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序 言 
 

2003 年 9 月 19 日のベルリン・コミュニケにおいて，ボ

ローニャ・プロセス署名国の閣僚会議は，欧州高等教育質

保証協会（ENQA）に対し，「EUA，EURASHE，ESIB
との協力の下，加盟団体を通して」「質保証に関して合意

された基準・手続・ガイドライン」を開発するとともに，

「質保証および（または）アクレディテーションの機関・

団体に対する適切なピアレビュー・システムを整備する方

法を探った上で，2005 年にボローニャ・フォローアップ・

グループを通して署名国の閣僚会議に報告を行う」ことを

要請した。さらに，署名国の閣僚会議は， ENQA に「他

の質保証団体や質保証ネットワークの専門知識」を十分に

考慮することも求めた。 
本報告書は，この指令に対する回答であり，コミュニケ

の当該セクションに記載されたあらゆる組織の承認を得て

刊行されるものである。こうして共通理解に達し得たこと

は，すべての関係者の間でなされた議論が協力と相互尊重

の精神に特徴づけられていたことを示している。このプロ

セスに建設的で極めて貴重なインプットをしてくださった

EUA，EURASHE，ESIB，ならびに ENQA の加盟団体

に感謝申し上げる。 
本報告書は欧州教育閣僚会議に向けて作成されたもの

である。しかし， ENQA はこの報告書が高等教育の質保

証に関心を持つ人々に広く読まれることを期待している。

そうした読者にこの報告書が有益で示唆に富むものと思っ

ていただけたら幸いである。 
質とその保証に関して幅広く共有される一連の基礎的

な価値観・期待・優良実践例が，欧州高等教育圏（EHEA）

の高等教育機関や質保証機関によって確立されるまでには，

長く，そしておそらくは困難な道のりがあるだろう。本報

告書は，そのための第一歩にすぎないことを強調しておか

なければならない。EHEA に対する質保証が欧州の次元で

十全に機能するためには，ベルリン・コミュニケを契機に

始められたことが今後いっそう発展していく必要がある。

それが達成できたならば，ボローニャ・プロセスの大志の

多くも達成されるはずである。これまでの作業に参加して

きた人々はすべて，その成功に貢献することを待望してい

る。  
 
Christian Thune 
ENQA 会長 
2005 年 2 月 

要 旨 
 

本報告書は，欧州高等教育質保証協会（ENQA）1によ

り，その加盟団体を通して， EUA，ESIB， EURASHE
との協議と協力，ならびに関連する多様なネットワークと

の話し合いに基づいて作成されたものである。これは，

2003 年 9 月のベルリン・コミュニケにおいて ENQAに与

えられた 2 つの委託事項，すなわち「質保証に関して合意

された基準・手続・ガイドライン」を開発すること，なら

びに「質保証および（または）アクレディテーションの組

織・団体に対する適切なピアレビュー・システムを確保す

る方法を探る」ことへの対応をなしている。 
本報告書は 4 つの章から構成されている。第１章で背

景・目的・原則について述べた後，その後の章では，質保

証2の基準とガイドライン，質保証機関に対するピアレビュ

ー・システム，将来の展望と課題について述べている。 
本報告書の主な結論と勧告は以下のとおりである。  

• 内部および外部の質保証，ならびに外部質保証機

関に対する欧州の基準を設定すること  
• 欧州の質保証機関は，5 年以内に周期的レビュー

を受けることが期待されること  
• 補完性原則（できる限り加盟国に権限を委ね，加

盟国では十分にできないと認められたことのみを 
EU が行うという原則）を重視し，レビューは可

能な限り各国で行うこと  
• 欧州レベルでの質保証機関の登録制度を設けるこ

と  
• 団体の登録決定については，欧州登録委員会

（European Register Committee）の所掌とする

こと  
• 欧州高等教育質保証協議フォーラム（European 

Consultative Forum for Quality Assurance in 
Higher Education）を設立すること 

 
以上の勧告が実行に移されれば  

• 合意された基準とガイドラインの利用によって，

欧州高等教育圏（EHEA）全体での質保証の一貫

性が強化される。  
• EHEA の高等教育機関と質保証機関が，質保証に

関する共通の準拠点を用いることができるように

なる。 
• 登録制度によって，専門的で信頼し得る質保証機

関の見分けが容易になる。  
• 資格認定の手続が強化される。 
• 質保証機関が実施する業務の信頼性が高まる。  
• 欧州高等教育質保証協議会の活動を通して，質保

証機関や他の主要なステークホルダー（高等教育

機関，学生，労働市場の代表を含む）の見解や経

験を交換する機会が促進される。  
• 高等教育機関と質保証機関の相互信頼が強化され

る。  

                                                           
1 ENQA総会は，2004年11月4日，欧州高等教育質保証ネットワー

クを欧州高等教育質保証協会に変更することを承認した。 
2 本報告書における「質保証」という語は，評価，アクレディテ

ーション，オーディットなどのプロセスを含むものである。 
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• 相互認知の動きが支援される。 
 
 
質保証に関する欧州基準一覧 
 

参照を容易にするため，本報告書第 2 章に基づき，ここ

に高等教育の質保証に関する欧州基準の一覧を記す。各基

準に付随するガイドラインは省かれている。基準は，高等

教育機関内部の質保証，高等教育の外部質保証，および外

部質保証機関の質保証の三部から構成されている。 
 
第 1 部：高等教育機関内部の質保証に関する欧州基準  
1.1 質保証の方針と手続： 
 高等教育機関は，教育プログラムと学位の質と水準を

保証するための方針及びそれに伴う手続を有するべ

きである。高等教育機関はまた，自らの活動において

質と質保証の重要性を認識する文化を発展させる取

組みを明示的に実施すべきである。これを達成するた

めに，高等教育機関は，質の継続的向上のための戦略

を策定・実施すべきである。戦略・方針・手続には正

式な位置づけが与えられ，公表されなければならない。

また，それらには学生及び他のステークホルダーの役

割が含まれるべきである。  
1.2 教育プログラムと学位の認証・監視・定期的レビュー： 
 高等教育機関は，自らの教育プログラムと学位に対す

る認証・定期的レビュー・監視の正式なメカニズムを

有するべきである。  
1.3 学生の成績評価： 
 学生に対する成績評価においては，規準・規則・手続

が公表され，それらが一貫して適用されるべきである。  
1.4 教員の質保証： 
 高等教育機関は，学生の教育を行うスタッフが適切な

資格と能力を持つことを確認する方法を有するべき

である。それらの方法は，外部評価を行う人々が入手

できるようにすべきであるとともに，報告書において

も解説がなされるべきである。  
1.5 学習資源と学生支援： 
 高等教育機関は，提供する各教育プログラムにおいて，

学生の学習支援に利用できる資源が十分で適したも

のとなるようにすべきである。  
1.6 情報システム： 
 高等教育機関は，学習やその他の活動のプログラムを

効果的に管理するため，関連情報を収集・分析・利用

すべきである。  
1.7 公開情報： 
 高等教育機関は，自らが提供する教育プログラムと学

位に関し，最新で偏りがなく客観的な定量的・定性的

情報を定期的に公開すべきである。 
 
第 2 部：高等教育の外部質保証に関する欧州基準  
2.1 内部質保証手続の利用： 
 外部質保証の手続は，「欧州基準とガイドライン」の

第 1部に記された内部における質保証プロセスの有効

性を考慮に入れるべきである。  
2.2 外部の質保証プロセスの開発： 
 質保証プロセスの目的と目標は，その開発の前にすべ

ての責任者（高等教育機関を含む）によって決定され

るべきであり，さらに使用する手続の記述と併せて公

表されるべきである。  
2.3 意思決定の規準： 
 外部の質保証活動の結果としてなされるいかなる正

式な意思決定も，明確な形で公表された規準に基づき，

その規準が一貫して適用されるべきである。  
2.4 目的適合的なプロセス： 
 すべての外部質保証プロセスは，設定された目的と目

標の達成に適したものとなるよう明確に設計される

べきである。  
2.5  報告： 
 報告書は公表されるべきであり，想定される読者が容

易にアクセスできる形式で明確に書かれるべきであ

る。報告書に盛り込まれる決定・称賛・勧告は，読者

に容易にわかるように記載されるべきである。  
2.6 フォローアップの手続： 
 質保証プロセスが行動を勧告したりその後の行動計

画を要求したりする場合は，フォローアップの手続が

事前に決定され一貫して実施されるべきである。  
2.7 定期的レビュー： 
 高等教育機関及び（または）教育プログラムに対する

外部質保証は，定期的に実施されるべきである。１サ

イクルの長さとそこで使用されるレビューの手続は，

事前に明確に規定され公表されるべきである。  
2.8 システムレベルの分析： 
 質保証機関は，レビュー・評価・アセスメント等によ

って一般的に明らかとなった事項を記述・分析した要

旨報告書を適宜刊行すべきである。 
 
第 3 部：外部質保証機関に関する欧州基準  
3.1 高等教育の外部質保証手続の利用： 
 質保証機関による外部質保証では，「欧州基準とガイ

ドライン」の第 2 部に記された外部質保証プロセスの

存在と有効性が考慮されるべきである。  
3.2 公的地位： 
 質保証機関は，外部質保証に責任を有する組織として 

EHEA 内の監督官庁から正式に認証され，確立された

法的根拠を持つべきである。質保証機関は，活動を行

う法域の定めるいかなる要件も遵守すべきである。  
3.3 活動： 
 質保証機関は，定期的に（機関レベルもしくはプログ

ラム・レベルで）外部質保証活動を行うべきである。  
3.4 資源： 
 質保証機関は，プロセスと手続の開発を適切に規定し，

効果的かつ効率的に外部質保証プロセスを運営・実施

できるよう，十分で適切な人的・財政的資源を有する

べきである。  
3.5 ミッション・ステートメント（使命声明書）： 
 質保証機関は，声明書に自らの業務についての明瞭か

つ明示的な目的と目標を記載して公開すべきである。  
3.6 独立性： 
 質保証機関は，自らの運営に対して自治的責任を有し，

その報告書の結論及び勧告が高等教育機関・政府省

庁・その他のステークホルダーといった第三者の影響

を受けないという点において独立しているべきであ
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る。  
3.7 質保証機関の用いる外部質保証の規準とプロセス： 
 質保証機関によって用いられるプロセス・規準・手続

