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高等教育研究　第 23集（2020）

　導入から 16年が経過した認証評価は，その目的である質の保証・改善に
ついては一定の成果がみられる一方，「社会への説明責任」は十分に果た
しきれていないことへの懸念が示されてきた．法令適合性を重んじた外形
的評価の限界や質保証の国際スタンダード化を背景として重点評価項目と
なった内部質保証には，今後，学生が身に付けるべきアウトカムを基軸と
した「学位プログラム」の構築をはじめ，教育プログラムの質保証のより
一層の充実が求められる．学修者主体の教育と学位等の国際通用性の確保
を目指し，認証評価が高等教育と社会とを結びつけるプラットフォームと
して機能していくために，社会的目線を伴うアウトカムに紐づいた参照基
準や資格枠組みなどを，質保証制度に組み込んでいくことが重要である．

はじめに

　現在，日本の高等教育を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており，大学
財政の逼迫，グローバリゼーションに伴うヒトや機関，教育プログラムの国
際モビリティの活性化，大学入試制度改革や高大接続，即戦力をもった人材
養成を目指す専門職大学の新設，産業界との連携，AIなどの技術革新によ
る就業構造の変化への対応など，多岐にわたる議論が進められている．さら
に，18歳人口の減少による大学入学者数や労働力人口の縮小への大きな懸
念のもと，政府は外国人留学生や社会人学生（リカレント教育）の受入れ拡
大政策を強化している．また，予測困難な時代を前に，大学での学びの変革
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も強く求められ，個々の教員が教えたい内容ではなく，学生が「何を学び，
身に付けることができるのか」を実感できるような学修者主体の教授学習観
への転換や，体系的なカリキュラム構築を含む効果的な教学マネジメントの
必要性が謳われている（中央教育審議会 2020）．あらゆる側面から，高度で
複雑な要求に応えることが期待される中で，各大学は教育研究活動等の質を
包括的に担保する「質保証」活動を進め，その成果を社会に発信していくこ
とが求められている．現在は特に，大学が自らの質を保証し，改善への努力
を図る「内部質保証」を充実させ，それを第三者評価によって社会に説明す
るといった認証評価制度をいかに効果的に機能させるかが重要な議論の一つ
となっている．我が国に認証評価が導入されてから 16年の年月が流れた今，
認証評価は大学や社会に対してどのような影響や効果をもたらしてきたの
か．また，どのような反省点や課題が残されているのか．本稿では，認証評
価をめぐる議論を振り返り，その課題や展望について考察する．

1．日本における認証評価の成り立ちと背景

　2004年，学校教育法に基づいて日本に導入された認証評価は，国による
事前規制を弾力化し，設置後の大学等の組織運営や教育研究活動等の状況を
定期的に事後確認するといった規制改革政策の一つとして打ち出された第三
者評価である．文部科学大臣が認証した「認証評価機関」から国公私全ての
大学・短期大学・高等専門学校は，7年以内に一度（専門職大学院は 5年以
内に一度）評価を受けることが義務づけられている．法科大学院は他の認証
評価とは位置づけが異なり，「適格認定」の可否について判定が下される．
　大学機関別認証評価を行う組織としては，大学基準協会，大学改革支援・
学位授与機構，日本高等教育評価機構，短期大学基準協会の他，2019年 4

月に公立大学協会を設立母体とする一般財団法人大学教育質保証・評価セン
ターが新設され，同年 8月に文部科学大臣から認証評価機関として認証され
た．大学教育質保証・評価センターの設立背景には，それぞれ特有の法令を
もつ地方自治体を設置者とする公立大学の管理・運営面での特殊性が各評価
機関に理解されにくいことが一つの契機としてあった（奥野 2020）．また，
分野別認証評価については，2014年に専門職高等教育質保証機構が立ち上
げられた他に，専門職大学院の認証評価を行う機関が複数存在している．
　大学が評価を行うことについては，既に 1991年に自己点検・評価制度が
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努力義務化され，2002年には教育・研究・組織・運営・施設設備の状況に
ついて自ら点検評価を行い，その結果を公表することが課せられている．現
行の認証評価制度は，それを第三者の立場から評価することを前提とし，大
学は主に法令適合性等の観点から大学設置基準等に基づく教育研究環境（教
員組織・教育課程・施設設備等）の確認と，認証評価機関が定める基準に沿っ
た評価を受けることとなっている．すなわち，認証評価の評価基準には，①
教育研究上の基本組織，②教員組織，③教育課程，④施設設備，⑤事務組織，
⑥三つの方針（卒業認定・学位授与方針，教育課程編成・実施方針，入学者
受入れの方針），⑦教育研究活動等の状況に係る情報の公表，⑧内部質保証，
⑨財務，⑩その他の教育研究活動等の事項を含めることが定められている．
認証評価の目的は，認証評価機関が評価結果を公表することにより，1）大
学等が社会による評価を受けること，評価結果を踏まえて，2）大学自らが
改善を図ること，と大きく 2つある（中央教育審議会 2009）．前者は「説明
責任（accountability）」，後者は「改善（improvement）」に関わり，認証評
価にはこの 2つの役割が期待されたのである．

