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１．はじめに

　我が国の高等教育機関が社会において果たす役割の明確化という意味において，近年ますます教育の質
保証の強化が問われ続け，各機関においてその制度設計が整備されつつある。この質保証が，学生や保護
者，地域社会・企業等といった，いわゆるステークホルダーと言われる高等教育機関の利害関係者に向け
て実施されなければならないという点からも，質保証の表現の在り方は彼らに理解され，受け入れられる
形でなければならない。その形のひとつとして，直接評価テストはその信頼性，わかりやすさという点で
重要な意味を持つと考えられる。本稿は，我が国における質保証の流れと特徴を再整理しながら，質保証
における直接テストの意義について考察する。そのためには，まず欧州と米国の質保証の先進的な取り組
みに照らした，我が国の質保証の特性を明らかにする。そして，我が国の機関別質保証に求められる内容
の特徴を提示した上で，その内容に照らした直接評価テストの役割および意義について議論する。

２．我が国の高等教育機関における質保証導入の経緯

　我が国において，高等教育機関の質保証の必要性およびその論理基盤を提示したのは，中央教育審議会
の二つの答申「学士課程教育の構築に向けて」（2008 年 12 月 24 日）と「新たな未来を築くための大学教
育の質的転換に向けて～生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ～」（2012 年 8 月 28 日）であっ
た。しかしながら，質保証自体の重要性については，すでに中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の
将来像」（2005 年 1 月 28 日）において，以下のように指摘されていた。「本来，保証されるべき「高等教
育の質」とは，教育課程の内容・水準，学生の質，教員の質，研究者の質，教育・研究環境の整備状況，

要　約

　近年，諸外国における改革の流れを受け，我が国の高等教育機関においても教育の質保証の中核的な課
題が，教員組織や施設設備などの改革の実行・投入（インプット）のみならず，学生の学修成果（ラーニ
ング・アウトカム）をも包摂するようになってきている。また，機関が学生や保護者，地域社会・企業等
といった利害関係者（ステークホルダー）に対して説明責任（アカウンタビリティ）を確保・向上する上で，
学修成果の可視化の取り組みを促進するための方策を議論することも求められている。本稿は，学修成果
の可視化の促進に寄与する方策を検討することを目的として，欧州や米国の状況ならびに我が国の質保証
の取り組みについて整理することで，日本の高等教育機関における質保証の現状に照らした学修の直接評
価の役割と意義を明らかとした。また，どのような評価（アセスメント）が学修成果を適切に測定し得る
のかについて，従来の方法論の特徴を比較することにより議論した。
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管理運営方式等の総体を指すものと考えられる。したがって，高等教育の質の保証は，行政機関による設
置審査や認証評価機関による評価のみならず，カリキュラムの策定，入学者選抜，教員や研究者の養成・
処遇，各種の公的支援，教育・研究活動や組織・財務運営の状況に関する情報開示等のすべての活動を通
して実現されるべきものである。」（中央教育審議会，2005）。ここで示されている通り，日本における「高
等教育の質」とは，高等教育機関全体の活動を対象とするものであり，審査や認可も公的機関が主体となっ
ている。
　こうした，機関重視かつ行政主導という特徴を持つ日本の質保証は，欧州や米国の先進的取り組みの折
衷案的な形をとっていると言える。このような特徴が形成された経緯について国際的動向から整理した
い。その際に，対立軸となるのが機関と分野別，行政主導と大学の自主性となる。大まかに要約してしま
えば，欧州の質保証に対する取り組みは，多様な文化圏における高等教育機関の学修成果に対する共通枠
組みの形成の要請を背景とした，分野（プログラム）別の質保証を重視しており，米国においては国力と
しての高度職業人養成を背景とした機関別質保証を重視している。
　まず，欧州においては英国が先駆となり，1991 年に高等教育改革の指針，White Paper:Higher 
Education A New Frameworkが提示された。その後，大規模かつ組織的な取り組みとして1988年のボロー
ニャ大学憲章（Bologna Magna Charta Universitatum）に基づく 1999 年のボローニャ宣言によって欧州
高等教育圏（European Higher Education Area:EHEA）の確立を目指す 29 カ国の政府レベルの合意がな
された。この宣言以降，学生や教員の移動と交流を活性化させるための学修成果の質保証が，学問分野別
の学位資格枠組みの説明責任（以下，「アカウンタビリティ」とする）として問われてゆく。この流れは
同時に，各分野におけるアカウンタビリティを問うことによる，自主的な取り組みを促すことでもあり，
欧州各国の高等教育機関の自律性，多様性を保証することでもあった。
　また，米国では 1992 年からのアクレディテーション改革において，大学のミッションに即して学生の
達成度を明らかにすること，学習成果（ラーニング・アウトカム）を測定すること，すべての地域アクレディ
テーション団体が基準を改訂することが要請された。さらに，学生を中心としたステークホルダーの視点
に立った大学情報の整備・公開，アクレディテーション基準の設定，学習成果の測定の必要性を主張し
たスペリングス教育長官の諮問に対する答申「A Test of Leadership」 （Commission on Future of Higher 
Education, 2006），いわゆるスペリングス・レポートを経て 2008 年の高等教育法改正において，大学が学
生に期待する達成基準を明確化し，認証評価機関は大学にその水準が満たされていることを根拠をもって
示すよう要請すること，およびアクレディテーション団体が，社会へ定期的に情報提供を行うことが定め
られた。この文脈から明らかなように，米国においては初期の段階から高等教育機関の外側からの客観的
視点に質保証の重点が置かれていることがわかる。
　これら欧州の高等教育機関が主体となる分野別重視と，米国の外部機関による標準化基準重視の流れを
折衷したものが日本の質保証と言えよう。まず学問分野別質保証の基盤となる枠組みに関しては，2010
年より日本学術会議が分野別参照基準の策定を進めているが，これは欧州の取り組みを倣ったものと言え
る。一方で，その基準策定の取り組みは文部科学省主導であるという意味においては，外部機関主導の米
国を倣ったものである。特に質保証に関する審査，認可は公的機関によるものであることを考えれば，外
部機関による標準化基準重視の側面が特に強いと言わざるを得ない。

