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秋田大学の基本理念・基本的目標・教育目標

　秋田大学は、下記の基本理念を定め、それを達成するための５つの基本的目標をもって、
活動を推進します。また、特に養成する人材像を教育目標として定め、教育にあたります。

基本理念
　１．国際的な水準の教育・研究を遂行します。
　２．地域の振興と地球規模の課題の解決に寄与します。
　３．国の内外で活躍する有為な人材を育成します。

基本的目標
１．「学習者」中心の大学教育を行い、幅広い教養と深い専門性、豊かな人間性と高度

の倫理性を備えた人材を養成します。
２．基礎から応用までの研究、特に『「環境」と「共生」』を課題とした独創的な研究活

動を行います。
３．地域と共に発展し、地域と共に歩む「地域との共生」を目指します。
４．国際的な教育・研究拠点の形成を目指し、地球規模の課題の解決に貢献します。
５．学長のリーダーシップの下、柔軟で有機的な運営体制を構築します。

教育目標
（学　部）

１．社会の変化に柔軟に適応できる幅広い教養と深い専門性、豊かな人間性と高度の倫
理性を備え、社会の発展に貢献できる人材を養成します。

２．地域の文化的・経済的発展に貢献できる人材を養成します。
３．国際人として通用するコミュニケーション能力・異文化理解力を備えた人材を養成

します。

（大学院）
１．国際人として通用する、高度な専門性・独創性と倫理性を備えた人材を養成します。
２．専門性の高い研究能力を備え、指導者になりうる人材を養成します。
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平成21年度版『年報・研究紀要』をお届けするにあたり、まずは評価センターの活動に、

日頃多大なご支援をいただいておりますことに感謝申し上げます。　　

当センターの本年度の主要な活動は、前年度の業務評価（年度評価）への対応や、第２

期中期目標・中期計画にともなう平成22年度年度計画作成の支援などでしたが、平成20事

業年度に係る業務の実績に関する報告書については、５月13日開催の評価センター評価委

員会で検討ののち、６月に開催された教育研究評議会、経営協議会、役員会で審議・了承

され、６月30日に国立大学法人評価委員会に提出いたしました。そののち８月17日に、文

部科学省においてヒアリングが実施され、10月14日には国立大学法人評価委員長から評価

結果の原案が示されました。

評価項目別に整理しますと、②財務内容の改善に関する目標、③自己点検・評価及び当

該状況に係る情報の提供に関する目標、④その他業務運営に関する重要目標の３項目につ

いては「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」（５段階評価のⅣ）とさ

れましたが、①業務運営の改善及び効率化に関する目標については「中期目標・中期計画

の達成のためにはやや遅れている」（５段階評価のⅡ）という評価でした。

このうち①の評価理由として、１）大学院博士課程の充足率の課題とともに、２）事務

系職員に対する人事評価の結果を処遇に反映させていないこと（年度計画146）と、３）

同一大学出身者の割合や外国人・女性・障害者の登用にあたり積極的な取組が講じられず、

かつ外国人教員数は対前年度実績を下回っていること（年度計画152）があげられています。

本学としては、十分な協議を行ったうえで、１）については文案の修正、２）と３）に

ついては文案を削除していただきたい旨の申し立てを行いましたが、11月６日に開催され

た国立大学法人評価委員会総会での審議を経て、すべて原案のとおりとされることになり

ました。このように年度評価ひとつを取り上げてみても、いかに膨大なヒト、モノそして

時間が費やされているかおわかりかと思いますが、今回の年度評価では「評価はいかにあ

るべきか」という問題を痛感させられたというのが率直な感想です。

なお、現在、平成21年度の実績報告書、平成20・21年度の達成状況報告書、現況分析に

おける顕著な変化についての説明書、学部・研究科の研究業績などを作成中ですが、それ

らを含めて引き続き、評価センターの評価活動に対してご支援、ご協力いただきますよう

お願いいたします。

◆巻頭言　　平成21年度の評価活動について	 評価センター長　熊　田　亮　介
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第一期中期目標・中期計画は、各国立大学法人にとってのトライアルであった。６年も
の試行は長すぎるともいえるが、それでも長く国の行政組織であり続けた国立大学にとっ
て「法人」としての機関運営は初めてのことの連続だったわけで、「一通り経験してみな
いことにはわからない」という感覚も強かった。もちろん、大学を取り巻く内外の状況を
みればそんな悠長なことを言っていられる余裕はないし、各大学が厳しさの増すなかで手
を抜いてきたわけでもないが、それでもやはり最初の６年間は法人化の訓練期間だった。
文科省にとっても大学法人化の経験は初めてで、前岐阜大学長の黒木氏は「大学側も文科
省側もお互いの距離感をつかめないで」いたと指摘している（『落下傘学長奮闘記』60頁）。