2．認証評価の影響と効果

　導入から 16年が経過し，第 3期に突入した認証評価は，これまで大学や
社会にどのような影響をもたらしてきたのか．この問いに明確に答えるのは
容易なことではないが，認証評価をめぐる議論を振り返り，まとめてみたい．
（1）認証評価の検証からみえるもの
　認証評価の目的である，1）大学等が社会による評価を受ける，2）大学自
ら改善を行う，がどこまで達成されてきたのか．まずは，評価機関が大学に
行ってきた第 2期機関別認証評価に関する検証結果を確認する．日本高等教
育評価機構（2017）が評価対象大学に行った調査（n＝80）では，「認証評価が，
大学の改革・改善を支援・促進する契機になった」と認識している大学が
92.4％あることがわかった．大学改革支援・学位授与機構（2020）が対象大
学に実施したアンケート結果（n＝123）によると，認証評価を受けたこと
により，「質の保証」「改善の促進」につながったと認識している大学はそれ
ぞれ 8割以上であり，認証評価の目的である質の保証・改善が一定程度達成
されていると解釈できる．さらに大学は，自己点検・評価が，教育研究活動
等についての「実態の把握」「課題の把握」に有効であると認識している一方，
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認証評価は「改善の促進」「組織の運営改善に向けての教職員の意識変化」「個
性的な取組の促進」に効果があり，第三者からの指摘がインセンティブとし
て機能していることが示されている．また，大学基準協会（2019）が大学に行っ
た検証（n＝307）では，大学は認証評価を受けたことにより，「課題の明確化」
「課題への改善取組」「教育研究の質保証」「教育研究の質向上」「ステークホ
ルダーへの説明責任」「内部質保証システムの機能化」「内部質保証への教職
員の理解」などについて効果を実感しており，さらに各項目において，認証
評価の方が自己点検・評価よりも大きい効果を得られたと認識していること
が明らかにされた．自己点検・評価だけではなし得ない認証評価の効果とし
て，第三者評価を受けたことが学内の意識向上につながったことや大学の課
題把握や改善促進に有効であったことが確認できる．
（2）学士課程修了者の能力に対する社会的評価の把握
　社会からの評価という観点において，学士課程修了者が雇用者に評価され
た具体的能力の傾向が把握できる点は認証評価を実施したメリットの一つと
いえる．卒業生がどのような知識やスキルを身に付けたかが社会から問われ
ている現在，経済産業界からは，「主体性」「実行力」「課題設定・解決能力」「誠
実さ・責任感」など（ベネッセ教育総合研究所 2013；日本経済団体連合会
2018），官公庁からは，「人間力（内閣府）」，「就職基礎能力（厚生労働省）」，「社
会人基礎力（経済産業省）」，「学士力（文部科学省）」と多様な能力枠組みが次々
に提示され，社会が求める能力については情報が溢れている．一方で，雇用
者が実際に評価した学士課程修了者の能力については，その実態が十分に発
信されてこなかった．図 1および図 2は，大学改革支援・学位授与機構が行っ
た第 2期機関別認証評価の評価報告書（2012～2018年度）の分析（観点 6―2

―②：就職先等からの意見聴取に関する記述データ）に基づき，雇用主が高
く評価した，あるいは弱いと感じる学士課程修了者の能力の傾向を示したも
のである．高く評価された能力には，「真面目，常識，マナー，誠実さ」な
どの基本的態度・資質が圧倒的に多い．次に「専門知識・技能」が続き，「協
調性」「主体性」「課題発見力」「論理的思考力」「問題解決力」「実行力」な
どが高く評価された大学数は急減している（図 1）．また学士課程修了者に
対して弱いと感じる能力として，「英語力」「国際感覚」が上位に挙がり，グ
ローバル化への対応力が求められている（図 2）．このデータの対象の多く
が国立大学（さらに評価報告書の該当箇所に記述のあった大学に限る）であ
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るなど側面的なデータとなるが，社会から高く評価された能力や改善が期待
される能力について複数大学の傾向として把握できることは，認証評価の一
つの成果といえる．

