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　　　　　　　　韓国の大学評価

一韓国大学教育協議会の大学総合評価認定制について一

病　慶　洗

はじめに

　新しい世紀の高等教育では，何にもまして教育の質的充実に取り組むことが求められて

いる。世界の各国々は自分なりに新しい世紀の大学像をつくるために今日，全力を注いで

いる。つまり新世紀における国の発展と競争力を高めるために高等教育の質的変化を求め

ているのである。大学では必要な国家人材育成が育成されるので，大学の質的改善は，即，

国の発展基盤と直撃されるのである。従って今日，諸国は教育改革とよばれる旗を揚げて

高等教育の質を高めるために様々な形で尽力している。その方法の一つが大学評価である

と考えられる。

　それらの時流に乗っているのは，韓国も例外ではない。金永三政府は1995．5．31付けで

世界化・情報化時代を主導する新教育体制樹立のための教育改革方案の名目で韓国の教育

改革を発表したのである。主要な内容の一つは量的・質的な大学教育の改善策として大学

評価を強化し，個別大学には毎年自己評価をするよう誘導することであった。その結果，

現在の韓国の大学総合評価認定制が生まれるようになったのである。今日，韓国における

大学評価は政府からその権限が委任された韓国大学協議会が実施している。

　大学における教育活動はPlan（目的・計画）→Do（実施）→See（評価）→次段階のPla

nという一連のサイクル過程で運営，実施されるのである（P。大学評価は，大学自身に

とっては第一義的に大学の基本的機能である教育と研究をよりょく遂行し，教育と研究の

水準を向上・改善することにある。組織体が自己の目的にそって諸々の機能をよりょく遂

行していくためには，絶えざる自己評価が必要不可欠の条件であることは大学に限らず，

あらゆる組織体に共通なことであろう（2）。

　本研究は，こうした「大学評価」の重要性の意識下に韓国内の大学評価の様々な類種の

なかの一つとして，現在実施している韓国大学協議会の大学総合評価認定制に関して，考

察することを目的にする。

　そこで以下には，大学総合評価認定制に至るまでの大学評価の成立過程と，大学総合評

価認定制の評価指標，評価組織，評価領域，および実施結果及び成果と将来解決するべき

課題を点検し，さらに先行研究，文献研究を踏まえつつ，将来韓国の大学評価が解決しな

ければならない事項を模索する。

1．韓国大学評価の歴史的背景

　韓国における大学の評価の歴史は，1970年代の「実験大学制度」から始められたといえ

る（3）。韓国政府は長期総合教育計画事業の一環として高等教育改革に着手するが，1973

年にはじまる「実験大学」（4）方式による改革のなかに，今日韓国で実現しつつある本格

的な大学評価の芽がそこに，すでに組み込まれていたことに注目する必要がある。

　「実験大学制度」は大学から実験大学として認められることに対して申し込みを受け，

それを評価して認定する制度であるが，選定された場合は様々な有認可を提供されられる

ことになる。この改革は政府（文教部）主導で行われたものではあったが，その教育政策
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審議会（高等教育文化委員会）の下に作られた実験大学評価委員会には，国内の著名な大

