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２．認証評価の概要

本章の概要

 本章では，認証評価の概要について，機関別認証評価を中心に説明しま
す。（全体所要時間：約25分）

(1) 認証評価とは何か ［スライド３～４］

(2) 認証評価の評価項目と重視される点 ［スライド５～８］

(3) 認証評価のスケジュールや自己評価書 ［スライド９～15］

(4) 認証評価における留意点 ［スライド16］

 以下を達成目標とします。

(a) (1)～(4)について，要点を説明できる。

(b) 各自の大学が受審する認証評価機関に対応して，(2)～(4)の知識を，

各自の大学の状況に即した形で実際の評価業務の現場で活用できる。
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２．認証評価の概要

認証評価とは

 国公私立の全ての大学，短期大学，高等専門学校（以下「大学等」）が，
定期的に，文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）に
よる評価を受ける制度

 令和２年度より大学評価基準に適合しているか否かの認定を義務付け。

 目的

各大学等における教育研究活動等の質を保証し，質の改善・向上に資する
ために，認証評価機関が定める大学評価基準に基づく定期的な評価を受け，
その結果を社会に向けて明らかにする。

 認証評価の種類

① 機関別認証評価（７年以内ごと）

② 専門分野別認証評価（５年以内ごと）
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２．認証評価の概要

認証評価の特徴

① 教育評価が中心

 大学における教育活動の重要性を鑑みる

② 各大学の目的や目標を踏まえた評価

 各大学の個性を伸ばす

③ 自己点検・評価に基づく評価

 各大学の教育研究活動等の個性化や質的充実に向けた大学の主体的取組
を支援・促進

④ 大学の教職員等の有識者によるピア・レビューを中心とした評価

 大学の状況を適切に評価
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大学改革支援・学位授与機構 大学基準協会 日本高等教育評価機構

領域１ 教育研究上の基本組
織に関する基準

領域２ 内部質保証に関する
基準

領域３ 財務運営，管理運営
及び情報の公表に関す
る基準

領域４ 施設及び設備並びに
学生支援に関する基準

領域５ 学生の受入に関する
基準

領域６ 教育課程と学習成果
に関する基準

基準１ 理念・目的

基準２ 内部質保証

基準３ 教育研究組織

基準４ 教育課程・学習成果

基準５ 学生の受け入れ

基準６ 教員・教員組織

基準７ 学生支援

基準８ 教育研究等環境

基準９ 社会連携・社会貢献

基準10 大学運営・財務

基準１ 使命・目的等

基準２ 学生

基準３ 教育課程

基準４ 教員・職員

基準５ 経営・管理と財務

基準６ 内部質保証

（注）上記以外に，大学が
個性・特色としている
領域に関して独自基準を
設定することができる。

※ 2021年受審用。大学基準協会と日本高等教育評価機構は2018年度より，
大学改革支援・学位授与機構は2019年度より，この評価基準に変更。

２．認証評価の概要
大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び評価基準 (1/2)



２．認証評価の概要
大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び評価基準 (2/2)
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大学・短期大学基準協会 大学教育質保証・評価センター

基準Ⅰ ミッションと教育の効果

A ミッション B 教育の効果 C 内部質保証

基準Ⅱ 教育課程と学生支援

A 教育課程 B 学生支援

基準Ⅲ 教育資源と財的資源

A 人的資源 B 物的資源
C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源
D 財的資源

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス

A 大学設置法人の長のリーダーシップ
B 学長のリーダーシップ C ガバナンス

基準１ 基盤評価：法令適合性の保証
イ 教育研究上の基本となる組織
ロ 教員組織
ハ 教育課程
ニ 施設及び設備
ホ 事務組織
ヘ DP、CP、AP

ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表
チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み
リ 財務
ヌ そのほか、教育研究活動等

基準２ 水準評価：教育研究の水準の向上

基準３ 特色評価：特色ある教育研究の進展

※ 2021年受審用。大学・短期大学基準協会（2020年４月に短期大学基準
協会から名称変更）は2020年度より大学の認証評価を開始。
大学教育質保証・評価センターは2020年度より認証評価を開始。