3．認証評価の反省と課題

（1）法令遵守志向と評価疲れ
　認証評価の反省点として，評価のこれまでの関心が学校教育法や大学設置
基準に適合しているかどうかという法令遵守の厳格なチェックにとどまり，
大学自身が質をどのように向上させていくのかという点が十分に強調されて
いなかったことが指摘されている（中央教育審議会 2016a）．経済界からは，
現在の認証評価制度では，ほとんどの大学が「適合」の評価を受けており，
最低基準の質をクリアしたといった結果では，社会が大学を評価する判断材
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図 1　認証評価からみた「学士課程修了者について雇用者が高く評価した能力」
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図 2　認証評価からみた「学士課程修了者について雇用者が弱いと感じる能力」
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料としては不十分であり，依然，入学偏差値と評判に頼らざるを得ないといっ
た批判的な声もある（経済同友会 2013）．また，「評価疲れ」の問題も長ら
く指摘されており，各種評価と複数の調査業務への対応に膨大な時間と手間
がかかり，大学現場や評価機関の負担が大きいことも課題として示されてき
た．
（2）社会への説明責任の問題
　認証評価の目的である大学教育の質の保証や改善は一定程度達成されてい
ることが確認できる一方で，社会への説明責任を果たす目的は十分に達成さ
れていないことへの懸念がある．認証評価の社会的認知度は十分ではなく，
社会の理解と支持が弱い点は，評価機関自身も含め各所で繰り返し指摘さ
れてきた（中央教育審議会 2016a；大学改革支援・学位授与機構 2020；大学
基準協会 2019）．ここでいう社会とは，大学等への入学希望者，学生，保護
者，高校関係者，雇用主，地域社会あるいは広く一般市民，場合によっては
国際社会といってよいだろう．この点において，「情報公表」のあり方が課
題の一つとなる．大学情報の公表を徹底し，適正な社会的評価を確立するこ
との重要性については，『大学改革実行プラン（2012）』，『高大接続改革実行
プラン（2015）』，『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（2018）（以
下，グランドデザイン答申）』など複数の政策文書で謳われており，IR体制
や大学ポートレートなどインフラの整備が進められてきた（中央教育審議会
2018；文部科学省 2012；2015）．認証評価機関も，評価結果の要約や大学の
優れた取組などを英訳して海外に発信したり，これまで大学のみに通知して
いた評価後の改善報告書の検討結果を第 3期では社会に公表する試み（大学
基準協会 2019）や，ホームページや SNSなど多様な情報通信手段を利用し
て大学が自らの情報を自主的に発信していくことなどを推奨している（大学
改革支援・学位授与機構 2020）．
　さらに，社会への説明責任は，情報発信の方法とは別に，何を公表するか
という内容の問題も大きい．『グランドデザイン答申（2018）』では，質保証
システムの見直しに関わる「学修成果1）の可視化と情報公表の促進」におい
て，単位や学位の取得状況，進学率や卒業率，学修時間，学生の満足度や学
修意欲等が，把握や公表の義務づけが考えられる情報例として提案されてい
る．また，アセスメントテストや学外試験の結果，受賞歴，卒業論文・卒業
研究の水準，留学率等が，学修成果の把握や活用，公表のあり方に一定指
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針を示すことが考えられる例として挙げられている（中央教育審議会 2018：
31―2）．他方で，近年の高等教育政策が掲げる「学修者本位」の教育を踏ま
えた質保証のあり方を鑑みると，学生が当該大学や教育課程を過ごした結果，
どのような知識・スキル・能力を身に付けたのか，また社会が求めるどの力
が向上し，強みは何であるのか等，社会で活用できる成果を具体的に発信し
なければ，依然，社会のステークホルダーには情報として届かないであろう．
さらにその際，社会的目線が評価の枠組みに組み込まれていることが重要で
あり，大学や教育プログラムが育成を目指す能力については，教育提供側だ
けでなく，雇用主を含む多様なステークホルダーとの共通理解に基づく参照
基準や枠組みを構築していくことが今後の可能性として考えられる．

4．内部質保証の重点評価項目化とその背景

　内部質保証は，2016年，学校教育法の細目省令の改正に伴い，三つの方
針と並んで認証評価基準に定めることが規定され，さらに重点評価項目とし
て位置づけられた．中央教育審議会（2016a：3）は，内部質保証を「定期的
な自己点検・評価の取組を踏まえた各大学における自主的・自律的な質保証
の取組」と説明している．日本で「内部質保証」という言葉が初めて登場し
たのは，学士力が提示された 2008年の『学士課程教育の構築に向けて（以下，
学士課程答申）』である．ここで大学が「卒業認定・学位授与の方針（ディ
プロマ・ポリシー）」「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」
「入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）」と三つの方針を定め，
自己点検・評価を踏まえた内部質保証体制を構築し，認証評価がその取組状
況を確認していくことが提言されている（中央教育審議会 2008）．その後，
2015年の学校教育法施行規則の改訂によって，日本の全ての大学がこの三
つの方針を設定・公表することが義務づけられた．内部質保証は第 2期の認
証評価から既に評価基準には盛り込まれていたが，第 3期では上記の法整備
とともに，その実質化が改めて強化されている．その背景として，以下の 2

