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神戸大学 大学教育推進機構 教授　川嶋 太津夫

これからの大学教育のあり方を考える

「入学の国」から「卒業の国」へ
改革の20年を振り返り、今後の大学教育の在り方を考える

はじめに

　我が国の大学の歴史を振り返るとそれぞれの
時代に大きな転換点が存在した。明治時代には、
帝国大学令（明治 19 年）により我が国最初の
近代大学である帝国大学が設置され、大正時代
に入ると大学令（大正７年）が発布され、それ
まで専門学校扱いであった慶應、早稲田などが
大学として認可され、大学と大学生が急増し、「大
学は出たけれど」と現代風に言えば就職氷河期
も出現した。さらに、太平洋戦争の敗戦を経て、
昭和 22 年の学校教育法により新制大学が発足
し、旧制の大学や専門学校などの高等教育機関
の多くが大学に統一・統合され、原則として各
都道府県に少なくとも一つの国立大学が誕生し
た。ここにおいて、今日の我が国の大学が概ね
確立されたと言える。
　しかし、平成の時代に入り、さらに大きな転
換点を迎えることとなった。平成３（1991）年
の大学設置基準の改正、いわゆる「大綱化」で
平成の大学改革の幕がきって落とされ、さらに、
大学改革の波は、平成 16 年の国立大学の法人
化へと続く。大綱化以降 20 年を経たが、まだ
大学改革への圧力は強く、帝国大学が設置され
てからの 100 年の変化に倍する変化をこの 20
年で日本の大学は経験することとなった。

大学改革の背景

　平成の大学改革の源流は、昭和の時代にあっ
た。昭和59年に時の首相中曽根康弘によって設
置された臨時教育審議会（臨教審）では、欧米に
おける競争や市場を重視する新自由主義の影響
を受けて、高等教育も含めて教育の自由化が大き

なテーマになった。結局、自由化は背景に退いた
が、代わりに個性化がキーワードとなり、高等
教育に関しては、それに多様化と高度化が加わっ
た。それまで、国立大学のみならず私立大学にも
補助金を支出するなど、政府の財政支援と設置基
準等による規制を通じて大学教育の量の拡大と
質の保証が可能となっていたが、進学率の高まり
と政府の財政危機により大学システムのコント
ロールが従来のようにいかなくなってきた。
　そこで、臨教審の提言に基づき設置された大学
審議会（その後の中央教育審議会大学分科会）が、
平成３年に出したのが「大学教育の改善につい
て」と題する答申である。答申のタイトルが示
すように、ねらいは教育の改善を促すことであっ
た。これまでも、昭和46年の「今後における学
校教育の総合的な整備拡充のための基本施策に
ついて（四六答申）」では、大学紛争のただ中で
出された答申ということもあり、大学教育の急激
な拡張がもたらした矛盾と問題点を指摘し、大綱
化を先取りするように一般教育と専門教育の科
目区分の廃止や、大学教員の教育への無関心を批
判し、教育方法の改善を求めていた。また、つ
とに有名な大学の種別化も提言しており、今日、
中教審で議論されている機能別分化論の先駆け
でもあった。いかんせん、これらの提言が受け入
れられるほどの危機感は、あれほど激しい大学紛
争があったにもかかわらず、大学関係者の間では
希薄であった。
　さて、平成 3年の答申では、新自由主義の政
治的空気の中で、大衆化した大学教育が改善さ
れない原因を、硬直的な大学設置基準に求めた。
大学が開設すべき授業科目を細かく設置基準で
定めていることは、大学を問わず一定の質保証の
役割をはたしてはいるものの、大学が時代や社会
への変化に適切に対応することを妨げ、さらに、

