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研究成果の概要： 
 本研究の成果は以下の 3 点に集約される。第一に、イギリスの学校評価機関である OFSTED

では当初組織内での評価制度に対する研究の蓄積が行われ、その後 2000 年代を通じて評価者の

研修や学校評価報告書の内容の検証、および 2003 年以降の制度改革を通じて、間接的にメタ評

価が実行されている。第二に、イギリスでは高等教育機関の制度改革全体を通じて、「質保証」

(Quality Assurance)制度の導入・徹底が実施され、その一環としてメタ評価の制度化が特にキ

ャリア教育に関する諸側面で志向されている。第三に、比較対象としての日本国内でも、文部

科学省による学校評価ガイドラインの公表を契機に学校評価における自己評価の側面が改めて

重視されており、この自己評価を中核として、その「評価を評価」するものとして学校関係者

評価や第三者評価を位置づけることができることを、埼玉県立学校評価制度を事例に検証した。 

 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007年度 900,000 270,000 1,170,000 

2008年度 700,000 210,000 910,000 
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  年度  

総 計 1,600,000 480,000 2,080,000 

 
 
研究分野： 教育学（教育行政学） 
科研費の分科・細目： 教育学・教育学（4001） 
キーワード： メタ評価、学校評価、OFSTED、大学評価、キャリア教育、学校関係者評価 
 
１．研究開始当初の背景 
(1) OFSTED 型学校評価に関しては、その日本
への導入を含めて非常に注目が集まってお
り、拙稿を含めて 2000 年代初頭までの状況
は詳細に整理・検討されてきた。しかしなが
ら、OFSTED 型評価は英国内で強い批判を浴び
る中で 2003 年度以降毎年のように制度の大
幅な改革を進めており、日本が注目してきた
NPM 型、および素人統制も含む評価者による

全国一律の評価制度という性格が失われて
いる。これはすでにメタ評価、すなわち評価
の評価が実質的に実施されていることを示
唆するが、研究設計段階では英国内、日本国
内でこの点に注目した論考はごく一部に留
まっていた。 
 
(2) 大学評価については、イギリス内では評
価に対する不満がきっかけで国家機関によ



る教育評価制度は実質的に停止され、研究評
価制度（RAE）も 2008 年度再開を目指して大
幅な制度改革が目指されている途上であり、
研究動向としてメタ評価をめぐる議論が現
れてくるまでに時間が必要であった。日本で
も沖(2000)や秦編(2005)にメタ評価を志向
する論稿が掲載されているが、教育評価・研
究評価双方を意識したメタ評価研究は今後
の課題となっていた。 
 
(3) 日本国内では、大川(2002)や沖(2003)と
いったメタ評価を志向する研究も見られた
が、特に評価先進国である英米における実態
を踏まえた本格的調査が今後必要となるも
のと想定された。 
 
(4) なお、研究代表者自身が大学評価だけで
なく、小中高校段階のいくつかの学校評価に
参加してきており、その現場での実践経験か
ら、さまざまなレベル・方法・対象を意識し
た評価の評価が必要であるとの認識に達し
ており、実践者に求められるメタ評価の視点
の明確化が必要であるとの認識に立脚して
いた。 
 
(5) さらに大学におけるキャリア教育の実
践にあたり、その目的・内容・方法の評価が
十分になされていないこと、さらにその実践
の評価をどう客観的に評価すべきかが明確
ではないことも、こうしたメタ評価の明確化
にあたって意識すべき課題であるとの認識
にたっていた。 
 
２．研究の目的 
 上述したような背景を踏まえて、本研究は
主に以下の三点に注目しつつ、できる限り具
体的・実証的に現状の評価を行うことを目指
した。 
 
(1) 英国における OFSTED（教育水準局）によ
る学校評価などが実施する多様な評価制度
に対するメタ評価をめぐる研究・実践動向を
把握し、展望と普及を阻む課題について明ら
かにする。 
 
