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第 10 章 メキシコにおける高等教育の質保証と 

学習成果アセスメント 

―導入経緯とその社会的意義― 

 

牛田 千鶴 

（南山大学） 

 

メキシコでは、1970 年以降の約 30 年間に、私立大学の激増を背景とし

て高等教育機関数は 10倍以上に、また学生総数は約８倍に膨れ上がった。

こうした状況は大学間の質的不均衡を顕在化させ、卒業率の低さや卒業者

の就職難という社会問題を引き起こした。1991 年には高等教育機関相互評

価委員会（CIEES）が設置され、2006 年までに累計約 3,000 もの教育プロ

グラムが外部評価を受けるに至った。1994 年には、全国高等教育評価セン

ター（CENEVAL）が開設され、相次いで学習成果アセスメント・ツールと

しての各種試験が導入された。試験結果は、個人の能力を大学院あるいは

雇用者等に証明するものとして全国的に通用する。また 2000 年には、高

等教育認証審議会（COPAES）が発足し、次々と出現する認証評価機関の適

格性を審査・保証し、公正な認証評価の取り組みを浸透させていくことと

なった。今後ますます高等教育のマス化が進行するであろうメキシコ社会

では、大学等における専門教育の質保証や学習成果アセスメントに関わる

取り組みが、いっそうその意義を増していくに違いない。 

 

 

１．はじめに 

メキシコにおいて近年、高等教育の質保証ならびに学習成果アセスメントが強く求

められるようになってきた背景には、1970 年代以降の大学の急増がある。とりわけ

1982 年の債務危機を経た 1980 年代半ば以降には、国際通貨基金（IMF）・世界銀行主

導による構造調整（Structural Adjustment）政策下での規制緩和により、その傾向に

拍車がかかった。1970 年から 2001 年までの約 30 年間で大学数は 10 倍以上（118 校か

ら 1,311 校）に増え、学生数も約８倍（271,275 人から 2,156,470 人）に膨れ上がっ

た（COPAES，2003, p.3）(1)。70 年代において学生数急増の主な受け皿となったのは、

政府からの財政的支援を享受していた国公立大学であったが(2)、80 年代には公的教育

予算の削減とともに、私立大学における受け入れ学生数が飛躍的に伸びた。 

小規模私立大学の増加と学生数の膨張は、大学間の質的不均衡を顕在化させ、卒業

率の低さ(3)や卒業者の就職難という社会問題を引き起こした。本稿ではまず、そうし

た事態に呼応しメキシコの高等教育の質保証システムがどのように整備されてきたの

かについて概観し、また具体的な学習成果アセスメント・ツールの特徴を紹介した上

で、質保証および学習成果アセスメントの導入が同国において及ぼした社会的影響や

取り組みの意義に関し考察する。 
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２．質保証システムの整備 

メキシコでは、1989 年に全国高等教育評価委員会（CONAEVA：Comisión Nacional para 

la Evaluación de la Educación Superior）が設置され、高等教育機関に自己点検評

価制度が導入された。これに先立つ 1984 年には、研究者国家認定制度（SNI：Sistema 

Nacional de Investigadores）が発足し、個々人の申請に基づく大学教員・研究所研

究員等の登録と評価が行なわれるようになった。審査の結果、国家の発展に寄与する

優れた研究業績を持つと認定されれば、政府より研究助成金・報奨金などのインセン

ティブも与えられる。SNI による認定は、国家認定研究者（Investigador Nacional）

I/II/III に、大学院修了直後の研究者を対象とする准国家認定研究者（Candidato a 

Investigador Nacional）を加えた４つの等級から成る。III が最も高い水準であり、

各大学がホームページ上で所属教員・研究員の人数を国家認定研究者としての等級別

に示すなど、研究・教育の質を証明する権威ある指標のひとつとして活用されること

となった。 

1991 年には高等教育機関相互評価委員会（CIEES：Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior）が設置され、メキシコ国内各地の大