しかし、それも今は昔。「一通り」の経験がほぼ終わり、４月からは第二期中期目標・
中期計画が始まる。各国立大学法人の真価が問われることになる。

各大学がこの６年間で学んだことは多岐にわたろうが、共通に身に沁みて学んだことの
一つに「大学評価」の重みがある。法人化と同時にスタートを切った認証評価も加わり、
評価はまず学内ワークロード（作業量）の重圧として認識された。そして実際に評価を受
けてみると、今度は、評価が実際の改善につながったのかという問いが関係者に重くのし
かかった。

こうした評価の「重み」はそもそもの制度設計の不備に起因する面も大きいが、他方で
大学側の評価に対する姿勢にも問題があった。平成19・20年度の２年間、文科省や大学評
価・学位授与機構において評価に携わった筆者の目には、大学における評価作業が「外部
対応」に終始し「その場しのぎ」で切り抜けようとしているように映ることもあった。

確かに、認証評価や法人評価に「対応」すること、さらにその効率化を図ることは重要
である。しかし、大学は自治や自律性を標榜する機関である以上、もっと自らを厳しく問
う姿勢が求められる。評価は、外部対応のレベルで終わらせていいものではなく、自らの
責任で自らを高めていくために進んで利用すべきものだ。

そもそも、学校教育法の第109条は、第１項において大学が教育研究等の状況について「自
ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする」と規定し、それに続く第２項で
認証評価の受審を義務づけている。まずあるべきは、自己点検・評価なのだ。この自己点
検・評価とは、認証評価や法人評価への「対応」と同義ではない。第二期で各法人に問わ
れる真価とは、いかに自律的に自らを向上させるシステムを内部にもてるかという点だろ
う。

認証評価や法人評価が一段落し、国立大学では評価への関心がやや薄れている感じがし
なくもない。しかし、本来の評価作業は季節労働ではない。もっと継続的・循環的でなけ
れば改善は生まれない。第二期が始まる今こそ、自律的な改善につながる自己点検・評価
のシステムの強化が必要だという思いを強くしている。

今こそ「自己点検・評価」の強化を
鹿児島大学教育センター高等教育研究開発部

准教授　杉　本　和　弘 

特別寄稿特別寄稿
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平成21年４月より評価センター評価委員の役を務めさせて頂くこととなりました。また
所属部局での評価委員長も務めることとなりました。本学の「評価」に関して、主に本年
度の医学科における評価業務の内容を紹介させて頂きまして挨拶に代えさせて頂きます。

昨春より評価センター評価委員として中期目標・中期計画に関わる業務の他、医学科で
は授業評価の運営、教員個人評価の実施など、小川前委員長より引継ぎました内容に関し
まして委員および事務の方々に支えられ業務遂行しております。そんな中ですが、平成21
年度は特に医学専攻・医学科の教育と研究に関わります外部評価を実施いたしました。そ
の実施計画を作成するにあたり、10年前（平成12年度）に実施されました医学部外部評価
の資料集や外部評価報告書を参考にさせて頂きました。当時の外部評価は、訪問調査４日
間に著名な医学教育者や研究者９名を外部評価委員として迎え、内容も、全ての講座長お
よび施設長が直に発表を行う、極めて力の入ったものでした。その外部評価報告書を読ん
で驚いたことがありました。外部評価結果を受け当時の外部評価WGが作成した「将来へ
の提言」の内容が、その後医学科が歩んできた10年間の教育や研究活動を実に正確に「予
言」、あるいは「示唆」していたことで、平成12年度外部評価がその後の本学の発展に大
きく寄与した姿を見ることができました。

さて、過去と比較し現在では業務全体の中で「評価」に関する部分の占める割合が大き
くなりました。その辺も考え、今回の医学専攻・医学科外部評価では期間や外部評価委員
など、より密度の濃い内容を目指して計画、実施しました。評価委員長として資料集の作
成や評価当日の計画や進行など直接関わらせて頂きましたが、評価を受ける緊張感なども
直に経験することができたのは個人的に貴重な体験となりました。委員会や講座研究の発
表には十分な時間を準備したつもりでしたが、熱の入った発表が続き時間が足りなくなっ
てしまったのは、むしろ嬉しい誤算でしたが、発表者の先生方には心より感謝申し上げま
す。外部評価委員の先生方には全般的に高い評価を頂き、全国にアピールできる点なども
ご指摘頂きましたが、今後、本学医学科がより大きな社会的使命を果たすために重要な点
として「医学教育研究を継承する人材の育成」をより推進するという大きな、かつ明確な
目標を示して頂きました。結果に対する対応こそが「評価」の真の果実でありますので、
この結果を真摯に将来へ具体的な形で生かして行きたいと考えます。

以上は所属部局の外部評価の経験でしたが、秋田大学全体に関わる評価センターの膨大
かつ多岐にわたります業務内容に関しましても、動きの激しい社会ですので剛と柔軟を大
切に業務遂行したいと考えています。