論　説



11

大学関係者が真剣に教育の在り方を考え直す努
力を怠らせているとして、カリキュラムの自由化
を提言し、改革への期待を表した。
　同時に、しかしながら、大綱化により一般教育
等の軽視に向かう大学も出るのではないかとの
懸念も示し、各大学がカリキュラムの現代化な
ど、その教育の改善に常に務めるように自己点
検・評価の必要性も指摘した。
　この答申を受けて、大学設置基準が改正され、
授業区分が廃止されたことにより国立大学を中
心に教養部の廃止が相次ぎ、いまだに学士課程教
育における一般教育（教養教育）の在り方に尾を
引いている。しかし、それ以上に、この答申と
それを受けた設置基準の改正が我が国の大学改
革にとってエポック・メイキングであったのは、
今日の大きな課題となっている大学評価が、努力
義務ながらも自己点検・評価として制度化された
ことである。これ以降、評価という言葉が大学改
革のキーワードになっていく。

質と評価の時代の到来

　大学審議会及びその後継の中教審大学分科会
は、矢継ぎ早に答申を行い、従来の高等教育計
画の策定ではなく、学士課程教育（当時はまだ
学部段階の教育と称されていた）及び大学院課
程教育の充実方策（実質化）に向けて様々な提
言を行っていくこととなった。
　とくに平成 10年 10 月に出された大学審議会
答申「21世紀の大学像と今後の改革方策につい
て－競争的環境の中で個性が輝く大学－（21世
紀答申）では、来るべき 21 世紀の知的基盤社
会では、人材養成において高等教育の在り方が、
我が国の国際的競争力を左右するとの認識のも
と、真正面から教育研究の質と大学評価を取り
上げた。その中で、学士課程教育で育成すべき
鍵となる「学習成果（当時はまだこの言葉は使
用されていない）」として、「課題探求能力」を
具体的に提示し、進学率の上昇と学生の多様化
に対応し、卒業時の質を確保するため、教育活
動が国際的通用性の観点からなされなければな
らないとして「学部教育の再構築」を提言し、
それは今日の「出口管理」「アウトカム」重視へ
の政策転換を示唆するものであった。

　さらにこの答申は、各大学における教育研究
の質を一層充実、向上させるためには、「教育研
究活動の水準向上の目標を定め、その達成状況
を評価し、評価結果に基づく改善を進めていく
ことが求められている」として、今日的にいえ
ば「PDCA」サイクルの重要性を指摘し、努力
義務化された自己点検・評価は必ずしも実効的
ではなく、今後は外部評価や第三者評価を取り
入れて、教育研究の内容・方法の充実を図る必
要があると結んでいる。
　この「21 世紀答申」を受けて翌平成 11 年 9
月に実施された大学設置基準等の改正では、自
己点検・評価の実施とその結果の公表が「義務」
とされ、また外部評価も努力義務とされた。さ
らに、将来の第三者評価の導入に向けて、大学
評価・学位授与機構が設置され、主として国立
大学を中心として試行的評価が様々なテーマに
ついて実施されていくこととなった。
　ここにおいて、我が国にも大学教育の「質と
評価」の時代が到来することとなった