学等に所属する当該分野の著名な研究者による機関相互間での外部評価の取り組みが

始まった(4)。同委員会はその傘下に９つの専門評価委員会を有し(5)、教育内容や研究

実績、経営状況などに関する現状分析を行なった上で、各機関における質的向上のた

めの改善策を提示する。CIEES により実施された外部評価件数の推移は図 10－１に示

すとおりであるが、2003 年２月時点では大学の学部・学科等 2,609 の教育プログラム

が評価を済ませ、424 が審査過程にあった。また、国公立大学のうち 17 校については

すべての学部・学科で外部評価を済ませていた。その後、2006 年までには、累計で約

3,000 もの教育プログラムが評価を受けるに至った(6)。 

1994 年には、個々の学生（および卒業生）の学習成果の測定を通じ高等教育機関に

おける教育の質を保証すべく、全国高等教育評価センター（CENEVAL：Centro Nacional 

de Evaluación para la Educación Superior）が開設された。次節で詳述する学習成

果アセスメント・ツールとしての各種試験を作成し実施してきた同センターは、1971

年に開催さ れた 全 国高等 教育機関協会（ ANUIES： Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior）(7)総会での合意に基づき設

立されたものである。 

また 1998 年の ANUIES 総会では、全国高等教育認証評価システム（Sistema Nacional 

de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior）の強化推進が確認された。

上述の CIEES は、教育プログラムの現状分析に特化した評価システムを浸透させてき

たが、これに加え、高等教育機関の適格認定を実施する必要性が強く認識され、2000
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年には、高等教育認証審議会（COPAES：Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior）が発足した。COPAES は、メキシコ公教育省（SEP: Secretaría de Educación 

Pública）と ANUIES の協力下で設置されたものであり、次々と出現する認証評価機関

の適格性を審査・保証し、公正な認証評価の取り組みを浸透させていくことで、メキ

シコにおける高等教育機関の質保証に貢献することを目的とする。2002 年には 10 の

認証評価機関が適格であると認定されたが(8)、これらの機関は、COPAES が定めた評価

基準（Marco General para los Procesos de Acreditación de Programas Académicos：

『学術プログラム認証過程一般枠組』）に基づき、対象となる高等教育機関の認証評価

を実施する。COPAES は、認証評価機関そのものの適格性を公式に認定することで、そ

れら機関による認証評価結果の信頼性を高める役割を果たすとともに、認証評価機関

による最終報告書の指摘に納得のいかない高等教育機関からの異議申し立ても受け付

ける。その際には、COPAES が指名する専門家の立ち会いの下、認証評価機関に再審査

を依頼することとなる。 

 

 

 

図 10－１．高等教育機関相互評価委員会（CIEES）による 

外部評価件数の推移（1991 年～2003 年） 

出所：COPAES, 2003, p.46 

 

３．高等教育機関卒業者を対象とする学習成果アセスメント・ツール 

前述の通り ANUIES は、CENEVAL を通して大学院の入学試験や学士力認定試験等の作
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問と実施を行なってきた。2009 年までの 15 年間で 2,100 万人（メキシコ人５人に一

人の割合）が何らかの CENEVAL の試験を受験しているが(9)、高等教育機関における学

習成果を測るための各種試験の特徴・機能は次の通りである。 

 

