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要 旨 
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本論文では、オランダにおける学校評価は、どのように「教育の自由 (vrijheid 

van onderwijs)」のもとで各学校に多くの裁量を認めながら、一定水準の教育

の質を保証しようとしているのかという課題にアプローチする。オランダの「教

育の自由」は、親が自身の宗教的理念や教育的理念にしたがって学校を選択で

きるよう、各学校が特色を活かした教育を実施することを求めるものである。

本論文は、オランダの学校評価を事例として、こうした「教育の自由」を守り

ながら一定水準の教育の質を保証することで、狭い意味での成果主義・競争主

義にも対抗しうるような、学校評価の在り方を探ることを目的としている。  

オランダの学校評価に関する先行研究としては、日本では、2002 年教育監督

法（Wet op het Onderwijstoezicht）下での教育監査を中心とするものが多い。

「教育の自由」を考える際に要となる学校の自己評価については、その実相は

ほとんど取り上げられていない。一方で、オランダ国内の先行研究においては、

自己評価に着目しているものも見られる。ただし、マクロな視点から、自己評

価を含む学校評価の特徴や「教育の自由」との関係を論じるものが多い。「教育

の自由」と学校評価との関係をより深く理解するには、評価指標が教育実践に

与える影響などを含めて、ミクロな視点から検討する必要がある。  

また日本では、オランダに限らず学校評価に関する研究が進められている。

近年の学校評価研究の多くは、新自由主義教育改革の推進とそれへの対抗軸と

いう構図の中に整理できる。そこでは、新自由主義教育改革下での学校評価の

在り方に対して多くの批判がなされている。しかしながら、その問題性を克服

できるような学校評価の在り方についてはまだ模索段階にあるといえよう。  

先行研究からは、学校評価をめぐる論点を次の 3 点に整理できる。１点目は、

学校の内部評価と外部評価をどのように関係づけるのかという点である。 2 点

目は、学校評価を通じてどのような教育の質を評価するのかという点である。

3 点目は、学校評価の目的として改善とアカウンタビリティのどちらを志向す

るのかという点である。本論文では、こうした論点にもとづいて、学校評価を

検討する際に次の 3 つの視点を踏まえる。それは、学校評価の主体、評価され

る質の中身、評価結果の活用である。  

以上をふまえて、本研究は 2 部構成になっている。第Ⅰ部「2002 年教育監督

法にもとづく学校評価」では、1980 年代から 2000 年代半ばまでの学校評価の
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政策的展開を整理するとともに、そこで行われた議論や実施された学校評価の

特質を明らかにする。続く、第Ⅱ部「学校評価の今日的展開と新たな模索」で

は、2010 年「良い教育良いガバナンス法 (Wet goed onderwijs goed bestuur)」

や 2012 年改正教育監督法を機に学校評価がどのように転換したのか、そこで

はどのような議論が生じたのかを明らかにする。さらに、こうした転換に対す

る批判を取り上げ、批判を乗り越え得る学校評価の在り方を探ることを目指す。 

具体的には、以下のような流れとなっている。第 1 章では、まず、オランダ

の学校教育の特徴である「教育の自由」がもともと自由な宗派的私学教育を求

めて獲得されたことや、教育監査局が時代によって様々な機能を担ってきたこ

とを確認する。その上で、1980 年代から 2000 年代半ばまでのオランダの学校

評価の政策的展開について整理を行う。当時、2002 年教育監督法では、学校自

らが重視する教育の質を自己評価で自主的に管理させ、教育監査では、特定の

指導方法などを押し付けることなく全ての学校に共通して重要であると考えら

れた教育の質の側面をチェックするという仕組みを通じて、「教育の自由」に配

慮しながら、一定水準の教育の質を保証しようとしていたといえる。しかしな

がら、一方で具体的な評価指標や監査方法などを示している『監督枠組』では、

特定の種類の個に応じた指導が推奨されている可能性が指摘できる。  

こうした 2002 年教育監督法に対しては、否定的な評価も存在する。それら

の指摘によれば、2002 年教育監督法のもとでの学校評価は、「教育の自由」に

もとづく学校の独自性を尊重することにも、一定水準の教育の質を保証するこ

とにも課題があるということになる。これは、主要には、「教育の自由」がある

にも関わらず法的要求以外の教育の質が教育監査局によって監査されることや、

副次的弊害が考慮されていないことによるという。ただし、このうち副次的弊

害に関しては、教育監査後のサポートを整えることで、ある種減じる対策が行

われていると考えられる。  

第 2 章では、2002 年教育監督法に向けて学校の自己評価を支援するために行

われた取り組みとして、より良い自己評価ツールを開発する ZEBO プロジェク

ト（初等教育の自己評価の意）（Zelfevaluatie Basisonderwijs；以下、ZEBO）

と、その結果開発された自己評価ツール ZEBO に着目し、検討を行う。ZEBO

は、学校効果研究にもとづき、実際の学校の意見を反映し、妥当性・信頼性の



3 

 