３．「学修成果」にとっての機関別認証

　上述の日本の高等教育の質保証の特徴を捉え，対応するためには「学修成果」と「学習成果」の違いに
ついてまず考察せねばならない。学校教育法施行規則の一部改正（平成 28 年 3 月 31 日省令公布，平成
29 年 4 月 1 日施行）により，大学は各自の教育理念を踏まえて「卒業認定・学位授与の方針」,「教育課
程編成・実施の方針」及び「入学者受入れの方針」を策定し，公表することとなった。省令公布にあわせ
て大学教育部会により策定された「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・
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実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策
定及び運用に関するガイドライン」（平成 28 年 3 月 31 日）において，大学教育の質保証の制度整備を完
成させるためには，学生が何を身につけたかという視点から，学生の学修成果の把握・評価を行うことが
必要であるとしている。
　このように質保証の対象が明確に「学修成果」とされている一方で，この「学修成果」については特に
概念定義が行われているわけではなく，「学習成果」と互換可能とも考えられる。ちなみに，昭和 31 年に
省令化された大学設置基準の教育課程に関する基準（第六章）において，大学の学びはすべて「学修」と
表記されており，特に単位の授与や成績評価に関わる二十一条，二十五条，二十七条においては明確に「学
修の成果」とされている。一方で，この大学設置基準が省令化される前身としての，民間団体「大学基準
協会」による「大学基準」（昭和 22 年 7 月 8 日制定）において「学修」の表記はなく，単位の授与に関わ
る基準七−５に「学習」という表現が二度登場するのみである（大学基準協会十年史編纂委員会，1957）。
同じ文脈におけるこの用語の推移についてもちろん議論がなされ，一定の方針が決められたことは間違い
ないであろうが，「学修」と「学習」の弁別について明確な定義がなされていないことは明らかである。
　しかしながら，用語が適切であるか否かは別としても，相互の整理は行っておかなければならないだろ
う。深堀（2015）は，「コンピテンス」と「学習成果」の区別を以下のように行っている。「大学教育の「ア
ウトカム（成果）」とは，学生が大学教育の結果として修得することが期待されている知識・技能・態度
をさす。すなわちアウトカムとは，学位プログラムやそれを構成する科目など，「一定の学習期間終了時に，
学習者が知り，理解し，行い，実演できることを期待できる内容を言明したもの」（中央教育審議会，2008 年，
62 頁）である。それは学位プログラムを履修した総合的な成果として学生が獲得することが期待されて
いる知識・技能・態度である「コンピテンス」と，学位プログラムを構成する各科目の中で達成可能であり，
測定可能な具体的な教育目標である「学習成果」といった抽象度の異なる成果の両方を含む概念である。」