評価センター評価委員として
医学系研究科　教授　高　橋　　　勉 

評価委員からの寄稿評価委員からの寄稿
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手元の新聞に文部科学省の国立大学法人評価委員会が平成22年度からの各国立大学の
「第二期中期目標・中期計画」の原案が了承された旨が報道されています。今後、所要の
手続きを経て正式な認可は文部科学大臣から追って示されるものと思いますが、自らも秋
田大学の第二期の中期目標・中期計画案の作成に携わったものとして些かの感慨を覚える
ものであります。このように各国立大学法人の今後の教育・研究及び運営の方針を示す「中
期目標・中期計画（案）」が新聞の紙面を飾り報道されることは、各国立大学法人が社会
から注目される対象であり、且つその活動自体が社会に影響を及ぼし人的・物的な生産活
動の主体と見做されているに他なりません。また、その認可・公表される「中期目標・中
期計画」は各国立大学法人の今後６年間を、また更には今後の大学の方向性・将来性をも
包含する内容からも社会から注目をされているものと思料いたします。

さて、秋田大学の平成22年度からスタートする「第二期中期目標・中期計画」は社会・
地域また大学に関係する様々なステークホルダーの方々に対する約束であり責任でありま
す。また、公的存在としての証明から当該事項の活動に対する達成状況評価が数値化され、
その評価指数が資源配分にも反映されることとされています。そのため秋田大学において
も地域的特性を生かし、重点的に取り組む事項を絞り込んだ内容とした目標・計画であり
ます。

一方、国立大学を巡る外部環境には非常に厳しい状況が続いています。思い致すに「大
学の自己点検・評価」を始めとする所謂、大学改革から更に平成16年度には「国立大学法
人法」により各国立大学は個々の国立大学法人として、その存在自体を独立した法人であ
り且つ大学という運営体としてスタートすることとなりました。その過程において各国立
大学は常に「評価」の観点を内部・外部と視点は変化しつつも受けてきました。更に外部
評価機関からの義務付けなど税金投入機関としての活動の目標～評価がより一層に明示
的・数量的な指標を含めて求められています。これは公の機関として求められる情報公開・
説明責任はもとより、社会からの要請であり大学自らの存在の証明と信頼の確保の要請か
らであります。国立大学法人を巡る環境には運営費交付金という主要な財源を国家に委ね
ていることから時々の国家政策の変動要因は否めず、また国内環境としては少子化による
18歳人口の減少、更には高等教育のグローバル化の進行など国立大学を巡る外部環境の変
化には大きなものがあります。しかしながら、国立大学の果たす使命と役割はますます重
要なものとなっています。これら周辺環境を踏まえて策定された平成22年度からスタート
する秋田大学の「第二期中期目標・中期計画」の確実な履行が秋田大学の更なる活動の推
進エンジン役となり更に魅力ある大学として地域に輝く存在となることを期待するもので
あります。

～国立大学を巡る状況から～
副理事　松　田　栄　二 

評価委員からの寄稿評価委員からの寄稿
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◆業務活動記録

	 平成21年　　　

	 	 ４月　８日	 【第１回運営委員会】

	 	 	 【第１回教育研究評議会】

中期目標・中期計画、法人評価に関する業務スケジュール（案）

について

中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告について

	 	 	 【第１回役員会】

中期目標・中期計画、法人評価に関する業務スケジュール（案）

について

	 	 ５月　13日	 【第１回評価委員会】	

	 	 20日	 【第２回教育研究評議会】

平成20事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について

第９回評価センターＦＤ・ＳＤシンポジウムについて

	 	 28日	 第９回評価センターＦＤ・ＳＤシンポジウム

	 	 ６月　２日	 【第１回経営協議会】

平成20事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について

	 	 ９日	 国立大学法人評価等担当者連絡会（東京 ３名出席）

	 	 10日	 【第３回教育研究評議会】【第３回役員会】

平成20事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について

「秋田大学評価センター評価委員会規程」の一部改正（案）につ

いて

国立大学法人評価等担当者連絡会について

	 	 26日	 【第２回経営協議会】

平成20事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について

	 	 29日	 【第４回役員会】

平成20事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について

	 	 ７月　７日	 【第２回評価委員会】

	 	 ８月　３日	 大学評価フォーラム｢内部質保証システムの充実をめざしたアカデ

	 	 	 ミック・リソースの活用｣（東京 １名出席）



6

	 	 ８月　４日	 国立大学法人等評価実務担当者説明会（東京 ３名出席）

	 	 17日	 国立大学法人評価委員会ヒアリング（東京 ２名出席）

	 	 ９月　９日	 【第５回教育研究評議会】

平成20事業年度に係る業務の実績報告書に関する国立大学法人評

価委員会ヒアリングについて

	 	 10月　14日	 【第６回教育研究評議会】

全国国立大学法人の中期目標期間の業務実績の評価結果について

	 	 20日	 国立大学法人等評価実務担当者説明会（東京 ４名出席）

	 	 29日	 【第３回評価委員会】

	 	 11月　11日	 【第７回教育研究評議会】

平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく平成21年度年度計画の

中間報告について

国立大学法人評価委員会総会及び今後の作業スケジュールについ

て

	 	 27日	 【第４回経営協議会】

平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

	 	 12月　９日	 【第８回教育研究評議会】

全国国立大学法人の業務実績の評価結果について

平成22年

	 	 １月　６日	 【第２回運営委員会】

	 	 ３月　２日	 【第３回運営委員会】

	 	 ３日	 国立大学法人等評価実務担当者説明会（東京 ３名出席）

	 	 10日	 【第11回教育研究評議会】

国立大学法人評価実務者連絡会について

	 	 19日	 【第４回評価委員会】
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◆評価センター広報
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◆評価センター広報
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◆評価センター広報
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◆評価センター広報
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◆評価センター広報
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◆評価センター広報
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評価センター
平成21年度
自 己 評 価 書

