
２章 オーストラリア現地調査結果 

 

１．高等教育概観 

 

（１）教育制度 

オーストラリアは 6 つの州と 2 つのテリトリーから構成されている。ニューサウスウェールズ

州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、タスマニア州、ビクトリア州、西オーストラリ

ア州、オーストラリア首都特別地域、北部準州である。３つのレベルの政府があり、連邦政府、

州・テリトリー政府、地方政府である。学校制度は各州・地域により異なるが、全国的にほぼ類

似の制度になっている。学校教育のうち、義務教育は 6～16 歳（Year 1 から Year9 または 10）の

間である。 

 

図２－１－１ オーストラリアの教育制度 

 

http://www.study.australia.or.jp/kyoiku_tokucho.htmlより 
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（２）高等教育機関 

１）高等教育機関の種類 

大きくは大学と非大学高等教育機関に分類される。さらにオーストラリアに存在する 39 大学の

うち、公立は 37 大学、私立は２大学であり、また海外大学ブランチが１校ある。非大学高等教育

機関は 100 以上あり、TAFE (Technical and Further Education、職業訓練学校)なども含まれる。 

 

２）経営と財政 

大学教育は連邦政府によって管理された独立法人制をとる。連邦政府（DEEWR）は財政と政策

面で高等教育に対して責任を担い、州とテリトリー政府は高等教育に対して法的な責任を持つ。 

連邦政府は高等教育セクターに対して、各種のグラントやプログラムを提供することによって

財政的支援を行っている。オーストラリアの大学は過去 20 年以上にわたり、政府からの公的資金

への依存を弱める方向ですすんでいるが、いまなお連邦財源は大学収入の一定割合を占めている

（図２－１－２①）。1997 年には連邦政府からの資金は高等教育歳入の 53％を占めていたが、この

比率は 2006 年には 42％に減少している。学生財源による収入は 97 年の 29％から 06 年の 39％に

増加し、同時に留学生財源による収入も７％から 15％へと増加している（Australian Government 

2008）。大学の収入に占める公的資金の割合は大学による差が大きいことも確かだ（図２－１－２

②）。 

 

図２－１－２① Higher education revenue sources as a percentage of total revenue, 1996-2006 

(constant prices) 
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図２－１－２② Comparison of revenue by higher education institution and source (VET 

revenue included), 2006 

 

 

 

３）高等教育人口 

2006 年の統計によれば、オーストラリアの高等教育に在籍する人口は 98 万人である。この高等

教育人口 98 万人のうち 25 万人が外国からの留学生であるという。現在 25％、つまり、およそ４

人に１名が留学生である。約 10 年ほど前の 1996 年の統計をみると、65 万人の高等教育人口のう

ち、留学生は 6 万名であった。高等教育人口自体が大幅に増えているが、10％未満であった当時

と比べると数にして約４倍、割合も 2.5 倍になっている。OECD 加盟国で１番高い比率であるとい

う（Australian Government, 2008）。高等教育はオーストラリアの輸出サービスとして重要な役割を

担っている。 
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２．学習成果の議論 

  

 1999 年に ACER に委託するかたちで GSA がつくられた背景には、オーストラリア国内におけ

るジェネリックスキルに対する関心があるだろう。当時の教育相であるケンプは 99 年の大学の質

保証に関するスピーチで 

 

「政府は、成果に注目することで高等教育システムを強固なものにする幅広い取り組みを支援している。学生の満

足度をとらえるコース経験調査、卒業生の雇用状況を追跡する卒業生進路調査などの年次調査を含む。・・・我々

はさらにオーストラリア教育研究カウンシル（ACER）にこのセクターにとって貴重なツールとなる graduate skills 

assessment test の開発を委託した。このプロジェクトの試行テストは 2000 年の４月に予定されている。ジェネリッ

クな学習成果および学士の一連のスキルを鮮明に浮かびあげる一助になるだろう」 

 

と話している。つまり、オーストラリアでは 1999 年以前からジェネリックスキルに関する議論が

行われており、また、ジェネリックスキルは学士課程修了者への要求の一つとなりつつあったよ

うだ。そこで、本節ではオーストラリアにおけるジェネリックスキルの議論について 90 年代の流

れをみてみたい。そして、オーストラリアの高等教育におけるジェネリックスキルについて、

Australian Qualification Framework (AQF)および Graduate Attributes などの特徴的な取組を取り上げ、

整理してみたい。 

 

（１）ジェネリックスキルの議論 

オーストラリアにおいて、社会や労働の世界で必要とされる能力を特定し定義づけようとする

試みはすでに 80 年代後半以降、カーメル報告（1985 年）やフィン報告（1991 年）にもおいてみ

られる。しかし、近年のオーストラリアにおけるジェネリックスキルの議論の大きな流れを形成

したのは、1992 年のマイヤー委員会による報告だろう。マイヤーのキーコンピテンシーは図１－２

－１のようにまとめられている。 

マイヤー委員会による報告の特徴を整理すると、「情報を収集・分析・構成する力」「意見およ

び情報を伝達する力」「活動を計画および企画する力」「人とチームで働く力」「数学的な考え方や

技術を活用する力」「問題を解決する力」「テクノロジーを使う力」の７つの力にまとめられる。 
 

 

 

 

 



図２－２－１ マイヤーのキーコンピテンシー 

 
 

さらに1998年ウェスト報告においては、大学教育で身につけることが期待される資質を特定す

ることが推奨された。学生が何を知り、理解し、実行することができるのかという点から教育の

質を測るべきだとしている。大学をとりまく関係者により各資質の重要性は多様だと考えられる

が、委員会としては下記のような資質を挙げている。 

 

• the capacity for critical, conceptual and reflective thinking in all aspects of intellectual and practical 

activity; 

• technical competence and an understanding of the broad conceptual and theoretical elements of his or 

her fields of specialisation; 

• intellectual openness and curiosity, and an appreciation of the interconnectedness, and areas of 

uncertainty, in current human knowledge; 

• effective communication skills in all domains (reading, writing, speaking, and listening); 

• research, discovery, and information retrieval skills and a general capacity to use information; 

• multifaceted problem solving skills and the capacity for team work; and 

• high ethical standards in personal and professional life, underpinned by a capacity for self-directed 

activity. 

 

その後、オーストラリアでは産業界主導による動きが続いている。2002 年 ACCI および BCA に

よる Employability Skills for the Future が出された。これはマイヤーキーコンピテンシーの流れを産

業界が引き継いだものであり、そこで打ち出された Employability Skills Framework では、能力以外
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にも 13 の態度や特性などが盛り込まれた。Employability Skills Framework は学校教育や職業教育

の政策策定の際の参考にされるなど、現在も引き続き一定の影響力を持っている枠組といえそう

だ。 

 

●個人的特性 
忠誠心 
責任感 
誠実さ 
熱意 
信頼性 
自己表現力 
常識 
自尊心 
ユーモアのセンス 
仕事と家庭の両立 
プレッシャーをコントロールする力 
高い動機 
適応力 

 
●スキル 

コミュニケーションスキル 
チームワークスキル 
問題解決能力 
新規構想力 
自己管理能力 
学ぶ能力 
テクノロジー能力 
（Commonwealth of Australia 2002） 

http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/4E332FD9-B268-443D-866C-621D02265C3A/2212/final_report.p

df 

 

（２）高等教育のなかのジェネリックスキル 

 前述のとおり、オーストラリアの大学では一般的に１年次から専門に分かれ、専門分野の科目

を履修する。このためアメリカのような教養教育を目的とする一般教育などの仕組みは導入され

ていない。しかし、オーストラリアの教育で特徴的なものの１つに「オーストラリア資格枠組」

があり、このなかで大学教育を通じて育成されるべきジェネリックスキルも特定されている。 

 



１）オーストラリア資格枠組（AQF：Australian Qualifications Framework） 

オーストラリア資格枠組（AQF：Australian Qualifications Framework）は、1995 年に制定された

（図２－２－２①）。このシステムにより、学校、職業教育・訓練、高等教育セクターにいたるまで、

どの資格を取得しても相互の接続が可能になった。AQF は教育の質を保証する全国的な仕組みで

あり、そのなかで各資格において達成すべき学習成果の特定が試みられた。 

図２－２－２① Australian Qualification Framework 

 
（http://www.aqf.edu.au/aqfqual.htm） 

 