点が考えられる．
（1）法令適合性を軸とした外形的評価の限界
　これまでの認証評価の反省にみられる通り，法令遵守だけでなく大学自身
の改善状況を把握する必要性の高まりを受け，教育環境等（教員組織，教育
課程，施設設備等）の外形を中心とした評価から，評価結果を教育研究活動
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の改善に生かす仕組み（内部質保証）を確立していく重要性が強調されてい
る（中央教育審議会 2012；2016a）．認証評価導入当初は真新しかった法令
適合性を確認する評価も，評価の回数を重ねるごとに満たしていることが当
然視され，毎回行うことは効率的でなく，作業が形骸化していく懸念も示さ
れている（林 2020）．これは，評価文化がある程度大学に定着してきたこと
も意味するが，認証評価の導入時に目的とされた「社会への説明責任」の当
初の意図が，法令遵守を中心としたミニマム・スタンダードの達成を確認す
ることにあったものが，現在はその意味が大きく変化してきたと考えられる．
つまり，大学生活を通して学生が具体的に何を身に付け，社会に出た後にそ
れがどう活用され得るのか，大学はどう貢献し，改善に努めているのか，と
いった観点から成果や改善状況を社会に示すことで，はじめて「説明責任」
を果たしたとみなされる状況にある．
（2）質保証の国際スタンダード化
　さらに質保証の昨今の国際的潮流として，外部質保証から内部質保証への
動きがみてとれる．内部質保証の概念は 1990年代から欧州で議論され，ボ
ローニャ・プロセスのベルリン・コミュニケ（2003）にて，質保証の第一義
的な責任は高等教育機関自身にあり，機関の自律性（autonomy）を原則と
すると定義づけられた（Ministerial Conferences 2003）．同じ頃，ASEAN大
学連合も同様の定義を発信している（AUN-QA 2006）．外部質保証と内部質
保証の違いとして，Costes et al（2010）は，外部質保証が社会に対する「説
明責任（accountability）」を果たす一方で，内部質保証は教育や学習の「質
の改善（improvement）」に焦点を当てるものとしている．また極論として，
Geven ＆ Maricut（2015）は，内部質保証は大学内部の人間が行うもので，
外部質保証は政府をはじめ大学「外」のアクターが大学に対して実施するも
のと説明した．2000年代初期以降，世界的傾向として，質保証機関の多くが
高等教育機関の内部質保証構築を支援することを主要な役割としてきたとい
われる（Curaj ＆ Scott 2012）．それを裏付けるものとして，内部質保証のマ
イルストーンとされる『欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライ
ン（ESG2005）』では，内部質保証の共通指標や枠組みが提案され，内部質
保証を外部から保証する形で説明責任を果たそうとする動きが確認できる．
　さらに，ESG（2005）で学習成果の明確化と公表の必要性が提言されて以
来，学習成果の注目度は高まりをみせ，2009年のルーベン・コミュニケにて，
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「何を教えるか（teacher-centered）」から，学生は「何を学んだか（student-

centered）」へと教授学習観の転換が求められた．この「学修者本位（student-

centered）」の考え方は，日本の『グランドデザイン答申（2018）』や『教学
マネジメント指針（2020）』でも改めて強調されており，学修者主体の観点
から評価を展開していくことが質保証の国際スタンダードとなっている．

5．内部質保証をめぐる課題と展望

　これから日本が進めるべき内部質保証には，全学的な教学マネジメントの
もとでプログラム単位の自主的・自律的な質保証を行っていくことが求めら
れている．日本の認証評価は導入当初から全学評価として設計され，多くは
学部・研究科を単位とした自己評価書を機関の成果として取りまとめており，
各プログラムのカリキュラムや学習成果など，詳細な内容までは十分に見え
ていなかった．海外の質保証制度では，機関別評価とプログラム評価の両方
を持ち合わせている国も多く，その上で，例えばドイツのように，プログラ
ム評価の蓄積を踏まえ，大学を組織単位として新たに導入したシステム（機
関）評価において内部質保証を審査したり（竹中 2020），台湾のようにプロ
グラム評価を任意化し，機関別評価のみを義務化した国もある（Noda et al 