学人，とりわけアメリカで教育をうけた高等教育専門家が多数動員されていた。この改革

で主導的役割を果たしたのは彼らであり，改革課題（①卒業単位の削減，②学生募集を学

科別から系列別に転換，③副専攻制・複数専攻制の導入，④季節学期制の導入）の選定は

もとより，改革は実験的に試行する大学の選択，さらには改革実績の評価にいたるまで，

彼らが直接タッチし，大きな役割を果たしたのである。これは行政官僚が上から改革を断

行する伝統的手法とは異なり，大学人が改革実積を点検・評価した上で，さらなる改革を

漸進的に積み重ねていくという新しいスタイルを作り出したという意味でも画期的なもの

であった。特に改革実績の評価活動にはアメリカの専門家を招聰して，アメリカの基準認

定（アクレディテーション）の手法を実験的に試行したという点でも，大きな意味があっ

たといえる。

　1980年代になると，政府の政策をダイレクトに大学に押し付けるのではなく，政府と大

学の間に大学連合組織をつくり，それを媒介に両者が協力して高等教育を形成していこう

とする機運が生まれてきた。その際にもイニシアチブをとったのは政府サイドであったが，

これには大学側も賛意を表し，1982年社団法人として韓国大学教育協議会（以下，大教協）

が設立された。大教子には，全国の国・公・私立の4年制大学の全てが会員校として加盟

し，「学事，財政，施設など主要関心事に対し自律的な協議と研究調整を通して相互協力

し，必要な事項を政府に建議し政策に反映させることにより，大学の自律性と公共性を高

め，大学教育の健全な発展を図る」（定款第一条）ことを目的とした。高等教育政策の形

成に大学側の協力を得たい政府と，大学側の自律的（自治権）確立を求める大学側の思惑

が一致して，大教協は誕生したといえる。

　1984年には，この大教協を育成支援すべく，議員立法により　「韓国大学教育協議i会法」

（法律第3727号）が成立し，大教協は特殊法人になった。この立法措置と引き換えに，大

教協は当初（社団法人時代）の定款（第4条・事業）にはなかった「大学評価」事業を引

き受けることとなった。大労協法第18条には，「①大学教育と大学行政の発展のために必

要な資料を確保し，周期的に大学の学事及び運営全般に関する評価を実施しなければなら

ない。②第1項の規程による評価の結果は遅滞なく教育人力資源部長官に提出しなければ

ならない」と規定され，「大学評価」事業は大教協の主要業務となったのである。以上が，

韓国に大学評価が導入されることになった経緯である（5）。

皿．韓国大学教育協議会と大学評価

　1．大学総合評価認定制の導入背景

　　（1）韓国大学教育協議会の大学総合評価

　現在の大学総合評価認定制は大教協の大学総合評価から始められた。大教協は定款の目

的を達成するために1982年設立から大学評価を実施してきた。大教協法第18条には「韓国

大学教育協議会は大学教育と大学行政の発展のためその必要な資料を確保し，周期的に大

学の学士及び運営全般にかけて評価を実施しなければならない」とされ，評価の結果はす

ぐ教育人的資源部長官に提出しなければならないと明記されている。その法的根拠によっ

て大教協は大学体制全般を評価する5年周期の大学総合評価を2回に（1回：’82一’86，

2回：’88」92）渡って実施した。大学総合評価は評価委員会を構成して評価基準を開

発し，その基準によって大学別に自律的に研究を実施した後，評価委員会の現地訪問評価

によって大学機能と運営の実績を点検する形態で実施された。評価結果は各大学へ報告さ

れ，大学運営の参考資料とされたが，一方で社会への公表や政府の資料活用もできなかっ
た。
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　（2）大学評価認定制の導入