(2) 外部評価導入にあたって日本の学校・大
学評価制度の現状と改革のための課題を析
出する。 
 
(3) 日本の外部評価制度におけるメタ評価
制度の創設のための理論的立脚点を提示す
る。 
 
３．研究の方法 
(1) 文献による理論的研究 
 ①学校評価・大学評価に関する論文・書籍
を収集し、イギリスにおける過去 20 年弱の

メタ評価制度への視座を確認する。 
 ②OFSTED(学校水準局)が刊行している評
価報告書、その分析結果を収集し、組織設置
から現在までのメタ評価の状況を明確にす
る。 
 ③研究の進展によって明確になった対象
である、イギリス高等教育機関で実施されて
いるキャリア支援とその外部評価に着目し、
その文献を収集し、現状とその課題を確認す
る。 
 
(2) 機関研究 
 調査訪問・資料収集を通じて、以下のイギ
リス学校評価関係機関の活動状況を整理し、
メタ評価の実施状況および実施できていな
い場合の課題を分析した。 
 ①素人視学官全国機構(Association of 
Lay Inspectors)（ただし調査の結果、制度
改革によって機能が事実上停止しているこ
とが明らかとなった） 
 ②OFSTED 型評価（および成人教育機関への
評価）に対する異議申立調停機関(ICA) 
前者に対しては学校評価の制度変革の背景
とメタ評価の可能性について、後者に対して
は異議申立制度の現状と課題、および異議申
立を通じたメタ評価の可能性に関して調査
する。 
 また、研究の進展によって明確になった、
高等教育機関のキャリア教育を提供するキ
ャリア・サービス、およびその活動を学外か
ら評価する機関である Matrix Standard につ
いても対象に追加し、調査を実施する。 
 
(3) 国内の実践参加・観察と理論化の検討 
 国内のいくつかの第三者評価実践に参加
し観察を行い、その中でのメタ評価の実践の
可能性を検討するとともに、理論的可能性に
ついても考察する。 
 具体的には、埼玉県立学校の学校評価制度、
並びに埼玉県杉戸町の学校評価制度に評価
委員として参加するなかで、その評価制度の
運用面の成果と課題、および評価の評価制度
の運用について検討を行う。 
 
４．研究成果 
(1) 理論研究の成果 
 メタ評価に関する国内外の議論は現在ま
でのところ、以下の類型に整理されることが
明らかとなった。 
①学校評価全体に対するメタ評価への言及 
長尾（2007）など、日本評価学会内において
メタ評価について一定の言及がなされてお
り、評価制度運営にあたり、現時点でも「評
価の評価」の必要性および実施されている場
合のその質の保証が問われていることが示
されている。 
 



②自己評価の評価としてのメタ評価 
 近年の世界的動向として、学校評価におけ
る第三者評価制度の導入が語られる一方で、
その第三者評価そのものを自己評価の評価
として実施するという動向が明確になって
きていることが明らかとなった。特にイギリ
スにおいては、Power, M.(1997)の「監査」
概念に＝「主に第三者機関、外部機関による
自己評価の検証（メタ評価）を意味する」（勝
野 2007:11）といった理解が一般化しつつあ
ること、また日本において第三者評価を進め
ていくために「自己評価」観の育成が必要と
なっていることが指摘（窪田・木岡 2004 な
ど）されている点を挙げることができる。 
 
③「外部評価の評価」としての異議申立 
 沖（2001）は学校側からの意見表明権とい
う形での「評価の評価」に言及しており、ま
たイギリスでも批判的友人論(critical 
friends)としての学校評価の理解という点
とともに、評価結果の影響力の大きさから、
何らかの形で異議申し立てを実施する制度
と期間が必ず設定されている点が明らかと
なった。 
 
