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第５章 アメリカにおける学習成果重視政策議論のインパクト 

 

森 利枝 

（大学評価・学位授与機構） 

 

高等教育における学生の学習成果を重視する方針に関しては、2008 年の

高等教育法の改正をはさんだ時期のアメリカで、一連の政策議論がなされ

た。本章は、高等教育法の改正後の政策動向に焦点を当てつつ、一連の政

策議論が質保証をキーワードとした諸政策および方針にどのようなイン

パクトをもたらしたかを検討する。 

 

 

１．はじめに 

アメリカにおいては、ゼロ年代から 10 年代にかけて、高等教育における学生の学

習成果をいかに保証するか、またその学習成果の保証を通じていかに高等教育機関が、

学生、保護者、社会、政府といったステイクホルダーに対する説明責任を果たすこと

を促進するかという課題について、政策論議が続いている。この議論は、大まかに言

って 2008 年の高等教育法の改正を目指した共和党ジョージ・W・ブッシュ大統領政権

に始まり、高等教育法改正を経て 2009 年の民主党オバマ政権に移行した後も継続して

おり、高等教育の政策と運用に種々の影響を与えている。この点で、アメリカの高等

教育は、学習成果を重視する政策議論のインパクトを提示する重要な実例であると言

える。 

 

２．大学の質保証システムの特徴 

2.1. 2008 年高等教育法改正までの政策論議 

大学をはじめとする高等教育機関の質保証は、第一義的には当該高等教育機関の役

割であるということができよう。しかしここではまず、当該大学以外のアクターによ

り行われる高等教育の質保証、すなわち外部質保証のシステムについて検討すること

にする。 

知られているように、アメリカにおいては憲法の定めにより、教育に関する権限は

州と人民に留置されており、連邦政府は高等教育を含む公の教育に関して一義的な権

限を有しないこととされている。しかし 1965 年、ジョンソン大統領政権下で高等教育

法が成立し、連邦が学生奨学金の形で高等教育に財政支援を行うという経路が確立さ

れて以来、高等教育の質保証のシステムへの、連邦政府の介入の程度は大きくなりつ

つある（表５－１参照）。 

伝統的に、アメリカにおける高等教育機関の質保証といえば、州による設置認可に

加え、大学が独自に形成しているアクレディテーション団体がその機能を負ってきた。 
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表５－１．高等教育法改正をはさむ学習成果重視政策論争の経緯 

年月  

2005 年９月 

2006 年６月 

2006 年７月 

2006 年８月 

 

2006 年９月 

2007 年５月 

2008 年８月 

2009 年１月 

2009 年９月 

2009 年 11 月 

2009 年 12 月 

2010 年１月 

2010 年 10 月 

2011 年４月 

2011 年７月 

スペリングス教育省長官諮問（高等教育将来構想委員会へ） 

第１回中間報告 

第２回中間報告 

第３回中間報告 

第４回中間報告 

高等教育将来構想委員会答申（「スペリングス・レポート」） 

スペリングス発言 

高等教育法修正（Higher Education Opportunity Act） 

オバマ政権発足 

高等教育プログラムの誠実性に関する検討委員会発足 

第１回会合 

第２回会合 

第３回会合 

高等教育プログラムの誠実性に関する規則最終案発表 

高等教育プログラムの誠実性に関する規則最終案修正 

Program Integrity Regulation の大部分が発効 

 