調査を経て開発されたツールである。しかしながら、ZEBO に対してはその使

用とアチーブメントに重要な関連が見られないことなどの課題が指摘されてい

る。その要因としては、まず学校効果研究に立脚して選ばれた評価指標が必ず

しも学校のニーズと合うとは限らないこと、次に評価指標に質的側面が含まれ

ていないこと、最後に ZEBO では評価後に ZEBO の評価指標に沿って学校が変

化を起こすことを必ずしも求められていないため、効果の実現が期待できると

は限らないことの 3 つが考えられた。  

それでも、ZEBO が提起する学校評価の在り方は、第 1 章で示した教育監督

法が抱えるとされた課題を乗り越える方途を示している。ZEBO は、校長と教

員、教員と子どもといった立場の異なる者による二重チェックという方策を用

いつつ学校内の意見の相違やバラつきを示す。それにより、学校内で評価の分

かれた事項を議論の俎上に置くことを可能とする。こうした方法は、教育監査

の評価指標に対しても、法的要求に含まれない教育の質を学校が必ずしも絶対

的なものと捉えることなく活かす道を示しているといえる。しかしながら、

ZEBO がもたらすこうした示唆は、上述した ZEBO の限界などもあり、オラン

ダの学校評価でうまく活かされることはなかった。  

 第 3 章 で は 、 WMK （ 質 の カ ー ド と と も に 働 く の 意 ）（ Werken Met 

Kwaliteitskaarten; 以下、WMK）という自己評価ツールに着目して、2002 年

教育監督法のもとで多くの学校が実際にはどのような自己評価を行っていたの

かを明らかにする。WMK は、妥当性や信頼性の低さが指摘されながらも高い

シェアをほこるツールである。その理由は、WMK が監査されるポイントを中

心に、学校が簡単に自己評価を行い、その後の改善や計画へとつなげていける

ように設計されているためであるといえよう。  

WMK を使う学校は、最初からツールに組み込まれている評価指標等に必ず

しもとらわれることなく、学校が重視する質を自覚化し、独自の評価指標をツ

ールに加えて、自己評価に取り組むことが求められている。しかし、WMK の

評価指標には具体的な個に応じた指導の在り方が示されている。そして、評価

結果においては、ZEBO のように意見の相違などは示されない。結果は、平均

として算出される。その場合、学校によっては、教育監査局が推奨しているか

らという理由のもとに、幅広い目標や子どもの豊かな理解という視点とは切り
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離された形で、個に応じた指導という指導形態が導入される危険性がある。そ

こでは、自己評価の結果行われる「改善」は、子どもの豊かな学びと切り離さ

れた空洞化したものとなってしまう恐れがある。また、こうした個に応じた指

導とは趣が異なる教育理論や教育実践が軽視される危険性もある。この点に関

しては、2002 年教育監督法の本来の意図に立ち返ることが重要であるといえる。

しかしながら、次に見るように、オランダはこれとは異なる道へ進んでいく。  

 第 4 章では、まず、「応答的規制 (Responsive Regulation)」に着目して、2010

年「良い教育良いガバナンス法」の背景にある「教育ガバナンス」と呼ばれる

政策プログラムがもたらす影響を考察する。その上で、2012 年教育監督法の特

徴を詳述する。「教育ガバナンス」を背景とする 2012 年改正教育監督法のもと

では、児童の学習達成度が法的要求として規定され、質の管理についての学校

理事会や内部監督者の役割が強化されている。これにより、2002 年教育監督法

下で問題とされていた、法的要求以外の教育の質が監査されるという課題は解

消されるように見える。しかし、こうしたオランダの「教育ガバナンス」は、

子どもの学習達成度を一定水準に保つことを必ず「遵守」しなくてはならない

ものとして学校に受け止めさせ、それのみにもとづいて管理を行う体制を促し

うると考えられる。特に、質が（非常に）悪いと判断された場合に、以前のよ

うにサポートではなく、制裁が加えられるようになったことで、副次的弊害が

生み出される危険性は増しているといえる。子どもの学習達成度を一定水準に

保てるようにするために外部規制をかける前段階として内部管理が求められる

ことを考えると、内部評価が重視されるようになったとは言い難いといえる。  

第 5 章では、まず、中央最終試験の前身である Cito テストが、どのような試

験であったのかを明らかにする。Cito テストにおいては、現実的な文脈が設定

されている点で「現実的な数学教育 (Realistic Mathematics Education )」の影響

が見られる。また、テスト問題も、中核目標の内容に対応して作成されている。

しかしながら、Cito テストは多肢選択式問題であり、練習による対策も可能で

ある。そのため、Cito テストの結果が過度に重視されるようになれば、中核目

標に示されていたような、子どもが自分のレベルで数学に取り組むことや他者

との相互作用の中で数学を学ぶといった学びが、尊重されなくなってしまう危

険性があるといえる。  
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次に、こうした Cito テストをもとにした中央最終試験の導入に際して「教育