（深堀，2015）。ここに示されているのは，「アウトカム（成果）」が「コンピテンス」と「学習成果」に弁
別されるということであり，その違いは学位プログラムの総合的な成果と各科目の個別の達成度という抽
象度にある。この弁別を前提とすれば，「学修成果に基づく大学教育の質保証の制度整備完成」における「学
修成果」は明らかに「コンピテンス」と対応し，より個別で具体的な達成度が示される各科目の「学習成果」
とは異なるものとなる。
　この「学修成果（コンピテンス）」と「学習成果」の区別に基づき，日本の質保証を検証するならば，
学修成果として求められているものの内実が浮かび上がってくる。上述した通り，2010 年より日本学術
会議が策定を進めている分野別参照基準は欧州の取り組みを倣ったものである。しかし，欧州の取り組み
が分野別とはいえ学位プログラム全体のアウトカムを目指すものに対し，日本の参照基準はあくまでも各
分野の専門知識に限定されたものである。教養科目と専門科目によって学位プログラム全体が構成される
ことから考えれば，日本における分野別参照基準は欧州における分野別質保証とは全く異なり，プログラ
ムの大部分かつ主要な部分を担うとはいえ，学修成果の役割の全てを満たすものではないと考えられる。
　ここで重要なのが，機関単位の質保証と分野別プログラム単位の質保証の関係性であろう。プログラム
単位の質保証を先導してきた欧州においても機関単位の質保証は存在する。林（2015）によれば，むしろ
機関単位の認証は増加傾向にあり，各単位の認証の長所短所は以下の通り整理されている。「プログラム
単位の質保証の長所としては，分野内ではプログラム間の横断的比較が可能となること，学習成果などの
アウトカム志向が強いこと，プログラムについての十分な情報を学生などの関係者に提供可能であるこ
と，共同学位などの国際的なプログラムの認定も可能であることが挙げられる。しかし，短所としては，
多数のプログラムに対して評価を行うことによる費用の高さ，それゆえに特に大規模大学には不適である
ことが挙げられる。また，管理主義的であることや，一度プログラムが認定されると変更するインセンティ
ブが生まれにくいためにプログラムの固定化を誘導しがちである。さらに，プログラム単位の評価を外部
から行うことで高等教育機関自身が教育の質をマネジメントする能力があまり向上しない。また，プログ
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ラムごとの外部評価では，その高等教育機関の一部分をみていることになり，機関全体の方向性との整合
性が検討されにくくなる。そのため，たとえば学部・学科の自律性を増す提言を評価で行うことにより，
高等教育機関としてのリーダーシップの向上と対立することも生じ得る。一方の高等教育機関単位の質保
証とは，一つには高等教育機関がプログラムを運営する手段をメタレベルで検証するものである。高等教
育機関が質の高いプログラムを構築して実施する手段を評価し，内部でのモニタリングや質保証の有効性
を評価する。質に対する高等教育機関の自律性と責任を強調し，高等教育機関の運営への信頼を通じて，
教育の質への社会からの信頼を増すものである。また，機関単位の別のシステムとして教育のみならず，
研究活動，社会貢献活動などの高等教育機関の活動全体を検証するものも存在する。高等教育機関単位の
質保証の長所としては，自律性と責任のバランスがとれたアプローチとなっていることや，プログラムの
内容や実施方法にフレキシビリティを認めることで多様性を促進することが挙げられる。一方で短所とし
ては，各プログラムの質の高さを示すことへの学生や社会・設置者からの要求に直接的に応えにくいこと
が挙げられる。」（林，2015）。ここで整理された長所短所において問われているのは，質保証の目的と運
営及び改善に関する観点であって，逆に機関単位，プログラム単位のアプローチいずれを選択するかは，
その観点に沿って行われれば良いのであって，両者とも質保証アプローチとしては完結している。
　一方で，日本における分野別参照基準のみでは，プログラム単位のみであっても質保証を満たすことは
できない。それはディプロマ・ポリシーにおける教養科目が占める部分の役割の位置づけ，およびその位
置づけに沿った学修成果の取りまとめがどうしても必要だからである。逆に分野別参照基準は，分野に応
じて習得すべき学習内容が具体的に示されているという点において，学習成果の基準により近い性格のも
のになっていると考えられる。その点を踏まえれば，日本における分野別の参照基準はその具体性と測定
可能性において学習成果に位置付けられるべきものであり，専門科目と教養科目が統合されたプログラム
単位の学修成果は，各プログラムと大学全体が共同する機関単位のものとして位置付けられるべきものと
言えよう。
　学修成果を分野別各プログラムと機関としての大学の共同の成果として捉えた場合，その学修成果はよ
り抽象度の高いものとなり，例えば，アメリカ大学・カレッジ協会によって開発された VALUE Rubrics
において観点・水準として定められている「思考力」，「リテラシー」，「態度・志向性」といった米国型の
分野横断型汎用的技能に集約されてくる。そして，その学修成果こそが今般の日本の高等教育機関おける
質保証の取り組みの中でジェネリックスキル等の名称で取り上げられているものであり，それはやはり機
関としての大学全体で取り組まなければならないものなのである。