④評価者の評価 
 外部（第三者）評価において、実際の評価
結果の正当性とそれに対する異議申し立て
とともに、当該機関を訪問調査する評価者の
資質そのものも、特にイギリスの NPM 型第三
者評価である OFSTED 評価（特に 2005 年まで
の運用)における RIｓ（登録評価者）の研修・
契約更新に関する議論がなされている。評価
者側であっても、訪問先学校での行動そのも
のが評価されていることへの意識の喚起が
問われていることが明らかとなった。 
 
⑤自己評価をめぐる評価の評価 
 自己評価を実施するためにも従来経験の
ない評価に関する理解・技術の深化を進める
ために、研修制度による資質向上が日英双方
で議論されていることが明らかとなった。 
 
⑥評価の評価を支える情報公開 
 本来「開かれた学校づくり」「地域社会に
よる学校の評価」の根幹である情報公開は現
在進められているが、評価の評価を実施する
ためにも当然必要となるものである。さらに、
専門職的アカウンタビリティの観点からは
学校批判・意見に対する対応として積極的に
位置づけられる 
 
(2) イギリス実践事例調査からの成果 
①学校評価に関するメタ評価関連の実態 
 現在まで OFSTED は自ら運営している「学
校に対する外部評価」の評価について以下の
方策を通じて実施していることが明らかと

なった。 
 第一に、教科別評価結果の分析とその一般
への公表を通じて、教科の評価制度の質を間
接的ながら検証してきている。 
 第二に、OFSTED の内部において、評価の結
果の妥当性についての継続的な検証とその
研究成果の公表が学界レベルでも行われて
いる。 
 第三に、OFSTED が実施してきた評価制度の
もとでは、評価運用者(providers)並びに登
録視学官(registered inspectors)の資質向
上のための研修制度が不断に実施されると
ともに、2005 年度頃まではそれぞれの契約の
更新について、評価結果の妥当性や評価者に
対する異議申し立ての検証、資質の検証など
を通じて実施されており、実質的な「評価の
評価」が実現してきたことが明らかとなった。
特に現在評価運用者は従来の 100組織以上と
いった多数ではなく、自ら研修などもじっし
できる 5組織に限定されていることもまた、
メタ評価が一定程度機能していることを示
唆していると考えられる。 
 第四に、OFSTED による評価結果などに対す
る異議申し立て制度は複数のルートを通じ
て実現している。1999 年には学校評価チーム
の学校内での行動に対するクレーム、および
報告書の内容に対する異議申し立てを最終
的に調停する独立異議判定所(ICA, 
Independent Complaints Adjudicator)が独
立機関として設置されている。また、評価に
限らず全般的にも Office of The Schools 
Adjudicator と呼ばれる組織が各教育機関か
らの申し入れを全国レベルで判定する組織
として機能している。 
 
②高等教育機関内のキャリア支援組織の評
価とメタ評価 
 調査の過程で、特に現在イギリスの高等教
育機関において、キャリア教育（キャリア・
サービス）の充実が求められ、その成果に対
する評価とその検証が実施されていること
が明らかとなった。 
 具体的には、QAA(1999)によるキャリア・
サービス活動の「実践綱領」の作成が求めら
れ、その成果の検証がなされるとともに、そ
の資質について Matrix Standards などの外
部コンサルタント機関が評価し、認証を付与
するといった制度がすでに運営されている
ことが明らかとなった。現時点では完全なメ
タ評価となっている大学・継続教育機関は必
ずしも多くないが、今後こうした認証制度が
評価の評価として本格的に機能していく可
能性が注目される。 
 