1) 大学院入学試験（EXANI-III：Examen Nacional de Ingreso al Posgrado） 

1994 年に始まった高校入学試験（EXANI-I）や大学入学試験（EXANI-II）に続き、

1997 年には大学院入学試験（EXANI-III）も導入された。学識者や研究者、高等教

育機関や州政府教育関連部局の代表者らによって構成される専門家会議（Consejo 

Técnico）の定めた基準や方針に即し、CENEVAL が試験を作成する。入学希望者全員

に受験を義務づけている大学院もあり、奨学金応募の際の能力証明手段としても活

用されている。 

EXANI-III は機関評価のためのものではなく、あくまでも個人レベルのアセスメ

ント、すなわち累積的学業能力の判断資料として機能している。試験で測定される

のは、一般的技能としての言語的・数学的論理づけ能力、推論・分析・総括能力、

情報処理能力（情報の整理・収集・理解）等である（ニュッシュ、2008 年、17 頁）。 

設問は四者択一式で、試験時間は４時間である(10)。研究者を目指す場合と専門

家・実務家を目指す場合とで一部出題内容は異なるが、測定される能力、設問（計

130 問）の内訳については次の通りである。 

・基礎能力（試験全体に占める割合：46％） 

論理的・数学的思考力（30 問）＋言語的思考力（30 問）＝計 60 問 

・情報処理能力（試験全体に占める割合：54％） 

研究の方法・技能＊（30 問）＋情報通信技術（20 問）＋英語（20 問） 

＝計 70 問 

＊ 専門家・実務家養成を目的とする大学院進学希望者に対する試験においては、「プロジェクト

開発の方法・技能」に関わる設問（同じく 30 問）となる。 

受験希望者はインターネット（CENEVAL 公式 Web ページ）を通じて申し込みをし、

クレジット・カードまたは銀行振り込みによって受験料を支払う(11)。オンラインで

申し込みを済ませると、画面上で受験票が発行されるので、それをプリントアウト

して受験会場に持参する。受験後 14 日を経て、試験結果を同 Web ページにて確認

することができる。２カ月おきに年間計６回実施される EXANI-III であるが、1997

年の導入以来、2008 年までに 10 万人以上が受験している(12)。 

 

2) 学士課程卒業総合試験（EGEL：Examen General para el Egreso de la Licenciatura） 

新設大学の激増を背景として、アカウンタビリティ要請に応える達成度評価として
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1994 年に導入された。学士課程を修了した学生を対象とする卒業試験で、33 の専攻分

野に関し、それぞれに必須とされる知識と技能が測定される。公的機関による補足的

資格として全国的に通用し、就職活動等に際しては、個人の能力を雇用者に証明する

ものとして機能する。高等教育機関または学生個人が任意で参加（受験料は学生自身

が負担）する。1,300 満点中 1,000 点以上であれば合格、すなわち当該分野における

十分な能力・専門性があるとみなされ、1,150 点以上の成績が取れれば優秀者とされ

る。 

EGEL は当初、４つの専攻分野（会計学、経営学、獣・畜産医学、看護学）の試験を

提供するのみであり、受験者数は 3,000 人を少し超える程度であった。今日では、上

述の通り 33 の異なる学士課程向けの試験を備え、2006 年には７万 5,000 人以上の受

験者があった。メキシコにおける高等教育機関全体の卒業者数に占める受験者数の割

合は、専攻分野によってややバラつきが見られる。2007 年時点では、看護学関連学部・

学科卒業生のうちの 88％が、またマーケティング学関連学部・学科の同 62％が EGEL

を受験した。受験者数はそれ以前の 2005 年から 2006 年にかけて著しく増え、表 10－

１に示す通り、農畜産学で約 98％、電気工学で約 62％、獣・畜産医学で約 60％の増

加率となった。実数では、法学が最多受験者数を更新して１万人を超え、経営学で約

8,200 人、経理・会計学で約 7,700 人、総合医学で約 6,700 人に上った（CENEVAL，2007，

pp.2-3）。2010 年には 10 万 5,000 人以上が受験し、1994 年の導入以来 2011 年までの

EGEL 受験者総数は 75 万人に達した(13)。 

 

表 10－１．学士課程卒業総合試験（EGEL）受験者数と増加率（2005‐2006 年） 

EGEL 種別 2005 年受験者数 2006 年受験者数 増加率（％） 

経営学 6,727 8,195 21.8 

経理・会計学 6,761 7,738 14.5 

情報処理学 640 615 -3.9 

農業工学 134 156 16.4 

農業植物学 333 351 5.4 

農畜産学 99 196 98.0 

薬学 703 743 5.7 

商学・国際貿易学 2,737 3,413 24.7 

法学 8,498 10,280 21.0 

経済学 - 566 - 

看護学 2,857 3,378 18.2 

情報科学 2,091 3,051 45.9 

情報工学 1,219 1,670 37.0 



188 

 