たとえば学士号では、学士号の学習成果が図１－２－２②のように定められている。その特徴

としては、「体系的で一貫した知識、その基礎となる原則や概念、関連するコミュニケーション力、

問題解決力の獲得」「学術的な能力、研究を行いうのに必要な資質、新しい情報・概念・根拠を理

解し評価する資質開発」「学んだ知識と技術を復讐し、確立し、拡大し、応用する能力開発」「自

己主導的・生涯学習の土台」「雇用および研究に適する対人関係力、チームワーク力」など、特定

の学問分野に限定せず、すべての分野に適用される学習成果を定めている点である。 

 また、ハンドブックには学習成果のアセスメントについて「学位を出す機関が責任をおう」と

明記されている。 
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図２－２－２② Characteristics guideline 

'Characteristics of learning outcomes at this level include: 

• the acquisition of a systematic and coherent body of knowledge, the underlying principles and 

concepts, and the associated communication and problem-solving skills; 

• development of the academic skills and attributes necessary to undertake research, comprehend and 

evaluate new information, concepts and evidence from a range of sources;  

• development of the ability to review, consolidate, extend and apply the knowledge and techniques 

learnt, including in a professional context;  

• a foundation for self-directed and lifelong learning; and 

• interpersonal and teamwork skills appropriate to employment and/or further study. 

A course leading to this qualification also usually involves major studies in which a significant literature is 

available. Course content is taken to a significant depth and progressively developed to a high level which 

provides a basis for postgraduate study and professional careers.' 

AQF Implementation Handbook (http://www.aqf.edu.au/implem.htm)より 

 

 

２）Graduate Attributes（大卒者特性） 

オーストラリアの大学では 90 年代以降、Graduate Attributes（大卒者特性と訳されることもある）

と呼ばれるものの設定が進んでいる。これは分野に関係なくすべての学生が大学卒業までに身に

つけるべき能力のことであり、各大学が自由に定めるものだ。オーストラリアの 39 大学のうち、

ほとんどの大学で設定していることが確認できた（Precision Consultancy, 2007）。たとえば、後述

するグリフィス大学の Graduate Skills などもこの一例である。Graduate Attributes を設定している大

学でも、取組の程度は各大学で差がみられる。現地調査においても、マードック大学のように

Graduate Skills をプログラムの一部に導入することに熱心で、そのためのコンピューターシステム

を開発した大学も見られた。実際の取組はまちまちであるとはいえ、オーストラリアの大学が専

門分野にとらわれない、分野横断的な知識を意識している様子はうかがい知れる。 

 

 

http://www.aqf.edu.au/implem.htm


３．標準テスト普及の状況 

 

（１）はじめに 

 

オーストラリアの高等教育を対象としたジェネリックスキルのアセスメントには代表的なもの

に Graduate Skills Assessment（GSA）がある。GSA の詳細については、前章で確認したとおりであ

る。本節では、この GSA がオーストラリア内でどの程度普及しているのか、また、各機関で GSA

についてどのような意見をもっているのかなど、機関・企業ヒアリングをもとに普及状況と課題

を整理する。 

ただし、2007 年度行った文献調査を通して、GSA は近年ではほとんど普及していないことが明

らかになっている。ACER は GSA について大きく分けて２つの活用を目途としていた。１つは「学

生―大学による活用」、もう１つは「学生―企業による活用」である（図１－３－１）。「学生―大学

による活用」に含まれるのは、支援を必要とする学生の特定、学部間の差の確認、大学の付加価

値の測定、個別学生のスキルの伸び測定などである。「学生―企業による活用」に含まれるのは、

雇用主に対するスキルの証明である。この２つのレベルにおいて、大学、企業（産業界）それぞ

れにヒアリングを行い、各主体における文脈で GSA の活用が促進されなかった理由を調べる。 

 

図２－３－１ GSA の想定する活用主体とその方法 

 

  

企業 大学
雇用慣行、採用プロセス
卒業者に求める力

質保証、授業改善
大学で育成する力

ｱｾｽﾒﾝﾄ

発
案

開
発

運
営

実
施

分
析

活
用

プロセス上の課題  
 

とくに「学生―大学による活用」においては、次の点に焦点を当てる。前述のとおり、オース

トラリアでは 80 年代後半以降、ジェネリックスキルの議論が全国レベルで広がっており、高等教

育にも浸透しつつある。その例として、多くの大学が Graduate Attributes や Graduate Skills などと

呼ばれる卒業までに身につけるスキルを設定している。そこでヒアリングでは、まず各大学がど

のような Graduate Attributes を設定しているか、設定した Graduate Attributes をどのように実際にプ

ログラムのなかで育成しているか、またそこで育成したスキルをどのように評価・測定している

のかを調べた。 
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（２）グリフィス大学 

□ 訪問先： Griffith University 

□ 訪問日時： 6 月 25 日（水） 10:00-14:00 
□ 所在地：  Griffith University 

 Griffith Institute for Higher Education 
 Mt Gravatt Campus 

 Messines Ridge Road, Mt Gravatt, Queensland 4122, Australia 
□ 面会者： Dr Duncan Nulty, Senior Lecturer, GradCertEd(Higher Ed), PhD 
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１）グリフィス大学の Graduate Skills と Graduate Skills Toolkit 

グリフィス大学では Graduate Skills というグリフィス大学を卒業するまでに学生が身につける

技能や能力を定めている（表２－３－２）。数年前までジェネリックスキルの育成は大学の重点的な

目標の１つであったが、現在では大学の国際化のほうにプライオリティが移行しているという。

ジェネリックスキルの育成が重点目標であった頃に Graduate Skills Toolkit を作成し、各 Graduate 

Skills の重要性の説明に始まり、カリキュラムへの組み込み方、実際の授業での教え方、評価の仕

方などの点を、教員向けの指針として小冊子のかたちでまとめている。 

このツールキットは、Oral Communication, Written Communication, Information Literacy, Problem 

solving, Critical Evaluation, Teamwork, Creativity & Innovation, Ethics, Professional Skills, Leadership と

グリフィス大学の Graduate Skills に沿うかたちで、各要素について詳細に解説している点が特徴的

である（ウェブにも掲載）。 

 

表２－３－２ グリフィス大学の Graduate Skills 

 

1 Oral Communication 

2 Written Communication 

グリフィス大学の概要 

クイーンズランド州ブリスベンにある 1971 年創立の公立大学。新興大学のひとつで、ア

ジアパシフィック地域への影響力も高い。オーストラリアで初めて環境科学

（environmental science）とアジア学の学位を導入した。音楽学部は国内でも有名。５つ

のキャンパス（ネイサン、ゴールドコースト、ローガン、マウントグラバット、サウス

バンク）をもち、122 カ国以上から 37,000 人以上の学生が集まっている。学生数では、

オーストラリアで第 9 位である。ジェネリックスキルへの取り組みに熱心で、1999 年よ

り始まったGriffith Graduate Projectの一環としてジェネリックスキルを大学に導入するた

めの Graduate Skills Toolkit を開発した。 



3 Information Literacy 

4 Problem Solving 

5 Critical Evaluation 

6 Teamwork 

7 Creativity and Innovation 

8 Ethical Behaviour and Social Responsibility 

9 Professional Skills 

10 Leadership 

 

図２－３－２① グリフィス大学の Graduate Skills Toolkit（ウェブ版） 

     
（http://www.griffith.edu.au/centre/gihe/griffith_graduate/toolkit/index.htm） 

 

 

２）グリフィス大学の Graduate Skills とプログラムへの埋め込み 

 学生は３年間で履修する 24 コース（科目）を通し、全体としてすべての Graduate Skills を習得

することになっている。したがって、プログラム全体で Graduate Skills の習得を網羅するように構

成する必要がある。そのため、グリフィス大学では、提供する科目のどこでどのようなスキルを

教えているか、マッピングの作業を行うことにより効率的なカリキュラムへの埋め込みを行って

いる。 

 こうして作成されたプログラムは、プログラムチェックリスト等に基づいてプログラム委員会

により点検される。その際に Graduate Skills が適切に埋め込まれているかも確認されている。 

 