2018b）．機関別評価からプログラム評価という逆のアプローチを辿った先
行事例が少ない中，今後，日本の内部質保証がプログラムの質保証を進めて
いく上で考え得る課題を整理したい．
（1） 求められる「学位プログラム化」と現行教員組織体制の壁
　内部質保証は，分野毎（プログラム等を単位）に進めることが提案されて
いるが，近年の高等教育政策議論に登場する「教育プログラム」や「学位
プログラム」という言葉が何を示すのかがわかりにくい．教育プログラムの
定義について，大学改革支援・学位授与機構（2016a：38）は，「教育目的を
達成するために体系的に編成された授業科目群（カリキュラム），ならびに，
その実施のための教育方法，学修成果の評価方法，教職員配置，教育環境な
ど，計画的に設計された教育プロセス・環境の総称」と説明している．
　教育プログラムの編成方法は大学により多様であるが，その中でも学位（短
期大学士・学士・修士・博士・専門職学位など）授与につながる課程が「学
位プログラム」である．他に，学位を伴わない履修証明プログラムや，学科・
専攻などの単一組織で構成されるもの，複数学部・学科などによって共同で
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構成されるプログラムも教育プログラムとして考えられる（大学改革支援・
学位授与機構 2016a）．また，大学設置基準の大綱化（1991）以降の教養部
などの改組・解体により，各大学での位置づけが急速に多様化した共通教育
課程については，質保証の対象としてどう扱うかという課題がある．共通教
育を全学的な活動として捉えるか，三つの方針をもつ独立した教育プログラ
ムとするか，学位プログラムの一部とみなすか，などその扱い方が難しい状
況にある．
　中央教育審議会の『教学マネジメント指針』や『グランドデザイン答申』
が強調するように，「学修者本位」の教育を実現するには，個々の教員が教
えたいことを教える「供給者目線」の既存のシステムから，学部・学科など
の教員組織を超えて，学生が身に付けるべきアウトカムを基軸に授業科目群
（体系的カリキュラム）を構築する「学位プログラム」の考え方が重要とな
る（中央教育審議会 2018；2020）．内部質保証に関わる三つの方針の策定も，
各大学の実情に応じて全学や学部・学科等を単位として定めることも可能だ
が，基本的にこの学位プログラムに基づくことが推奨されている（中央教育
審議会 2016b）．しかし，現在の日本の高等教育では，学部・学科が自律性
の強い教員組織としてプログラム化されており，策定・公表が義務づけられ
た卒業認定・学位授与方針（DP）は，学部や学科の裁量で独自に策定され
ているケースが多い．現行の法的枠組みにおいては，学部・学科が専任教員
の定員管理を含め教育研究の基本組織となっており，これらを教育プログラ
ムの基盤として自己点検を進めることが一般的である．現状のままでは，教
員が学部・学科，研究科などの既存の教員組織を越えて学位プログラムを形
成することは体制的に難しく，大学設置基準等の抜本的見直しが今後の課題
となる（小林 2019）．
（2）プログラムの水準をどう担保するか：外部参照基準
　さらに，プログラムがその水準を担保していることを社会にどう示すかと
いう問題がある．日本では国際通用性の観点から，これまで工学・医学・歯学・
薬学・獣医学・看護学・助産学の分野で第三者による分野別評価が実施され
てきた．また，分野別質保証の必要性が 2008年の『学士課程答申』で提言
されて以降，日本学術会議が各学問分野（学士課程）の学修における知識の
習得や能力の育成について指針を示した「分野別の教育課程編成上の参照基
準」を構築し，現在検討中の教育学が策定されれば 33分野となる．学位等
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の国際通用性を示していくためには，客観的に照らし合わせられる能力の基
準や枠組みがあることが望ましいが，自己点検・評価や認証評価において特
に学生の学習成果の確認などに，この参照基準が十分に活用されてきたとは
言えない状況である（大学改革支援・学位授与機構 2016b）．この点につい
て，大学改革支援・学位授与機構の第 3期認証評価では，教育課程の水準の
担保に関わる根拠資料として，参照基準や分野別第三者評価などの結果の活
用が推奨されている．さらに，教育課程と学習成果に関する評価基準（領域 6）
では，当該教育課程が信頼できる第三者による検証，助言を受け，内部質保
証に対する社会的信頼が一層向上している場合は，当該第三者の検証，助言
等の報告書をもって領域 6の各基準の自己評価に代替できるとし（大学改革
支援・学位授与機構 2019），外部の参照枠組みによる教育課程の水準の担保
を奨励する動きをみせている．
　国際的潮流においても，学位プログラムの成果，すなわち学位の社会的価
値説明として，学位保有者が身に付けるべき能力を，学生や保護者，雇用主
など社会に明示していくことが強く求められている．その取組の一環として，
各学位・資格に求める能力を示した資格枠組み（Qualifications framework：
以下，QF）を導入・検討する国が急増していることに加え，欧州のチュー
ニングなど各学問分野に求める能力を示した参照枠組みを構築する動きもあ
り，イギリスの参照基準（Subject Benchmark Statements）やフランスの資
格枠組み（RNCP: Répertoire National des Certifications Professionnelles）は，