４．機関としての質保証とアセスメントの方法

　質保証が，第一義的に教育の質に関する社会の信頼を獲得することであり，そのため自らの教育の質の
高さを，学生・雇用主・一般社会・グローバル社会といったステークホルダーに分かりやすく伝えること
が求められる。その分かりやすさという観点において，可視化が重要なポイントとなってくる。もちろん
文章で説明することの意義を否定するものではないが，より分かりやすい表現方法として数値，グラフ，
そして図表による可視化は質保証にとって不可欠な要素である。基盤となるのは表現すべき対象の数値化
である。前述の中央教育審議会による答申「我が国の高等教育の将来像」（2005 年 1 月 28 日）において
言及されるように，「高等教育の質」とは教育課程の内容・水準，学生の質，教員の質，研究者の質，教育・
研究環境の整備状況，管理運営方式等の総体を指すが，特に学修成果（コンピテンス）に対象を絞った場合，
その抽象度の高さゆえに測定の困難さが付きまとう。しかし，そもそも表現というものに付きまとう限界
を背景とすれば，学修成果（コンピテンス）もまた部分的であれ暫定的であれ表現可能であり，質保証に
おける社会的責任の文脈に照らせば，ある程度の数値化をもって表現しなければならない。
　この学修成果の測定方法には，直接評価と間接評価があることは広く知られているところである。山田