産業工学 3,077 4,174 35.7 

土木工学 826 1,138 37.8 

電気工学 65 105 61.5 

電子工学 1,214 1,833 51.0 

機械工学 558 712 27.6 

電気機械工学 471 535 13.6 

ソフトウェア工学 1,475 2,052 39.1 

化学工学 581 729 25.5 

マーケティング学 2,997 4,095 36.6 

総合医学 6,284 6,709 6.8 

獣・畜産医学 849 1,357 59.8 

歯学 1,900 2,307 21.4 

教育学 2,219 2,208 -0.5 

臨床心理学 1,928 2,808 45.6 

教育心理学 623 861 38.2 

産業心理学 658 782 18.8 

社会心理学 216 263 21.8 

化学 174 201 15.5 

観光経営学 1,692 1,902 12.4 

観光計画開発学 194 136 -29.9 

計 60,800 75,259 23.8 

出所：CENEVAL, 2007, p.6(14) 

 

3) 技術系大学卒業総合試験（EGETSU：Exámenes Generales para el Egreso del Técnico 

Superior Universitario） 

技術系大学間包括連絡会（ CGUT: Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas）、技術系諸大学、CENEVAL の間で 1999 年に協定が結ばれ、2000 年に導

入された、技術系専門分野に関する卒業試験である。EGEL 同様、補足的資格として全

国的に通用し、個人の能力を雇用者に証明するものとして機能する。全国 48 の技術系

高等教育機関の卒業年次生全員が受験する(15)。 

EXANI-IIIや EGELが、高等教育機関または学生個人が受験申し込みをするのに対し、

EGETSU は技術系高等教育機関が所定の日時に実施される全国試験に一括して受験申

請を行なう。試験結果については、高等教育機関が機関用結果概要を受け取り、学生

個人には自己の得点を示す試験結果報告書が届けられる（ニュッシュ、2008 年、22

頁）。 
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EGETSU の試験時間は６時間で、１時間以下の休憩をはさんで３時間ずつの２部構成

で実施される。設問は 250 問だが、社会・経済関連問題や IT・英語など、全学部・学

科に共通の一般基礎能力分野の設問が 30%、また専攻によって異なる専門技術分野の

設問が 70%を占める。バイオテクノロジー、グラフィック・アーツ、農産加工処理、

外国語、材料化学、品質管理システムなど、30 種の異なる技術系専門分野に対応する

試験が準備されている。EGEL 同様、CENEVAL 独自の採点法に即して 700 点から 1,300

点の範囲で測定され、1,150 点以上には優（Sobresaliente）、1,000 点から 1,149 点ま

では良（Satisfactorio）の証書が授与される(16)。 

 