３）Graduate Skills のアセスメント 

 Graduate Skills のみを取り出して測るアセスメントは見られないようだ。各コースのアセスメン

トに埋め込まれるかたちでスキルの定着が確認されている。次の会計士コースの事例のように、
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総合的なアセスメントを行うことで専門知識と同時にWritten Communication、Oral Communication、

Problem-solving、Creativity and Innovation などのスキルの定着も確認している。 

・ 会計士コースの事例： 

① 役員会へのレポートを書く。フォーマットは ACI のものに準じ、10 ページ以内におさめること。 

 役員会への 5 分のプレゼンテーション。 

 フィードバックをもとに、レポートを校正してから提出する。 

② クイズ形式で知識を確認する。キーワードを理解しているか？（「予算」の意味など） 

③ 問題解決シナリオ。 

④ 口頭インタビューを 15 分行う。 

 

４）Graduate Skills Assessment（GSA）に対する意見 

GSA についての意見を求めると、GSA について認知はしているが、積極的な活用は考えること

はできないと話してくれた。以下、Nulty 氏の個人としての意見を挙げておく。 

 

・ ペーパーテストでは、ジェネリックスキルは測れないと考えている。実際のテストを見たことは

ないので、もしかするとアイテムはいいかもしれないが、ペーパーテストには懐疑的である。グ

リフィス大学が使っているかは分からない。 

・ 戦略的な利点があれば、大学も GSA の受検に参加するだろうが、利点は見えない。例えば、グリ

フィス大学の課題に照らしてみると、GSA を受けることによるリスクがあると考えられる。グリ

フィス大学の学生は入学する学生が多様で、能力的にも幅が広い。たとえば豪で３つの指に入る

といわれるクイーンズランド大学との対比で考えてみよう。グリフィスとクイーンズランドでは、

もともと入学する学生の能力層が異なる。そのため、グリフィス大学が GSA で良い点をとること

は、クイーンズランド大学に比べて難しい。逆に、能力幅が広いグリフィス大学の方が、優秀な

学生が揃うクイーンズランド大学よりも伸びしろがあるため伸びる幅が大きいとも言える。 

・ GSA は、カリキュラムの向上につながるのかという点が疑問である。例えば、1 年生の 1 セメス

ターのときに GSA を受けても、その年のカリキュラムはもう変えられない。次のグループのため

には変えられるが、タイムラグがある。 

・ 大学にとっては、GSA は大学のカリキュラムを評価する単なる情報の１つにすぎない。GSA だけ

ではなく、全国的な Course Evaluation Questionaire(CEQ)や、学内の Student Evaluation of Teaching 

(SET)、Student Evaluation of cources (SEC)、専門職団体からのフィードバック、産業側からのフィ

ードバックなど、すでにたくさん情報源がある。 

 

つまり、GSA への参加は義務ではないため、明確なメリットがない限り大学は参加しない。埋

め込まれて育成されているスキルを、スキルのみ取り出して測ることの有効性に疑問を感じてい

る。また、多様な学生を受け入れている大学では、そもそもよい結果が期待されない。テスト自

体はよいとしても、他大学との比較が行われる場合、一部の大学では不利な立場に立つことが予

想され、受けづらいだろうという。 

すでに Course Experience Questionaire(CEQ)のように、主観的な評価ではあるがジェネリックス
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キルを確認するツールが他に存在し普及していることも、GSA の必要性が積極的にとらえられな

い理由となっているようだ。Course Experience Questionaire(CEQ)は、分析的スキルや問題解決力に

ついても聞いている。図２－３－２②はグリフィス大学の CEQ の例である。 

 



 

図２－３－２② グリフィス大学の Course Experience Questionnaire 
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（３）マードック大学 

□ 訪問先：  Murdoch University (Teaching and Leaning Center) 
□ 訪問日時：  7 月 7 日（月） 2:00pm-4:０0pm 
□ 所在地：  South Street, Murdoch, Western Australia 6150 
□ 面会者： Ms Christina Ballantyne (Senior Research Officer), Ms Kate Lowe 

(Lecturar-Educational Design) 
 

マードック大学の概要 

パースから 14 キロ南にある 1973 年設立の公立大学。学生数は学部生 10,200 名、大学

院生 2,200 名。教員数は 1,300 名。パース以外のキャンパスはロッキンガムおよびマンド

ラの２つある。1973 年に西オーストラリア州で２番目の大学として創立し、1975 年に

初の学生を受け入れた。 

６つのファカルティ（人文・教育、クリエイティブテクノロジー・メディア、健康科

学、法律・ビジネス、ミネラル・エネルギー、サステイナビリティ・環境・生活科学）

および 16 の学部から成る。 

マードック大学は創立当初、主として成人学生対象の大学として設立された。そのた

め、多くのコースが外部でも受講可能で、オンラインでも利用できる。研究重点大学で

あり、Innovative Research Universities Australia のメンバーである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）マードック大学の Graduate Attributes 

■現在の Graduate Attributes について 

現在の Graduate Attributes は、2002 年に開発されたものであり、旧 Graduate Attributes をベース

に Numeracy などが新たに組み込まれた。その経緯等はマードック大学のホームページに詳しく掲

載されている。これは大学のコミュニティなどに対するアカウンタビリティの１つであるという。 

 

■Graduate Attribute のマッピング 

マードック大学には６つのファカルティがあり、各ファカルティは２～３スクールで構成され、

各スクールでは数多くのユニットを提供している。コースはユニットの組み合わせでできている。

４年ほど前に Graduate Attribute Mapping Program (GAMP)が開発された。これは、どのユニットの

どのレベル（目的、学習活動、内容、アセスメント）でどの Graduate Attributes の Sub-attribute (SA) 

が組み込まれているかをマッピングするウェブベースのアプリケーションである。使い方として

は、ユニットコーディネーターまたは教育デザイナーなどと一緒に使用する。したがって、ユニ

ットのアウトラインを作成した大学教員を前にして、担当官が教員の話を聞きながら GAMP に記

録する方法をとることが多いという。マッピング結果は２つの見方がある。 

ユニットごとのマッピングは５年に１度、スクールレビューのプロセスにおいて行われ、マッ

ピングが終了すると、コース全体のマッピング状況をみて、担当官はコース内での Graduate 

Attributes の重複や脱落について点検する。同時に各コースでは教授陣が集まって全体のバランス
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をみながら話し合う。担当官も改善すべき点が見つかればその方法をアドバイスするが、それを

聞くのも聞かないのもあくまで教授の判断だという。罰則はないが、問題がある場合にはスクー

ルレビューのシステムにおいて勧告を行う。そのほか、スクールレビューでは、employer focus group

を招いて雇用者の意見なども取り入れている。 

Graduate Attributes への対応の違いなどは学部間でも見られることは見られるが、文化差のよう

なものだという。人文系のスクールは、包括的なアプローチを好むため、Graduate Attributes のよ

うに要素に分解することをあまり好まず、科目で教える Graduate Attributes を特定するのをためら

う。獣医科学部などの専門的な学部はこのようなことに比較的慣れている。 

重複や脱落を防ぐこと、異なる科目で同じレベルの内容を何度も教えることなどを防ぐことは、

課題であるという。ただし、スクールレベルでも、毎年次年度の科目を定める際に開催する

Academic Planning Round においてユニットを行うかどうか、どんな内容を行うか話し合っている

ため、これにより重複は避けられるようになっていると話していた。 

 

■マッピングにあたっての工夫 

さらに担当官が取り組んだこととして、Graduate Attributes を各スクールで教える内容に合わせ

て解釈する表の作成がある。この表は各スクールからの小グループとともに作成された。これに

より、教授陣が自分の教えようとしていることは、どのような Graduate Attributes に対応するのか

を理解しやすくすることを目的としている。 

 