は，事前に規定され公表されるべきである。そこには

通例，以下の点を含まれることが期待される。  
• 質保証プロセスの対象者による自己評価もしくは

それに相当する手続  
• 質保証機関が決定した，専門家グループによる外

部アセスメント（必要に応じて，学生委員及び訪

問調査を含む）  
• 決定・勧告・他の正式結果を含む報告書の刊行  
• 質保証プロセスの対象者が，報告書に記載された

勧告に従って実施した活動についてレビューする

ためのフォローアップ手続  
 
3.8 アカウンタビリティの手続： 

質保証機関は自らのアカウンタビリティを果たすた

めの手続を定めるべきである。 

1． 背景・目的・原則  
 

2003 年 9 月 19 日のベルリン・コミュニケにおいて，ボ

ローニャ・プロセス署名国の閣僚会議は，欧州高等教育質

保証協会（ENQA）に対し，「EUA，EURASHE，ESIB
との協力の下，加盟団体を通して」「質保証に関して合意

された基準・手続・ガイドライン」を開発するとともに，

「質保証および（または）アクレディテーションの組織・

団体に対する適切なピアレビュー・システムを確保する方

法を探った上で，2005 年にボローニャ・フォローアップ・

グループを通して署名国の閣僚会議に報告を行う」ことを

要請した。さらに，署名国の閣僚会議は，ENQA に「他の

質保証機関や質保証ネットワークの専門知識」を十分に考

慮することも求めた。  
ENQA は，質保証における欧州の次元の発展に大きく寄

与し，ひいてはボローニャ・プロセスの目標を推進し得る

この機会を歓迎した。 
この作業には多くの組織や利益団体が関わっている。第

一に，ENQA の加盟団体が広くこのプロセスに関与してい

る。加盟団体は作業グループに参加しているのに加え，そ

こからの報告書案は 2004 年 6 月及び 11 月に開催された

ENQA 総会の議題における重要な要素になった。第二に，

欧州大学協会（EUA），欧州高等教育機関協会（EURASHE），

欧州全国学生連盟（ESIB），欧州委員会が「E4 グループ」

の定例会議を通して参加している。第三に，欧州アクレデ

ィテーション連盟（ECA）や中欧・東欧質保証機関ネット

ワーク（CEE ネットワーク）といった他のネットワークと

の連絡や，それらの組織による貢献が，報告書作成のプロ

セスにおいて特に有益な役割を果たしている。最後に，

ENQA とそのパートナー組織がそれぞれの国際的な関係

や経験を利用することから，関連する国際的視点がプロセ

スに取り入れられている。 
高等教育の質保証は欧州だけの関心事ではない。高等教

育が急速に拡大し，公的・私的財源に対する高等教育費用

が拡大するなか，世界中で質と基準への関心が高まってい

る。それゆえ，欧州が世界で最もダイナミックな知識基盤

経済になるという願望（リスボン戦略）を達成しようとす

るなら，欧州の高等教育が教育プログラムと学位の質の問

題を真剣に考え，その質を保証し明示する手段を積極的に

取り入れようとしていることを明確に示す必要があろう。

高等教育が国際化するなか欧州内外で生じているさまざま

な活動や要求に対応が求められている。こうした提案の作

成に関わる人々の取組みは，質保証において真に欧州の次

元が実現され，それによって欧州高等教育圏（EHEA）に

おける高等教育の魅力が強化されることを予期させるもの

である。 
本報告書に含まれる提案は多くの原則に基づいており，

それは，ベルリン指令の 2 つの部分に対応する 2 つの章に

おいて詳細に説明されている。しかし，全体を貫く基本原

則がある。  
• 質の高い高等教育は，学生，雇用主，社会全般に

とって利益である。 
• 機関自治が中心的な重要性を持つ。ただし，これ

には重い責任が伴うことが認識されなければなら

ない。  
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• 外部による質保証は，目的適合的であり，その諸

目標を達成するために適切で必要な負担のみを高

等教育機関に課すものであることが必要である。  
 

40 ヶ国からなるEHEAは，政治システム，高等教育シス

テム，社会文化や教育の伝統，言語，アスピレーション，

期待といった点で多様性を特徴としている。それゆえ，高

等教育の質，基準，質保証に対して単一で画一的なアプロ

ーチを取ることはふさわしくない。本報告書は，欧州の誇

りの一つとして一般に認識されているこうした多様性に鑑

み，基準に対する規範的で高度に形式化された狭量なアプ

ローチに強く反対する。本報告書は，基準においてもガイ

ドラインにおいても，明細な要件ではなく一般的な原則を

採用している。それは，第一にこのアプローチのほうが広

く受け入れられると考えられるからであり，また，EHEA
全体の多様な高等教育コミュニティを団結させる強固な基

礎になるからである。一般的基準は，ほとんどの署名国レ

ベルで3全般的な理解を得ることができるであろう。しかし，

一般的原則を採用することの結果の一つは，基準やガイド

ラインについて，どのように達成されるべきかではなく，

何が達成されるべきかに焦点が置かれることになるという

点である。したがって，本報告書には手続の問題も含まれ

るものの，特に第 2 章では，基準とガイドラインが優先さ

れている。 
最後に，本報告書について合意に達したからといって，

EHEA の質保証に関するボローニャ目標が達成されるわ

けではないということが強調されなければならない。前途

には，本報告書の勧告を実行し，高等教育機関と外部質保

証機関の双方において質を重視する文化を作り上げるため

の数々の作業が待ち受けているのである。  

                                                           
3 本報告書において，「国（national）」という用語には，

質保証機関，各国のコンテクスト，所轄当局などに関連す

る地域のコンテクストも含まれている。 

2． 欧州基準とガイドライン 
 

「質保証に関して合意された一連の基準，手続，ガイド

ライン」を開発するという閣僚会議の委託によって多くの

重要な問題が提起された。「質保証（quality assurance）」
というのは，高等教育における一般的用語であり，それ自

体多くの解釈が可能である。あらゆる状況を網羅するため

に一つの定義を用いることは不可能である。同様に，「基

準（ standards）」という用語は，欧州においては，狭義

の規制要件を記述することから優良実践例を一般的に記述

することまで，さまざまな形式で用いられている。こうし

た語の意味は，各国の高等教育システムのローカルな状況

によっても大きく異なっている。 
また，草案作成プロセスを通して，高等教育機関と外部

評価者の間で確立されるべき適切な関係について，質保証

コミュニティにはいくつかの根本的な考え方の違いがある

ことが明らかになっている。教育プログラムや高等教育機

関の認証を行う機関をはじめ，一部の組織は，外部質保証

は基本的に「消費者保護」の問題であり，質保証機関と評

価対象の高等教育機関の間には明確な距離が必要だと考え

ている。その一方，外部質保証の主な目的は，教育プログ

ラムや関連する資格の水準と質の向上を目的に助言や指針

を与えることだと考える組織もある。後者の場合，評価者

と被評価者の間には密接な関係が必要となる。さらに，両

者の中間の立場を取り，アカウンタビリティと質の向上の

バランスを図ろうとする組織もある。 
こうした問題について見解の相違があるのは質保証機

関だけではない。高等教育機関と学生代表団体の利害も必

ずしも一致しない。前者は（機関レベルでの）外部からの

規制や評価を最小限に抑えつつ高度の自治を享受すること

を望み，後者はプログラムや資格のレベルでの頻繁な検査

を通して高等教育機関に公的なアカウンタビリティを果た

してほしいと考えている。 
最後に，この基準とガイドラインは，ボローニャ宣言に

記された高等教育の 3 つのサイクルのみに関わるものであ

り，研究や一般的な機関運営の領域に対応するものではな

い。 
 
基準とガイドラインの背景 

この節では，EHEA における質保証に関して提案されて

いる基準とガイドラインについて記述する。この基準とガ

イドラインは，構造，機能・規模，所在国の制度にかかわ

りなく，欧州のすべての高等教育機関と質保証機関に適用

できるように計画されている。前述したように，本章の提

言に詳細な「手続」を盛り込むことは適切ではないと考え

られている。というのも，高等教育機関と質保証機関が行

う諸手続はそれらの自治権の重要な一部をなすからである。

各高等教育機関と質保証機関が，それぞれの状況に応じた

協力をしながら，本報告書に記載された基準の採用を手続

の上でどのように具体化するかを決定することになろう。 
この基準とガイドラインは，出発点として，欧州大学協

会（EUA）の「2003 年 7 月グラーツ宣言」の精神を支持

している。この宣言には，「欧州レベルでの質保証の目的

は，各国の背景と学問領域の多様性を尊重しながら，相互

の信頼を促進し，透明性を高めることである」と記されて
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いる。本報告書に含まれる基準とガイドラインは，グラー