４．おわりに－質保証および学習成果アセスメントの社会的影響と意義－ 

近年のメキシコでは、規制緩和の波に乗った民間の高等教育機関が雨後の筍のごと

くに出現し、中産階層の親世代の教育関心やニーズの高まりを背景に、その子ども世

代を着々と取り込んできた。奨学金を得て大学で学び、しかるべき学位を取得して、

より高収入で社会的評価の高い職に就く、といった期待が、高等教育機関への需要に

拍車をかけた。グローバル化の進む時代にあって、国内外での就職戦線でより積極的

な活動を展開できるよう、息子や娘の進学を支援する親のすそ野も格段に拡がったの

である。 

一方メキシコ政府は、激増する高等教育機関間の質的格差の拡がりに一定の歯止め

をかけ、第三者機関あるいは公的機関が統一基準を設けて当該機関の教育・研究状況

を評価し適格性を認証することで、高等教育機関の質を保証する取り組みを展開して

きた。前述の通り、高等教育機関相互評価委員会（CIEES）を通じた外部評価の推進や、

全国高等教育認証評価システムの強化等がそれである。 

しかしながら、外部評価や認証評価の取り組みが浸透していく一方で、高等教育機

関における教育・研究水準の改善が期待通りに図られてきているとは言い難い現実も

明らかとなっていった。メキシコの有力紙『ラ・ホルナダ（La Jornada）』は、2007

年２月５日付社会欄に「メキシコの高等教育に新自由主義が及ぼした影響」と題する

論説を掲載し、同国政府が積極的に推し進めてきた質保証の取り組みに、ある種の疑

問を投じている。同記事で紹介されたのは、メキシコ国立大学研究員カサノバ・カル

ディエル（Hugo Casanova Cardiel）氏の見解であった。彼は、メキシコでは高等教育

の“近代化”を掲げた新自由主義政策が導入されて以来、私立大学が激増したが、認

証評価の取り組みが大学教育の質的向上にどれほどの影響を及ぼしてきたのかは依然

として明確ではない、と指摘する。 

メキシコにおいてはとりわけ、1970 年代以降に急増した私立大学の質保証が問題と

されてきた。2009 年には、学部や大学院の２万 1,100 以上のプログラムを擁する約

1,600 の私立高等教育機関が存在したが、公教育省（SEP）は、それらのうち適格な質



190 

 

を保持していると認められたのは 538 校に過ぎず、標準的水準に達していないプログ

ラムがあまりにも多いとして懸念と憂慮を示した(17)。 

メキシコでは、質保証に関わる取り組みと併行し、学習成果アセスメントとしての

統一試験の実施が積極的に展開されてきた。こうした試験が、高等教育機関における

教育成果の指標として妥当といえるかどうかについては、より詳しい分析が必要とな

るであろうが、課程修了者の知識や技能を社会的に保証し得る(18)という意味において、

少なくとも受ける側を利するものであることは確かである。 

メキシコが先進国の仲間入りを目指して OECD に加盟したのは、北米自由貿易協定

（NAFTA）発効と同年の 1994 年であった。経済成長や社会開発の推進には、それを担

うにふさわしい資質を備えた人材の育成が不可欠である。しかし、教育の充実化に努

めてきたメキシコ政府の取り組みにもかかわらず、2010 年時点で 25 歳から 34 歳の年

齢層の全人口に占める高卒者（高校卒業の学歴保有者）の割合は 44％で、OECD 加盟国

平均値 80％のほぼ半分にすぎなかった(19)。高校卒業が大学入学の基本的資格要件であ

ることからすれば、大学進学者の人口層にも依然として限りがあるという現状がここ

からも読み取れる。 

とはいえ、大学に学ぶ若者たちの数は近年増加の一途をたどってきた。2010 年には

高等教育機関への進学率がほぼ 30％となり、学生数も約 310 万人に達した。2020 年に

は 430 万人に増えると推計され、そうした需要に応じるには、年間 12 万人ずつの新た

な受け入れ枠を高等教育機関側が準備していく必要があるとされている（Del Val，

2010，p.13・p.23）。今後もますます高等教育のマス化が進行するであろうメキシコ社

会では、高等教育機関における高度な専門教育の質保証や学習成果アセスメントに対

する社会的要請がさらに高まり、そうした取り組みの意義は一段と増していくに違い

ない。高等教育に携わる各機関の、教育・研究分野における絶えざる質的向上の真摯

な努力がいっそう求められるところである。 

 

［注］ 

(1) COPAES の同資料によると、1970 年当時の高等教育機関は、国公立が 82 校で私立 36

校の倍以上であったが、2001 年には国公立が 465 校、私立が 846 校となり、後者のほ

うが前者の倍近くを占めるに至った。 

(2) 特に首都圏にあるメキシコ国立自治大学と国立ポリテクニコ大学への学生の集中が

著しく、1970 年代後半における学生数は前者が 15 万人、後者が 7.7 万人に達し、い

ずれも超マンモス大学と化していた（斉藤、2004 年、112 頁）。 

(3)「国家教育計画 2001-2006 年（Programa Nacional de Educación 2001-2006）」におい

ては、大学卒業率が平均 50％、大学院修了率は同 40％ほどと指摘されている。 

(4) 評価は次のような手順で実施される。まず、評価を申請する機関・学部から文献資料
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や自己評価報告書などの提出を受け、30～40 日間かけて事前審査が行われる。その後、