■各ユニットで獲得できる Graduate Attributes のサブジェクトアウトラインへの公表 

このようにしてマッピングされた結果を、サブジェクトアウトラインにどのような Graduate 

Attributes が獲得できるか掲載するように薦めているが、すべての教授が行っているわけではなく、

徐々に普及してきているような状況だという。したがって、学生にもその授業でどのような

Graduate Attributes が教えられるかなどはきちんと伝わっていない場合も多い。学生にとって自分

がどのような Graduate Attributes を、授業を通して学んでいるか意識することが大切だというが、

彼らに重要なことは授業をパスするか否かであり、あまり認識されているとは思えないという。

2008 年から自分がとったユニットの組み合わせにより、どのような Graduate Attributes を学んでい

るかを一覧にして示すシステムの開発に挑戦している。今年度のいつかの段階でリリースされる

予定だ。学生はこれを用いて、就職試験の際などに雇用者側へ自分が受けた授業でどのようなス

キルが育成されていたかを示すことができるようになるだろう。 

 

■取組みへの評価・検証 

各ユニットについてマッピングしたような Graduate Attributes を実際の授業の際に教えているか

どうかを検証する手段はない。教授への信頼でなりたっている。 

Graduate Attributes のアセスメントについては、Graduate Attributes のみを取り出して測ることは

しておらず、各ユニットで出されるアサインメントなどに含まれているという。 

教育システムを検証するために、３つのツールを用いている。１つは Course Experience 

Questionnaire（卒業生対象、大学間比較が可能）であり、もう１つは Teaching Survey（学生対象、



教員へのフィードバック。教授方法の改善や、昇進、他大学へのアプリケーションに使われる）、

もう１つは Unit Survey（学生対象、年度末にオンラインで実施、２年に１回）である。 

 

図２－３－３ 法学部コースの Graduate Attributes マッピング例 
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■教員への研修 

Graduate Attributes について、教員の研修はあまり行われていない。マッピングのプロセスが重

要で、教える側に自分自身がどのような Graduate Attributes を授業で教えているか意識させること

に非常に意義があるという。新人教員に対しては、特別な研修を行う場合もあるという。特別な

研修は教員側からの要求があれば行うが、彼らは非常に忙しく、ほとんどそのような例はない。 

 

■その他 

Graduate Attributes について、マードック大学はメルボルン大学のように名声がないため、取り

組まなくてはならない。学生へのサポートなども熱心にならざるを得ない。これは mature students

（成人学生）が多いことも関係しているかもしれない。 

Graduate Attributes を取り入れたことによる変化は、ゆっくり変わっていくことなのでわからな

い。ただし、産業界はマードック大学の Graduate Attributes を見て、一定の評価をしているという。 

 

２）マードック大学における GSA の実施状況 

■GSA 実施の状況 

マードック大学は Exit2000、Entry2001 から積極的に参加していた。当初は、ポスターによる告

知以外にも学生に郵便通知を出すなども行っていた。近年は e-mail やポスターなどの宣伝を行っ

て学生に参加を呼びかけていた。しかし、2006 年を 後に GSA の実施を中止している。 

中止の経緯としては、副学長のところに ACER から受検料を＄70 に値上げするという通知があ

り、副学長は GSA 担当官の不要ではないかという意見を聞き入れて中止にいたったという。 

 

■GSA の問題点 

 マードック大学の元GSA運営担当官によれば、テスト自体は良いものだと思うと話したうえで、

問題点を指摘した。義務ではないことによるサンプルの偏り、雇用者の認知不足によりテスト結

果の活用が限定されていること、費用の大きさ、テスト実施責任者への物理的負担などが GSA 普

及への阻害要因になっているといえる。 

具体的な指摘の内容は以下の通りである。 

 

①「GSA は義務ではないから、学生が受検しない」： GSA の受検は義務付けられておらず、学

生は、何に役に立つかわからないテストにどうして時間を割かねばならないかと考える。また、GSA

の受検を通して、自分自身の弱みと強みが認識できると話したが、学生にとっては、授業に合格す

るか否かが問題であって、ジェネリックスキルの弱みと強みに対して関心が薄く、多くの受検には

つながらない。結果的に少数の「テスト好き」な学生のみしか受検しないため、サンプルに代表性

がなく、大学にとっては GSA の大学としての結果が出たとしても意味をなさなくなってしまう。 

②「雇用者の GSA 認知がほとんどない」： 実際に採用試験の際のアピール材料にと、採用試験に

持参した学生もいる。しかし、学生は雇用者側が GSA についてよくわかっていないようだったと話

していたという。政府機関や大学などの人材募集では、自分の経験に基づいて自己の持つスキルを

記述することにより能力を証明するため、このようなアセスメントは用いないという。導入当時の



87 
 

郵便

ACER 側の GSA 担当者とは、 初のフェーズに２回ほど面会している。その際には、いくつかの大

企業が採用に用いていると話していた。真偽のほどは確かではない。 

③「受検料や実施の費用などのコストが高く、負担が大きい」： GSA は当初の１、２回は学生の

受検料が 10 ドルであったが、その後 20 ドルに値上がりし、2007 年からは 70 ドルになった。学生に

かかる受検料以外にも、大学には広報・管理・運営のコストがかかるため、大学側にも負担である。

近年、受検者数が大幅に減少する中で、受検者１人あたりの費用は増加する一方であった。また、

平日は実施のための教室を確保することができず、教室に空きが生じる土曜日や休み期間中に実施

する必要があった。さらに PEEL キャンパスでは、受検者３名のために実施をするなど、コスト面

のみならず、運営担当者にとっては物理的にも負担がかかっていた。 

 

以上のような問題を指摘した後、テスト自体に問題があるわけではなく、もし GSA が義務付け

られて、すべての大学のすべての学生が参加するならば、大学間比較が可能となり、意味がある

だろうと担当官は話した。ただし、義務付けるのは、言われたことを行うのを嫌うオーストラリ

アの大学の文化に適合しないだろうという見解や、同時に、高等学校段階までは一律のテストが

行われているが、大学では学生の自由意志に基づいて選択が行われるため、そのような大学の特

性にも適合しないだろうという見解を示した。 

元担当官は他大学の担当者と GSA について話す機会があるが、他大学の担当者も GSA が普及

しない理由について同様の意見を持っていたという。 

 

■GSA の運営費用 

元担当官は”Graduate Skills Assessment-Report on the Exit 2000 and Entry 2001 test”という Exit2000

および Entry2001 を実施した際のレポートを執筆している（資料４）。政府は当初、多くの受検者

を見込んでいたため、受検料が無料となるのは全体で 6000 名までとする方針でいた。しかし、結

果的に申し込んだのは Exit2000 で 1597 名、Entry2001 で 2061 名（オーストラリア全体）と予想を

大幅に下回ったという。 

元担当官は GSA 実施にかかる費用（大学負担分／学生）も計算している（表２－３－３①）。ケ

ータリングとあるのは、少しでも学生のインセンティブを高めるよう、４時間のテストの合間に

ビスケットなどを用意したり、テスト終了後に BBQ を提供したりしたためだという。265 名の受

検者の場合、１名あたりの運営費用は 18.06 豪ドルであったという。このほかに、受検料がかかる

が、2000 年は試行調査も兼ねていたため、この受検料は含まれていない。 

 

表２－３－３① マードック大学で GSA 実施にかかった運営費用（Exit 2000 および Entry2001） 

 

主任監督（50h＠$50/hour）  $2500.00 
   試験監督（13x5hours＠$20/hour） $1300.00 
   ケータリング    $500.00 

印刷および文房具      $300.00 
料金       $185.50    
合計    $4785.50 
学生一人当たり（265 名）      $18.06 （※すべて豪ドル） 



表２－３－３② マードック大学とオーストラリア全体における GSA 受検者の数（2000～2006 年） 

 

 

  マードック大学 

（人） 

オーストラリア

全体（人） 

マードック大学 

の占める比率 

（％） 

大学数（大学） 

Exit 2000 92 1597 5.8 19 

Entry 2001 173 2061 8.4 20 

Exit 2001 132 698 18.9 8 

Entry 2002 70 943 7.4 11 

Exit 2002 183 500 36.6 9 

2003 121 512 23.6 4 

2004 210 - - - 

2005 91 - - - 

2006 79 - - - 

Total 1151 - - - 
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（４）ウロンゴン大学 

□ 訪問先：  University of Wollongong （CEDIR: Center for Educational Development & 
Interactive Resources） 