平成22年3月31日

評価センター評価委員会
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組織とその活動に関する「水準評価」

　評価観点・項目

　　基準１　理念・目的・目標

	 （１）	 組織の使命または理念が定められているか

	 （２）	 組織の基本的、長期的方向性・方針である目的が定められているか

	 （３）	 組織の具体的成果目標が定められているか

	 （４）	 理念・目的・目標が構成員に周知されているか

　　基準２　組織体制

	 （１）	 目標を実現させるための組織体制が適切か

	 （２）	 目標を実現させるための教員配置が適切か

	 （３）	 目標を実現させるための事務職員配置が適切か

　　基準３　施設・設備・予算

	 （１）	 目標を実現するための施設は適切か

	 （２）	 目標を実現するための設備は適切か

	 （３）	 目的を実現するための予算・財源が確保され、適切に運用しているか

　　基準４　活動・成果

	 （１）	 目標の達成度を計るための基準が設けられているか

	 （２）	 目標に照らして活動成果が上がっているか、または進捗が確認できるか

	 （３）	 目標の達成に向けて予算・財源が適切に使用されているか

　　基準５　評価・改善

	 （１）	 目標に照らした活動が行なわれているかを点検する基準が設けられ	ているか

	 （２）	 目標の達成度や組織の活動状況に関する的確な評価がなされているか

	 （３）	 点検結果を踏まえ改善を行なうためのシステムが存在し、機能しているか



15

基準１　理念・目的・目標
（１）組織の使命または理念が定められているか
　評価センターは、秋田大学学則第９条に準拠し
て設置されており、秋田大学評価大綱には評価セ
ンターの設置目的、趣旨、基本的な活動内容が定
められている。これらを総合的に考慮し、評価セ
ンターの理念は、資料1－1のように定め、これを
秋田大学ホームページや評価センター発行冊子等
で公表している。

（２）組織の基本的、長期的方向性・方針である
目的が定められているか

　秋田大学評価大綱を踏まえ、さらに秋田大学評
価センター規程によって、評価センターの設置趣
旨、活動目的が具体的に示されている。また、評
価センターの目的を実現するための主な具体的活
動内容は、①法人評価への対応	②認証評価への
対応	③部局等の評価活動の支援	④外部評価の企
画と実施	⑤学内構成員への評価に対する意識付
けと評価結果の公開	⑥評価に必要なデータベー
スの構築等である。資料1－1に示した目的は、こ
れを包括・整理したものである。

（３）組織の具体的成果目標が定められているか
　基本的、長期的方向性・方針である目的を実現
するための具体的業務は、秋田大学評価センター
規程に詳細に定められている。また具体的目標は、
秋田大学中期計画に定めており、さらに組織の具
体的成果目標としての活動目標は、中期計画の年
度計画によって毎年度策定している。活動目標は、
評価センター運営委員会に提示され、その承認を
受けている。なお、平成21年度の活動目標は、平
成21年度実施の中期目標期間の業務実績評価への
対応業務を行なうことに重点を置いた。さらに、
第２期中期目標・中期計画の素案策定に向けて協
力・支援を行った。

（４）理念・目的・目標が構成員に周知されてい
るか

　評価センターの目的は、秋田大学ホームページ、
秋田大学評価センター年報、秋田大学評価セン
ター広報に掲載し、これによって全学構成員並び
に学内外の関係箇所に周知している。また、評価

センターが主催するシンポジウムは、評価セン
ターの理念や目的及び活動業務等を周知する機会
となっている。

裏付資料
資料1－1　理念・目的・目標
資料1－2　評価センターの活動目標（平成21年度）

基準２　組織体制
（１）目標を実現させるための組織体制が適切か
　評価センターの組織体制は、秋田大学学則第９
条、秋田大学評価大綱、秋田大学評価センター規
程、秋田大学評価センター運営委員会規程及び秋
田大学評価センター評価委員会規程を踏まえて構
成されている（資料2－1、2－2）。　
　評価センターは、評価センター長（学長特別補
佐：評価担当）のもとに、副センター長（専任教
員）及び事務を担当する企画調整課から構成され、
事業活動遂行にあたっては、運営委員会により事
業活動の承認、運営方針の決定、予算・決算の承
認がなされ、また評価委員会により評価活動に関
する企画・連絡調整、具体的事項の検討が行なわ
れる。今年度は理事等の所掌から評価委員を選出
する等の体制の強化が図られた。
　事務を担当する企画調整課は、第三者評価をは
じめとする大学全体に関する評価活動推進にあ
たって効果的に機能している。
　平成21年度において評価センターでは、全学の
各組織と連携をとりながら、情報収集、企画立案、
学内調整、評価活動の支援、評価結果の取りまと
め、評価結果の分析と改善への提言、学内外に向
けた情報提供等の諸業務を実施した。
　なお、評価業務の透明性と活性化に向けて、運
営委員会及び評価委員会に大学外部からの委員を
それぞれ１名委嘱し、大学評価活動の推進にあた
り有益な意見等をいただいている。	