　1987年度に教育改革審議i会（大統領諮問機構）は現行大学評価制をより強化し，一部先

進国の方式である大学評価認定制への転換を建議した。当時の文教部（現，教育人的資源

部）はその建議を受けて，大学評価認定制を導入することを決定し，大教協に「施行方案」

研究を委託した。大教協は研究チームを構成し，施行方案を計画するための大学関係者を

対象として専門家協議i会・設問調査・公聴会を設立，意見を集約化し1990年末その施行方

案を教育部（現，教育人的資源部）へ提出した。教育部は研究結果に基づき，今まで実施

された学科評価を学科評価認定制に転換した。1992年から施行された大学総合評価認定制

は，1996年以後に導入するたの政策が発表された（6）。それに基づき1992年物理学科と電

子工学科を対象として始めての学科評価認定制が実施された。

　（3）大学総合評価認定制の導入

　教育人的資源部（当時の教育部）と大教協は1993年に学科評価認定制の実施対象学科を

化学科と機械工学科に決定し，あわせて教育人的資源部の大学教育審議会（長官諮問機構）

と大教協で二元化されている大学評価認定制事業の運営を，独自的大学評価認定機構を設

置，委任することを合議した。それによって大教協は韓国大学教育協議会法第18条に基づ

き，大学評価認定委員会を大教協に併設した。一方ほとんどの大学総長たちは大学総合評

価の準備のため1996年から段階的に導入予定することになている大学総合評価認定制の時

期を1998年以後に延期するよう要請した。ところが文民政府（金永三大統領）より，社会

の各分野における改革動向とは，大学の国際競争力を高めるためには，むしろ総合評価認

定制導入の始期を早めた方が良いのではないかとする意見が提起された。そこで1993年大

教協は夏季総会において，大学総合評価認定制の導入の始期について，大学評価認定委員

会にその決定を委ねたのである。同委員会は，第61次大教協理事会（1993．2．8）の決議に

基づき，大学評価事業の健全性と客観性を高めるために大教協に併設された委員会である。

大学及び各界の代表的職者16名で・構成されたこの委員会は，1993年4月1日発足し，同委

員会規定第2条により，委員会の運営や評価結果の処理は，その独立性が尊重され，他の

干渉を受けないようになっている。大学総合評価認定制の導入時期について，大学評価認

定委員会は第2次会議i（1993．2．28）と第3次会議（1993．10．15）において，1994年から7

年周期で大学総合評価認定制を実施することを決議し，総合評価認定制を施行することが

最終的に決定した（7）。

2．大学総合評価認定制の目的

　世界各国は大学教育の質を保障するために様々な類型の大学評価を実施している。一つ

は大学評価認定（accreditation）で大学機能の最少条件基準までの到達与否を判定して

社会へ公開して認定を受けることである。二つ目は大学評価を通じて強点と弱点および改

善方向を分析し，それを大学関係者として大学の発展のために促進するよう刺激すること

である。三つ目は労働市場の自律評価を通じて大学が排出した労働力の評価を自然的に還

流するものとして大学の質の向上を上げることである（8）。このような様々な評価類型の

なかで大教会は1982年設立当時から1992年まで二つの類型の評価を実施してきたが，社会

各分野の改革の雰囲気と大学の競争力の寄与のために1994年から7年周期で一つの類型の

大学総合評価認定制を施行するようになった。

　大学総合評価認定制の実施の前提は，①国家的次元で大学の自らの機能と役割を効率的

に遂行し，大学に対して新時代及び社会的要請を受けて，激しい国際競争のなかで優秀性

（excellence）を相変わらず維持・発展させるように教育雰囲気を助成し，②大学次元で全

ての大学が普編的機能と役割の遂行はむしろ自律的にその特殊性と独自性を開発させて，
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個性を持っている大学への発展ができるように刺激し，③大学自体が公益性と倫理性を確

立して社会の各分野から大学の権威を認められように大学の雰囲気を助成することであ

る。それらの前提の下にその目的を具体的にみれば以下のとおりである（ω。

ア．大学教育の優秀性の向上

　各大学が優秀性の側面から一定水準以上まで至るように自助的な努力をする雰囲気を助

　成して大学教育の発展を追求する。

イ．大学経営の効率性の向上

　各大学が大学経営のために不断な改善を通じて効率性を振起させる。

ウ．大学の責務性の向上

　各大学の問題点とその原因の究明および改善方案を提示して，大學の社会的責務性と公

　信力（public　trust）を高めさせる。

エ．大学の自律性の伸張

　大学の決定権と自ら統制能力を与えて大学に対して政府の統制を極小化し，内外の不当

　な圧力から大学の権益を保護する。

オ．大学の間に協同性の振起

　大熱の相互信頼と協同の必要性の認識を与えて，当面問題解決に対して協同対処と人力

　及び施設を協同活用する雰囲気を定着させる。

カ．大学財政支援の拡充

　大学の劣悪な教育状況を社会に公開させて政府と産業体の大学財政支援を導く。

3．大学総合評価関連の組織

　韓国大学教育協議会（以下「協議会」）の事業は韓国大学教育協議会法（第3条）に次

のように定められている。

①大学の教育制度と運営に関する研究開発

②大学の学生選抜に関する研究開発

③大学の財政支援策及びその造成方案

④大学の教育課程・教授方法の研究開発と普及

⑤大学の評価

⑥大学教員の研修

⑦教育人力資源部が委託する事業の遂行

⑧その他大学相互間の共同に関する業務

　これらの事業を支える事務組織はく図1＞に見られるように，事務総長，専門委員及び

高等教育研究所長の下に5部2チーム1センターからなっている。なお，事務総長のもと

に「専門領域別委員会」を必要に応じて設置できるようになっており，現在は大学評価企

画委員会を含む5委員会が置かれている。

一156一



韓国の大学評価

図1　韓国大学教育協議会組織図（1ω
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4．大学総合評価推進方向と節次