専門評価委員会委員が１～５日間の視察調査をし、さらに 30～60 日間かけて、改善

勧告を含む最終評価報告書を作成の上、当該機関の学長や学部長に直接報告する（斉

藤、2004 年、116 頁）。 

(5) 1991 年にまず、管理運営部門委員会、農学・畜産学委員会、工学・科学技術委員会、

自然・純粋科学委員会といった４つの専門評価委員会が設置され、1993 年にはさらに、

医学・保健衛生学委員会、社会科学・経営学委員会、教育・人文学委員会、文化振興

委員会が加わった。翌 1994 年には、建築・デザイン・都市工学委員会が新たに設置

されて、計９つの専門評価委員会となった。（ CIEES 公式 Web ページ参照

http://www.ciees.edu.mx/ciees/quesonciees.php ／ アクセス日：2012 年２月 10

日） 

(6) COPAES 公式 Web ページで紹介されたデータによる。

（http://www.copaes.org.mx/home/Antecedentes.php ／ アクセス日：2012 年１月

24 日） 

(7) ANUIES は、26 の高等教育機関が加盟する非政府団体として 1950 年に設立された協会

である。メキシコにおける高等教育の質的向上と統合的発展に貢献することを目的と

する。2011 年現在では、国内全学生の 80％を擁する 159 機関が加盟している。 

(8) 工学教育認証審議会（Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería）、

心理学教育研究全国審議会（Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 

en Psicología）、獣医学・畜産学教育全国審議会（Consejo Nacional de Educación de 

la Medicina Veterinaria y Zootecnia）、経理・経営学教育全国審議会（Consejo 

Nacional para la Enseñanza en Contaduría y Administración）など、10 の認証評

価機関が COPAES により認定された。 

(9) CENEVAL 公式 Web ページ上に掲載された記事“1994-2009: 15 años de ser bien 

aplicados”による。

（http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=2927 ／ アクセス

日：2011 年７月４日） 

(10) 試験に際しては、筆記具のほか、電卓の使用が認められている。 

(11) 2009 年の受験料は 321 ペソ（メキシコ・ペソ）であった。当時の為替レートで日本

円に換算すると、約 2,250 円となる。 

(12) CENEVAL 公式 Web ページ上の“EXANI-III: Examen de Ingreso al Posgrado”と題す

る頁による。

（http://www.ceneval.edu.mx/portalceneval/index.php?q=info.fichas.ficha7 

／ アクセス日：2009 年５月 21 日） 

(13) CENEVAL 公式 Web ページ上のニュース欄に掲載されていた“Presencia del Ceneval en 

http://www.ciees.edu.mx/ciees/quesonciees.php%20／アクセス日：2012
http://www.copaes.org.mx/home/Antecedentes.php
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=2927
http://www.ceneval.edu.mx/portalceneval/index.php?q=info.fichas.ficha7
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la Conferencia Internacional‘Modeling and Measurement of Competencies in 

Higher Education’”と題する 2011 年３月 11 日付の記事による。

（http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1697 ／ アクセス

日：2011 年７月４日） 

(14) 増加率については、統一のため、原表に掲げられていた数値の小数点以下第２位を

四捨五入して同第１位までを示すこととした。 

(15) 卒業生も出身校で受験できる。 

(16) CENEVAL 公式 Web ページ上の“EGETSU: Exámenes Generales para el Egreso de 

Técnico Superior Universitario”と題する頁による。

（http://www.ceneval.edu.mx/portalceneval/index.php?q=info.fichas.ficha50 

／ アクセス日：2009 年５月 21 日） 

(17) 2011 年７月９日付の『エル・インフォルマドール（El Informador）』紙に掲載され

た「メキシコにおける私立大学の増加」と題する記事による。 

(18) メキシコの政府機関は標準試験を、学生が就職や進学の際に履歴書に記載できる、

全国的に認知された特別資格として設計している。政府は、雇用者や大学院が学生

の能力を判断する資料として、試験結果の提示を求めることを奨励している（ニュ

ッシュ、2008 年、39 頁）。 

(19) OECD メキシコ支部 Web ページ上に掲載された、“Panorama de la Educación 2010: 

Elementos clave sobre el estado de la educación en México”による。

（http://www.oecd.org/document/4/0,3746,es_36288966_36288553_45958020_1_1_

1_1,00.html ／ アクセス日：2012 年２月 11 日） 
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