このシステム、すなわちアクレディテーション基準に沿って大学などが行うセルフ・

スタディに則りつつ、高等教育機関をメンバーとするアクレディテーション団体に参

加するに足る基本的な性格を有している機関であると判断できるか否かを審査するこ

とによって、高等教育の質保証は大いに支えられてきていた。ただし、このアクレデ

ィテーション制度には従来から、高等教育機関へのインプットを重視しすぎであると

いう批判が寄せられていた。 

この、高等教育機関の相互認証に基づくアクレディテーションを通じた高等教育の

質保証という従来のしくみに対する近年の連邦政府の政策上の動きとしては、2005年

に、マーガレット・スペリングス連邦教育省長官は高等教育法の改正（2008 年まで）

にタイミングをあわせて、高等教育将来構想委員会に対して高等教育政策全体に関す

る諮問を行い、それに対する答申が 2006 年に公表されたことが挙げられる。その答申、

いわゆる「スペリングス・レポート」は、アクレディテーションのシステムに対する、

インプットの偏重との批判の声をすくい上げ、アメリカの高等教育は学生に対して十

分な効果を上げているということをより具体的な形で証拠だてなければならず、その

際、連邦に高等教育機関に対するより大きな権限を認めることを提言していた。つま

り、連邦政府が高等教育機関に対し、学生が応分の学習成果を獲得していることを、
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より客観的かつ統一的なかたちで示すことを求めることが勧告されたのである。 

学習成果のアセスメントに関して言えば、このとき、アクレディテーション団体に

対して、学生の学習成果を定量的に測ることを、高等教育機関が満たすべきアクレデ

ィテーション基準に盛り込むよう連邦政府が求めることも答申された（Commission on 

Future of Higher Education、 2006）。また、答申までの過程では、学生の学習成果

を客観的に提示する指標としての統一テストの導入や、より集権的な国立のアクレデ

ィテーション団体の創設も議論された（ここまでの議論については森、2010 を参照さ

れたい）。 

このような政府主導の学習成果重視の方針は、しかし、多くの高等教育関係者の賛

同を得ることができず、高等教育法の改正にあたっては、上記に述べたような統一学

力試験の義務化や連邦が直接管轄するアクレディテーション団体の創設、あるいは高

等教育機関間の比較が可能になるような、学習成果の定量的な測定のアクレディテー

ション基準への盛り込みは実現しなかった。表５－１に示した 2007 年５月のスペリン

グス発言とは、アメリカ教育記者協会の 60 回年次総会において、スペリングス長官が、

連邦教育省による高等教育段階の学生の学習成果を測定する統一試験の導入の見込み

についてたずねられ「そのようなことはありえません」と答えたことを指す。 

 

表５－２．高等教育法の修正（2008）に見る 

学習成果に関するアクレディテーションの位置づけ 

修正前 修正後 

アクレディテーション団体には、機関や課程

の達成に関し、学生の達成を、機関の使命を

考慮しつつ、さまざまなエビデンスを基に評

価することが求められる。 

エビデンスとしては課程の修了率、州の資格

試験の合格率、就職率などを適切に考慮する

ことなどがありうる。 

個別機関にはフルタイム学生の学位等の取

得率を公表することが義務づけられる。 

アクレディテーション団体には、学生の達成

に関して機関の使命に照らした成功を評価

する基準を持つことが求められる。機関や機

関の中の課程はそれぞれ異なるので、この基

準も多様なものでありうるが、州の資格試験

の合格率、課程の修了率、就職率などを適切

に考慮することができる。 

 

 

しかし、高等教育法の修正に関して、上記のように大いに耳目を引いた項目だけに

着目しては全体的な政策の傾向を明らかにすることはできない。表５－２には、2008

年の高等教育法の修正前後での、学習成果に関するアクレディテーションの位置づけ

の対照を試みた。ここに見られるように、スペリングス・レポートの答申前後に議論

されたような、定量的指標の導入の義務化のような制度の改正こそ行われなかったが、

学生の学習成果を重視するという基本的な姿勢は変わっておらず、アクレディテーシ
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ョン団体が学習成果に関する基準を持つことにも言及しているという点では 2008 年

の修正以前（1998 年修正高等教育法）の定めよりも踏み込んだ内容となっていること

が知れる。 

 

2.2. 2008 年高等教育法改正以降の政策論議 

学習成果の測定を含む、高等教育に関する連邦規模の政策議論はしかし、2008 年の

高等教育法改正を以て収束したわけではない。 

民主党政権下の 2010 年 10 月、連邦教育省が高等教育法に基づく Program Integrity 

Regulations を発令し、奨学金受給資格を巡って高等教育段階政策に関わる議論が新

たな局面を迎えることとなった。 

この Program Integrity Regulations の中には、学習成果のアセスメントに係わる

条項も定められている。Program Integrity Regulations の策定までの過程では、高

等教育に関連する各分野から 16 人の正委員が指名され、「高等教育プログラムの誠実

性に関する検討委員会」が発足した。この委員会では表５－３に示した 14 の論点につ

いて連邦がとり得る再定義と規制について議論した。この、規則改正のために各界の

代表者と連邦の代表者が議論を行う過程は Negotiated Rule Making と称するもので、

このとき指名された正委員 16 人が代表する関係領域は、①学生、②消費者アドバイザ

ー（弁護士）、③２年制州立高等教育機関、④４年制州立高等教育機関、⑤私立非営利

高等教育機関、⑥私立営利高等教育機関、⑦大学の学長、⑧入学事務担当者、⑨財務 

 