（２）目標を実現させるための教員配置が適切か
　教員配置については、評価センター規程に定め
られており、センターを統括するセンター長（学
長特別補佐・学部教授兼任）及び専任教員１名（副
センター長、准教授）が配置されている。評価業
務に専念する専任教員の配置は、センターの円滑
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な業務の遂行に有効に機能し、評価センターの目
標を実現させるために必要である。平成19年度は
専任教員の不在期間が９ヶ月間あったが、平成20
年度より専任教員が適切に配置され、全学的な立
場から次期中期目標・中期計画検討会議の委員と
して評価に関して意見を述べる、あるいは評価に
関する客観的な資料を提供するなどの評価支援活
動を行なっている。
　評価センターの評価委員会は、平成21年度から
新たに、理事等の所掌部局から評価委員を追加し、
大学全体の評価業務に関わる企画立案、各種連絡
調整、部局内における評価業務の主導など重要な
役割を果たしている。

（３）目標を実現させるための事務職員配置が適
切か

　事務組織体制と職員配置に関しても「評価セン
ター規程」及び「事務組織規程」において定めら
れている。評価センターの事務は企画調整課が
行っており、事務職員５名が配置されている。事
務職員は、「事務組織規程」に定められた国立大
学法人評価（以下、「法人評価」という）に関す
る学内調整、情報収集、根拠資料の収集・分析・
作成、報告書作成、報告書等の提出、法人評価の
評価結果の公表、シンポジウムの開催、各種委員
会等の開催、中期目標期間の業務実績評価にかか
る実績報告書作成などに関わる事務処理を行なっ
た。
　事務系職員の配置については、全体的な業務内
容・業務量からみて適切であった。

裏付資料
資料2－1　秋田大学の評価体制
資料2－2　平成21年度の評価センター組織

基準３　施設・設備・予算
（１）目標を実現するための施設は適切か
　評価センターは、手形キャンパスの教育文化学
部３号館の一室にある。ここに評価センターと企
画調整課が入室し、業務を行なっている。執務環
境は、労働安全衛生法、及び同法に準拠する事務
所衛生基準規則の、気積、換気、温度、空気調整、
照度、燃焼器具、騒音及び振動の防止、騒音伝播

の防止、給水、排水等の必須条件を満たしており、
執務遂行上の問題はない。施設設備の安全管理に
ついては秋田大学施設設備安全管理マニュアルに
沿って点検を行ない問題の無いことが確認されて
いる。

（２）目標を実現するための設備は適切か
　センター業務に係わる設備は整備され、適切に
維持・管理・運営されている。運営経費の節減と
環境への配慮の観点から、ISO14001（環境マネ
ジメントシステム）の環境方針カードを全職員が
携行し、印刷用紙やファイルの再利用や光熱利用
の配慮に留意している。

（３）目的を実現するための予算・財源が確保され、
適切に運用しているか

　センターの財源は、大学からの運営費に拠って
いる。センターの予算は、事業計画にしたがって
予算を計上し、審議・承認されたものが運営費と
して配分され、資料３に示すように適切に運用し
ている。
　なお、特定の評価活動業務を遂行するための財
源は、別途予算措置されている。

裏付資料
資料３　平成21年度運営費執行状況

基準４　活動・成果
（１）目標の達成度を計るための基準が設けられ

ているか
　中期計画・年度計画（Ⅳ-1-①、166）に掲げら
れている評価センターの目標についての点検・評
価は、中期目標・中期計画原簿の当該年度計画お
よび具体的日程案に基づき、中間と年度末に達成
度を点検・評価している。