ツ宣言に則り，各国の国内高等教育システムが何より重視

されるべきであること，そうした国のシステム下にある高

等教育機関と質保証機関の自治が重要であること，それぞ

れの学問分野に固有の要件があることを認識している。加

えて，この基準とガイドラインは， ENQA が調整役とな

って行われた試験的プロジェクト「欧州評価プロジェクト」

（TEEP）――国境を越えた欧州の質評価プロセスの運用上

の影響について 3 つの学問領域で行われた調査――の経験

から多くを取り入れている。 
この基準とガイドラインは，2005 年 3 月に ENQA によ

って発表された質の収斂（convergence）に関する調査も

考慮に入れている。これは，外部の質保証に対する各国の

アプローチが異なる理由，およびその収斂を阻む制約要因

を詳しく検討するものであった。さらに，「高等教育機関

の自治の原則に従い，高等教育の質保証の主責任はそれぞ

れの高等教育機関にあり，これが各国の質の枠組みにおい

て学術制度の真のアカウンタビリティの基礎となる」とい

うベルリン・コミュニケにおける閣僚会議の声明を反映し

ている。したがって，この基準とガイドラインでは，高等

教育機関の内部における質の高さを重視する文化の創出・

発展と，外部質保証の手続が果たす役割との間の適切なバ

ランスが模索されている。 
さらに，この基準とガイドラインは，欧州アクレディテ

ーション連盟（ECA）によって 2004 年 12 月に発表され

た「優良実践例の規範（Code of Good Practice）」を取り

入れているほか，ESIB の「欧州レベルで合意された基準，

手続，ガイドラインに関する声明」（2004 年 4 月）と「質

保証・アクレディテーション機関のピアレビューに関する

声明」（2004 年 4 月），EUA の「ベルリン・コミュニケ

に関連した QA 方針に関する立場」（2004 年 4 月），

EURASHE の「ボローニャ・プロセスに関する方針の声明」

（2004 年 6 月）に含まれるその他の見解も参考にしてい

る。最後に，外部質保証の基準を，国際的ネットワークで

ある INQAAHE によって実行に移されつつある「優良実

践例ガイドライン」と比較することによって，国際的な視

点も含まれている。 
 
第 1 部「高等教育の内部質保証に関する欧州基準と

ガイドライン」，ならびに第 2 部「高等教育の外部質

保証に関する欧州基準とガイドライン」への序論 
以下に示す内部および外部質保証の基準とガイドライ

ンは，EHEA 内で活動する高等教育機関と質保証機関が使

用することを目的として作成されており，質と基準に関連

する主要な領域を網羅している。 
この基準とガイドラインの目的は，高等教育機関がそれ

ぞれの質保証システムを発展させる上での支援と手引きに

なるとともに，外部質保証を行う機関に対する支援と手引

きとなること，および高等教育機関にも質保証機関にも等

しく用いられる共通の準拠枠の確立に貢献することである。

これらは，実施方法を押し付けることを意図したものでも

ないし，規範や不変なものとして見なされるべきでもない。  
EHEA 諸国の中には，教育所管省庁またはそれに相当す

る組織が，この基準とガイドラインに含まれる領域の一部

に責任を有している国もある。そのような場合，その省庁

や組織に適切な質保証の仕組みが組み込まれていること，

およびそうした省庁や組織が独立したレビューの対象とな

ることが必要である。 
 

基本原則 
この基準とガイドラインは，EHEA 内の高等教育の内部

および外部質保証に関するいくつかの基本原則を基礎にし

ている。これには以下の点が含まれる。  
• 提供される高等教育の質とその保証に関しては，

提供者が主たる責任を負う。  
• 高等教育の質と基準に対する社会の利益が守られ

る必要がある。  
• EHEA 全体の学生およびその他の高等教育の受

益者のために，教育プログラムの質の向上と改善

が必要である。  
• それら教育プログラムが提供・支援される効率的

かつ効果的な組織構造が必要である。  
• 質保証プロセスにおける透明性と外部の専門家の

利用が重要である。  
• 高等教育機関においては質を尊重する文化が育成

されるべきである。  
• 公的および私的な資金の投資に対するアカウンタ

ビリティを含め，高等教育機関がアカウンタビリ

ティを明示できるプロセスが確立されるべきであ

る。  
• アカウンタビリティを目的とする質保証と質の向

上を目的とする質保証とは，十分に両立可能であ

る。  
• 高等教育機関は，国内的にも国際的にもその質を

明示できなければならない。  
• 使用されるプロセスは多様性と革新を抑制するも

のであってはならない。 
 
基準とガイドラインの目的 
基準とガイドラインの目的は以下のとおりである。  

• EHEA 内の高等教育機関の学生が利用できる教

育を向上させること  
• 高等教育機関がそれぞれの質の管理と強化を行う

のを支援し，それによって高等教育機関の自治の

正当性を証明するのを手助けすること  
• 質保証機関が活動する上でのバックグラウンドを

形成すること  
• 関連するすべての人が理解できるように，外部に

よる質保証をより透明で簡素なものにすること 
 
基準とガイドラインの目標 
基準とガイドラインの目標は以下のとおりである。  

• 活力に満ちた知的で教育的な成果を促す高等教育

機関の取組みを奨励すること  
• 高等教育機関とその他の関連する機関が自らの質

保証文化を発展させる上での支援と手引きを提供

すること  
• 高等教育機関，学生，雇用主，その他のステーク

ホルダーの，高等教育のプロセスと成果に対する

期待を高め，活性化すること  
•  EHEA 内の高等教育の提供と質保証に関する共通
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の準拠枠に貢献すること 
 
外部質保証 

本報告書に提案される基準とガイドラインでは，外部質

保証が重要な役割を果たすことが認識されている。その形

はシステムによって異なり，科目や教育プログラムの評価，

科目レベル，教育プログラム・レベル，機関レベルでのア

クレディテーション，これらの組み合わせなど，さまざま

なタイプの機関評価が含まれ得る。そのような外部評価が

十分に効果を持つかどうかは，主に，具体的な目標を伴っ

た明確な内部の質保証戦略があるか否か，および高等教育

機関内でこうした目標の達成を目指した仕組みや方法が利

用されるか否かによって決まる。 
質保証は，以下を含む多くの目的で外部組織によって実施

されることになる。 
• 高等教育に関する国レベルの学術的基準の保護 
• 教育プログラム及び（または）高等教育機関のア

クレディテーション 
• 利用者保護 
• 教育プログラムまたは高等教育機関に関する独立

検証された情報（量的および質的）の公的な提供 
• 質の向上と強化 

 
欧州の質保証機関の活動は，それぞれの管轄区域や環境

の法的・社会的・文化的要件を反映したものとなる。質保

証機関自体の質保証に関する欧州基準は，本章の第 3 部に

記されている。質保証機関が実施するプロセスは，達成し

ようとする目的と成果によって異なる。質をいっそう高め

ることに重点をおく質保証機関は，強力な「消費者保護」

を第一の機能とする機関とは異なる手続を採用するかもし

れない。本章で示す基準は，外部質保証に関する欧州の基

本的な優良実践例を反映したものではあるが，何が検査さ

れるべきか，質保証の活動がいかに実施すべきかについて

の詳細な手引きを提供するものではない。各国の質保証機

関や関係当局の間の情報交換によって，すでに共通的な要

素が生じつつあるとはいえ，それは各国の自治に委ねられ

る問題である。 
しかし，外部質保証プロセスの優良実践例にはすでにい

くつかの原則が見られる。  
• 高等教育機関の自治が尊重されるべきである。  
• 学生，および労働市場の代表といったその他のス

テークホルダーの利益が，外部による質保証プロ

セスの最前線に位置づけられるべきである。  
• 可能な限り，高等教育機関自身の内部質保証活動

の結果が利用されるべきである。 
 

「ガイドライン」は，優良実践例に関する付加的な情報

を提供し，場合によっては基準の意味と重要性を詳しく説

明するものである。このガイドラインは基準の一部ではな

いが，基準はガイドラインと併せて考慮する必要がある。 

第 1 部：高等教育機関の内部質保証に関する欧

州基準とガイドライン  
 
1.1 質保証の方針と手続 
基準： 

高等教育機関は，教育プログラムと学位の質と水準を保

証する方針，およびそれに伴う手続を有するべきである。

また，高等教育機関は，その活動において質と質保証の重

要性を認識する文化を発展させることに明確に取り組むべ

きである。これを達成するために，高等教育機関は，質の

継続的な強化の戦略を策定・実行すべきである。 
戦略，方針，手続に正規の位置づけが与えられ，公表さ

れるべきである。また，それらには学生やその他のステー

クホルダーの役割が含まれているべきである。 
 
ガイドライン： 

正規の方針と手続は，高等教育機関が質保証システムを

発展させ，その有効性を監視するための枠組みになる。ま

た，それらは，高等教育機関の自治に対する公的な信頼を

提供するのに役立つ。方針には，意思の表明とそれを達成

するための主たる手段が含まれる。手続に関するガイダン

スは，その方針が実行される方法について詳しい情報を提

供するものであり，その手続を実行する上での実際的な諸

側面について知る必要がある人々にとって有益な基準点と

なる。 
手続の記述には以下の点が含まれていることが期待さ

れる。  
• 当該機関における教育と研究の関係  
• 質と水準に関する当該機関の戦略  
• 質保証システムの機構  
• 質保証に対する学科，学部，その他の組織および

個人の責任  
• 質保証への学生の関与  
• 方針の実施・監視・修正方法  

 
EHEA を実現する上で重要なのは，高等教育機関があら

ゆるレベルで取り組むことによって，教育プログラムが意

図された明確な成果を上げ，学生がその成果を達成すべく

スタッフが教育と支援を行う体制を整えるとともに，実際

に進んで実践し，卓越性・専門知識・熱意を発揮するスタ

ッフによる貢献が十分かつタイムリーに実体ある形で認識

されることが非常に重要である。すべての高等教育機関は，

自らが学生に提供する教育を改善・強化することを目指さ

なければならない。  
 

1.2 教育プログラムと学位の承認，監視，定期的レ

ビュー 
基準： 

高等教育機関は，自らの教育プログラムと学位について，

承認，定期的レビュー，監視に必要な公式なメカニズムを

有するべきである。 
ガイドライン： 

教育プログラムが十全に設計され，常に監視され，定期

的にレビューされる効果的な質保証活動があり，それによ

って教育プログラムの継続的な適合性と現在性が確保され
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れば，高等教育に対する学生やその他のステークホルダー