表５－３．Program Integrity Regulations のための論点 

1. 高等学校卒業資格の定義 

2. 受給資格 

3. 学生および入学志願者に対する情報開示の不足対応 

4. 学生募集担当者への成功報酬の禁止 

5. 遠隔教育全州認定 

6. 実質的所得就業率 

7. 単位の定義 

8. 多機関間の合意 

9. 奨学金申請の内容の確認 

10. 学生の学習の進捗【の評価】 

11. 再履修率 

12. 中退者の奨学金の返却（修学年限のある複数コースからなるプログラム） 

13. 中退者の奨学金の返却（出席状況の調査） 

14. 奨学金の学内配分の規制 

 

担当者、⑩奨学金担当者、⑪地域・専門アクレディテーション団体、⑫全国アクレデ
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ィテーション団体、⑬キャリア教育担当者、⑭奨学金貸与団体（連邦以外）、⑮テスト

業者、⑯州高等教育局であった。同時に、１領域について１-２名の補充委員も指名さ

れた。 

16 人の委員は、表５－１に示したように３度に亘る会合を持ち、Program Integrity 

Regulations を制定するための意見交換を行い、省令のドラフトは数次に亘って公開

され、高等教育関係者の議論を呼ぶことになった。 

この省令は、大まかに言って急速に膨張する連邦の奨学金予算を削減するため、高

等教育法の Title IV に定める「受給資格のある学生人口」の前提となる「受給資格の

根拠となる高等教育機関」を絞りこもうというねらいがあったと考えられる。たとえ

ば表５－３の６に示した「実質的所得就業率」に関する規則（Gainful Employment 

Regulation）は、ひとつの高等教育機関において、卒業生の連邦奨学金の債務履行率

が 35％以上であるか（直近数年以内に１ドルでも返還していれば債務は履行中である

と判断される）、卒業生の収入に対する奨学金の負債の割合が 12％以下であるか、あ

るいは卒業生の可処分所得に対する奨学金の負債の割合が 30％以下であるか、いずれ

かの条件に当てはまらなければ、連邦奨学金の受給資格を保障する高等教育機関とし

ての資格を失うという定めである。 

ただし表５－４に記したとおり、この規則にしたがって卒業生の経済状況および奨

学金返済の報告義務を負っているのは私立の営利機関であるか、あるいは非営利の高

等教育機関であっても学位につながらない教育プログラムであるか、あるいはアメリ

カ国外にあって、学生に連邦奨学金の受給資格が生じている機関である。つまり、今

回の Program Integrity Regulations においては、全体的に非伝統的・職業訓練指向

な高等教育機関を特にターゲットにして、「非効率な職業訓練校から学生を保護する」

（U.S. Department of Education、 2011）として、連邦奨学金の受給資格の根拠とな

る要件を厳しく適用することによって（Berker，2011）、連邦学生奨学金予算のカット

を推進することを視野に入れていると見ることができる。じっさい、2000 年度から

2010 年度までの高等教育法に基づく学生奨学金の伸びを見てみると、連邦の給付奨学

金予算が 2000年には 140億ドルであったものが 2010年度には 490億ドルと、約 250％

の増となっており、また貸与奨学金予算も同じ 10 年間に 435 億ドルから 1034 億ドル

に伸びている。インフレ率を考慮した実質的な伸び率は給付奨学金が 249％、貸与奨

学金が 139％で、連邦奨学金全体の伸び率は同様にインフレ率を勘案して過去 10 年間

で 164％となっている（College Board，2011a）。 
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表５－４．「実質的所得就業率」の報告義務を負うプログラム／負わないプログラム 