（２）目標に照らして活動成果が上がっているか、
または進捗が確認できるか

　表１の自己点検・評価表に見られるように、平
成21年度においては、活動目標において高い成果
を上げている。
　本年度は、「平成20事業年度に係る業務の実績
及び中期目標機関に係る業務の実績に関する報告
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書」を取りまとめ、法人評価委員会のヒアリング
への対応を行なった。評価結果は、「Ⅰ．業務運営・
財務内容等の状況　（１）業務運営の改善及び効
率化」の項目を除き、「順調に進んでいる」と認
められ、学内外へインターネット等により公表し
た。また、本年度は、第２期中期目標及び中期計
画（素案）の提出に向けて、組織業務の見直し内
容の次期目標・計画への反映状況の確認資料等を
作成した。学内における一連の評価活動を支援す
ることを通して、学内の中期計画の達成状況を検
証し、次期中期目標及び中期計画に結びつけるた
めに改善を行なうべき事項を整理し、教育研究評
議会、役員会、中期目標・中期計画検討会議、評
価委員会等で評価センター長、副センター長が意
見を述べるなど、学内における点検・評価活動を
支援した。	
　また、「秋田大学戦略推進経費の中間評価・事
後評価の指針」、「秋田大学内各組織における自己
評価の指針」及び「学部における研究評価の指針」
により、それぞれ期待された業務が実施された。
　「秋田大学戦略推進経費の中間評価・事後評価
の指針」により、戦略推進経費の配分を受けたプ
ロジェクトごとに所定様式による自己評価を行
い、評価センターがとりまとめた。また、「秋田
大学内各組織における自己評価の指針」により、
各センターにおける実施事項および改善事項をと
りまとめ、学長に提出した。
　さらに、全国の国立大学法人の平成20年度に係
る業務の実績に関する評価結果のデータを収集・
分析し、「全国国立大学法人の中期目標期間の業
務実績の評価結果について」や「法人別の運営費
交付金の評価反映状況」としてとりまとめるなど、
本学の点検・評価活動に資する資料を作成してい
る。

（３）目標の達成に向けて予算・財源が適切に使
用されているか

　本年度の諸事業は、評価センター予算に基づい
て適切に実施された。限られた予算の中で達成さ
れた本年度の活動成果を考えれば、効果的な利用
が図られたと言える。

裏付資料
表１　自己評価表

基準５　評価・改善
（１）目標に照らした活動が行なわれているかを

点検する基準が設けられているか
　評価センターの活動目標に対する点検・評価の
基準は、本自己点検・評価にあたって実施する基
準として設定し、組織としての水準評価基準とし
て表１に示した基準を設定している。

（２）目標の達成度や組織の活動状況に関する的
確な評価がなされているか

	 	 	目標の達成度や組織の活動状況に関する評価
が、毎年度末に実施される自己評価である。自己
評価報告書の作成に向けては、評価センターに
よって自己点検・評価が行なわれ、その内容につ
いて評価委員会が検証することにより的確性を高
めている。
　また、監事による評価センター長への業務監査
が行われ、センターの活動に関する評価が的確に
なされている。

（３）点検結果を踏まえ改善を行なうためのシス
テムが存在し、機能しているか

　自己点検・評価結果を踏まえた改善活動として、
年度末に作成する法人評価年度実績報告書におい
て、中期計画に照らした活動の達成度を検証し、
そこでの結果や課題を次年度の年度計画に反映さ
せている。本自己評価書の作成に向けては、評価
センター並びに評価委員会による検討と、作成さ
れた報告書の公開が継続的点検システムとなる。
また、日常業務に関しては、学長及び役員会と評
価センター長、企画調整課長との間で意見交換が
行われ、その内容が業務に反映されている。
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資料1－1

評価センターの理念・目的・目標

（平成16年４月制定）

評価センターの理念

　評価センターは、秋田大学における教育・研究の質の一層の向上を図るとともに適切な大学運営に

資するために、秋田大学における自己点検・評価活動とその改善努力を支援し、また評価とそのシス

テムについての研究開発を進める。

評価センターの目的

１．中期目標・中期計画を確実に遂行し実りある成果を得るために、評価の観点から、各部局の取組

みを支援すると共に全体の取りまとめをする。

２．認証評価等の第三者評価及び外部評価を円滑に実施するために、全学及び各部局における自己点

検･評価の技術的支援を行うと共に、全体の取りまとめをする。

３．評価結果を周知し改善行動に結びつけるために、各種評価結果を公表すると共に分析･検討し提言

を行う。

４．学内に評価文化を醸成するために、評価技術を高めると共に評価に関する教職員の意識向上を図

る。
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資料1－2

評価センターの活動目標（平成21年度）

１．中期目標期間の業務実績評価関係

　　①　中期目標期間の業務実績評価結果への対応業務を遂行する。

２．中期目標・中期計画に関する事項

　　①　平成20事業年度実績報告書の作成及び提出を行う。

　　②　評価結果を基にした改善の推進支援を行う。　

　　③　平成21年度年度計画の進捗状況の確認を行う。

　　④　第２期中期目標期間の平成22年度計画作成の支援を行う。

　　⑤　第１期中期目標に係る事業報告書作成の準備を行う。

３．広報活動に関する事項

　　①　評価センター年報を発行する（年度末）。

　　②　評価センター広報を発行し、大学評価活動に係わる各種情報を提供する（随時）。

４．講演会・シンポジウムの開催による大学評価活動に関する啓発・能力開発支援

　　①　評価センター主催のシンポジウムを２回程度開催する。

５．その他

　　①　上記以外の評価センター関連業務を行う。
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資料2－1

秋田大学の評価体制
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資料2－2

評価センターの組織
	評価センター長（学長特別補佐）（兼務）	 １名
	副センター長（専任教員）　　　	 １名

運営委員会
	委員長	 評価センター長	 １名
	委員	 副センター長	 １名
	委員	 各学部長等	 ３名
	委員	 学外有識者	 １名

評価委員会
	委員長	 評価センター長	 １名
	委員	 副センター長	 １名
	委員	 各理事が推薦する者	 ４名
	委員	 学部等代表教員（各学部等１名）	 ３名
	委員	 学外有識者	 １名
		 委員長が必要と認める者
	委員	 （国際交流センター副センター長、	 ４名
		 各学部等１名）