(3) 日本国内の事例調査からの成果 
 埼玉県立学校の第三者評価制度は、教育内
容を詳細に検討するものではなく、各年度の



重点目標を PDCA サイクルの運用を通じてい
かに実現するかという教育課程経営の側面
を重視する形で実施される外部評価である。
したがって、この評価制度の前提には学校ご
との自己評価の適否が評価制度の有効活用
において最大の課題となっている。一方で、
埼玉県教育委員会においては、この自己評価
を作成するにあたっての重点課題設定が相
当数の学校で十分機能してきていないとの
批判が教育委員から出されてきたという経
緯があった。 
 また、注目すべきは文部科学省によるいわ
ゆる学校評価ガイドラインの導入を通じて、
保護者・生徒なども含めての学校関係者評価
の導入が検討される中で、学校評議員を中心
としつつ、保護者・生徒を交えた、学校評価
懇話会を制度化することにより、学校による
自己評価を学校関係者評価と評価委員によ
る第三者評価とで検証するという構造が構
築されている（図参照）。 
 現時点では、学校関係者評価と第三者評価
について完全な評価の評価が実現している
とは言えないが、学校による評価項目設定も
含めた自己評価とそれに対するメタ評価と
しての関係者・第三者評価というイギリスの
現行制度以上の検証制度が構築されつつあ
ることが明らかとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4) 得られた成果の国内外における位置づ
けとインパクト 
 本成果は特に日本国内での教育改革につ
いて以下の 2点で重要な意味を有するのでは
ないかと思われる。 
 第一に、初等・中等教育段階での学校評価
制度において、「評価の評価」制度導入の前
提条件自体の変化が生じていることを示す
ことになった。外部評価そのものが単独で成
立するものではなく、特にガイドラインでも
示されてきたように自己評価を検証し問題
を析出させ、結果的に日常的な教育改善につ
ながる課題を明示させることが期待される。
そのためには、指標に基づく達成状況の評価
だけではなく、具体的かつ日常的な教育実践
を確認し、その中からすぐれた特質と改善す

べき論点を発見することが外部評価に期待
されることとなる。 
 そうした実践を行うための力量を外部評
価システムがもち、また評価者が有している
かどうかについては、常に確認が必要であり、
何らかの形でのメタ評価が必要となってい
ることが導き出されたのであり、外部評価の
方式の検討、異議申し立て制度の実質化、評
価者の研修制度などを含めた制度が外部評
価として期待されていることが明らかとな
ったのである。こうした点は今後の教育実践
において一定の意義を有するのではないか
と思われる。 
 第二に、高等教育段階の教育実践の中でも、
特にキャリア支援について、PDCA サイクルに
よるプログラムの改善が必要であり、しかも
その CA 部分（チェックとアクション）につ
いて、メタ評価を通じてさらに改善していく
必要があることが、イギリスの 2000 年代に
おける改革の検討で明らかとなった。現在日
本の高等教育改革では、こうした PDCA サイ
クルを意識したキャリア支援は十分なされ
ているとはいえない状況にあり、指標の検討
や理念の設定にあたり、イギリスの実践やメ
タ評価は有意義ではないかと思われる。 
 以上を踏まえて、国内における本研究は評
価制度の再検討、および教育課程・プログラ
ムの評価のために必要となる PDCA＋メタ評
価サイクルの構築という新たな動向にイン
パクトを有するのではないかと思われる。 
 
(5) 今後の展望 
 本研究でのこされた課題として以下の 2点
があり、今後とも研究を続けていくこととし
たい。 
 第一に、初等・中等教育段階のメタ評価は
依然として現場では意識しがたい状況であ
る点を踏まえて、学校関係者評価におけるメ
タ評価プログラム、第三者評価におけるメタ
評価プログラムの構築が必要であろうと思
われる。 
 第二に、高等教育段階の特に教育評価の重
要性という観点から、学生調査の活用や IR
と呼ばれる学内での情報収集・分析・企画立
案機能とメタ評価との関連性について検討
し、大学経営改善の一つの方途としてのメタ
評価の可能性を検討していくことが必要で
はないかと思われる。 
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『教育学術新聞』、平成 20 年 7 月 2 日、2 面
（アルカディア学報）。 
 
 
６．研究組織 
(1)研究代表者 

 沖 清豪 （OKI KIYOTAKE） 

早稲田大学・文学学術院・准教授 

 研究者番号 70267433 

 

(2)研究分担者 

 なし 

 

 (3)連携研究者 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