の信頼が確立・維持されやすい。 
教育プログラムと学位の質保証には以下が含まれている

ことが期待される。  
• 明確に目的が示された学習成果の策定と公表  
• カリキュラムと教育プログラムの設計と内容に対

する十分な注意  
• それぞれの教育提供モード（フルタイム，パート

タイム，遠隔地学習，ｅ－ラーニングなど）と高

等教育のタイプ（アカデミック，職業訓練，専門

職養成など）に特有のニーズ 
• 適切な学習資源の利用可能性  
• 教育に関与していない組織が行う，教育プログラ

ムの公式承認手続  
• 学生の進捗と到達度の監視  
• 教育プログラムの定期的レビュー（外部の評価委

員会メンバーを含む）  
• 雇用主，労働市場の代表，その他の関連組織から

の定期的フィードバック  
• 質保証活動への学生の参加  

 
1.3 学生の成績評価 
基準： 

学生は，一貫して適用される公表された基準・規則・手

続に従って成績評価を受けるべきである。 
ガイドライン： 

学生の成績評価は高等教育の最も重要な要素の１つで

ある。成績評価の結果は学生の将来のキャリアに非常に大

きな影響を持つ。したがって，成績評価が常に専門的に実

施され，試験・考査プロセスに関して存在する幅広い知見

が考慮に入れられることが重要である。また，成績評価は，

教育と学生支援の有効性に関して高等教育機関に貴重な情

報を提供する。 
学生の成績評価の手続は以下のとおりであることが期待

される。  
• 意図された学習成果およびその他の教育プログラ

ムの目標の達成度を測定するように設計されてい

ること  
• 診断的評価，形成的評価，総括的評価のいずれで

あっても，その目的に適したものであること  
• 公表された明確な採点基準があること  
• 目標とする資格に関係する知識・技能の達成に向

けた学生の発達に対して成績評価が果たす役割に

ついて理解している者が実施すること  
• できる限り，一人の試験者の判断に依存しないこ

と  
• 試験規則から起こりうるすべての結果が考慮され

ること  
• 学生の欠席，病気，その他の酌量事由に関する明

確な基準があること  
• 成績評価が，当該機関の明示した手続に則って確

実に行われること  
• 手続に正確を期すため，事務部門による確認作業

が行われること 
 

さらに，学生は，教育プログラムに用いられる成績評価

の方針，受けるべき試験やその他の評価方法，期待される

事項，成績評価に用いられる基準についてはっきりと情報

提供されるべきである。 
 

1.4 教育スタッフの質の保証 
基準： 

高等教育機関は，学生の教育を行うスタッフが適切な資

格と能力を有していることを確認する方法を持つべきであ

る。それらの方法は外部レビューを行う人々が利用できる

ようにし，報告書において解説すべきである。 
ガイドライン： 

教員は，ほとんどの学生にとって何より重要な学習資源

である。重要なことは，教育に携わる人物が，担当科目に

ついて十分な知識を持って理解するとともに，広範な教育

状況の中でその知識と理解を効果的に学生に伝えるのに必

要なスキルと経験を有し，自らの成果に対してフィードバ

ックを得ることである。高等教育機関は，スタッフの採用・

任命の手続に，すべての新しいスタッフが少なくとも必要

最低限の能力を有することを確認する方法が含まれるよう

にすべきである。教員は，自らの教育能力を開発し伸張さ

せる機会が与えられるべきであり，自らの技能を重視する

ように奨励されるべきである。高等教育機関は，能力不足

の教員に対して，容認できるレベルまでスキルを高める機

会を与えるべきであり，明らかな能力不足が継続する場合

には教育任務から外す手段を備えているべきである。  
 
1.5 学習資源と学生の支援 
基準： 

高等教育機関は，学生の学習支援に利用可能な資源が十

分であり，提供する各教育プログラムに適したものとなる

ようにすべきである。 
ガイドライン： 

学生は，教員に加え，学習を支援する各種の資源に依存

する。それは，図書館やコンピュータ施設といった物理的

資源から，チューター，カウンセラー，その他のアドバイ

ザーといった人的支援まで幅広い。学習資源とその他の支

援の仕組みは，学生が容易に利用でき，学生のニーズに合

わせて計画され，サービス利用者からのフィードバックに

感応的でなければならない。高等教育機関は，学生向けの

支援サービスの定期的な監視と見直しを行い，その有効性

を向上させるべきである。  
 
1.6 情報システム 
基準： 

高等教育機関は，学習やその他の活動のプログラムを効

果的に管理するため，関連情報を収集，分析，利用すべき

である。 
ガイドライン： 

効果的な質保証の出発点は，高等教育機関が自らを知る

ことである。高等教育機関が自らの活動に関して情報を収

集・分析する手段を持っていることが重要である。これが

なければ，高等教育機関は，何がうまくいっており，何が

改善を要するか，あるいは革新的な実行方法がどのような

結果をもたらしているかについて知ることができない。 
質に関してそれぞれの高等教育機関が必要とする情報
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のシステムは，ある程度ローカルな状況によって異なるが，

少なくとも以下を含むことが期待される。  
• 学生の進学率及び卒業率  
• 卒業生の雇用可能性  
• 教育プログラムに対する学生の満足度  
• 教員の有効性  
• 学生集団の特性  
• 利用可能な学習資源とそのコスト  
• 高等教育機関独自の主要な業績指標 

 
高等教育機関が EHEA 内外の同類の組織と自らを比較

することにも意義がある。これによって高等教育機関は自

らに関する知識を広げ，業績を改善し得る方法にアクセス

することが可能になる。  
 
1.7 公開情報 
基準： 
高等教育機関は，自らが提供する教育プログラムと学位

に関し，最新で偏りのない客観的な量的および質的情報を

定期的に公開すべきである。 
ガイドライン： 

高等教育機関は，その公的な役割を果たす上で，提供す

る教育プログラム，そこから意図される学習成果，授与資

格，用いられる教育・学習・成績評価の手続，学生が利用

できる学習機会といった事項に関する情報を提供する責任

を有している。公表される情報には，過去の学生の意見や

就職先，および現在の学生集団の特性が含まれることもあ

る。この情報は，正確で，偏りがなく，客観的で，容易に

アクセスできるべきであり，単にマーケティングのチャン

スとして利用されるべきではない。高等教育機関は，それ

らの情報が不偏性と客観性の点で，自ら期待する水準を満

たしていることを立証すべきである。 
 

第 2 部：高等教育の外部質保証に関する欧州基

準とガイドライン  
 
2.1 内部質保証手続の利用 
基準： 

外部質保証の手続は，欧州基準とガイドラインの第 1 部

に記された内部質保証プロセスの有効性を考慮に入れるべ

きである。 
ガイドライン： 

第 1 部における内部質保証の基準は，外部質評価プロセ

スの有益な基礎となる。各高等教育機関の内部における方

針と手続が，外部における手続のなかで慎重に評価され，

どの程度基準が満たされているかが判断されることが重要

である。 
高等教育機関が自らの内部質保証プロセスの有効性を

示すことができ，そのプロセスが質と基準を適切に保証し

ているならば，外部プロセスは，そうでない場合ほど徹底

して行われなくてもよい。  
 
2.2 外部質保証プロセスの策定 
基準： 
質保証プロセスが定められる前に，すべての責任者（高

等教育機関を含む）によってそのプロセスの目的と目標が

決定されるべきであり，用いられる手続の記述とともに公

表されるべきである。 
ガイドライン： 

手続の目的の明確性と透明性を確保するため，外部質保

証の方法は，高等教育機関を含む主要ステークホルダーを

取り込んだプロセスを通して設計・策定されるべきである。

最終的に合意された手続は公表されるべきであり，使用さ

れる手続の説明に加え，プロセスの目的と目標に関する明

確な記述が含まれるべきである。 
外部質保証が，関係する高等教育機関に対して要請を行

う際には，採用される手続が適切なものであり，高等教育

機関の通常の業務を必要以上に妨げないことを確認するた

め，予備的な影響評価が行われるべきである。  
 

2.3 意思決定の規準 
基準： 

外部による質保証活動の結果としてなされるすべての

正式な意思決定は，明確な形で公表された基準に基づくべ

きであり，それは一貫して適用されるべきである。 
ガイドライン： 

質保証機関によってなされる正式な意思決定は，その対

象となる高等教育機関と教育プログラムに重大な影響を及

ぼす。公平性と信頼性を確保するため，決定は公表された

基準に基づき，一貫した形で解釈されるべきである。結論

は，記録された証拠に基づいているべきであり，質保証機

関には，必要に応じて結論を控えめにする方法が備わって

いるべきである。  
 
2.4 目的に合ったプロセス 
基準： 

あらゆる外部質保証プロセスは，設定された目的と目標

の達成に適したものとなるよう明確に設計されるべきであ
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る。 
ガイドライン： 

EHEA 内の各質保証機関は，異なる目的と異なる方法に

基づいてそれぞれの外部プロセスを実施している。質保証

機関が自ら定義し公表した目的にふさわしい手続を実施す

ることが何より重要である。しかしこれまでの経験からは，

外部レビューのプロセスにおいて，有効性・信頼性・有益

性を確保し，さらに質保証に欧州の次元にとっての基礎を

提供するのに役立ついくつかの要素が広く利用されている

ことがわかっている。 
特に注目に値するのは以下の要素である。 

• 外部による質保証活動を行う専門家が適切なスキ

ルとその任務を遂行する能力を確実に有している

こと  
• 専門家の選定を慎重に行うこと  
• 専門家に対して適切な状況説明または研修を行う

こと  
• 国際的な専門家を利用すること  
• 学生を参加させること  
• 用いられるレビュー手続が，知見と結論を支持す

るのに足る証拠を提供する上で十分なものである

こと  
• 自己評価／訪問調査／報告書案／報告書刊行／フ

ォローアップから成るレビュー・モデルを用いる

こと  
• 質保証における基本要素として高等教育機関によ

る向上・強化策が重要であることを認識すること  
 
2.5 報告 
基準： 

報告書は，公表されるべきであり，それは明確に，かつ

想定される読者が容易にアクセスできる形式で書かれるべ

きである。報告書に記載されるあらゆる決定，推賞，勧告

の事項は，読者にわかり易く記されるべきである。 
ガイドライン： 

外部による質保証プロセスの利益を最大にするため，報

告書は，想定される読者のニーズを満たすことが重要であ

る。報告書は複数の読者集団向けに書かれることもあるが，

その場合，構成，内容，スタイル，語調に注意を払うこと

が必要である。 
一般に，報告書は，説明，分析（関連する証拠を含む），

推賞，意見，勧告を網羅するように構造化されるべきであ

る。一般の読者がレビューの目的，その形式，決定に用い

られた基準を理解できるように，十分な予備的説明が含ま

れるべきである。また，主要な知見，結論，勧告は，読者

が容易に探し出せるように書かれているべきである。 
報告書は，容易にアクセスできる形で公表されるべきで

あり，報告書の読者や利用者（関連する高等教育機関の内

外の者）がその有用性に関して意見を述べる機会が設けら

れるべきである。 
 
2.6 フォローアップの手続 
基準： 

行動の勧告を含む質保証プロセス，またはその後の行動

計画を要求する質保証プロセスは，事前に定められ一貫し

て実行されるフォローアップの手続を有するべきである。 

ガイドライン： 
質保証とは，基本的に個々に外部検査を行うことではな

く，継続的に良き仕事をしようとする努力でなければなら

ない。外部による質保証は，報告書の刊行をもって終了す

るものではなく，勧告が適切に対処され，必要な行動計画

が作成・実行されるようにするための構造化されたフォロ

ーアップの手続を含んでいるべきである。高等教育機関や

教育プログラムの代表者とさらなる話合いが持たれること

もあろう。その目的は，改善の必要性が指摘された分野へ

の対応が迅速に行われ，さらなる質向上活動が奨励される

ようにすることにある。  
 

2.7 定期的なレビュー 
基準： 

高等教育機関及び（または）教育プログラムについての

外部による質保証は，周期的に行われるべきである。１サ

イクルの長さと用いられるレビューの手続は，事前に明確

に規定され，公表されるべきである。 
ガイドライン： 

質保証とは，静的なプロセスではなく動的なプロセスで

ある。それは，継続的である必要があり，「一生涯に一度」

のものであってはならない。最初のレビューや正式なフォ

ローアップの手続の完了をもって終わるものではなく，定

期的に更新されなければならない。次回の外部レビューの

際には，前回のレビュー後の進展が考慮に入れられるべき

である。あらゆる外部レビューに用いられるプロセスは，

外部の質保証機関によって明確に定義されるべきであり，

高等教育機関に対する要求は，その目標の達成にとって必

要以上に大きなものであってはならない。 
 
2.8 システム全体の分析 
基準： 

質保証機関は，適宜，レビュー，評価，アセスメント等

による一般的な知見を記述し分析した要約報告書を刊行す

べきである。 
ガイドライン： 

すべての外部質保証機関が，教育プログラム及び（また

は）高等教育機関に関して豊富な情報を収集することで，

それは高等教育システム全体に関する構造的分析にとって

の資料となる。そうした分析は，発展状況，傾向，新たな

優良実践例，根強く残る問題点や弱点に関して極めて有益

な情報を提供することができ，政策展開と質強化にとって

有用なツールとなり得る。質保証機関は，その業務から最

大限の利益を得るために，自らの活動の中に研究開発の機

能を含むことを検討すべきである。 
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第 3 部「外部質保証機関に関する欧州基準とガイド