分野毎に教育プログラムの自己点検・評価を行う際に参照され，アクレディ
テーションやプログラムの編成に活用されるなどの取組もみられる．さらに
重要なのは，高等教育機関の質保証を社会に説明するにあたり，各学位・分
野に期待する能力を示した参照基準や枠組みの策定に，学術関係者だけでな
く，雇用主など社会の多様なステークホルダーが関わっているという点であ
る．
（3）「ヨコの学位」の肥大化と「タテの学位」の質保証の未整備
　学位プログラムの質保証を進めていく上で，学士課程を中心にみられる分
野別の「ヨコの学位」の多様化，つまり学位名称の増大化が引き起こす混乱と，
大学院教育課程などの学士課程以外の「タテの学位（課程別）」の質保証の
未整備の課題も指摘したい．学士課程の「ヨコの学位（分野別）」については，
1991年の大学設置基準の大綱化前は 29種類だった学位名称が，現在は，文
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理融合や学際分野の創設などの影響で 700種類を超えている．天野（2013）は，
大綱化以後約 30年の間に起こったのは，学士課程における新名称学部の出
現だけでなく，4年制大学への昇格・転換を含む短期高等教育機関の大学化
など高等教育の構造上の大きな変化であり，大学院教育の機能分化の遅れに
対し，学士課程教育が肥大化している実態を指摘している．このような状況
の中，学位プログラムの質保証を学位授与の付記名称に依拠するのであれば，
700種類を超える学位それぞれに評価を行うのは現実的ではない．学問分野
の発展や多様性を尊重する一方で，学位名称からはその中身が国内外にわか
りにくいといった国際通用性とのバランスをどう考えるべきか．これに関連
してフランスでは，日本同様に学士課程の学位名称のインフレーションが問
題となり，高等教育研究省は，省令改正（2014）において，300を超えてい
た学士課程の学問分野数を 45分野にまで整理し，それぞれの分野に求める
学習成果を示した参照基準を策定したのである（野田 2017）．複雑化・拡大
化する学位・資格を抜本的に整理することで，学位名称が何を意味し，当該
学位保有者がどのような能力を身に付けたかを国内外に説明できるようにす
ることを第一の目的とした改革である．
　さらに日本では，学士課程の質保証に強く関心が寄せられているのに対し，
修士課程や博士課程など，学士課程以外の各課程に求められる教育内容や水
準，学習成果はいかなるものなのか，「学士」「修士」「博士」は何が異なる
のかなど，「タテの学位」を意識した質保証については十分に議論されてき
たとは言い難い．大学院教育の質保証について，高等教育政策の観点からは，
大学院修了者のキャリアパスの確保，進路や活躍状況を課程・分野別に把握
することが提言されており（中央教育審議会 2015），課程修了者への具体的
な能力育成とその可視化を求める学士課程の質保証とは若干関心が異なるよ
うにみえる．さらに，日本における分野別評価の先駆けとなる専門職大学院
の方は，分野によってはまだ数校に限られていても分野別評価が義務づけら
れており，対して一般の大学院はこの制度の対象外となっている指摘（天野
2013）も無視できない．
　また近年，中等後教育の学位（称号）の構造や名称が多様化し，2019年
春に誕生した専門職大学や専門職短期大学をはじめ，既存の専門職大学院や
高等専門学校，専修学校専門課程などの職業教育から生まれる学位や称号（修
士（専門職），学士（専門職），短期大学士（専門職），準学士，高度専門士，
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専門士など）の各内容や相互関係性などが社会において十分に共有されてい
ない．海外のみならず国内においても，各学位・資格の内容や，資格間の相
対的な違いや関係性が第三者にわかりにくいといった，いわゆる学位・資格
の価値説明や質保証に関わる問題が指摘できる（野田 2019a）．2019年 9月
には，ユネスコ地域規約である東京規約の発効に伴い，日本に公式の国内情
報センター（高等教育資格承認情報センター）が大学改革支援・学位授与機
構内に立ち上がり，日本の教育制度や学位等の資格に関する最新情報を国内
外に発信していくことが求められている（野田 2019b）．このような状況で，
この「タテの学位」の整理は不可避であり，既述の資格枠組み（QF）にも
関わる課題といえる．
（4）内部質保証と学習成果評価の関係性：学内マネジメントの課題
　また，内部質保証では学習成果の把握が重要要素であることは，国内外に
おいて共通に理解されてきた一方で，この「内部質保証」と「学習成果評価」
という二つの要素を大学がどう位置づけているかという点については，十分
に整理されてこなかった．これは内部質保証を進める上での概念的理解だけ
でなく，学内マネジメントの課題把握にもつながる点で見落としてならない
ものと考える．図 3は，内部質保証と学習成果評価の 2つの概念に関する大
学の認識を探索的に理解するため，ケーススタディとして国立大学 10校の
質保証に関わる教職員を対象としたインタビュー調査に基づき，試行的類型
を示したものである（Noda et al 2018a；野田他 2019）．
①「一体型」：一つ目は，内部質保証と学習成果評価は一体的に実施される
という認識であり，抽象的かつ理念的である．日本の答申や欧州のベルリ
ン・コミュニケや ESGなど，内部質保証に関する国内外の複数の文献に
おいて，両者が統合的概念として扱われていることにも起因すると推察で
きる．