２．認証評価の概要

評価の重点

① 学校教育法や大学設置基準等の法令要件が遵守されているか。

② 理念・目的，教育目標を達成するために大学がどのような努力をして
いるか，それがどの程度達成されているか。

☆ ３巡目の認証評価では，以下の事項が２巡目までよりも重視される。

 内部質保証：組織体制・責任体制の整備，実施方針・手順に基づく定期的な
自己点検・評価の実施，自己点検・評価の結果等を改革・改善につなげる
仕組みの確立状況など，内部質保証に関わる取組が適切に行われ，有効に
機能しているかという観点から「重点的に」評価を行う。

 三つのポリシー：三つのポリシーの一貫性・整合性，入学・在学・卒業の
各段階における目標の具体化，策定時の組織的な議論の状況，実施状況の
検証を踏まえた改善状況などの観点から評価を行う。

 大学による学生の学修成果の把握・評価：学位授与方針に則した学生の
学習成果を把握・評価し，適切な学習成果が得られているか評価を行う。
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２．認証評価の概要

内部質保証のポイント

①大学が自らの責任で行う ～大学は自律性のある組織である

②恒常的・継続的に行う ～認証評価対応のものではない

③自己点検・評価の結果を基に質の向上を図る

～改善志向・PDCAサイクルの確立

④大学の諸活動の質を自ら保証する ～社会からの信頼を得る

 認証評価では，内部質保証の方針や体制，手順・手続き，内部質保証
システムが実際に機能していることについて問われる。
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２．認証評価の概要

大学機関別認証評価のスケジュール (1/2)

9

（注）新型コロナウイルス感染症の影響がない場合の基本スケジュールを記載。

大学改革支援・学位授与機構 大学基準協会

受審
前年度

５～６月 説明会，研修会 ４月 説明会

９月末 申請 11月末 申請

受審
年度

６月末
「自己評価書」提出

４月１日
「点検・評価報告書」等提出

10～12月 訪問調査 ９～10月 実地調査

１月末
評価結果（案）の通知

12月
大学評価結果（委員会案）の通知

３月下旬
評価結果の確定及び公表

３月
「大学評価結果」の確定及び公表

備考

「大学評価基準を満たしていない」場合，
評価実施年度の翌々年度まで
追評価（任意）

「不適合」の場合，翌年度以降，次の
評価の実施前年度まで
追評価（任意）

評価を受けた翌年度以降の各年度
「対応状況報告書」等提出

※未対応であっても３年後には提出必須。

大学評価結果受領から３年経過後の
７月まで「改善報告書」提出



２．認証評価の概要

大学機関別認証評価のスケジュール (2/2)
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日本高等教育評価機構 大学・短期大学基準協会 大学教育質保証・評価センター
受審
前年
度

６月 説明会
７月 申請 ７月末 申請 11月末 申請
９月 説明会 ８～９月 説明会 （非会員は前々年度の11月末）

受審
年度

６月末
「自己点検評価書」等提出

６月末
「自己点検・評価報告書」提出

５月末
「点検評価ポートフォリオ」提出

９～11月 実地調査 ９～10月 訪問調査 10～11月 実地調査
12月評価報告書案①の通知
２月評価報告書案②の通知

12月
機関別評価案の内示

２月
評価結果（案）の通知

３月末
評価結果の確定及び公表

３月
機関別評価の決定及び評価結

果の公表

３月
評価結果の確定と公表

備考

「保留」の場合，翌年度
再評価

「不適格」の場合，指定する期
間内に
再評価（任意）

「改善が必要」とされる事項が指
摘された場合，大学の求めに応じ
て
再度の評価（任意）

「適合」の認定を受けた翌
年度から３年以内
「改善報告書」提出

適格に改善意見が付された場合，
指定する期日までに報告書を提
出

（注）新型コロナウイルス感染症の影響がない場合の基本スケジュールを記載。



２．認証評価の概要

大学機関別認証評価の自己評価書 (1/5)

 大学改革支援・学位授与機構

 根拠資料・データへの参照のみが原則。根拠資料・データでは十分に立
証できない場合や，特色ある取組や成果がある場合には，簡潔な説明を
加える。

 領域６（教育課程と学習成果に関する基準）は，学部・研究科等ごとに
作成。

 大学基準協会

 大学が「評価の視点」を設定した上で，根拠資料・データを参照させな
がら，全学的観点から取組等の現状説明とその有効性や適切性の判断を
記述。

 基準１（理念・目的），基準４（教育課程・学習成果），基準５（学生
の受け入れ），基準６（教員・教員組織）では，全学的観点からの記述
とあわせて，学部・研究科等の個別的な状況を例示。
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２．認証評価の概要