（2013）の整理によると，直接評価とは英語の TOEIC や TOEFL といった標準化テスト，ルーブリック，
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ポートフォリオなどが挙げられる。一方で，間接評価はアンケートによる学生調査が有名である。両者
は相補的な関係にあり，山田（2013）は以下のように述べている。「直接評価は学習成果を直接に測定し，
評価するのに適しているが，学生の学びのプロセスや行動を把握するには限界がある。学びの結果を学習
時間や予習，復習を十分に行ったと推定し，成果と結び付けることは可能であるが，試験対策やあるいは
標準試験対策としての問題集への対処により高得点をあげるケースも少なくない。そこで，直接評価によ
る学習成果が提示する部分だけでは，教育評価としては十分ではないという視点から見ると，学修行動調
査やインタビュー等あるいは授業評価で実施される間接評価は，学生の期待度や満足度，学習行動の把握，
関与（エンゲージメント，インボルブメント）や経験を把握することができ，成果につながる教育の過程
を評価するという機能を伴っている。その意味で，教育のプロセス評価とも言い換えることができる。学
習成果の測定には，試験結果やレポートの評価といった直接評価に，学生の学習行動，大学の教育環境，
教員と学生の関係を把握する学修行動調査という教育プロセス評価が効果的に組み合わされ，かつそれぞ
れの評価結果を結び付けることでより有効になるとまとめられる。」（山田，2013）。ここで山田が締めく
くる，より有効な結び付け方とは教学 IR の文脈で語られているものであり，つまりは教育の改善である。
直接評価による「結果」だけでは改善は実施できない。その結果に至る「プロセス」にアプローチしてこ
そ，改善の機会が生まれる。あるいは試験対策問題集が言及されているあたり，結果そのものだけでは，
学習の良し悪しさえも判断できないのかもしれない。もちろん間接評価が「結果」も調査可能であること
を踏まえたとしても，山田による直接評価と間接評価の役割分担から，前者が「結果」，後者が「プロセス」
に大きく関与するものであることが分かる。
　こうした直接評価と間接評価の役割分担を基盤とした上で，質保証の文脈においていずれかの重要性を
問うならば，やはり「結果」に重きがおかれる直接評価の方にあると言わざるを得ない。例えば，山田の
指摘する試験対策問題集による結果の急激な上昇の学習プロセスとしての判断は別として，結果が上昇し
ていること自体は悪いことではない。逆に，果たして学習プロセスのみで学修成果が表現し得るのだろう
かと言えばそれは困難である。悪い結果を生み出す良いプロセスというものがあるのかはわからないが，
いずれにしても結果抜きにプロセスは評価できないであろう。その意味において直接評価による何らかの

「結果」の出力は質保証において不可欠となる。
　学修成果の可視化に関わる測定方法については，直接評価と間接評価という対立軸に加えて「心理測
定学的パラダイム」と「オルターナティヴ・アセスメントのパラダイム」という対立軸がある（松下，
2012）。この対立は機関における質保証において非常に重要なものとなる。「心理測定学的パラダイム」
は心理測定学を基盤とし，心理現象を数値化することによって成り立っており，アメリカにおける CLA

（College Learning Assessment）がその典型例である。一方で「オルターナティヴ・アセスメントのパラ
ダイム」とはその名の通り「心理測定学的パラダイム」を代替，対抗，補完するものである。大きな違い
は「心理測定学的パラダイム」が脱文脈型であるのに対して，「オルターナティヴ・アセスメントのパラ
ダイム」が文脈依存型であるという点であろう。つまり「心理測定学的パラダイム」はどんな場面におい
ても，どんな人に対しても適用可能なものであることが前提となっている。しかし，そうした汎用的な測
定方法に不安を覚える人も少なくない。つまりそうした脱文脈的で非個性的な測定方法を代替，対抗，補
完するのが「オルターナティヴ・アセスメントのパラダイム」といえ，それが個人の，そして特定の文脈
に寄り添った評価を目指しているのは言うまでもない。
　こうした全体的，標準的な方向性を持つ「心理測定学的パラダイム」と個別，具体的な方向性をもつ「オ
ルターナティヴ・アセスメントのパラダイム」の対立と，直接評価，間接評価の対立を重ねる形で松下