大学教育の質とその評価をめぐる課題と展望

　その後の 10年は、まさに我が国の大学にとっ
て、改革の嵐となった。平成 13 年には国立大
学の構造改革（法人化）に関する「遠山プラン」
が公表され、政府の総合規制改革会議からは、
その第 1次答申において大学設置認可の準則主
義化（規制緩和）と評価認証制度の導入が提言
され、「事前規制から事後チェック」への転換を
求めた。これに対応して中央教育審議会は、平
成 14 年「大学の質保証にかかる新たなシステ
ムの構築」を答申し、設置認可制度の見直しと
第三者評価制度の導入を提言し、これを受けて
平成 16 年 4 月、国立大学の法人化と同時に全
ての大学等に 7年に一度第三者評価の受審を義
務づける認証評価制度が始まり、その第 1サイ
クルが平成 22 年度で終了し、23 年度から第 2
サイクルを迎えた。
　この間、大学教育の質や評価の在り方につい
て、様々な議論や試行錯誤が行われてきた。議
論は主に、大学教育の質とは何か。そして、何
を評価するのかに関してであった。
　大学教育の質とは何かについては、我が国の
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みならず諸外国でも様々な議論がなされてきた。
そもそも、教育の目的は多義的であり、立場や
役割が異なれば、その求めるものも異なってく
る。組織心理学者のK.E. ウェイクは、それを複
数のゴールポストがある「奇妙なサッカーゲー
ム」にたとえた。
　そのため、国においても大学教育の質とは何
かに関して、必ずしも正面から取り上げること
はなかった。たとえば、第三者評価（認証評価）
の導入を求めた中教審答申「大学の質保証にか
かる新たなシステムの構築」においても、質保
証の重要性は繰り返し議論してはいるものの、
では大学が保証すべき「質とは何か」には全く
と言っていいほど触れていない。ただし、先に
もふれたが、「21世紀答申」では、「卒業時にお
ける質の確保を重視したシステムへの転換が必
要である。このため、学部段階においては、（中
略）『課題探求能力』の育成を重視する」と指摘
し、大学教育の質を明示的ではないにしても卒
業生の獲得した能力、つまり学習成果としてと
らえている。
　しかし、中教審での議論は、必ずしも明確で
はない。平成 17 年の「我が国の高等教育の将
来像」答申では、「出口管理」を強調し、アドミッ
ション・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに
加えてディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）
の確立と適切な運用をもとめ、学位とは、大学
等の課程の修了に係る「知識・能力の証明」で
あるとしながらも、「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、管理運営方式の総体を指すものと考え」
ており、質に関しては極めて包括的で漠然とし
た理解にとどまっていた。
　これ以降、しかし、学士課程教育で育成し、
保証すべき学習成果として「学士力」を提言し
た平成 20 年の中教審答申「学士課程教育の構
築に向けて（学士課程答申）」を経て、平成 21
年 6月に出された「中長期的な大学教育の在り
方に関する第一次報告（第 1次報告）」に至り、
学習成果こそが大学教育が保証すべき「質」で
あるとの認識が確立されていった。「第一次報告」
は、こう指摘する。「大学教育において保証され
るべき質の対象には、学生、教育課程の内容・

水準、教員、研究者、教育研究の整備状況、管
理運営方式など、様々な要素がある。その上で、
最終的に保証されるべき（質）は、学生の学び
の質と水準である」。
　そこで、課題は大学教育の在り方を、学習成
果を中心として再構築することである。（下図参
照）