事務組織
	企画調整課長	 １名
	企画調整課　主査	 １名
	企画調整課	 ３名

評価センター長
学長特別補佐

（評価担当）

運営委員会
審議事項

・運営方針

・年度計画

・予算・決算

・運営上の重要
　事項

評価委員会
審議事項

・評価の実務

・情報収集・提供

・技術的支援

副センター長

事務担当
企画調整課
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資料３

評価センター運営費執行状況	
	 	 	 	 　　　　　　　　単位：円

事　項 平成21年度
予算配分額

平成21年度
決算額（予定） 備　考

１．活動事業費

　　①広報経費 360,000 									367,032 年報印刷、資料製本

　　②FD活動費 100,000 										50,000 FD旅費・謝金

　　③諸調査経費 550,000 									700,000 年度評価ヒアリング、評価関係説明会
参加等旅費

25,000 										45,000 図書費

小　計 1,035,000 								1,162,032

２．事務・管理費

　　①維持管理費 380,000 									380,000 光熱水料（工学資源学部へ経費負担）

1,280,000 							1,190,000 複写機借料・保守料

　　②運営事務費 385,000 									392,968 事務用品費（コピー用紙等消耗品を含む）

55,000 										55,000 通信費（電話料、郵便料、運送料）

35,000 										20,000 タクシー借上料

90,000 										60,000 学外委員等謝金

小　計 2,225,000 							2,097,968

合　計 3,260,000 3,260,000



23

自己評価表
表１

基準 番号 評価項目 評点＊

１．理念・目的

1-1 組織の使命または理念が定められているか 5

1-2 組織の基本的、長期的方向性・方針である目的が定められ
ているか 5

1-3 組織の具体的成果である目標が定められているか 5

1-4 理念･目的・目標が構成員に周知されているか 5

２．組織体制

2-1 目標を実現させるための組織体制が適切か 4

2-2 目標を実現させるための教員配置が適切か 5

2-3 目的を実現させるための事務職員配置が適切か 5

３．施設・設備・予算

3-1 目標を実現するための施設は適切か 5

3-2 目標を実現するための設備は適切か 5

3-3 目標を実現するための財源・予算は適切か 4

４．活動・成果

4-1 目標の達成度を計るための基準が設けられているか 5

4-2 目標に照らして活動成果が上がっているか、または進捗が
確認できるか 5

4-3 目標の達成に向けて予算・財源が適切に使用されているか 5

５．評価・改善

5-1 目標に照らした活動が行われているかを点検する基準が設
けられているか 4

5-2 目標の達成度や組織の活動状況に関する的確な評価がなさ
れているか 4

5-3 点検結果を踏まえ改善を行なうためのシステムが存在し、
機能しているか 4

＊）５段階評価（１～５：５が最高の評価）
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評価センターの構成と関係規程等
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評価センター運営委員会委員名簿
平成21年４月１日現在

氏　　名 職　　名 任　　期 備　　考

○熊　田　亮　介 評価センター長 在任期間 第１号委員

　高　野　篤　子 評価センター副センター長 　 〃 第２号委員

　池　村　好　道 教育文化学部長 　 〃 第３号委員

　本　橋　　　豊 医学系研究科長 　 〃 〃

　西　田　　　眞 工学資源学部長　 　 〃 〃

　蒔　田　明　史 秋田県立大学　教授 20.９.１～22.８.31 第４号委員

庶務担当：企画調整課

　○は委員長を表す

評価センター評価委員会委員名簿
平成21年７月１日現在

氏　　名 職　　名 任　　期 備　　考

○熊　田　亮　介 評価センター長 在任期間 第１号委員

　高　野　篤　子 評価センター副センター長 　 〃 第２号委員

　小　松　一　幸 企画調整課長 21.７.１～22.３.31 第３号委員

　小　川　信　明 教育推進主管 21.７.１～22.３.31 第４号委員

　熊　谷　　　覚 学術研究課長 21.７.１～22.３.31 第５号委員

　松　田　栄　二 副理事（総務担当） 21.７.１～22.３.31 第６号委員

　井　上　正　鉄 教育文化学部　教授 19.４.19～ 第７号委員

　高　橋　　　勉 医学系研究科　教授 21.４.１～ 第７号委員

　泰　松　　　齊 工学資源学部　教授 20.４.１～ 第７号委員

　伊　藤　郁　夫 協伸工業株式会社技術顧問 20.４.１～22.３.31 第８号委員

　志　立　正　知 教育文化学部　教授 20.11.１～22.10.31 第９号委員

　浅　沼　義　博 医学系研究科　教授 20.11.１～22.10.31 第９号委員

　玉　本　英　夫 工学資源学部　教授 20.11.１～22.10.31 第９号委員

　宮　本　律　子 国際交流センター副センター長 21.７.１～22.３.31 第９号委員

庶務担当：企画調整課

　○は委員長を表す
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秋田大学評価センター規程
平成16年４月１日
規　則　第	14	号