（2012）は，図 1 のように各種評価を整理している。この分類に則った形で，松下は「心理測定学的パラ
ダイム」，「オルターナティヴ・アセスメントのパラダイム」それぞれに適した使用場面を提示している。
全体性，標準化を志向する前者は当然のことながらアカウンタビリティ，質保証において効力を発揮し，
個別，具体性を志向する後者は教育改善・指導，学生の成長の評価においてより有効である。
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石川ほか：質保証における直接評価テストの果たす役割とその意義

　こうした直接評価 vs. 間接評価 ，「心理測定学的パラダイム」vs.「オルターナティヴ・アセスメントの
パラダイム」の両対立軸による分類において，大学全体が機関としての質保証を行う際に適切な評価方法
となるのが直接評価と「心理測定学的パラダイム」の組み合わせであり，上記の図で言えば「パフォーマ
ンス評価型の標準テスト（CLA など）」となってくる。日本においては社会人基礎力あるいはジェネリッ
クスキルの評価テストとして開発されてきた株式会社リアセックの PROG，株式会社ベネッセコーポレー
ションの GPS-Academic はこの組み合わせに入るであろう。しかしながら，CLA と比較した場合，両者
とも高得点を得るための方向性が明確であるため，被験者が「正答」を予測できる可能性を否定できない。
一方であまり試験を複雑化させると試験時間が長引き，回答も多様化しすぎるという問題が出てくる。
　こうした各種評価テストに一長一短が見られる中で，今後の大学機関全体の質保証において重要な方向
性を二つ挙げておきたい。一つは項目反応理論（Item Response Theory）の使用である。項目反応理論は，
項目の特性（項目の難しさや識別力が判明している場合，その項目に対する反応（解答状況））を用いて，
当該試験の結果から測定できる能力を推測するものである（豊田，2002）。この項目反応理論は，山形大
学が開発した基盤力テストですでに活用されている（安田，2017）。項目反応理論の利点としては，項目
とその難易度が明確に対応付けられているため，問題数が少なくても極めて正確な能力が測定できること
が挙げられる。これは試験時間の短縮には非常に有効である。また，難易度があらかじめ紐づけられてい
るため，ランダムな出題が可能であり，被験者ごとに異なる試験となることが挙げられる。
　同時に，この項目反応理論を十全に活用するためには，その前提として「項目の難易度」が明確に設定
されていることと，同じ難易度の項目ができるだけ多く準備されていることが必要である。その点におい
て国立教育政策研究所による Tuning テスト問題バンク（http://www.nier.go.jp/tuning/about.html）の活
動は非常に重要である。この活動においては，テストを開発すると共に，それを複数の機関で実施し，そ
の結果を共有し，さらなる開発を行っている。つまりできるだけ多くの機関で実施されることで，その試
験の難易度の判定精度が上がってくることになる。同時に，試験問題が蓄積されることによって難易度に

図 1　学習評価の構図

出典：松下（2012）
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応じた試験が豊富に準備されることになる。この項目反論理論と Tuning テストバンクの活動を組み合わ
せることによって，現場のニーズに即し，かつ精度の高いアセスメント方法が確立できることとなる。

５．結び

　本稿は，我が国の高等教育機関における質保証の特徴を検討しながら，今後必要とされるアセスメント
の要素を考察してきた。広田（2016）が指摘する通り，我が国の大学教員の質保証に対する意識は依然低い。
そこに横たわっているのは「共有」の意識の欠如である。研究それ自体が分野個別の探究に向かう以上，

「共有」の意識の欠如は大学教員が持っている本質の裏返しなのかもしれない。しかし，少なくとも教育
は教員一人一人によって成し得るものではない。質保証が目指す，社会に対する大学の活動の可視化は，
まず大学教員に対してなされなければならないのかもしれない。教育活動の結果たる学修成果のアセスメ
ントは，大学教員の教育活動の可視化でもある。その可視化された結果を共有することによって初めて自
らが一部をなす教育活動の全体像，そしてその改善点が見いだされよう。その意味で適切なかつ客観的な
アセスメント方法の開発は共有すべき論点の土台作りとして不可欠であり，一刻も早い着手と普及が望ま
れる。
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