　（D推進方向

　1994年から2000年までを1周期として新設大学（1996年以後設立大学）を除いた全ての

大学はその間に評価認定を受けなければならない。2001年から2005年までに2周期大学総

合評価を実施することになる。その際1周期の大学総合評価実施の大学は全て評価対象に

なる。また1996年以後設立大学は2001年から卒業生が輩出される年度で新設大学総合評価

を実施するU。
　（2）推進段階

　大学総合評価認定制事業は全部5段階の順序によって実施される。段階別の内容は以下

のとおりである（12）。

　ア．1段階：評価認定の申請と大学の選定

　　大教協は大学評価認定委員会がの評価実施計画を各大学への通報すると各大学は評価

　時期を決めて大教協に申請するようにする。大学評価認定委員会は評価を申請した各大

　学の評価時期を合理的な基準によって審査・決定して，その結果を大教協を通って該当

　大学に通報する。

　イ．2段階：大学別の自己評価研究の遂行

　　大学の総合評価認定制の対象として選定された大学は大教協の大学総合評価編覧の自

　己評価研究指針によって自己評価企画委員会と自己評価研究委員会を構成する。自己評

　価企画委員会は評価基準によって自己評価研究を遂行して自己評価研究報告書と関連資

　料を作成する。自己評価企画委員会は自己評価研究報告書を審議して総長の決裁をもら

　って大教協評価支援部へ提出する。

　ウ．3段階：書面評価及び現地の訪問評価

　　大二二の評価支援部は現地訪問評価の日程を確定し，大学評価委員会の諮問をうけ大

　学総合評価委員会を構成する。大学総合評価委員会は評価対象の大学が提出した自己評

　価研究報告書を検討して書面評価の実施と現地訪問評価指針によって2－3日間程度の

　現地訪問評価を実施する。大学総合評価委員会は書面評価と現地訪問評価の実施結果を

　基に評価結果報告書を作成し，大二丁の評価支援部へ提出する。

　エ．4段階：認定の与否判定及び判定結果の公表

　　大教協の評価支援部は大学総合評価委員会が提出した個別大学評価結果報告書をもと

　にして評価認定資料を作成し，大学評価企画委員会の審議を受けて大学評価認定委員会

　へ提出する。大学評価認定委員会は大教協の評価支援部が提出した資料を基に認定二二

　を審議・議決する。大教協は大学評価認定委員会が議決した各大学の認定与否および評

　価結果を該当大学に通報すると，通報をもらった大学は評価結果について異議がある場

　合いくつかの資料を提出して再審査を要請することができる。

　オ．5段階：再評価認定

　　1994年から2000年まで実施された大学総合評価認定制の評価認定有効基問は7年であ

　る。その期間は各大学は評価結果を大学運営に反映しなければならない。各大学は評価

　認定を受けった後7年以内に次周期の評価を申請して認定を受けなければならない。も

　し次周期の評価をうけなければ認定の職位を失うことになる。

5．大学総合評価認定の評価基準

　大学評価企画委員会と協議会研究チームは評価基準の設定することに対して以下のよう

に基本方向を樹立した。一つ目は「大学発展10ヵ年計画」（韓国大学教育議会，1992）に

合意された指標を基にして，1周期にあたる1994年から2000年までは2000年の目標値を基
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準として7年間ずっと一貫性を適用する。二つ目は評価基準を二般大学，教育大学，開放