設置

種別 

国内営利機関 

国内中等後職業教

育機関 

国内公立機関 

国内非営利機関 

国外営利機関 国外公立機関 

国外非営利機関 

報告

義務

あり 

・学士/大学院学位

プログラム、履修

証明プログラム 

・教員免許プログ

ラム 

・学習障害者のた

めの認定総合接続

プログラム 

・非学位プログラ

ム、履修証明プロ

グラム 

・教員免許プログ

ラム 

・学習障害者のた

めの認定総合接続

プログラム 

・海外営利機関の

提供するプログラ

ムのうち連邦奨学

金受給制度の発生

する唯一の領域の

プログラムすなわ

ち医学保健のプロ

グラム 

・非学位プログラ

ム、履修証明プロ

グラム 

・教員免許プログ

ラム 

・学習障害者のた

めの認定総合接続

プログラム 

報告

義務

なし 

・2007 年 10 月以前

に地域アクレディ

テーションを受

け、2009 年１月以

前から提供されて

いるリベラル・ア

ーツの学士学位プ

ログラム 

・連邦奨学金受給

資格の発生するプ

ログラムへの入学

準備プログラム 

・学位プログラム 

・修業年限２年以

上で学士プログラ

ムに完全にトラン

スファーできるプ

ログラム 

・連邦奨学金受給

資格の発生するプ

ログラムへの入学

準備プログラム 

該当なし ・学位プログラム 

・修業年限２年以

上で学士プログラ

ムに完全にトラン

スファーできるプ

ログラム 

・連邦奨学金受給

資格の発生するプ

ログラムへの入学

準備プログラム 

 

財政緊縮を課題とするオバマ政権にあって、ペル・グラントを中心とした給付奨学

金を増加させることが政権の方針として堅持されており、教育予算全体は増加傾向に

ある（Wall Street Journal，2011）。それだけに、どのような学生が連邦奨学金の恩

恵を受けており、その結果がどのような効用を生み出しているのかという納税者の問

いに答えようとして定められたのがこの Program Integrity Regulations であり、と

りわけ Gainful Employment Rule にはその性格が強く負わされているとも考えること

ができる。特に、営利大学の学生に関しては、2009 年の統計でペル・グラント予算の

25％が営利大学の学生に給付されているのに対し、高等教育段階の学生全体の人口に

占める営利大学の学生の割合はフルタイム換算で 12％であり（College Board，2011a）、

非伝統的な高等教育機関の学生のために執行される高等教育予算の効果を問うという
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観点から、特に卒業後の経済状態という一点に重点を置いた高等教育のインパクトの

調査が、従来よりも厳しい基準で行われることになったと見ることができる。このよ

うな政策は、当然のことながら営利高等教育機関や職業訓練学校の反発を受ける反面、

営利高等教育機関に通う学生の多数を占めるアフリカ系・ヒスパニック系の市民団体

からは、「将来につながらない教育から学生を守ることができる」として歓迎の意見も

表明されている（Dervarics，2011）。 

 