□ 訪問日時：  6 月 27 日（金） 1:00pm-6:０0pm 
□  所在地：  Northfields Ave. NSW, 2522 
□ 面会者：  Ms Anne Melano (Project Manager)他 
 

ウロンゴン大学の概要 

ニューサウスウェールズ州シドニーからおよそ 80km南にある 1951年設立の公立大学。

ウロンゴンキャンパス以外にも Shoalhaven キャンパス、Dubai キャンパスなどがある。学

生数は学部生 14,798 名、大学院生 7,238 名。常勤教員数は 801 名、常勤職員数は 788 名。

ウロンゴン大学はホブソンズのGood Universities Guideのジェネリックスキルのランキ

ングで５つ星を獲得している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウロンゴン大学の Graduate Qualities（ウロンゴン大学では、Graduate Qualities と呼ぶ）は、旧モ

デルをもとに、2006～2007 年に改定作業が行われた。Graduate Attributes Project が発足し、各学問

分野のニーズに、より柔軟に対応するように、また学生や教職員に理解されやすいようにシンプ

ルに、すべての要素がウロンゴン大学のコースで育成・測定することができるように改定した（表

２－３－４①）。旧モデルの際には、各学問にとって親和性のあるものではなく、潤滑に運用が進ま

ず、頻繁に問い合わせがきていたという。 

旧モデルでは、９つの Graduate Attributes とともに multiple tertiary literacies という Graduate 

Attributes に類似するものがあり、ウロンゴン大学の Graduate Attributes や multiple tertiary literacies

を各コースのカリキュラムに配置することになっていた。新モデルでは、５つの Graduate Qualities

に絞り込み、学部単位や学問分野単位で再解釈し再設定する。そのうえで、各学部の Graduate 

Qualities をカリキュラムに配置することになった（この作業については各学部が責任を負う）。 

ウロンゴン大学の Graduate Qualities ポリシーは、2007 年８月に承認され、2008 年１月から実行、

2008 年７月各学部の Graduate Qualities 設定、とすすんでいる。大学レベルで大きな枠組みの

Graduate Qualities を設定し、それに基づいて各学部・学問分野で独自に Graduate Qualities を定める

ことができる点が特徴的である（2008 年から）。 

この新モデルはシンプルかつ、各学問分野に対応しやすく、追加のカリキュラム見直しを必要

としない（つまり、旧モデルで対応可能）。また、ウロンゴン大学は以前からtertiary literacies 

（http://www.uow.edu.au/student/services/tl/UOW021367.html）という取り組みが行われていたが、こ

ちらもGraduate Qualitiesに組み込まれるかたちで統合された。 

 Graduate Qualities のような取り組みは、工学部や医学部、看護学部などの学部では専門職団体に

よる認証評価が行われている。その認証評価基準のなかには、ジェネリックスキルへの取り組み

に対する規定が存在する。そのために専門職団体により認証評価が行われている学部では、もと

もと教員の理解が得られているため、導入することが比較的容易である。一方、一部文系の学部
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のように、取り組みに対して批判的な学部も存在するようだ。 

 

―ウロンゴン大学の Graduate Qualities ポリシー 

（http://www.uow.edu.au/about/policy/documents/graduatequalitiespolicy.pdf） 
―UOW Graduate Qualities: Faculty Implementation Guidelines 

（http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@gov/documents/doc/uow033567.pdf） 

 

 

表２－３－４① ウロンゴン大学の Graduate Qualities 

 

 

Informed
ある研究領域、あるいは職業領域に関する十分な知識を有しており、地域
的、国際的な現在の課題について理解があること。またそうした知識の応用
の仕方を心得ていること。ある研究領域がどのように発展してきたのか、ま
たそれが他の領域とどのように関連しているのかを理解していること。

Independent learners
新しい考えや思考方法に取り組み、課題を批判的に分析できること。継続的
な研究・調査・省察を通して知識を拡大しようとする探究心があること。多様
な資源や技術を活用し、情報を発見・評価できること。他者の仕事や考えを
受け入れられること。

Problem solvers
困難や好機に挑戦できること。創造的・論理的・批判的思考技術を応用し、
効果的に対応できること。意思決定を行い、それを実施に移せること。柔軟
でかつ一貫性があり、革新的であると同時に、高い水準を目指すことができ
ること。

Effective communicators
考えを明確に表現し、それを多様な手段を通して効果的に伝達できること。
協力して作業し、異なる状況下で人と関わることができること。文化がいかに
コミュニケーションを形成しているかを認識していること。

Responsible
意思決定がいかに他者に影響を与えるかを理解し、倫理的な判断を下すこ
とができる。多様性を高く評価し尊重できること。地域・国家・地球、各々のレ
ベルにおけるコミュニティーや職業社会の一員として誠実に行動できること。

 
出典：杉本 2008 

 

 

１）工学部の Graduate Qualities 

工学部ではGraduate Capabilitiesと呼ぶ。工学部ではこのためのプロジェクトを立ち上げ、12 カ

月の間に全スタッフの合意のもとで 10 の要素に分かれたGraduate Capabilitiesを定めた（表２－３－

４②）。これはウロンゴン大学のGraduate Attributesと工学部の認証評価を行う専門職団体Engineers 

Australia (http://www.engineersaustralia.org.au/)の要求をみたすものである。 

同時に開発が進められているエスケラ・データベースはウロンゴン大学が開発したデータベー

スであり、すべての科目の Graduate Capabilities に関するデータ、文書のデータアーカイブ機能を

持っている。利用や更新が容易で、さまざまなかたちで活用可能なデータを収集・整理するツー

ルとして活用されている。将来的には教授陣が直接管理・編集をすることができるデータベース

になる予定である。 

90 
 

http://www.uow.edu.au/about/policy/documents/graduatequalitiespolicy.pdf
http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@gov/documents/doc/uow033567.pdf
http://www.engineersaustralia.org.au/


工学部では Graduate Capabilities を Engineers Australia が求める能力との対応関係を持たせ、継続

的に開発する能力として３つのレベルに分けた点がユニークである。 

Engineers Australia によるアクレディテーションが受けられない他の大学のある学部では、その

ような学部の学位を取得しても価値はないとして、学生が流出したという話もあるという。学生

にとっても、大学にとっても、専門団体による認証評価は非常に重要な価値・意味を持ち、専門

団体の認証評価基準が関係機関に影響力を及ぼしているよい例である。 

 
 
表２－３－４② 工学部の Graduate Capabilities の例 

 

レベル1 レベル2 レベル3

問題解決をする人
困難や好機に挑戦できること。
創造的・論理的・批判的思考力
を応用し、効果的に対応できる
こと。意思決定を行い、それを
実行に移せること。柔軟でかつ
一貫性があり、革新的であると
同時に高い水準を目指すことが
できること。

問題解決能力

問題を分析し、定義
することができる。
問題解決のための標
準的な選択や正確な
方法を使用すること
ができる。

制約された条件（時
間・技術・財源な
ど）の範囲内で、新
たな種類の問題に対
して解決策を応用す
ることができる。

観察結果や多様な資
源からのアイディア
を活用し、ある問題
に対する新たな解決
策を概念化、発展さ
れることができる。

問題に着手し、その内
容を確認・明確化し、
解決することができ
る。またその過程で、
実務的な作業や設計を
行うためにシステム方
法論を活用することが
できる。

効果的なコミュニケーションが
できる人
考えを明確に表現し、それを多
様な手段を通して効果的に伝達
できること。協力して作業し、
異なる状況かで人と関わること
ができること。文化がいかにコ
ミュニケーションを形成してい
るかを認識していること。

言語コミュニ
ケーション

個人やグループ、ま
た公式、非公式な場
において効果的な情
報のやり取りを行う
ことができる。

ある特定の聴衆に対
して公式なプレゼン
テーションを計画
し、実施できる。ま
たフィードバックが
でき、異なる視点を
引き出すことができ
る。

重要な計画に関する
口頭試問やフィード
バックを行うことが
できる。また聴衆や
文化的差異に応じて
多彩な形式やマナー
をとることができ
る。また利害関係者
と協議・交渉を行う
ことができる。

エンジニアだけでな
く、幅広い分野の人々
と効果的なコミュニ
ケーションをとること
ができる。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