大学（現，産業大學）神学大学等で区分して大学類形別特性を反映する。一般大学は国・

公立大学と私立大学として区分し各々特性を評価基準の設定に反映する。大学は国際化・

特色化等を指向しながら質的な優秀性を確立しなければならないので，そのために評価基

準も大学の特性を反映しなければならない。三つ目は評価基準の中に定量的評価項目の評

価尺度は各々評価項目別々の比較的正常分布によって項目別に標準偏差を求め，それを中

心として範囲を設定することができるので5段階で区分し，一般的・平均的段階より一段

階高い水準を望ましい評価尺度（＋1水準）で設定する。定性的評価も同じ方法で弁別力

を高めお互いに違う評価者でも同一の内容の結果を出すように客観化させる。四つ目は評

価基準の体系に基準を適用するq3、。総合評価認定制の評価結果は学部の場合，500点を

満点にして評価項目別に点数を合算させる。したがって評価結果の妥当度と弁別力を確報

するためには3段階もしくは5段階の等級基準を適用する。総合評価認定制で評価項目別に

となった価値判断の結果は大学の全体的な価値を判断するために総点に算出する。その時

評価項目別に出た評価結果を単純に合算する場合，評価項目別に持っている実際的な価値

の差を無視することになるためその点に注意しなければならない。

総合評価認定制は学部だけ評価対象とするとき総点は500点である。その時，評価領域別

加重値の配点は教育：120，研究：65，社会奉仕：35，教授：80，施設・設備：100，財政

・経営：100である。また，大学院は100点を満点にして評価項目を細分化した。以下のく

表1＞は総合評価認定制に適用される評価基準である。

　ここで評価領域，評価内容および評価項目に対して細かく見れば，まず大学を学部と大

学院体制として分ける。評価領域のおける学部は機能下位体制と支援体制で区分し，機能

下位体制は教育と研究および社会奉仕と同様に3個領域で区分し，支援下位体制は教授と

施設・設備および経営・財政とに細分化された。したがって，評価領域は学部で教育，研

究，社会奉仕，教授，施設・設備，財政経営の6個領域と大学院とに区分された。さらに

学部の場合，6個評価領域，22個評価部門，99個の評価項目で細分化し，評価項目別に評

価指標を設定するとして自体評価（自記評価）と現地訪問評価の方向を具体化された。評

価項目は客観性と信頼性を確報するために定量的評価項目（40％）と定性的評価項目（60％）

で分けられたq5｝。評価は定量的評価と定性的評価を総合して行われ，学部段階の場合6

領域99項目の総点が加算され，500点のうち328点（約66％）を獲得すれば，評価委員会

から「認定」される項目仕組みとなっている。大学院の場合も同様に，5領域20項目に関

して評価され，100点満点のうち66．5点以上を取れば「認定」される（16）。ここで重要な

問題は第1周期（1994－2000年）に適用された評価基準の指向目標水準が国際的先進水準

ではなく，韓国の大学の全般的水準を最少水準まで上げることであった。したがって総合

評価認定制の2周期（2001年以後）評価基準は当然に国際基準を指向することが期待され

る。
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1　綜合評価認定基準と加重値（M）

〈学部〉

評価領域 評価部門 評価項目 加重値

1．教育 （23） （120）

1．1教育目的 3 14

1．2教育過程 6 40

1．3　授業 6 36

1．4　学生 8 30

2．研究 （11） （65）

2．1研究実績 3 17

2．2研究条件 4 22

2．3研究支援体制 4 26

3，社会奉仕 （8） （45）

3．1社会奉仕 4 14

3．2　対外協同 4 21

4．教授 （16） （80）

4．1教授構成 6 29

4．2授業負担・福祉 2 12

4．3教授人事 3 20

4．4　教授開発 5 19

5．施設・設備 （19） （100）

5．1教育基本施設 4 24

5．2教育支援施設 7 36

5．3　実験実習設備 3 20

5．4　厚生福祉施設 5 20

6．財政・経営 （22） （90）

6．1財政確報 4 24

6．2予算編成・運営 5 26

6．3　企画・評価 3 14

6．4　行政・人事 6 22

6．5　大学の意思決定 4 14

合　　計 99 500

〈大学院〉

評価領域 評価部門 評価項目 加重値

7．1教育過程

V．2　授業・論文指導

V．3　教授

V．4　施設・設備

V．5　財政・経営

46433 20

R6

Q2

P2

P0

合　　計 20 100

一160一



韓国の大学評価

6　大学総合評価認定の年度別評価実施現況

　1994年から2000年まで実施された大学総合評価の実績現況は〈表2＞のとおりである。

2　年度別大学総合評価実施現況（17）

年度 評価対象区分 評価対象

別 学部＋大学院 学部 大学院 分校 大学数

1994 国立6校 一 一 一 7個校

私立1校 一 一 一

1995 国立3校 国立1校 一 私立5校 23個校

私立11校 私立3校 一 一

1996 国立2校 国立2校 一 一 11個校

私立7校 一 一 一

1997 国立2校 国立15校 一 私立2校 26個校

私立6校 私立1校 一 一

1998 国・公立5校 私立19校 国立2校 一 56個校

私立28校 一 私立1校 私立1校

1999 国立2校 国立9校 国立3校 国立2校 48個校

私立11校 私立5校 私立16校 一

2000 国立1校 一 一 私立1校 25個校

私立2校 私立21校 ｝ ｝

合計 国・公立21校 国立25校 国立5校 私立10校 196個校

私立66校 私立51校 私立18校 一

7．大学総合評価認定結果の活用

　（1）教育人力資源部

　大学総合評価認定の結果は政府が大学に行・財政支援の政策を決定する基となり，判断

資料や基準として活用される。

　（2）大学

　大学の運営と発展のための活動に有益な基礎資料を提供する。具体的に大学の長・短期

発展目標の設定，大学の革新的なプログラムの構想，大学の予算編成，人力確報計画樹立

など大学発展をめぐる構成員の間に調整と動機付与が可能である。

　（3）その他

　人力を採用する企業，直接・間接に大学支援する民間財団，および高校教師の学生の進

路指導などの有用な判断資料で活用される。
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皿．大学評価の効果と課題