　考え方は極めてシンプルである。が、現実に
それを実行することは、それほど簡単ではない。
まず、学習成果の設定に課題が存在する。英国
など欧州の大学は、学士課程では専門教育が中
心である。そのため、卒業時までに身につけさ
せる学習成果は、学部や学科などで、分野別の
参照基準などを参考に設定することができる。
しかし、米国と同じく我が国では学士課程では
専門教育のみならず教養教育（一般教育）も目
的としている。大綱化以降、多くの大学で「共
通教育」と呼んでいるように、学部や学科にか
かわらず全ての学生を対象に行われる教育であ
る。さらに、その運営は、学部や学科とは独立
した組織（委員会、センター、機構など）が担っ
ていることが多い。そのため、学士課程教育は
4年間で構成されるものの、共通（教養）教育
と専門教育が統合されている例は、小規模の単
科大学を除いて少なく、学習成果の設定も、そ
れぞれの部門で独自に設定されている場合が多
い。米国でも同様の課題を抱えており、一般教
育General Education の担当組織とそのカリ
キュラムにおいて、全学的な学習成果の設定が
されており、各学科では専攻教育の学習成果の
検討だけが行われていることが多い。大学共通
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学習成果を中心とした大学教育の在り方（概念図）
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の学習成果を共通教育のみならず、専門教育の
学習成果に翻案し、文字通り 4年間の学士課程
教育を通じて育成していくことが、我が国の多
くの大学がまず直面する課題である。
　さらに、学習成果を重視した質保証の観点か
らは、設定した学習成果を、学生が習得したか
どうかを確認することが重要である。学生の学
習状況に関して情報を収集し、分析することを
アセスメントと言う。何が、どこまでできてい
るのかを確認することである。我が国では、ア
セスメントは成績評価と同一視されることが多
いが、必ずしも両者は同じではない。というのも、
成績評価には、学習成果以外の要素、たとえば、
出席、授業への参加度、努力などが含まれる場
合があるからである。
　このような状況のなかで、アセスメント
については、理解不足や誤解も多い。「学
士課程答申」で、OECD が計画している
AHELO(Assessment of Higher Education 
Learning Outcomes) や米国の教育支援審議会
の CLA(Collegiate Learning Assessment) な
どの外部テストが紹介されたこともあり、学習
成果を共通テストで評価するという受け取り方
をされたが、アセスメントには、学生、卒業生、
企業などへのサーベイ（アンケート）による「間
接アセスメント（できると思うかの確認）」の方
法もあれば、パフォーマンスや学習の実際の成
果などで確認する「直接アセスメント（実際に
できることの確認）」の方法もある。後者につい
ては、共通テストだけではなく、卒論や卒業研
究、また個別授業でのアセスメントなど、多様
な方法やツールが存在する。先般、米国でアセ
スメントに関連する 2つの学会に参加してきた
が、米国の大学でもアセスメントに関して、必
ずしも実践が大いに進んでいるとは言えないが、
アセスメントの重要性の認識とアセスメントへ
の熱意は、我が国の比ではなかった。我が国では、
筆記試験とレポートが学習のアセスメントの主
流である。学習成果を中心として教育を再構築
するためには、アセスメントの方法やツールの
開発とその活用が緊急の課題であろう。
　ところで、いわゆる「アウトカム・アセスメ
ント」に対しては、学習には大学の統制しうる
要素以外が影響することが多く、質の評価とし

ては不適切ではないかとの異論がある。しかし、
学習成果を設定し、それをディプロマ・ポリシー
として公表したということは、学生と一種の「契
約」を結んだことになる。大学としてその契約
がどの程度実現できたかどうかを確認すること
は避けられない。最先端の施設・設備を完備し
た病院で、世界一流の医師団が治療を施しても、
患者の病気が平癒しなければ、その病院は評価
されない。病気が治癒しない理由を、患者の病
院外での行動や意欲に求めたとしたら、それは
医療機関としての責任放棄だと言えないだろう
か。
　学習成果のアセスメントが重要なのは、社会
に対するアカウンタビリティに資する側面もあ
るが、むしろ、アセスメントの結果を分析する
ことによって、どこに教育上の課題や問題が存
在するのかを明らかにすることが可能となり（評
価）、したがって、改善につながるからである。
まさに、認証評価の第 2サイクルで重視されて
いる「内部質保証」システムの重要な基盤を提
供するからである。
　我が国の大学が直面する課題は、数え切れな
い。秋季入学などのグローバル化への対応、学
生の多様化や学力不足などのユニバーサル化へ
の対応、さらには、機能別分化による個性化な
ど。また大学内部にあっては、学位プログラム
化に適切な教育組織改革や効果的なマネジメン
ト体制の確立など、枚挙にいとまがない。しか
し、18歳人口の減少と大学の増加による「大学
全入時代」を迎え、大学へ入学することは、そ
れほど困難でも、特別なことでもなくなってい
る。我が国の大学教育が国際的にも、社会から
も高く評価され、信頼されるためには、大学を
卒業することがハードルが高く、チャレンジン
グであり、卒業が高く評価されるように、「入学
（試験）の国」から「卒業（試験）の国」への転
換が求められている（天野郁夫『試験の社会史』）。
そして「卒業の国」では、「入学の国」で重要で
あった入学試験に代わって学習成果とそのアセ
スメントが重要な位置を占めることになる。