大学機関別認証評価の自己評価書 (2/5)

12

 日本高等教育評価機構

 根拠資料・データを明示しつつ，事実の説明及び自己評価，改善・向上方策
（将来計画）を記述。

 従来からの独自基準に加え，特色ある教育研究活動や事業を「特記事項」と
して３つまで記述。

 大学・短期大学基準協会

 根拠資料を明示しつつ，現状及び特色ある取組，課題，特記事項，改善状
況・改善計画を記述。

 大学教育質保証・評価センター

 基準１（法令適合性の保証）は，関連資料を明示しつつ，法令への適合性に
関する自己点検・評価の状況を記述。

 基準２（教育研究の水準の向上），基準３（特色ある教育研究の進展）は，
自己の水準分析や特色ある教育研究の状況を，関連資料を示しながら具体的
な取組内容（３～５つを目安）とともに記述。



２．認証評価の概要

大学機関別認証評価の自己評価書 (3/5)

大学改革支援・学位授与機構
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基準○－○

分析項目○－○－１ （当該分析項目に係る根拠資料・データを添付）

分析項目○－○－２ （当該分析項目に係る根拠資料・データを添付）
・
・

【特記事項】

①上記の各分析項目のうち，根拠資料では，分析項目の内容を十分に立証
できない場合，その理由を400字以内で記載。

②この基準の内容に関して，上記の分析のみでは自己評価できない活動や
取組における個性や特色，資料を参照する際に留意すべきこと等があれば，
根拠資料とともに箇条書きで記載。

【基準に係る判断】（当該基準を満たすか否か）

【優れた成果が確認できる取組，改善を要する事項】



２．認証評価の概要

大学機関別認証評価の自己評価書 (4/5)
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大学基準協会

第○章（基準○）

（１）現状説明

点検・評価項目①

点検・評価項目②

・

・

（２）長所・特色

（３）問題点

（４）全体のまとめ

日本高等教育評価機構

基準○

基準項目○ー１

（１）自己判定

（２）自己判定の理由
（事実の説明及び
自己評価）

（３）改善・向上方策

（将来計画）

基準項目○ー２

・

・

基準○の自己評価

大学・短期大学基準協会

基準○

［テーマ 基準○-A］

区分 基準○-A-1 の現状

区分 基準○-A-2 の現状

：

テーマ 基準○-A の課題

テーマ 基準○-A の特記事項

［テーマ 基準○-B］

：

＜基準○の改善状況・改善計画＞

(a)前回の認証評価を受けた際に自己
点検・評価報告書に記述した改善
計画の実施状況

(b)今回の自己点検・評価の課題につ
いての改善計画



２．認証評価の概要

大学機関別認証評価の自己評価書 (5/5)

大学教育質保証・評価センター
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基準１

評価事項イ

（１）自己点検・評価の実施状況

・自己点検・評価の内容の説明

・適合性の判断（適合するか否か）

・優れた点・改善を要する点

（２）関係法令等に対応する関連資料

評価事項ロ

・

・

評価事項ヌ

基準２

１）自己分析活動の状況

２）自己分析活動の取組１

・分析の背景 ・分析の内容

・自己評価 ・関連資料

自己分析活動の取組２

：

基準３

１）特色ある教育研究の状況

２）特色ある教育研究の取組１

・取組の概要 ・取組の成果

・自己評価 ・関連資料

特色ある教育研究の取組２

：



２．認証評価の概要

大学機関別認証評価における留意点

 「自己評価書作成要領」（認証評価機関ごとに名称は異なる）を
熟読し，その指示に従って，遺漏のないように自己評価書等の提
出資料を作成。

 本文と根拠資料・データとの間に，また，分担執筆の場合に，
用語や数値に齟齬がないように注意。

 最新の答申，法律改正等への対応状況も問われることがあるので，
その点にも十分配慮。

 どの認証評価機関でも，提出前の事前相談等を行っているので，
それを利用するのも有効。
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２．認証評価の概要
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