責任感をもった人
意思決定がどのように他者に影
響を与えるかを理解し、倫理的
な判断を下すことができる。多
様性を高く評価し、尊重できる
こと。地域・国家・地球、各々
のレベルにおけるコミュニ
ティーや職業社会の一員として
誠実に行動できること。

持続可能性、社
会・環境への影
響

持続可能性を認識し
ている。工学が社会
や環境に対して与え
る影響を意識してい
る。

社会や環境に与える
悪影響を予測し、そ
の影響を最小化する
ことができる。

工学分野に関わるあ
らゆる側面の持続可
能性や社会的責任の
実行において先進的
な役割を担うことが
できる。

プロのエンジニアとし
ての社会、文化、地
球、環境に対する責任
や持続可能な開発の必
要性を理解している。
持続可能な設計や開発
の原理について理解し
ている。

Capabilityのレベル Engineers Australia公
認プログラムのGA

ウロンゴン大学のGraduate
Qualities

工学部のGraduate
Capabilities
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（５）メルボルン大学 

□ 訪問先：  University of Melbourne （Center for the Study of Higher Education） 
□ 訪問日時：  7 月 1 日（火） 1:30pm-3:00pm 
□  所在地：  Swanston St Parkville VIC 3010 
□ 面会者：  Ms Sophie Arkoudis (Senior Lecturer in Higher Education and Deputy 

Director) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリアでも世界でもトップの大学（2005 年に世界 19 位、オーストラリア２

位）。とくに芸術、人文、biomedicine の分野で名声が高い。 

2008 年から開始したメルボルン・モデル（大部分の専門教育は大学院で行い、学部は

一般教育を行うようなシステム）が議論を呼んでいる。 

メルボルン大学の概要 

ビクトリア州パークビルにある 1853 年設立の公立大学。ビクトリア州で１番古く、オ

ーストラリアで２番目に古い。学生数は学部生 27,957 名、大学院生 25,535 名。教員数は

3,080 名。グループ・オブ・８、ウニベルシータス 21 のメンバー。 

 

■メルボルン大学の Graduate Attributes 

メルボルン大学の Graduate Attributes は下記のものである。 

The Melbourne Experience enables our graduates to become: 

• Academically excellent:  

o have a strong sense of intellectual integrity and the ethics of scholarship  

o have in-depth knowledge of their specialist discipline(s)  

o reach a high level of achievement in writing, generic research activities, problem-solving and 

communication  

o be critical and creative thinkers, with an aptitude for continued self-directed learning  

o be adept at learning in a range of ways, including through information and communication 

technologies  

• Knowledgeable across disciplines:  

o examine critically, synthesise and evaluate knowledge across a broad range of disciplines  

o expand their analytical and cognitive skills through learning experiences in diverse subjects  
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o have the capacity to participate fully in collaborative learning and to confront unfamiliar 

problems  

o have a set of flexible and transferable skills for different types of employment  

• Leaders in communities:  

o initiate and implement constructive change in their communities, including professions and 

workplaces  

o have excellent interpersonal and decision-making skills, including an awareness of personal 

strengths and limitations  

o mentor future generations of learners  

o engage in meaningful public discourse, with a profound awareness of community needs  

• Attuned to cultural diversity:  

o value different cultures  

o be well-informed citizens able to contribute to their communities wherever they choose to live 

and work  

o have an understanding of the social and cultural diversity in our community  

o respect indigenous knowledge, cultures and values  

• Active global citizens:  

o accept social and civic responsibilities  

o be advocates for improving the sustainability of the environment  

o have a broad global understanding, with a high regard for human rights, equity and ethics  

 

■メルボルン大学の Graduate Attributes 測定 

コース終了時にメルボルン大学の卒業生が獲得すべき Graduate Attributes を設定しており、

Course Objective に育成されるスキルを書くことは義務付けられている。一方、ジェネリックスキ

ルの測定となるとあまり明確には行っていない。大学としてはそこにジレンマがある。育成して

いることは確かだが、測定は専門知識がほとんどであり、ジェネリックスキルを抽出して測定す

ることはほとんどないという。 

メルボルン大学の Graduate Attributes の 1 つにコミュニケーションがあり、大学では育成してい

るという。その一方で、雇用者が卒業生に対して一番課題と感じているのは、コミュニケーショ
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ンだという。このような状況下、大学として Graduate Attributes の測定は今後の課題であると感じ

ている。 

AQF や Course Experience Questionnaire（以下、CEQ）、新しい科目を導入するときに大学で設定

している条件を満たしているかを検討する委員会などを通して、質の保証を行っている。 

Quality of Teaching Questionnaire (以下、QOT)。科目が終わるごとに、アセスメントタスクはどう

だったか、授業の質はどうか、コース目標は明確だったか、などの質問を備えた、５つの尺度を

もった質問紙で調査を行っている。スタッフは、その結果をもらうことができ、昇進の際などに

使用される。各大学は独自に開発した類似のものを行っている。 

 

■GSA について 

以下は、メラノ氏の GSA についての意見である。 

2007 年の結果をみると、２大学 228 人の受検者数と報告されている。大学はあまり受け入れて

いないようだ。受検者数はこれ以上増えることはないだろう。2000 年から始まっているのに、現

在になっても普及していないことを考えると、普及しないだろう。義務化されない限り、学生が

自発的に受けることは見込めないだろう。学生にとっては卒業できることが重要だからである。 

教員がすでに独自のアセスメントを行っているのに、このようなアセスメントを義務化すれば、

大学は自分たちの教員の行為を信用していないということを表しているようなものだ。大学とし

ても、すでに十分うまく動いている状況に水をさすようなことはしないだろう。教育の成果を測

るのには QOT などが十分な指標となっている。 

GSA の導入について議論することは、他に検討しなければならないこともたくさんあるし、教

員にはすでに変革などで負担がかかっているので、これ以上刺激したくない。もしコース開発の

システムがきちんと機能して、CEQ などがあれば、どうして GSA を受けなければならないのかわ

からない。 

学生が Graduate Skills Assessment を受けたければ受けることができるようにはしていた。しかし、

現在はスキル不足があるから、メルボルン大学の学生が雇用に困ることはないし、GSA もあまり

必要ではない。 

 



（６）CPA オーストラリア 

□ 訪問先：  CPA Australia 

□ 訪問日時：  7 月 1 日（火） 10:00am-11:30am 

□ 所在地：  Level 28, 385 Bourke Street, Melbourne VIC, Australia 3000 

□ 面会者：  Ms. Margaret Webb, B.Ec. Dip. Tax Law (Mon.), MTax (Melb) CPA, Mentor  Program and 

Accreditation Manager 

 Ms. Lorena Mitrione, BCom (Melb) MBus (RMIT) CPA, CPA Program and Public Practice 

Programs Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 CPAA はオーストラリアに限らず、世界の様々な地域（100 カ国以上）に拠点をもっており、

約４分の 1 の会員が海外に在籍している非常に国際的な機関である。オーストラリアで取得した

CPA 会員の資格はアメリカやイギリスなど他国においても認可される（ただし、国によってはその

資格認定のために追加で試験などを課せられる場合がある）。 

CPAA では、2008 年７月の段階まで GSA の受検をホームページ上で推奨していた。同

年 12 月現在、すでにページは削除されている。 

CPA オーストラリアの概要 

CPA とは Certified Public Accountant の略で、世界各国で活躍できる国際公認会計士資格のことで

ある。今回訪問した CPA Australia(以下､CPAA)はその国際公認会計士に加え、企業の会計や財務、

監査、経営業務に従事する専門家の養成、支援、またその認定水準の設定などを行っている協会で

ある。CPAA は国際会計基準（IAS）に準じており、CPAA のプログラムを修了すれば、公認会計

士の準会員資格（CPA 会員として登録）を取得することができる。正式に公認会計士の資格を取得

するためにはこの CPA 会員に登録され、さらに数年の実務経験が必要となる。 

 

１）公認会計士になるための要件（図２－３－６①参照） 

 

①学位 － 学士資格 

ジェネリックスキル（プレゼンテーション、コミュニケーション、ライティングスキル）の育成

と専門教育基礎 

 