②「目的（内部質保証）と手段（学習成果評価）」：二つ目は，内部質保証を
構築することや機能させること自体が第一義的な「目的」であり，それを
実現させる，あるいは支援する「手段」として学習成果評価を行うという
考え方である．この場合，内部質保証に係る委員会やワーキンググループ
設立など内部質保証体制を構築することや，PDCAサイクルや改善の体制
を示すことそのものが自己目的化する，あるいは場合によっては認証評価
等の外部質保証に対応するための作業となる可能性が生じることも指摘で
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きる．
③「需要（求める学習成果）と供給（学習成果評価）」：三つ目は，卒業認定・
学位授与方針（DP）などで求められる学習成果を大学が満たすべき「需要」
と捉え，その「供給」として学習成果の評価が開発・実施されるという認
識である．この「需要と供給」に基づいて，結果的に内部質保証が機能す
るという捉え方となる．組織の学習成果達成という需要が先にあり，それ
に応じるための供給として評価がなされ，結果的に内部質保証が機能する
というこの考え方は，内部質保証を進める本質的な目的について改めて議
論を喚起させるものである．

④「独立型」：最後のパターンは，学習成果評価と内部質保証が機能的に分
断された状況を意味する．これは，全学アンケート調査などの学習成果評
価の結果を認証評価などに対応する「データ」として取り扱う評価室や
IR部署と，そのデータを教学改善に結びつけたい FD/大学教育支援セン
ターあるいは各部局などの学内各組織が連携していない様子を示唆してお
り，組織内コミュニケーションの問題が浮かび上がってくる．両者を独立
的にみるこのパターンは，学内各部署の縦割り問題や相互の情報共有不足
など，組織マネジメントの課題を提示している．

　図 3は，限られたケースによる試行的類型だが，内部質保証と学習成果評
価の二要素に関する概念的位置づけや，学内マネジメントに係る認識に多様
な捉え方があることは明らかであり，内部質保証を構築する本来の目的は何
かを改めて考えさせるものである．特に，近年の認証評価に係る議論は，内

理念的

現実的

①一体型 ③需要と供給

②目的と手段 ④独立型

図 3　「内部質保証」と「学習成果評価」の関係性に対する大学の認識（試行的類型）
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部質保証をどう構築し，機能させるかということに関心が偏りがちであるが，
内部質保証は，構築すること自体が目的なのではなく，また外部質保証への
対応のために行うのでもなく，学生に求める知識や能力の育成や向上を図る
など，組織が目指す学習成果の達成や教育研究活動の質改善といった本来の
目的を果たすための支援システムであることを忘れてはならない．

おわりに

　本稿では，2004年に導入された認証評価について，その影響や効果，課
題や展望について考察を行った．現在，日本の高等教育は予測困難なグロー
バル社会に立ち向かえるよう，学修者主体の教育や学位等の国際通用性の確
保を目指し，外部質保証から内部質保証へ，機関別評価からプログラム評価
へと質保証のアプローチは方向転換を迫られている．このような状況の中，
日本の認証評価は，依然，「社会との関係性」や「説明責任」の課題を抱え
ており，この問題に向き合うためにも，現在，実質化が求められている「内
部質保証」がキー概念となり得る．今後の議論の可能性として以下にまとめ
たい．
（1）内部質保証の捉え方：大学の「自律性」と「説明責任」との緊張関係
　質保証の第一義的責任は大学自身にあるという定義に倣い，本来，内部質
保証は大学の「自律性（autonomy）」に基づくことが前提となっている．一
方，国内外における実際の質保証アプローチは，内部質保証が機能している
かどうかを外部質保証で確認する構図が多く，「自律性」と「説明責任」が
事実上の緊張関係にある．国際的な議論では，アクレディテーションは社会
への説明責任と大学の自律性の両方を担保しなければならないが（Bernhard 