ライン」への序論  
1990 年代初め以来，欧州の外部質保証機関は著しい成

長をみせている。同時に，機関間の協力や最良実践例の共

有が，この発展にとって不可欠の要素になっている。すで

に 1994/95 年度に欧州委員会が着手したいわゆる「欧州パ

イロットプロジェクト」により，質保証の基本的な方法，

質保証機関の独立性，自己評価，外部による訪問調査，公

開される報告書について質保証機関が相互に認識し，それ

らは高等教育の質保証に関する 1998 年「EU 理事会勧告」

に明記されている。2000 年における ENQA の創設は，こ

うした協力の進展が自然に制度化されたものであり，

ENQA は 1990 年代に到達した最新のコンセンサスを基礎

にすることができたのである。 
以下に記す外部質保証機関に関する欧州基準は，欧州の

外部質保証の短い歴史における上記の発展を前提として作

成されものである。また，基準をあまりに詳細で規範的な

ものにしすぎないことが意識的に目指されている。基準に

よって，各国・各地域の経験と期待を自らの組織やプロセ

スに反映させる質保証機関の自由が制限されてはならない

のである。しかし基準によって，質保証機関の専門性，信

頼性，統合性が，ステークホルダーにとって可視的で透明

性のあるものにならなければならず，また，質保証機関の

間で同等性が見られるとともに，必要な欧州の次元が生み

出されるようにならなければならない。 
このように，基準は，質保証機関の相互認識に向けた活動

と質評価組織の評価やアクレディテーションの結果に自然

に貢献するものであるということを付け加えておくべきで

あろう。こうした作業は，北欧高等教育質保証ネットワー

ク（NOQA）において探求されており，欧州アクレディテ

ーション連盟（ECA）による「優良実践規範」の一部にな

っている。 
優良実践例に関する付加的な情報を提供し，場合に応じ

て基準の意味と重要性を詳細に説明するために，さまざま

な「ガイドライン」が付されている。このガイドラインは

基準そのものの一部をなすものではないが，基準はガイド

ラインと併せて考慮する必要がある。 
 

第 3 部：外部質保証機関に関する欧州基準とガ

イドライン  
 
3.1 高等教育の外部質保証手続の利用 
基準： 

質保証機関の外部質保証は，欧州基準とガイドラインの

第 2 部に記された外部質保証プロセスの存在と有効性を考

慮に入れるべきである。 
ガイドライン： 

第 2 部に記載された外部質保証に関する基準は，外部に

よる質査定プロセスにとって有益な基礎を提供している。

これらの基準には，1990 年代初め以来の欧州における外部

質保証の発展を通して得られた優良実践例及び経験が反映

されている。したがって，こうした基準が，高等教育機関

に対して外部質保証機関が適用するプロセスに組み込まれ

ることは重要である。 
外部質保証に関する基準は，外部質保証機関に関する基

準とともに，高等教育機関の専門的で信頼に足る外部質保

証の基礎を成すものである。  
 
3.2 公的地位 
基準： 

質保証機関は，外部質保証に責任を有する組織として

EHEA 内の所管の監督官庁から公式に認定されるべきで

あり，確たる法的基盤を持つべきである。質保証機関は，

活動管轄内におけるいかなる要件も満たすべきである。  
 
3.3 活動 
基準： 

質保証機関は，定期的に（機関レベルもしくはプログラ

ム・レベルで）外部質保証活動を行うべきである。 
ガイドライン： 

これには，評価，レビュー，オーディット，アセスメン

ト，アクレディテーション，それ以外の同様の活動も含ま

れ，それは質保証機関の中心的機能の一部であるべきであ

る。  
 
3.4 資源 
基準： 

質保証機関は，プロセスと手続の開発に関する適切な規

程を備え，効果的・効率的な形で外部による質保証プロセ

スを組織・運営できるように，十分かつ適切な人的および

財政的資源を有するべきである。  
 

3.5 ミッション・ステートメント（使命声明書） 
基準： 

質保証機関は，広く入手可能な声明書に，自らの任務に

関する明確な目標と目的を記載すべきである。 
ガイドライン： 

こうした声明書では，質保証機関による質保証プロセス

の目標と目的，高等教育の関連ステークホルダー，特に高

等教育機関との作業分担，活動の文化的・歴史的背景が記

載されるべきである。声明書では，外部質保証プロセスが

当該機関の主要な活動であること，その目標と目的を達成

する体系的アプローチが存在することが明確にされるべき
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である。また，声明書に記載された事項を明確な方針と運

営計画に具現化する方法を示した文書も必要である。  
 
3.6 独立性 
基準： 
質保証機関は，それぞれの活動に対する自律的責任を有

しており，その報告書の結論及び勧告が高等教育機関，政

府省庁，その他のステークホルダーなどの第三者の影響を

受けてはならないという点において独立しているべきであ

る。 
ガイドライン： 
質保証機関は，以下のような方法を通して独立性を示す

必要がある。  
• その運営が高等教育機関や政府から独立している

ことが公的な文書（ガバナンス手法や法律など）

において保証されること  
• その手続と方法の定義と運用，外部専門家の推薦

と任命，質保証プロセス結果の判定が，政府，高

等教育機関，政治的影響力を有する機関から独立

して自律的に行われること  
• 質保証プロセスの中で，高等教育の関連ステーク

ホルダー，特に学生（学習者）の意見が求められ

るが，質保証プロセスの最終的な結果については

質保証機関が責任を負うこと  
 
3.7 質保証機関が用いる外部質保証の基準とプロセ

ス 
基準： 
質保証機関によって用いられるプロセス，基準，手続は

事前に規定され，公表されるべきである。これらのプロセ

スは，一般に以下を含んでいることが期待される。  
• 質保証プロセスの受審機関による自己評価または

それと同等の手続  
• 質保証機関が決定した専門家グループによる外部

評価。適宜，学生（集団）や訪問調査が含まれる。  
• 決定，勧告，その他の正式な結果を記載した報告

書の刊行  
• 報告書に記載された勧告に照らして，質保証プロ

セスの受審機関が実施した措置についてレビュー

を行うフォローアップ手続 
ガイドライン： 
質保証機関は，特定の目的のために他のプロセスや手続

を利用することができる。質保証機関は，自らが明言して

いる原則に常に関心を払うとともに，自らの諸要件とプロ

セスが専門的に管理され，決定がたとえ異なる集団によっ

てなされるとしても，結論や決定が一貫した形で達成され

るようにすべきである。質保証について公式決定を行った

り，公式の結果を伴う結論を出したりする質保証機関は，

不服申し立ての手続を定めるべきである。不服申し立て手

続の性質と形式は，各質保証機関の規約を踏まえて決定さ

れるべきである。 
 
3.8 アカウンタビリティの手続 
基準： 
質保証機関は，自らのアカウンタビリティのための手続

を備えているべきである。 
ガイドライン： 
こうした手続には，以下が含まれていることが期待され

る。  
1. ウェブサイトにおいて閲覧可能な，質保証機関自ら

の質の保証に関して公表された方針  
2. 以下の事項について明示した文書  

• 当該機関のプロセスと結果が，質保証の責務と目

標を反映したものであること  
• 当該機関が，外部専門家の業務に関して利害衝突

を回避する仕組みを定めて実行していること  
• 当該機関が，質保証手続の要素の一部または全部

が他の当事者に外注している場合，請負組織の活

動と請負機関によって作成される資料の質を保証

する信頼し得る仕組みを有していること  
• 当該機関が，自らの発展と改善に関して情報を提

供し実証するために，内部フィードバックの仕組

み（自らのスタッフ及び委員会（理事会）からの

フィードバックを収集する手段），内部対応の仕

組み（内部及び外部の改善勧告に対応する手段），

外部フィードバックの仕組み（専門家及びレビュ

ーを受けた高等教育機関から，将来の発展のため

のフィードバックを収集する手段）を有している

こと  
3．質保証機関の活動について，少なくとも 5 年に１回

の実施が義務づけられた周期的な外部レビュー 
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３．質保証機関のピアレビュー・システム 
 