②CPA プログラム ― 専門職認可プログラム 

専門教育の発展とビジネスに関する知識の習得スキルの応用と統合・現代ビジネス論  

→必修 3 単位と選択 3 単位、合計 6 単位からなる。下記、メンタープログラムと並行して受講で

きる（図２－３－６②参照） 

 

③実践経験（Mentor Program）－ 指導教官の下での 3 年間の実務経験 

実務上における判断や分析スキルの向上 

実践的な問題解決 
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担当の CPA 会員の下で実務経験を積む 

 

以上の３つのプログラムをすべて修了して初めて財務、会計、ビジネス業務の専門家として活

動することができる。 

 

図２－３－６① CPA の構成図 
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図２－３－６② CPA プログラム 

 

＊ただし就業経験が

ある受講生は条件に

よって CPA プログラ

ムと同時並行で行わ

れるメンタープログ

ラムが 1 年間短縮さ

れることがある。 

財務・会計・ビジネス領域におけるリーダー 

 



２）CPAA のプログラム 

■プログラム概要 

・CPAA では、コミュニケーションやチームワーク、戦略的思考、問題解決スキルといったジェネ

リックスキルの育成がますます重要視される傾向にある。CPA のプログラムは修士課程（もしく

はそれ以上に）レベルに設定されており、すべての受講生は学士課程を修了している必要がある。

実際に受講生の多くが、会計学や商学出身であり、会計学におけるキー・ナレッジやコア・ナレ

ッジと呼ばれる知識を習得した上で入学してくる。全受講生のうち約 80％～85％が学部を卒業し

ストレートで入学してくる。 

・CPA の要件を修了するためには 短でも 3 年間（6 セメスター）が必要。セメスターは 2 月か

ら 5 月と、8 月から 11 月の２期に分かれている。受講生は 1 セメスター（12 週間）の間に毎週平

均して（個人差はあるが）10－15 時間の学習を行わなければならないが、ほとんどの受講生が仕

事をしながら CPA プログラムを受講しているため、週末に集中して勉強していることが多い。プ

ログラムは、主に紙媒体や CD-ROM、Web を活用した自主学習によって構成されているが、補足

的に授業形式のワークショップも開講されているため、受講生は必要に応じて受講することがで

きる。またクエッションボードと呼ばれるサイトがありネットを通じて受講生はいつでも質問を

行うことができる。自主学習教材以外に特別な課題などはなく、すべての結果はセメスターの

後に行われるテストによって決定する。 

 

■プログラムの履修とアセスメント 

・必修科目 3 単位と選択科目 3 単位を修了しなければならない（図１－３－６③）。 

 

図２－３－６③ CPA のプログラム 
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【必修科目】 

・報告の仕方と専門職実務 

・企業統治と説明責任 

・ビジネス戦略とリーダーシップ 

 

 

 

  

 

 

 

などが設置されている。 

 ・税務 
 ・リスク管理 
 ・知識管理 
 ・個人資産の計画と年金 
 ・国際ビジネス論 

 ・財務報告と開示 
 ・破産と企業再生 
 ・戦略的管理会計 

・保険サービスと会計監査 
 ・財務会計における現代の諸問題 

【選択科目】 
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■単位認定方法 

・「ビジネス戦略とリーダーシップ」はケーススタディをベースにした試験でその 80％が筆記によ

る評価。「報告の仕方と専門職実務」「企業統治と説明責任」はすべて筆記試験での測定である。 

・CPAA では、毎年約 25～30％の受講生が不合格となる。受講生は相当真剣にプログラムに取り

組まなければならない環境にある。これまでに 65,000 人以上の受講生がプログラムを修了したが、

多くの受講生がここでの経験をキャリアアップの１つのプロセスだと捉えている。特にそうした

認識は年齢の若い受講生の間で多く、まず CPA を取得し、30 代でさらにキャリアアップとして

MBA を取得するという計画をもった受講生が少なくない。ただし MBA を取得するにはさらなる

単位とコストが必要になる（CPA 取得には 6 単位、MBA 取得には 12 単位が必要。１単位取得に

690 ドル必要）。 

・CPA の要件には、メンター制度と呼ばれる 3 年間の実務経験が含まれている。受講生はこの制

度を利用し、実際の業務に関わる中で、現役の CPA 会員から直接指導を受ける。ここで受講生は

実際の業務にどの程度適合していけるかを知ることができる。 

CPA 現会員や雇用者から CPA 会員として認定されるためには、このような実習を含めたすべて

のコースを高い水準で乗り越えなければならず、 短でも 3 年間はプログラムを受講しなければ

ならない。CPAA が送り出している卒業生はグローバル経済に対応できる非常に水準の高い人材で

あり、実際に卒業生の多くが国際的な大企業に勤務している。 

・Education Advisory Committee と呼ばれる、Big4（会計ファームのトップ４）やオーストラリア

のトップ 100 企業の役員、また学者や公共セクターの人々によって構成される委員会がある。こ

うした委員会からプログラムの質保証や改善のアドバイスをいただいている。 

 

３）ジェネリックスキルに関して 

■会計学の領域におけるジェネリックスキルの登場の背景 

ジェネリックスキル登場の背景には 1991 年の世界的な不況の経験がある。会計士の専門性を再

検討したとき、われわれは従来の会計スキルだけを養成するのではなく、同時により広範囲なス

キルを育てていく必要があった、それがコンピテンシースタンダードであり、ジェネリックスキ

ルに包括されるコミュニケーションスキルやヒューマンスキルであった。 

このような、公認会計士のジェネリックスキルの必要性についてはじめて言及したのが（1993 年

に亡くなった）Dr. Birkett 教授である。彼は会計士の基礎技能として IT スキルや分析スキルの必

要性を説いた。 

 

【Dr. Birkett 教授が定義・分類した Skills(1993)】 

１．認知的スキル 

   ‐技術的スキル（日常的な業務をコントロールし、首尾よくこなす力） 

‐分析的・構造的スキル（問題を認識し、その解決策の試作や議論を構築する力） 

‐情緒的スキル（複雑で創造的な判断をする力） 
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２．行動的スキル 

   ‐個人スキル（ストレスやプレッシャーがかかる状況で自分自身を管理する力） 

‐対人スキル（人々との相互行為を通して結果を出す力） 

‐組織スキル（組織のネットワークや文化を通して結果を出す力） 

 

【現在の CPA が定義するジェネリックスキル】 

１．日常的スキル 

報告書の作成のための文章能力、コンピュータースキル 

２．分析的スキル 

  調査を企画・実施できる能力、問題解決力 

３．情緒的スキル 

  批判的思考・行動力、判断力 

４．個人的スキル 

  戦略的行為能力、創造的思考力、柔軟性 

５．対人スキル 

  効果的なリスニング能力、チームワーク力 

  （CPAA が提供する資料パワーポイントより） 

 

■ジェネリックスキルに注目が集まる背景 

・計算機器の向上が公認会計士に求められる仕事内容や能力を変化させてきた。以前は伝統的な

「帳簿屋（book keeper）」としての役割が求められていたが、コンピューターが発達してきたこと

により、データをいかに入力・加工するかよりも、そのデータをいかに読み取り・分析するかと

いう能力が求められるようになってきた。今後はリスク分析や将来予測など、より「分析者

（analyst）」としての役割が求められるだろう。 

 

・アメリカのサブプライムの影響による 近の経済不況には、今後会計学が発展していく上で必

要になるいくつもの領域が出現している。何が石油の値段に影響を与えているのか、水の価値は

どのように査定されるべきか、気候変動がどのような影響を及ぼすか。これらの社会や環境変化

も公認会計士が注意を払うべき領域になりつつある。 

 

・オーストラリア経済はすでに成熟しており、今後は国内競争ではなく、周辺の海外諸国と競争

していくことになる。これからの会計士には世界経済の未来予測を支援する役割が求められる。 

 

つまり 

① 経済不況 

② 技術革新による会計士の役割変化 

がジェネリックスキルの育成に対する関心を加速化させてきた。 
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■GSA の活用 