　1．大学評価の効果

　以上のように，大学教育協議会が主導している現行の大学評価は，あくまでも大学の自

主改革による質的改善を促進することにおかれている。ところがほとんどの大学は大学の

生き残りをかけて大学評価に取り組んでいる印象がある。どこの大学でも建物の新築や施

設設備の改善が目に見える形で進んでおり，評価のために大学内各種委員会が活発に動い

ている。こうした現象を誘発したのは1994年を期して大学評価事業が「認定」制に切り替

わったためである。その中で，いくつかの効果を考え見ると①量的・質的な大学教育の改

善をもたらす，②大学発展計画樹立の促進につながる，③大学自律的な評価専門者を養成

する結果をもたらす，④評価方法が多様化される等が挙げられる。

　以後，大学総合評価認定制の実施で及ぼすいくつかの期待効果を予測すれば①大学教育

与件改善と大学教育改革の名目を提供する，②大学間により発展的な競争体制が確立され

る，③大学教育に対して社会一般の信頼度が高まる，④政府の高等教育政策の樹立への重

要な指標を提供する，⑤政府・団体・企業・社会一般等から直・間接の支援を得る，⑥教

授の研究雰囲気の助成と学生たちの勉学雰囲気助成などが期待される等が上げられる。

　2．大学評価の解決課題

　大学評価の課題として一番目は外部から影響が及ばない評価を実現することだ。それと

関連してみると韓国の大学評価認定制における問題がないかといえば必ずしもそうではな

い。「上（政府）」からの陰に陽に隠れた形で大学評価に対するプレッシャーが存在する

ことである。韓国大学教育協議会法面18条に明記されている「…評価の結果はすぐ教育人

的資源部長官に提出しなければならない」はそれを裏書するのである。それは多分，評価

の実施が政府（教育人的資源部長官）を認識して報告するためにされる場合も現れること

を無視することができないのである。

　二番目は公信力，つまり国家的な権威を持って大学を評価する韓国大学協議会と教育人

的資源部の評価の統一や区別実施の必要性である。現在韓国での評価機関をみると韓国大

学協議会，教育人的資源部，言論社（新聞社），学会（学問領域）があるが，その中で国

家的評価機関は韓国大学協議会，教育人的資源部だけである。韓国大学協議会と教育人的

資源部の大学評価は評価部分が多く重なっているし，評価結果に対しての扱いが異なる。

即ち，教育人的資源部の評価は結果によって事業費が支援されていることである。それは

大学評価認定制がスタートした翌年，1995年5，月31日付で公表された教育改革委員会（大

統領諮問機構）の報告書『世界化・情報化時代を主導する新教育体制樹立のための教育改

革方案』（第2次大統領報告書）q8、と無関係ではない。大学評価認定制がスタートした

ばかりの大学評価認定制以外の大学評価も導入して，評価自体を多様化するのと同じ様に，

大学評価と財政支援の連係を強化する立場を鮮明にしたのである。報告書をみると次のよ

うに述べている。「①評価と財政支援の連携強化：大学教育の自律化を追求すると同様に

大学評価を強化し，その結果と財政支援とを連携するしなければならない。個別大学には

毎年自体評価をするよう導くする。そして3－4年周期で，大学の研究及び人材養成に対

する総合評価，1－2年周期で教育需要者の大学満足度調査及び大学の特性化領域に対す

る分野別評価を該当大学以外の機関（例：政府，大学協議会，産業界，学生・学父兄等）