欧州の閣僚会議は，ベルリンにおいて，「ENQA に対し

て，その加盟団体を通じて， EUA， EURASHE，ESIB
との協力によって［中略］質保証及び（または）アクレデ

ィテーションの機関や団体に対する適切なピアレビュー・

システムを整備する方法を探る」ことを求めた。  
ENQA とそのパートナー組織は，この要請に応えるにあ

たって，質保証機関に対するピアレビュー・システムがピ

アレビューのプロセスそのものだけではなく，レビューが

拠って立つ質の基準の慎重な考察も含むべきであるとベル

リン指令を解釈して事に当たってきた。また，その過程に

おいては，質保証機関のピアレビューが基本的に，質保証

機関の質の透明性，可視性，比較可能性という目標を達成

する手段として解釈されるべきだという合意も得られてい

る。 
したがって，本報告書は，欧州の高等教育界で活動する

外部質保証機関の認定登録制度の創設を主な提案事項とし

ている。この提案は，基本的に，認定やアクレディテーシ

ョンのラベルの価値を利用して利益を上げようと望む質保

証機関がまもなく増加するという予測に対応したものであ

る。他地域における経験はそうした企業活動を統制するの

が困難であることを示しているが，欧州は，既存の質保証

機関を保護するためではなく，いかがわしい機関の活動に

よって質保証の利益が損なわれないようにするため，この

新しい市場の実際的管理を実践するユニークな機会に恵ま

れている。 
こうした提案に関する活動は，原則として，欧州の背景

と要請を考慮に入れている。それと同時に，同様の経験と

プロセスが国際的に展開しつつあることが認識されている。

それゆえ，本章は，本報告書のこの部分の草案に関連する

国際的な経験と取組みについての簡単な分析から始める。

続いて，補完性原則に基づくピアレビュー・システムの提

案と外部質保証機関に関する欧州基準の概要を示し，欧州

で活動する外部質保証機関に関して推奨されている登録制

度について説明する。この登録制度では，ピアレビュー及

び欧州基準の遵守が決定的な役割を果たす。最後に，欧州

高等教育質保証協議フォーラムの設置を提案する。 
 

国際的背景 
現在，高等教育の質保証分野でダイナミックな展開が見

られるのは欧州だけではない。この節では，国際高等教育

質保証ネットワーク（INQAAHE），国際大学学長協会

（IAUP），米国高等教育アクレディテーション協議会

（CHEA），OECD，UNESCO といった組織の経験と活

動について説明する。本報告書の作成にあたっては，こう

した質保証に関する組織の活動が役に立った。こうした国

際的な経験が具体的な勧告に直接に含まれているわけでは

ないものの，以下では，いくつかの主要な国際的要素が本

章の勧告に関連する形で提示されている。 
外部質保証機関の高い質と優れた実践方法の証明は，こ

こ数年，国際的な検討課題にもなってきた。INQAAHE は

1999 年から，外部質保証機関の質のラベルをめぐって協議

を行った。これは，外部質保証の役割を果たす能力のある

質保証機関を知りたいという高等教育機関のニーズを満た

すために，もともと IAUP が発案した考え方であった。し

かし，質のラベルは広範にわたる反対に遭い，INQAAHE
はその後，質保証団体の優良実践例の基準作成に重点をお

いている。その結果，目的および歴史・文化的な背景に関

する国際的多様性を認識しつつ，優良実践例の共通項を示

す一連の原則が生み出されている。 
質保証機関のピアレビューに関する勧告としては，

CHEA によって行われた作業も関連性がある。CHEA は，

米国における地域別，専門別，全国レベル，専門職別のア

クレディテーション組織の連合団体として機能している非

政府組織である。CHEA による認証を求めるアクレディテ

ーション組織は，CHEA の認証基準を満たしていることを

証明しなければならない。アクレディテーション組織は，

アカデミックな質を高め，アカウンタビリティを明示し，

改善を推進し，適切な手続を採用し，アクレディテーショ

ンの実施状況を継続的に再評価し，十分な資源を有してい

ることが期待される。また，CHEA は，6 年ごとにいわゆ

る認証レビューを受けることを加盟団体に求める。CHEA
のアプローチと本報告書の提案には，たとえば周期的なレ

ビューなど，基本的な類似点と適合性がある。しかし，本

報告書は，質保証機関の質保証を明確な焦点とすることを

優先している。  
ENQA とは別に，OECD と UNESCO の共同作業とし

て，国境を越えた高等教育の質のガイドラインを精密化す

る活動が行われている。OECD-UNESCO のガイドライン

は 2005 年中に完成する予定であるが，草案作成のプロセ

スにおいて明らかとなったのは，高等教育の国際化を統制

する必要があるにもかかわらず，既存の国レベルの質保証

は国内高等教育機関による国内での教育提供のみに限定さ

れるきらいがあるということであった。したがって，現在

の質保証制度の課題として，高等教育の国際化の利益を最

大にし，起こりうる問題を抑制するために，国内の教育機

関と教育プログラムに加え，外国の教育機関と教育プログ

ラムにも対応する適切な方法と仕組みを開発することが提

起された。 
提案される OECD-UNESCO のガイドラインは，外部質

保証機関に対し，外国や営利目的の高等教育機関／教育提

供者，および遠隔地教育やその他の新しい教育提供モード

も質保証の仕組みに含むことを勧告している。しかし同時

に，ガイドラインの草案作成プロセスで認識されたのは，

国の質保証機関の責任に外国の教育提供者を含むためには，

ほとんどの場合，国の法制と行政手続の変更が必要になる

ということであった。 
本報告書においても，高等教育機関の質保証の国際化が

有する重要性と意味を認識されている。外部質保証に関し

て提案される欧州基準に，この点に関する言及を含むのは

時期尚早であると考えられているが，欧州登録制度の提案

には，専ら欧州で活動している欧州外の機関や国境を越え

て活動している欧州の機関が含まれている。 
また，継続中の欧州プロセスは，質保証機関が地域的及

び国際的な既存のネットワークを維持・強化すべきである

という OECD-UNESCO の勧告を十分満たしていること

も認識されるべきである。 
 
質保証機関の周期的レビュー 

欧州における高等教育の外部質保証というのは，比較的
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新しい分野である。しかし近年，質保証機関自身の内部お

よび外部の質保証に焦点をおくことによって業務の信頼性

を高めようという動きが見られることは，質保証機関の成

熟を示す要素の一つと考えてよいだろう。スペインのシッ

チェスで 2003 年 2 月に開かれた ENQA のワークショッ

プでは，質保証機関自身の質保証がテーマに含まれていた。

参加者たちは，質保証機関の外部評価に関するこれまでの

経験について話し合い，ワークショップの結論の一つとし

て，ENQA は加盟機関の周期的な外部レビューを行う方向

に進むべきであるという提言をまとめた。つまり，ENQA
がベルリン指令を受けたとき，質保証機関の外部レビュー

の議論がすでに ENQA 内で始まっており，E4 会議の要素

としてこの問題が取り上げられていたのである。 
本報告書は，欧州のすべての質保証機関は 5 年以内の間

隔でプロセスと活動に関する周期的な外部レビューを実施

する，または受けるべきであることを勧告する。その結果

は，その組織が外部質保証機関の欧州基準（第 2 章第 3 部

参照）を満たしている程度を明記する報告書にまとめられ

るべきである。  
EHEA では，高等教育における外部質保証の提供者や実

施者の地図は，今後まちがいなく複雑さを増していくであ

ろう。したがって，質保証機関の質保証の検討には ENQA
の加盟団体以外の機関を含むことが重要である。また，欧

州外の機関も，望むならば，勧告された欧州基準に照らし

て自らを測定する機会が与えられることがさらに重要であ

る。それゆえ本報告書が，勧告の焦点を，国内で認定され

た欧州の質保証機関に限定することによって，暗黙のうち

に既存または将来の ENQA 加盟団体にだけ影響を及ぼす

ものになることは望ましくない。欧州で活動している欧州

外の機関や国内で認定されていない欧州の機関も，欧州基

準の遵守を査定するレビューを選択することが可能となる

べきである。 
周期的レビューの一般原則は，以下のとおり提案されて

いる。  
• ボローニャ署名国によって国の質保証機関として

公式に認定されている既存の外部質保証機関は，

通常，国の基準に従ってレビューを受けるべきで

ある。これによって，それらの機関が国境を越え

た活動を行っている場合でも，補完性原則が尊重

されることになる。しかし，こうした欧州の国内

組織は，国内を基礎とした内部レビューではなく

ENQA によって組織されるレビューを選ぶこと

もできる。質保証機関のレビューは，同機関が外

部質保証機関の欧州基準を満たしているかどうか

の査定を含むべきである。  
• 新規の質保証機関やボローニャ署名国において公

式に認定されていない質保証機関は，自発的に外

部質保証機関の欧州基準に照らしたレビューを受

けることを選択できる。  
• レビューは，自己評価，独立の専門家パネル，報

告書の刊行といった事項で構成されるプロセスに

従うべきである。 
 

外部レビューは，典型的には，国または質保証機関のレ

ベルで実行される。したがって，質保証機関のレビューは

通常，国の規則またはその機関が採用している内部質保証

プロセスに従うことになる。本報告書は，補完性原則を尊

重することの重要性を強く主張する。ゆえに，ENQA はそ

の加盟団体に関し， 5 年が経過しても国または組織自身に

よって自発的なレビューが行われない場合に限って当該機

関にレビューを働きかけることが提案されている。質保証

機関が ENQA の加盟団体ではなく，5 年が経過しても国

または組織自身によって自発的なレビューが行われない場

合には，欧州登録委員会がレビューの着手に責任を負うこ

とになる。 
国の当局がレビューに着手する場合，明らかにその目的

は非常に多様なものとなり得る。たとえば，質保証機関が

国の義務的要件を満たしているかどうかの審査が含まれる

可能性がある。しかし，国，組織自身，ENQA のどのレベ

ルで行われるのであれ，レビューは常に，その質保証機関

がどれほど外部質保証機関の欧州基準に従っているかを明

確に検討するものでなければならないというのがこの提案

の核心である。ENQA 総会は，2004 年 11 月の会議におい

て，ENQA の加盟基準は提案されている外部質保証機関の

欧州基準に一致すべきであるとの決議がなされた。したが

って，質保証機関のレビューは，欧州基準の遵守レベルを

明らかにするだけではなく，それと同時に ENQA の加盟

基準の遵守レベルも示すことになる。 
最後に，本報告書は，このレビュー・プロセスにとって，

適切な専門知識と経験を有する国際的な専門家の関与が大

いに有益であるということを強調したい。 
周期的なレビューのフォローアップは，何よりもまず国

の当局または質保証機関の所有者の責任であり，言うまで

もなく質保証機関自身の責任である。 ENQA がフォロー

アップに関して役割を持つのは，レビューに従って加盟団

体が外部質保証機関の欧州基準を満たしている程度を証明

しなければならない場合に限られる。それ以外の場合につ

いては，ENQA の諸規則によって結果が規定されることに

なる。 
質保証機関の模範的な外部レビュー・プロセスの概要は，

本報告書の補遺に示されている。 
 
欧州で活動する外部質保証機関の登録  

ENQA は 2003 年のベルリン閣僚会議以前に，関係する

ステークホルダーとの協力を得て，欧州で活動するかその

計画中である質保証機関――公的，私的，テーマ別の組織

を含む――の欧州登録制度を設けるという方針を打ち出し

ていた。 
この登録制度は，欧州で活動している専門的で信頼し得

る質保証機関を識別するという高等教育機関と政府の利益

に適うものである。この利益は，第一に，非国家学位の認

証という複雑な領域に基づくものである。認定機関によっ

て教育機関自身がどの程度質保証されているかが透明にな

っていれば，学位の認証手続は強化されることになる。第

二に，高等教育機関が，国外の機関から質保証を求めるこ

とが可能になってきている。当然ながら，このプロセスに

おいて，信頼できる登録制度によって専門機関を識別でき

れば高等教育機関にとって有益である。 
このように，登録制度の最も大きな利点は，高等教育機

関やその他のステークホルダーに情報を提供するというこ

とであり，登録制度自体が，高等教育機関の外部質保証の

透明性と比較可能性を達成する非常に有益な手段になり得
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る。 
この登録制度は，登録される機関が，外部質保証機関の