３．学習成果アセスメントの事例 

ここまで見てきたように、高等教育を受けたことの学生へのインパクトをどのよう

に評価するかという政策議論においては、直接的に学力を測定するという立場や、卒

業後の経済状態を指標にするという立場など、様々な手法が提案されている。ここで

確認すべきことは、これらの手法は、主に外部質保証の手法として提案されており、

かつ、一部の高等教育機関において実施されているか、あるいは実施が見込まれてい

るということであり、同時に、あらゆる高等教育機関を対象として共通的に利用され

るような学習成果アセスメントのツールはいまだ開発されていないということである。 

ここでは視点を変えて、高等教育質保証に第一義的な責任を負う個別大学が、学習

成果のアセスメントのためにどのようなツールを用いているか実例を見ることにした

い。 

ジョージア州のスペルマン・カレッジは、アフリカ系アメリカ人の女子学生を教育

することを主たる使命としたリベラル・アーツ・カレッジである。同大学では近年、

学生の学習成果を記録するツールとして、ルーブリックとｅポートフォリオ・システ

ムを導入した。それ以前、この大学では MAPP と呼ばれる標準化された学外テストが、

学生の学修アウトカムを計測するツールとして広く使われていた。2011 年３月の時点

で、標準テストはまだ使われていたのだが、規模はより限定的になっており、教員集

団は標準化テストよりこれらルーブリックと e ポートフォリオをより信頼していると

いうことであった。 

スペルマン・カレッジの e ポートフォリオ・システムは学外の業者によって開発さ

れたものをライセンス契約する形で導入されており、大学は毎年新入生の数、すなわ

ち 600 件の新たなライセンス契約を行っている。この e ポートフォリオには文書だけ

ではなく、学生のビデオ作品や写真、学生が作曲した音楽などが保存できる。すべて

の情報にアクセスできるのは学部長と学生本人に限定して設定されており、授業を担

当する教員は、授業に関する限定された情報にアクセスすることができる。このよう

にして１年次から４年次までの学習成果を記録し共有化を可能にすることによって、

教育課程を経ていくなかでの個々の学生の成長を記録し評価に供することができると

いうのが e ポートフォリオである。 
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その e ポートフォリオの導入と前後して、スペルマン・カレッジでは学生の学習成

果を教員が共通のフォーマットで評価するために、アメリカ大学カレッジ協会

（Association of American Colleges and Universities: AAC&U）が開発した VALUE

ルーブリックを基礎に、学内で、学科ごとに共通して用いられるルーブリックを開発

した。VALUE ルーブリックとは AAC&U が、全米およそ 70 の高等教育機関の参画を得て

推敲している、「学士課程教育における学習の効果的な測定に関するプロジェクト

（Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education: VALUE）の成果であ

る。AAC&U では、先に述べたスペリングス・レポート以来の学習成果の客観化の政策

議論が進んでいた 2007 年前後から、これらルーブリックの開発を継続している。この

プロジェクトでは、具体的には、①「探求と分析」、②「批判的思考」、③「創造的思

考」、④「文章コミュニケーション」、⑤「口頭コミュニケーション」、⑥「読解」、⑦

「数値リテラシー」、⑧「情報リテラシー」、⑨「チームワーク」、⑩「問題解決」、⑪

「地域理解・国際理解と市民参加」、⑫「異文化理解と対応力」、⑬「倫理的思考」、⑭

「生涯学習の基礎と技術」、⑮「学習の総合と応用」という、アメリカの一般的な大学

の学士課程教育において共通的に養成されることが緩やかに合意されていると見なす

ことのできる複数の領域に関し、参加大学の教員がそれぞれの機関や部署で実際に用

いられているルーブリックを持ち寄って検討することによって、より標準的な段階別

の到達指標が開発されている（森、2011b）。ここで例に挙げたスペルマン・カレッジ

では学科ごとに共通のルーブリックを開発し、e ポートフォリオに記録された学生の

学習成果に基づきながら、成績評価を行っていることが聞き取り調査から明らかにな

っている。同大学では標準化テストからルーブリックおよび e ポートフォリオへの移

行が進行している状況にあるが、標準化テストがいわば人工的に学修アウトカムを評

価するツールであるのに対して、ルーブリックや e ポートフォリオは直截に現実を提

示していることも、スペルマン・カレッジの教員団がおおむね e ポートフォリオを歓

迎している理由でもあるとのことであった。 

 

４．学習成果アセスメントに関する議論のインパクト 

2008 年の高等教育法の修正に至るまでの政策論議は、従来のアクレディテーション

の枠組みに準拠しつつも、標準テストのような定量的な学習成果のアセスメントのた

めのツールを用いて、高等教育機関の効率を単純に比較できるようなシステム作りが

目指された。この方針は高等教育関係者の間に多くの議論を巻き起こし、実際にいく

つかの制度の改正も行われた。アクレディテーション団体の中には、アメリカ法曹協

会（American Bar Association: ABA）のように、過去５年間の司法試験の合格率をア

クレディテーションの可否の判断の基準として考慮するというような制度改革に至っ

たところもあれば（森、2008）、地域アクレディテーション団体のニューイングランド
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協会（New England Association of Schools and Colleges: NEASC）も、会員校に対

