合を合格とする。「不十分」（5.0）と評価

された場合は不合格である。すべての再試験は第17条にもとづき行われる（訳注：

第17条では再試験は、２回までと定められている）。 
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なお、ECTSが付与される場合の評価は、次のように各評点ごとに、合格した学生に

占める割合が定められている（第23条）。 

「A」＝「合格」：上位10％ 

「B」＝「合格」：次の25％ 

「C」＝「合格」：次の30％ 

「D」＝「合格」：次の25％ 

「E」＝「合格」：次の10％ 

「FX」＝「不合格」：成績が承認されるためには改善が必要である。 

「X」＝「不合格」：相当の改善が必要である。 

 

６．おわりに 

以上見てきたように、ドイツにおいても学生の修得すべき学習成果を重視した大学

教育の改善の取組みが進められている。ただし、学習成果のアセスメントに関して、

これをテストなどの形式により標準化することなどについては、目立った動きは見ら

れない。また、全国統一的な学習成果アセスメントの実施へと移行する方向性は、定

かではない。「資格枠組み」で要求されている学習成果を具体的にどのように測定す

るかについても、その方法等の形式はとくに定まってはいない。今後、文部大臣会議、

連邦教育研究省、大学学長会議を中心に、被雇用者、雇用者の団体、学生の団体など

の関係者も含めてこうした課題について検討作業が進められるものと思われる。 

 

［注］ 

(1) EU では、2000 年３月にリスボンで開催された欧州理事会で、「2010 年までに世界で

もっとも競争力のある、ダイナミックな知識を基盤とした経済空間を創設する」とし

て、「知識社会における生活と労働のための教育および訓練」、「研究と革新の欧州

空間の創設」、「雇用、教育および訓練における社会的統合の促進」など、経済・社

会政策について今後 10年間を念頭においた EUの採るべき包括的な方向性が示された。

これを「リスボン戦略」と呼んでいる。教育政策の展開も、この「リスボン戦略」の

一環のなかでとらえることができる。 

(2) QF-EHEAでは、ラーニング・アウトカムとは、「学習者が、学習プロセスを終了する

時点で、知り（know）、理解し（understand）、できる（be able to do）ことが期

待される内容についての表明（statement）」と定義されている。 

(3) EQF-LLLに対応する「国の資格枠組み」ができると、図１－５にあるように、たとえ

ばＡという国のある資格は、Ａ国の資格枠組みでは「レベル７」に相当するが、それ

はEQF-LLLの「レベル６」と対応する。一方、Ｂという国のある資格は、Ｂ国の資格

枠組みでは「レベル５」に相当するが、それはEQF-LLLの「レベル６」と対応する。
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そうなると、Ａという国のある資格と、Ｂという国のある資格は、ともにEQF-LLLの

「レベル６」に相当するということで、同じレベルと見なされるという仕組みである。

前述のようにQF-EHEAの、「学士」、「修士」、「博士」は、EQF-LLLの「レベル６」、

「レベル７」、「レベル８」に相当する。 

(4) 「透過性」とは、異なる学校種類間の、あるいは一般教育と職業教育との間の横断的

移行の可能性を言う。 

(5) ドイツでは「全日制就学義務」は多くの州で９年であるが、「全日制就学義務」を終

了後、全日制の学校に進学しない生徒は、企業などで職業訓練を受けながら職業学校

（定時制）に通学する義的がある（定時制就学義務）。このように職業学校における

教育と、企業などにおける「徒弟」としての職業訓練が並行して行われるシステムは

「二元制度」と呼ばれ、いわゆるマイスター教育の根幹を形成してきた。 

(6) ディプロマ・サプリメントは、学士、修士などの学位証に添付される補足書類。ヨー

ロッパ共通の書式で、取得学位・資格の内容、授与機関等について、標準化された英

語で記載される。 
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