欧州基準をどれほど満たしているかを明確にするものでな

ければならない。しかし，本報告書は，ランク付けの手段

として登録制度を提案しているわけではないことを強調し

ておくことは重要である。 
登録制度は，欧州以外の国で活動している機関や，国境

を越えて国際的に活動している機関を含め，欧州でサービ

スを提供しているすべての機関からの申請に開かれている

べきである。質保証機関は，ピアレビューされているか否

か，外部質保証機関の欧州基準を満たしているか否か，活

動が国内に限定されているか国際的であるかによって，異

なる登録区分に分けられることになる。 
したがって，登録制度の構造は以下のようになることが想

定される。 
 
区分 1．ピアレビューを受けている機関。以下のカテゴリ

ーに分けられる。  
• レビューを受けており，外部質保証機関の欧州基

準をすべて満たしている欧州の国内機関  
• レビューを受けてはいるが，外部質保証機関の欧

州基準をすべては満たしてない欧州の国内機関  
• 欧州で活動している国外および欧州外の機関で，

レビューを受けており，外部質保証機関の欧州基

準をすべて満たしている機関 
• 欧州で活動している国外および欧州外の機関で，

レビューを受けてはいるが，外部質保証機関の欧

州基準をすべては満たしていない機関 
区分 2．レビューを受けていない機関  

• レビューを受けておらず，したがって登録申請書

から得られた情報に従って記載される，欧州の国

内機関，国外機関，欧州外機関 

 

表にすると，登録制度の構造は以下のとおりとなる。 

 

登録制度の構造案 

レビューを受けた組織 レビュー

を受けて

いない組

織 

欧州基準

を遵守 

欧州基準

を非遵守 

欧州の国

内組織 

国内で活

動 

   

国境を越

えた活動 

   

欧州の国外組織    

欧州で活動している欧

州外の組織 

   

 

欧州登録制度への登録を認めるかどうかは欧州登録委

員会が決定する。同委員会は，登録を認める基準の一つと

して，周期的レビューにおいて外部質保証機関の欧州基準

を満たしていると認定されたかどうかを用いる。その他の

基準は，高等教育システムの多様性を考慮に入れながら決

定されることになる。 
同委員会は，非官僚的で軽い組織とし，EURASHE，

ESIB，EUA，ENQA，および欧州の雇用主を代表する組

織，労働組合，専門団体，政府の代表によって推薦される

9 名のメンバーで構成される。これらのメンバーは，推薦

母体に委任された代表としてではなく，個人としての能力

で行動する。同委員会は少なくとも半年に 1 度会合を開き，

ENQA が事務局としての役割を果たすことになる。 
欧州登録委員会は，最初の仕事の一つとして，登録の所

有権を正式なものにする作業を行う。 
欧州登録委員会が直ちに実行するもう一つの仕事は，登

録申請が却下された機関，または登録区分に納得できない

機関の権利を確保するために，独立した信頼できる不服申

し立て制度を確立することでなければならない。この不服

申し立ての制度は，同委員会が活動開始後すぐに作成する

協定書の一要素をなすべきである。 

 

欧州高等教育質保証協議フォーラム 
ENQA，EUA，ESIB，EURASHE の E4 グループは，

2001 年のプラハ会議以来，ボローニャ・プロセスと欧州高

等教育の質に関してそれぞれの見解について話し合うため，

定期的に会合を開いている。2003 年のベルリン会議以降は，

高等教育の質保証に関する閣僚会議指令の実施が E4 会議

の重点となっている。 
欧州レベルでのこうした協力は建設的であることが証

明されている。それゆえ，この 4 組織は，E4 グループで

構成される欧州高等教育質保証協議フォーラムを今後も存

続させることで合意を得ている。こうしたフォーラムの設

置は，実質的に，ENQA，EUA，EURASHE，ESIB の現

在の協力関係をより永続的な形で確立することになろう。

同フォーラムは主に，欧州の主要なステークホルダーのた

めの協議と助言のフォーラムとして機能することになるで

あろう。その仕組みは，新たな運営組織を作らず，4 組織

それぞれが自らに生じる費用を負担するという現行の方法

と似たものになると思われる。長期的に見れば，このフォ

ーラムは労働市場からの代表者も含むべきである。 
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４．将来の展望と課題 
 

本報告書には，高等教育の質保証の世界における欧州の

主要なプレーヤーによって作成・承認された提案と勧告が

含まれている。本報告書の存在自体が，多様な利害が作用

し，相互理解が本質的に難しいと考えられていた分野にお

いて共通理解が達成されたことを示す証左である。本報告

書の提案は，学生や社会一般のために，高等教育の透明性，

安定性，情報を増大させようとするものである。それはま

た，高等教育機関に認証と信頼性を与えるのに加え，競争

的で懐疑的な状況が強まる環境下において質の高さに取り

組んでいることを示す機会を与えることになる。質保証機

関に関しては，この提案によって，各機関自身の質と信頼

性が高まり，より広範な欧州の専門的同業組織と生産的に

連携できるようになる。 
しかしこうした提案は，効果的な実施戦略を伴わないな

らば，あくまで提案にすぎなくなってしまう。ベルゲンで

の閣僚会議によって承認されれば，直ちに，本報告書の主

たる要素を導入するための手段が開始されることになろう。

質保証機関の登録制度は 2005 年後半に開始し，2006 年に

はオンライン化の準備ができると考えられる。ENQA の事

務局は，このために必要になる追加資金を準備している。

閣僚会議後，ENQA は欧州登録委員会の設立に向けて必要

な具体的活動を開始する予定である。同委員会はまず登録

の所有権を正式決定する作業と，2005 年春に ENQA によ

って行われた予備的作業に基づく協定書の作成を行う。最

初の周期的レビューは 2005 年中に行われるものと期待さ

れている。 
欧州高等教育質保証協議フォーラムも早期に実施に移

される予定である。したがって，2005 年 6 月の ENQA と

E4 パートナーの次回会議では，ベルゲン閣僚会議の結果

と，このフォーラムの設立が主要なテーマになるはずであ

る。また，労働市場の代表者等の他の主要なステークホル

ダーとの今後の協力についても協議されることになろう。

さらに，ENQA は，2005 年 9 月の次回 ENQA 総会以前

に欧州の他の質保証ネットワークと話し合いを行う手配を

進めている。 
しかし，本報告書の一部の提案が迅速に実施されると見

込まれることは，残りの提案を取り入れる作業が容易であ

ることを意味するわけではない。内部および外部の質保証

の基準が高等教育機関と質保証機関によって広く採用され

るようになるには長い時間がかかるであろう。歴史の長い

堅固な高等教育システムを有する署名各国が変化と発展に

前向きにならない限り，そうした基準は受け入れられない

と思われる。内部質保証の基準に提案されている事項は，

一部の高等教育機関にとってはかなり実施困難なはずであ

る。特に，質保証の新しい伝統が進展している場合や，学

生のニーズや雇用市場への参入の準備という観点が高等教

育機関の文化の中に組み込まれていない場合には困難があ

ろう。同様に，外部質保証の基準と質保証機関自体の基準

は，すべての参加者，特に質保証機関に対し，自らをきわ

めて注意深く見つめ，欧州の期待に照らして自分たちの活

動を測定することを要求する。新しい周期的なレビューの

手続は，そのために時宜にかなった焦点を提供することに

なる。これらの基準が広く受け入れられるには，まず，そ

れを採用する利点が理解されなければならない。  
EHEA は，高等教育に対する責任は各国に存するという

基礎に立って運用される。これは外部質保証の問題におい

て自治が発揮されることを意味する。それゆえ，本報告書

は統制的なものではないし，そうなりえないのである。本

報告書は，専門職業人，学生を含む高等教育機関の専門家，

関係省庁，質保証機関の間の相互尊重の精神に立って勧告

と提案を行っている。署名国のなかには，基準とレビュー・

プロセスをそれぞれの法制や行政の枠組みに正式に取り入

れることを望む国もあれば，現状と変化の利点を比較考量

し，正式に取り入れることの適切性を長期的に考えること

を望む国もあろう。提案されている欧州高等教育質保証協

議フォーラムは，新しい考え方，他のシステムにおける経

験，各国の経験の類似点と相違点について話し合い，討議

し，学び合うための有益な場であることが明らかになるは

ずである。 
これらを総合すると，今後，ENQA，E4 パートナー，

その他の主要ステークホルダーが真剣に向き合わなければ

ならない多くの挑戦的な作業があるといえる。明らかに，

本報告書が完成したからといって，EHEA の質保証に関す

るボローニャ目標を達成したといえるわけではない。本報

告書の勧告を実行に移し，高等教育機関と外部質保証機関

の中に質を重視する文化を確立するには依然として多くの

ことが成し遂げられなければならない。EHEA のために十

分に機能する欧州レベルでの質保証を実現しようとするな

らば，ベルリン指令によって開始された事項がこれからも

継続的に維持・誘導される必要がある。 
現在，自治的に運営される強固で効果的な高等教育機関，

質と基準の大切さに対する感受性，優れたピアレビュー，

信頼できる質保証機関，効果的な登録制度，雇用主をはじ

めとする他のステークホルダーとの一層の協力を備えた欧

州高等教育圏を生み出すのは可能である。本報告書に盛り

込まれた提案は，そのビジョンを実現する上で大いに役に

立つはずである。 
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補 遺：質保証機関の周期的レビュー4（理論モ