により実施する。②研究と財政支援の連携強化：政府の財政支援を教授研究費と連携して

実施することにより，大学が優秀な教授陣を確保するよう導く。そのためには政府が教授

に研究費を支援する場合，研究費を直接支給し，教授が属する大学（学部）にその研究費

水準の間接費を支給する。」と示させている。参考で今までの教育人的資源部が主管して

実施した大学評価の一覧を見るとく表3＞のとおりである。
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（2000年基準，単位：ウォン）

区分 事　業　名 予算額 支援対象校 事業年度

一般支援 大学多様化・特性化基盤助成事業 450億 国・公・私立大学（193校） 、94～

事業 国立大工実験実習機資材拡充 614億 国立大学（48校） 、81～

公・私立大学施設設備拡充 800億 公・私立・産業大学（149校） 、90～

優秀産業大学特性化 30億 国・私立産業大学（19校） 、98－2002

理工系大研究所機資材尖端化 120億 大学・産業大学（181校） 、96～

国立大構造調整 150億 国立大（未定） 新規

特殊目的 教育改革優秀大学 150億 全大学 、96～

事業 地方大学特性化 150億 地方国立大学（28校） 97～2001

国際専門人力養成 100億 大学（9校） 96～2000

BK21事業 2000億 大学51個事業団 99～2005

教育養成 師範大学評価 なし 国・公・私立大学（40校） 、98

機関評価 教育大学院評価 なし 国・公・私立大学（89校） 、99

教育大学評価 なし 教育大学（11校） 2000

3区分 13事業

　三番目は量的測定から質的測定への評価目標の転換である。つまりこれは国内水準から

国際的水準への転換である。前の問題点で述べたように大教壇の大学総合評価認定制の重

要な問題は第1周期（1994－2000年）に適用される評価基準の指向目標水準が国際的先進

水準ではなく，韓国の大学の全般的水準を最少水準まで上げることであったことである。

したがって総合評価認定制の2周期（2001年以後5年間）評価基準は当然国際基準を指向

することを期待する。世界の流れは優秀な人材の育成を担う大学の質改善のために様々な

形で大学評価を実施している。韓国もほとんどの大学は量的な面がもう備わったと考られ

る。従って将来の韓国の大学評価の推進方向の模索は質的改善，特に21世紀の人材育成の

ために教育中心の測定評価への推進がを期待される。

　四番目は大学教育協議会事務総長として，大学連合体主導による「大学評価」の確立に

尽力してきた具丙林氏による，示唆に富む問題点の指摘で内容を解決問題の課題としてそ

のままをあげる（20）。

①大学評価の評価主体は大学（人）でなければならず，政府や言論界及び任意団体が関与

　すべきではない。

②大学評価は大学を画一化ではなく多様化を保証する方法で行われなければならい。

③評価に当たっては，定量的評価に依存せず，定性的側面（質）を重視すべきである。

④評価過程は合理的でなければならず，評価者と被評価者との信頼関係の下に行われる

　必要がある。監督や統制のために行うものではない。

⑤大学評価はそれ自体に意味があり，序例月や財政支援の道具となってはならない。
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