してリテンション率や就職率など、表５－５に示すような「学生の経験と学習成果を

理解するための、さまざまな質的・量的エビデンス」の例として提示した。ニューイ 

 

表５－５．地域アクレディテーション団体が提示する学習成果のエビデンスの例 

直接的指標

の例 

・ 機関が作成した専攻規模ないし機関規模の学力テスト 

・ 標準テスト 

・ 履修前テスト・履修後テスト 

・ 組織規模で行う使途を伏せた小論文テスト 

・ 学生の課題の成果やインターンシップに関する学内・学外の審査員によ

る評価 

・ 全国規模の資格試験での実績 

・ 学生の業績の集積（ポートフォリオ） 

・ 科目ごとの評価 

間接的指標

の例 

 

・ 同窓生・雇用者調査 

・ 機関規模・全国規模の学生調査 

・ 卒業直前面談 

・ インターンシップや留学などのプログラムへの参加率 

・ 卒業生追跡調査 

・ 大学院進学率 

・ 大学院入試合格率 

・ 専門分野における学生の実績 

・ リテンション率・編入率、就職率 

学習成果の

エビデンス

にはならな

いもの 

 

・ 教員の業績（学生が参画したものを除く） 

・ 科目の学生の間での人気 

・ 教員－学生比率 

・ 入学者数の増減 

・ 学生奨学金総額 

・ 学生の【人種的】多様性 

・ 助成金額 

・ 図書館の本の冊数 

出典：New England Association of Schools and Colleges、 Self Study Handbook、 2008 

 

ングランド協会では、これらの指標に基づく数値を学生の学習成果が上がっているこ

とのエビデンスとして報告することを 2007 年には機関が選択できる項目として設定

し、2011 年には原則として全会員校に対する要件としている。 
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このような動きに対して、AAC&U がルーブリックを開発するという、いわば学習成

果の数値的提示への動きへの反作用のような動きも生まれている。じっさいに、AAC&U

で VALUE プロジェクトを主導したローズ博士は下記のように述べてルーブリック開発

のモチベーションを説明している。 

「学生の学びに対する高等教育機関の説明責任が重くなるいっぽうで、指標として

使われてきたのは『学生が退学しない率』と『卒業率』というごく単純な数値だった。

これらの数値は高等教育の重要な側面を表しているが、しかしそれよりも、学生が実

際に大学の提供する教育内容を学んでいるということが重要なのであり、かつその学

びの質が高いことが重要なのである。そして政治家や、一部の高等教育界の有識者た

ちは学生に標準化テストを受験させることでかれらの学びの質を測ろうとしてきた。

実際には多くの大学が、限られた数の学生の入学時と卒業直前のテストの点数に依拠

しており、そこから分かるものは単に２時点における少数の学生の静的な状態でしか

ない。かつ、得られた点数が学生や教員によって活用されることは（あるいはかれら

に報告されることも）まれである。標準化テストから得られる情報は多くはなく、教

授法やカリキュラム改革に反映される要素や教授と学習の質の向上に貢献するような

要素も少ない。戦略としては望み薄である。」（Rhodes，2009） 

 

５．おわりに 

高等教育が実効を上げていることを、学生の学習成果を示すことによって証拠立て

ることは、冒頭にも述べたようにゼロ年代初頭からのアメリカ高等教育を巡る議論の

ひとつの大きなトレンドであった。その「証拠立てる」という営みをいかにするか、

連邦規模での共通的なルールづくりは実現せず、法令としては Program Integrity 

Regulations のような、機関の種類別にインパクトの異なる新たな規制が生まれた。

そのいっぽうで、AAC&U が提唱するような成績評価の共通枠組みを導入する高等教育

機関もあれば、標準テストも利用されている。アクレディテーション団体は独自に学

習成果を評価したり、あるいは高等教育機関による学習成果の評価の定量化に踏み出

している。10 年に亘る、高等教育における学生の学習成果を重視するという政策議論

のインパクトは多様な機会に異なる態様で発現しているというのが現段階の実態であ

るといえよう。2008 年の高等教育法修正前後の議論を経て、今後少なくとも次の修正

までは、異なるプレイヤーごとに、学習成果を評価する手法の最適化が図られること

が推測される。 
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