2012），説明責任を重視し過ぎたアクレディテーションは，結局は大学の自
律性を損ね兼ねないといった懸念が指摘されており（Gaston 2014），両者の
バランスが求められている．日本の文脈では，学部・学科などの従来の自律
性を尊重しつつ，学位の国際通用性の観点から，第三者評価の積極的活用や
各分野に求める学習成果を軸とした学位プログラムの展開が推奨されるな
ど，大学の教授学習観，ひいては内部質保証のあり方に，新たな対応が期待
されている．
　これまで，「説明責任（accountability）」は，もう一つの質保証の役割で
ある「改善（improvement）」と二項対立的な位置づけにあり，後者が学生
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の学習成果を高める文脈で語られていたのに対し，前者は，法令適合性を
社会に示す概念として言及されてきた（Banta ＆ Palomba 2015; Harvey ＆ 

Williams 2010）．しかしながら，内部質保証が強調される現在は，「改善」と「説
明責任」は相反する概念なのではなく，組織が「改善（improvement）した
ことを社会に説明（accountability）すること」がより重要視され，両概念は
接続的に捉えられている．ただし，前述の通り，改善したことを社会に示す
ために内部質保証システムを構築すること自体が自己目的化したり，外部質
保証に対応するための作業となるなど，本来の意義が薄れることのないよう，
内部質保証を進めるそもそもの目的を常に振り返る必要がある．
（2）学位等の国際通用性：「タテの学位（課程別）」「ヨコの学位（分野別）」
　そして，日本の認証評価の課題である「社会への説明責任」への要求に応
えるため，情報公表の方法・内容を検討する他，社会的目線が何らかの形で
質保証の枠組みに関わっていることが重要になってきている．高等教育機関
の質保証を社会に説明するには，既述の通り，各プログラムの分野別質保証
が信頼できる第三者によって行われることや，学生の学習成果に関わる参照
基準や枠組みが，学術関係者だけでなく，多様なステークホルダーとの協力
に基づいて策定されるなど，質保証が高等教育界の文脈のみで完結するので
はなく，社会との接点をいかにもつかが今後の論点になるであろう．特に「学
生が何を身に付け，何ができるようになったか」といった学修者主体の観点
から評価を行い，どのような評価に基づいて大学が学位を授与したかを大学
自身が説明できることが重要であり，内部質保証がこれを担うことが期待さ
れている．海外の動きをみると，欧州を筆頭に各地域ではチューニングプロ
ジェクトや分野別参照基準，資格枠組み等が構築・活用されており，日本の
学位等の国際通用性や信頼性を高めるためにも，これまで曖昧にされてきた
「タテの学位（課程別）」と「ヨコの学位（分野別）」の各々に求める能力に
ついて，多様なステークホルダー間で改めて整理し，その質保証が社会との
関わりの中で進められていくことが重要と思われる．認証評価が，大学や教
育プログラムの成果が社会が求めるものにどう応え，貢献し得るのかという
点に注視し，高等教育と社会とを結びつけるプラットフォームとして機能し
ていくために，内部質保証がその支援システムとして実質化していくことが
ますます期待されるであろう．
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◇注
1） 中央教育審議会答申などの政策文書を引用する際は，学修成果と「修」の字
を使用する．
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ABSTRACT

Challenges and Possibilities of Certified Evaluation and Accreditation

NODA, Ayaka

National Institution for Academic Degrees and 

Quality Enhancement of Higher Education

　 The Japanese Certified Evaluation and Accreditation (CEA) system, effective 

since 2004, has been criticized for focusing too closely on compliance and meeting 

minimum standards and heavy workload problems, rather than on enhancing 

the quality of education and student learning outcomes. Furthermore, the CEA 

system is still little understood by in the labor market, by high schools, and among 

prospective students and their parents, as well as elsewhere in society.

　 The discussion now emphasizes the enhancement of connectivity with society 

and improving the efficiency of quality assurance (QA) mechanisms in internal 

QA systems as well as information disclosure to enhance accountability to society. 

MEXT requires universities to build internal QA systems around three policies, 

to be implemented at the degree and program level defined by each university; 

however, in principle, they are focused on the level of the program that confers the 

degree. To promote student-centered learning, international compatibility, and the 

credibility of degrees, the Japanese higher education community should develop 

a reference standard and qualifications framework to provide expected learning 

outcomes for students for each qualification in each academic field.

　 After the transition from external QA to internal QA, from institutional QA to 

program QA, and from teacher-centered to learner-centered learning, QA system 

of Japanese higher education has tackled challenges of accountability and social 

connectivity. To promote common awareness of the CEA goals in the wider society, 

the higher education community should both distribute user-friendly information 

about distinctive university initiatives and good practice more widely and develop 

and apply a shared learning outcome framework among multiple stakeholders for 

students to acquire at the end of the program.