CPA オーストラリアに GSA の活用について、意見をうかがった。結果、試験自体はよいもので

あるが、コスト、結果の見方、オプションの費用、ジェネリックスキル抽出テストの必要性（ジ

ェネリックスキルのみを測定する試験は必要がない）などで問題を抱えていることが明らかにな

った。 

GSA は（特に英語を母国語としない受講生の）受講生の強みなどを把握する上で非常に有効な

試験であり、受講生は就職の際にそのテスト結果を利用できると考えた。ただし、その活用はあ

くまで補足的なものであり、もっとも重要な指標は CPA での成績である。 

GSA は CPA を介してではなく、ACER が直接提供している。GSA の普及を妨げた理由の１つは

そのコストであり、人々が効果的に試験を利用するうえで十分な資金が配分されていない。25,000

人以上いる会員の中で GSA を使用した受講生は 2006 年で 21 人、2007 人はわずか 9 人だった。受

験者があまりに少ないので、CPA では今後は GSA を使用しないことに決めた。 

また、そのスコアのレポートは解釈が難しく、GSA がどのような評価や価値をもっているかが

受講生側にあまり理解されなかった。テストが普及しなかった理由にはこうした理由もあるので

はないか。またオーストラリアがテスト文化に馴染みがないことも影響したのかもしれない。 

終的に CPA が今後 GSA を使用しない決断をしたのは、テストスコアの解釈に別途カウンセ

リング費用がかかること、テスト機関への登録料が高く採算が合わなかったからであり、テスト

自体は興味深い。今後就職活動の場面で、人材の強みを示すための客観的な指標として広まる可

能性はあるが、その測定は難しいかもしれない。 

CPA プログラムを修了するためにはあらゆるジェネリックスキルが必要になる。試験には時事

問題なども含まれるため、受講生新しい情報を入手しなければ回答できないものになっている。

受講生にはこれまでに学習した内容と、新しい情報を組み合わせる情報の統合力や、それらを応

用し、分析する力が求められる。またコースワークの中にはグループでのインタビューが必要な

タスクもある。 

このように CPA のプログラム自体にジェネリックスキルが必要となるようなものが含まれてい

る。以上の点から、CPA プログラムでは、ジェネリックスキルが十分に育成されている自信があ

る。こうしたジェネリックスキルの育成は、多くの似通った専門職（エンジニアや医者、法律家

など）においても同様の傾向があるのではないか。 
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（７）まとめ 

現地調査からは文献調査からもおおむね明らかになっていたとおり、ACER により開発された

ジェネリックスキル標準テストであるGSAがオーストラリアでは普及していない状況が明らかに

なった。開始した 2000 年こそ数千名の受検者があったが、2008 年の受検は 228 名にとどまるとい

う。このようなオーストラリアの状況は、ジェネリックスキルの標準テストがある条件下では普

及しないこともあることを指し示している。 

オーストラリアではマイヤー委員会の報告書や産業界の提唱する Employability Skills Framework

のように、ジェネリックスキル育成について高等教育機関に働きかける高等教育機関外の動きは

盛んである。また、大学等、高等教育機関自体も多くの大学において、Graduate Attributes などと

呼ばれる、その大学の卒業生の特徴となるような資質を設定している。 

 大学はこれらを設定するにとどまらず、育成にも取り組んでいることが現地調査で確認できた。

実際にグリフィス大学やメルボルン大学のプログラム評価委員会、マードック大学で開発された

カリキュラムマッピングツールなどに代表されるように、各大学で設定された Graduate Attributes

は各大学の工夫のもと、学生への教育プログラムへ埋め込まれる仕組みが存在する。ウロンゴン

大学のように、大学で設定された大枠の Graduate Attributes が各学部で再設定し直されるというこ

ともある。また、高度に専門的な工学部や看護学部などの学部では専門職団体のアクレディテー

ションの同様の基準の存在により、育成や組込が行いやすい一方で、このような専門職団体の影

響がみられない学部では推進しにくいというような状況もみられた。学部や大学による取り組み

の差がみられるとはいえ、オーストラリアの大学でも問題解決能力、批判的思考力、文章力、チ

ームワーク力などのジェネリックスキルの育成に対する課題認識はほとんどの大学で共通して浸

透し、実際に育成への取り組みがみられた。 

そのようにして育成されたジェネリックスキルの測定・評価は、一般的に、各授業で行われる

試験やレポートなどの中で行われているようだ。グリフィス大学の例を再度取り上げる。グリフ

ィス大学の会計士コースでは、ある企業の財務状況について会社役員へのレポーティングを行う

という試験がある。この試験のなかで、学生が身につけた専門知識を問うと同時に、文章力、プ

レゼンテーション能力、批判的思考力などを同時に評価している。つまり批判的思考力などジェ

ネリックスキルのみ取り出して測定するようなアセスメントではなく、学生が授業で学ぶ専門分

野の知識を問う中でジェネリックスキルも同時に測定できるようなアセスメントを作り出してい

る。 

 つまり、個人の能力測定という意味では、育成方法に適合するかたちで測定・評価が行われて

いるのである。このようななかで、GSA のようなジェネリックスキルのみを測定するアセスメン

トは、積極的に利活用されるツールとはなり得なかったといえるだろう。 

 学生個々のジェネリックスキルの評価・測定を行うほかに、高等教育機関のジェネリックスキ

ルの教育効果を把握する必要がある。しかし、この目的でも GSA の使用は確認できず、現在多く

の大学では、別の方法で代替されているようである。たとえば、オーストラリアでは、1993 年か

ら Course Experience Questionnaire（以下、CEQ）という調査が実施されており（グリフィス大学の

例は第１部２章２節参照）、この中に含まれる大学のジェネリックスキル育成に関する項目により、
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卒業生による評価が得られるようになっている。すべての大学の結果が毎年公表されており、政

府は高等教育政策の検討材料として活用している。CEQ は大学、政府、雇用者の代表が運営する

Graduate Careers Australia(以下、GCA)が管理するものであるが、各大学は独自の質問項目も付加す

ることができる。 

主として大学進学希望者が閲覧するホブソンズという民間会社の大学ガイドなどにも、各大学

の詳細な情報のほか、この CEQ の結果によりランキングも行われている。Ranking & Rating とい

う章では、各分野における入学困難大学のランキングなどに続き、ジェネリックスキルの教育経

験に関するランキングも行われている（表１－３－７）。 
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表２－３－７ ホブソンズのランキング「教育経験：ジェネリックスキル」 

 

★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★ 

ANU 

AVONDALE 

BOND 

MURDOCH 

NOTRE DAME 

SUNSHINE COAST 

SWINBURNE 

WOLLONGONG 

ECU 

JCU 

MONASH 

SOUTHERN 

CROSS 

UNE 

UNSW 

VU 

CURTIN 

DEAKIN 

GRIFFITH 

NEWCASTLE 

QUEENSLAND 

TASMANIA 

UTS 

UWA 

ADELAIDE 

CSU 

FLINDERS 

LA TROBE 

MELBOURNE 

UniSA 

USQ 

ACU 

AMC 

CAMBERRA 

CDU 

CQU 

MACQUARIE 

QUT 

RMIT 

ホブソンズ（2008） 

※★★★★★は CEQ のジェネリックスキルの項目に対する学生評価が上位 20％の大学。 

 

現地調査で担当者が異口同音に話していたのは「GSA は義務ではないから学生が受けない」と

いうことであったが、大学が学生を抽出し、その学生に何らかのインセンティブを与えるかたち

など積極的な対策をとれば、アメリカで調査した数大学のように学生に受検を促すことは可能で

ある。そのようなことを考えると、大学が GSA を採用しない理由は何であろうか。 

大きな理由をまとめると、以下の３が挙げられるだろう。 

①アメリカのような厳しい外部からの圧力が存在しない：アメリカでみられたような認証評価団

体からの圧力や州政府からの圧力、連邦政府からの圧力が相対的に弱い 

②育成したジェネリックスキルを測定・評価するための別のツールが存在する：機関のジェネリ

ックスキル教育効果測定としては、客観的でも直接的ではないものの、たとえば CEQ のような調

査がすでに存在している。 

③ジェネリックスキルの育成方法自体が埋め込み型のため、測定・評価も同様の方法を志向する

傾向がある：学生個人のジェネリックスキルの測定にあたっては、専門知識のアセスメントに埋

め込まれるかたちでジェネリックスキルのアセスメントが行われている。 
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