デル） 
 

以下に提示するモデルは，外部質保証機関の外部レビュ

ーのプロセスについて提案されている指標的概要である。

これは，外部質保証機関の欧州基準の遵守状況を明らかに

するのに適した信頼できるプロセスの例として提示されて

いる。しかし，ここでは実例を示して説明するのが目的で

あることに注意していただきたい。そのため，かなり仔細

な記述がなされている。おそらく質保証機関の個々のピア

レビューに必要だと考えられる以上に詳細であろう。した

がって，ここに提示されるプロセスが基準と考えられては

ならない。さらに，提示された例の中で「評価（evaluation）」
という語は目標とプロセスを含むために用いられているこ

とにも注意が必要である。「アクレディテーション」また

は「オーディット」という語が使われることもあろう。 
このプロセスは，以下の要素を含んでいる。  

• レビューの業務内容と手続の策定  
• 専門家委員会の推薦と任命  
• 質保証機関による自己評価  
• 訪問調査  
• 報告  

 
1. 業務内容（Terms of Reference） 

業務内容は，関係当局，ステークホルダー，質保証機関

自身の視点と利益という点について，レビューの目標を明

らかにするものでなければならない。これには，質保証機

関の主要な業務と活動がすべて含まれ，隠れた意図がない

ことが明白な形で定められなければならない。  
 
2. 自己評価  
2.1 レビューの基礎として質保証機関に求められる背景情

報 
質保証機関が活動している状況を理解するためには，関

連する背景情報が必要である。この節は以下の諸点を含む

ことが期待される。  
 
2.1.1 国の高等教育システムの概要  

• 学位の構造  
• 高等教育機関の構造  
• •新しい科目，教育プログラム，高等教育機関の

設置の手続とその関係者  
• その他の質保証の手続  
• 政府との関係における高等教育機関の地位  

 
2.1.2 当該質保証機関の沿革と高等教育の評価全般に関

する簡単な説明  
• 使命声明書 
• 当該機関の設置（政府，高等教育機関，その他）  
• 当該機関に関する法的枠組みとその他の正規規則

の説明（議会法，省庁の命令や通達など）  
• 当該機関の資金供給  

                                                           
4 この補遺の構造は，最近，北欧諸国の質保証機関の相互

認証に関するプロジェクトのマニュアルに記されたものと

ほぼ同じである。 

• 評価実施権限の位置づけ  
• 当該機関の内部構造。理事会（評議会）の任命手

続と構成を含む。  
• 高等教育の評価以外の当該機関の責任  
• 当該機関の国際的活動。公式協定，会議・ワーキ

ンググループ・スタッフ交流への参画などのその

他の活動を含む。  
• 評価のフォローアップにおける当該機関の役割：

結果と制裁措置  
 
2.2 当該質保証機関が実施する外部質保証 

当該機関が高等教育機関または教育プログラムの外部

質保証を定期的に行っていることを示す証拠が提示される

べきである。この質保証には，評価，アクレディテーショ

ン，レビュー，オーディット，アセスメントのいずれかを

伴うべきであり，それは当該機関の主要業務の一部である。 
ここで言う「定期的に」とは，体系的手続に基づいて評

価が計画され，過去 2 年間に複数の質評価が実施されてい

ることを示している。 
これら証拠には，以下が含まれるべきである。  

• 当該機関が用いる方法論の説明  
• 質評価の実施数及び評価を受けたユニット数  

 
2.3 当該質保証機関が用いる評価方法 
2.3.1 背景情報 
当該機関が透明性の高い方法論に基づく手続に従って業

務を行っているかどうかを判断するために，評価の総合的

な計画やその他の基本的問題の説明が必要である。この説

明には，以下が含まれるべきである。 
• 評価対象の高等教育機関への状況説明及び情報伝

達の手続  
• 学生参加に対する機関戦略  
• 各評価の業務内容及びプロジェクト計画の策定に

関連する手続  
• 評価の参考資料（事前設定の基準，法的文書，科

目のベンチマーク，専門職基準，評価対象機関の

目標）  
• 方法論的要素が特定のレビューに合わせて修正さ

れる程度  
 

2.3.2 方法論的要素 
当該質保証機関が活動の基礎としている方法論が事前に

規定され，公開されていること，およびレビュー結果が公

開されることを証明する説明。方法論には，以下が含まれ

る。  
• 所定の評価目標に関する自己評価またはそれに相

当する手続  
• 専門家グループによる外部評価，及び当該機関に

よって決定される訪問調査  
• 公的結果を記載した報告書の刊行 

質保証機関は，特定の目的に適したその他の方法論を考

案・適用することもできる。 
質保証機関の決定と報告は，異なる集団が判定を行うと

しても，原則や要件の点で一貫していなければならない。 
質保証機関が評価の決定を行う場合，不服申し立てのシ

ステムが必要である。この方法論は，質保証機関のニーズ
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に合わせて用いられる。 
質保証機関が勧告及び（または）条件付き決定を行う際，

その結果を確認するフォローアップの手続が必要である。  
 

2.3.3 外部専門家グループの役割に関する説明 
外部の専門家グループの役割に関する説明には，以下が

含まれるべきである。  
• 専門家の推薦と任命の手続。国際的専門家，雇用

主や学生等のステークホルダーの代表を利用する

基準を含む。  
• 専門家に対する状況説明及び研修の方法 
• 専門家による会合。評価プロセス全体に関する回

数，範囲，時間的スケジュール。  
• 質保証機関と専門家の作業分担  
• 評価における質保証機関スタッフの役割  
• 評価を所掌する質保証機関スタッフの特定と任命  

 
2.3.4 文書化 
質保証機関の自己評価と訪問調査に関連する手続につい

て判断するため，当該機関の文書収集の手続に関して以下

の諸点について説明が必要である。  
 

2.3.4.1 自己評価に関する手続の説明 
この説明には以下が含まれるべきである。  

• 当該機関が提示するガイドラインの内容の明確化  
• 当該機関が提示する手続上の助言  
• 学生の役割を含む自己評価チームの構成に関する

要件  
• 自己評価チームの研修／情報  
• 自己評価を実施するために利用可能な時間  

 
2.3.4.2 訪問調査に関する手続の説明 
この説明には以下が含まれるべきである。  

• 質問表／面接の手続  
• 参加者／情報提供者の選定の原則（カテゴリーと

具体的な参加者）  
• 訪問調査の期間に関する原則  
• 会合の回数とその平均的な長さ  
• 会合の文書記録（内部／外部，議事録，書き起こ

し原稿など）  
• 外部専門家グループの作業方法  

 
2.3.4.3 報告 
文書には報告書に関する以下の情報が含まれるべきである。  

• 報告書の目的  
• 報告書の草案作成（質保証機関スタッフまたは専

門家）  
• 報告書の書式（デザインと長さ）  
• 報告書の内容（文書記録もしくは分析／勧告のみ） 
• 報告書案に対する評価対象者からのフィードバッ

クの原則  
• 公表の手続と方針（マスメディアへの対応など）  
• 実施直後のフォローアップ（セミナーや会議など）  
• 長期的なフォローアップ活動（フォローアップ評

価や訪問調査など）  
 

2.3.5 不服申し立てシステム 
質保証機関は，決定事項に対する不服申し立ての方法，

この方法がいかにして質保証機関のニーズに合わせて用い

られるかについて文書化を行う。同文書から，不服申し立

てのシステムが意見聴取プロセス，すなわち質保証機関が，

評価対象者に対して，評価結果についての意見や疑問を表

明する手段を与えるプロセスにどの程度基づいているのか

が明らかにされなければならない。 
基本的に，質保証機関は，不服申し立てシステムによっ

て評価対象者が評価結果に関して意見を表明する機会が設

けられている証拠を提供しなければならない。  
 
2.4 付加的文書 
この文書によって，他の部分で言及されていない調査，

統計資料，その他の文書の利用について説明がなされるべ

きである。これらの資料は公表されるべきである。  
 
2.5 質保証機関に対する質保証システムに関する手続 
質保証機関は，外部質保証機関の欧州基準に規定された

仕組みに一致する内部質保証メカニズムを有していること

を証明しなければならない。  
 
2.6 最終的な考察 

質保証機関が，新しい要求や傾向に適応する能力，さら

には堅固で信頼できる方法論的枠組みとガバナンスモデル

を維持しながら常に行動を改善する能力について説明する

ため，当該機関の強み，弱み，機会，脅威についての分析

が必要である。  
 
3. 外部レビュー委員会に関するガイドライン 
このガイドラインは，外部レビュー委員会に期待される

事項について説明する。これは，以下に関する指針によっ

て構成される。 
• 任命及び一般的組織  
• 訪問調査  
• 報告書の草案作成 

 
上述したように，レビュー対象の質保証機関は，規定さ

れたガイドラインに従って自己評価報告書を提出すべきで

ある。自己点検は訪問調査の 1 ヶ月以上前に外部レビュー

委員会に送付されるべきである。  
 
3.1 外部レビュー委員会の任命 
この節では，レビューを行う専門家の任命に関する説明

を行う。 
外部専門家グループは，以下の専門家で構成されるべき

である。  
•  1 名または 2 名の質保証の専門家（国際的）  
• 高等教育機関の代表（国内）  
• 学生メンバー（国内）  
• ステークホルダーのメンバー（例えば雇用主，国

内） 
 
これらの専門家の 1 名が外部レビュー委員会の議長に選

ばれるべきである。 
また，質保証機関から独立した権限を持ち，事務局の役
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割を果たす者 1 名を委員会に加えることが推奨される。 
専門家は，質保証機関，ステークホルダー，地元当局か

ら推薦されるが，このレビューの信頼性を確保するため，

専門家の任命は当該質保証機関外の第三者に委ねられるこ

とが重要である。この第三者は，例えば ENQA あるいは

レビュー・プロセスに関与していない他の質保証機関でも

よい。専門家の認定は，各位が独立していることの表明を

基礎として行われるべきである。しかし，レビュー対象の

質保証機関は，委員会の最終的な構成に意見を述べる機会

を有するべきである。  
 
3.2 訪問調査 
以下の方針で訪問調査の手続が定められなければならな

い。 
訪問調査の期間は，レビュー対象の質保証機関とその背

景に関する外部レビュー委員会の事前の知識に従い，準備

とフォローアップを含めて 2－3 日間とすることが推奨さ

れる。訪問調査の前日，委員会は会合を開き，その訪問調

査に関連性のあるテーマについて意見を統一する。訪問調

査の目的は，自己点検について検証することである。この

ことを念頭において面接の指針が作成されるべきである。 
訪問調査には，質保証機関の理事会，経営陣，スタッフ，

専門家，所有者／主要なステークホルダー，評価対象の高

等教育機関の経営レベルの代表，内部自己評価委員会のメ

ンバーとの個別の会合が含まれることになる。  
 
3.3 報告書の準備 

報告書は，一般的な業務内容を満たすことに加え，自己

点検の手続に規定されているとおり，厳密に，外部質保証

機関に対する欧州基準の遵守状況，ならびに将来の改善可

能性と改善勧告に焦点を置いたものでなければならない。 
訪問調査後，外部レビュー委員会は，事務局の支援を得

て報告書の草案を作成する。最終版はレビュー対象の質保

証機関に送付され，事実誤認がないか意見が求められるべ

きである。 
 

© European Association for Quality Assurance in Higher 

Education, 2009, Helsinki, 3rd edition 

 

 

＜訳注＞ 
本資料はENQA(2009), Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Areaを
ENQAの許諾を得て全訳したものである。原版（英語版）は以下から入手可能である。 
http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf 
 
本翻訳についてENQAはその内容の確認を行っておらず、翻訳内容に誤りがある場合は翻訳者である大学評価・学位授与

機構が責任を負う。 
ENQA does not verify the translation and that the translator bears the responsibility of inaccuracies. 
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