の自由」への影響を視点にどのような議論が行われたのかを検討する。中央最

終試験に関しては、すでに普及している Cito テストを下敷きにすることで、一

般的には肯定的に受け止められているといえる。一方、審議会レベルでは、法

案に対して、試験が過度に強調されハイ・ステイクスになることで学校教育に

歪みを生じるなど、「教育の自由」を侵害し副次的弊害を生み出す危険性が認識

されている。また、法案については、親に対しての「教育の自由」という視点

からの考察も必要であるといえる。  

ここまでに行った検討から、教育プロセスであっても教育成果であっても、

特定の側面だけに光をあてて質を保証しようとすると副次的弊害を生みやすい

ことが指摘できる。この点で、2002 年教育監督法が本来目指した意図こそ、「教

育の自由」のもとで、学校独自な自己評価を尊重しながら、一定水準の質の保

証を目指していたように思われる。ただし、こうした仕組みが実際に機能する

ためには、学校自らが適切な自己評価をできることが前提となる。  

第 6 章では、オルタナティブ教育連盟 （ Samenwerkingsverband van 

Organisaties voor Onderwijsvernieuwing；以下、SOVO）が、オランダの学

校評価における学力テスト重視の動きに対して、早くから行っていた批判やそ

れに代わる提案を検討する。SOVO は、2005 年版『監督枠組』に対して、学校

の自律性や多様性が十分に尊重されておらず、カリキュラムの一部分のみにも

とづくテストの結果が過度に強調され、副次的弊害が生じるのではないかと批

判している。  

SOVO は、教育理念や児童の特質に応じて学校に独自な教育を認めるととも

に、その教育に応じた方法で質の管理をすることを求め、それが適切に機能し

ているかどうかを監査するという学校評価の在り方を構想している。そこで学

校教育の質を管理する主体は学校自身であり、教育監査はあくまでも学校のサ

ポート役に位置付けられる。そこで評価されるのは、法的要求以外には、あく

までもそれぞれの学校が大切にする教育の質である。これが実現されれば、学

校の多様性や自律性がより尊重されるとともに、同一の基準やテストによる結

果の比較は行いにくくなり、副次的弊害も生じにくくなると思われる。ただし、

SOVO の提案は、学校による確実な教育の質の維持・改善をサポートする方途
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までを視野に入れていないという点で限界がある。  

第 7 章では、オランダにおけるダルトン・プランの位置づけや教育実践をふ

まえ、オランダダルトン協会 (Nederlandse Dalton Vereniging; 以下 NDV)が

行う訪問視察という学校評価について検討する。NDV の訪問視察は、ダルトン

教育の質の維持・改善をはかるために導入された学校評価である。訪問視察は、

学校がまず自己評価を行い、それにもとづいて訪問視察官が評価をする仕組み

である。訪問視察官はダルトン・スクールの教職員であり、ダルトンの教育理

念や実践を共有する人々によって、学校評価の主体が形成されている。評価さ

れる質は、あくまでもダルトンの原理にもとづく実践から抽出されている。た

だし、ダルトンの原理にもとづく範囲で教育監査への歩み寄りとも取れる評価

指標の追加が行われている。  

こうした NDV の訪問視察は、次のような示唆を含んでいると思われる。ま

ず、各学校それぞれに質の管理を任せてしまうのではなく、相互評価的な学校

評価の仕組みを構築することで、各学校の自己評価力が高められると考えられ

る点である。またその際に、具体的な教育実践に即して立てられた評価指標を

用いることで、他校の取り組みを互いに取りいれやすくなり、教師や子どもの

姿に即した具体的な改善活動へつなげやすくなっている。次に、訪問視察では、

まずはダルトン・プランという独自の教育を維持・改善することを主な目的と

していたからこそ、『監督枠組』の評価指標で示されている子どもの教育的ニー

ズに応じるというエッセンスを取り入れることが可能となっていた点である。  

最後に結論として、「教育の自由」のもとで各学校に多くの裁量を認めながら、

教育の質の水準を一定保証するためには、次の 3 点が重要であるといえる。1

点目は、教育プロセスであっても教育成果であっても、特定の側面だけに光を

あてて質を保証しようとすると副次的弊害を生みやすいという点である。 2 点

目は、学校の自律性や多様性を尊重する学校評価の鍵は、学校自らの質の管理

にあるという点である。自己評価を通じてこそ、特定の側面に限定されること

なく、学校それぞれの文脈において、子どもの学習経験や学力を中心に据えた

学校自らの改善を確立することが可能となるといえる。3 点目は、各学校が適

切な自己評価を実施するための仕組み作りが重要であるという点である。この

点で、オランダダルトン協会の訪問視察は一例を示していると思われる。  