	 （趣旨）
第１条　この規程は、秋田大学学則第９条第２項の定め

るところにより、秋田大学評価センター（以下「セン
ター」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項
を定めるものとする。

	 （目的）
第２条　センターは、秋田大学における教育、研究の質

の一層の向上を図るとともに適切な大学運営に資する
ことを目的とする。

	 （業務）
第３条　センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
　一	 	全学的事項に係る点検・評価及び外部評価（以下

「点検・評価」という。）の企画・立案・実施に関す
ること。

　二	 	点検・評価に係る情報の収集、分析及び提供に関
すること。

　三	 	各事業年度に係る業績に関する点検・評価の実施
に関すること。

　四	 	中期目標の達成度に関する点検・評価の実施に関
すること。

　五	 	点検・評価に関する報告書の作成及び公表に関す
ること。

　六	 	点検・評価に関する手法、方法の調査・研究・開
発に関すること。

　七	 	第三者評価機関による評価事業の実施に関するこ
と。

　八	 	各部局等が実施する点検・評価への技術的支援に
関すること。

　九	 	各部局等の点検・評価に係る組織との連絡調整に
関すること。

　十	 	点検・評価に関する体系的かつ継続的な研修の実
施に関すること。

　十一	 	その他センターの目的を達成するために必要な
事項

	 （組織）
第４条　センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
　一　センター長
　二　専任教員
　三　その他必要な職員
	 （センター長及び副センター長）
第５条		センター長は、学長特別補佐（評価担当）をもっ

て充て、センターを統括する。
２　副センター長は、センターの専任教員をもって充て、

センター長を補佐するとともに、センターの業務を処
理する。

	 （専任教員の選考）
第６条　センターの専任教員の選考は、次条に定める秋

田大学評価センター運営委員会の意見を聴いて、学長
が行う。

	 （委員会）
第７条　センターに、秋田大学評価センター運営委員会

及び秋田大学評価センター評価委員会を置く。
２　前項に掲げる委員会に関し必要な事項は、別に定め

る。
３　センターに必要に応じて、第１項に掲げる委員会の

他に委員会を置くことができる。
４　前項に掲げる委員会に関し必要な事項は、別に定め

る。
	 （事務）
第８条　センターの事務は、企画調整課において処理す

る。
	 （補則）
第９条　この規程に定めるもののほか、センターに関し

必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この規程は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成20年５月20日から施行し、平成20年

４月１日から適用する。

秋田大学評価センター運営委員会規程
平成16年４月１日
規　則　第	38	号

	 （趣旨）
第１条	 	この規程は、秋田大学評価センター規程第７条

第２項の規定に基づき、秋田大学評価センター運営委
員会（以下「運営委員会」という。）に関し必要な事
項を定めるものとする。

	 （審議事項）
第２条　運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議す

る。
　一　秋田大学評価センター（以下「センター」という。）

の運営に関すること。
　二　センターの事業計画に関すること。
　三　センターの人事に関すること。
　四　その他センターの運営に関し必要な事項
	 （組織）
第３条　運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって

組織し、学長が委嘱する。
　一　センター長
　二　副センター長
　三　教育文化学部長、医学系研究科長及び工学資源学

部長
　四　学外有識者　１名
　五　その他委員長が必要と認める者
	 （学外委員）
第４条　前条第４号の委員の選考は、学外有識者を除い

た委員をもって審議し、その結果を学長へ報告する。
	 （任期）
第５条　第３条第４号及び第５号の委員の任期は、２年

とする。ただし、再任を妨げない。
２　前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、

前任者の残任期間とする。
	 （委員長）
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第６条　運営委員会に委員長を置き、センター長をもっ
て充てる。

２　委員長は、運営委員会を主宰する。
３　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指

名した委員が、その職務を代行する。
	 （議事）
第７条　運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ

開くことができない。
２　運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、委員長の決するところに
よる。

	 （委員以外の者の出席）
第８条　委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を

運営委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
	 （庶務）
第９条　運営委員会の庶務は、企画調整課において処理

する。
	 （補則）
第10条　この規程に定めるもののほか、運営委員会の運

営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
　　　附　則
　この規程は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成20年５月20日から施行し、平成20年

４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規程は、平成21年５月13日から施行し、平成21年

４月１日から適用する。

秋田大学評価センター評価委員会規程
平成16年４月１日
規　則　第	39	号

	 （趣旨）
第１条　この規程は、秋田大学評価センター規程第７条

第２項の規定に基づき、秋田大学評価センター評価委
員会（以下「評価委員会」という。）に関し必要な事
項を定めるものとする。

	 （審議事項）
第２条　評価委員会は、次の各号に掲げる事項を審議す

る。
　一　全学的事項に係る自己点検・評価及び外部評価	

（以下「点検・評価」という。）の企画・立案・実施
に関すること。

　二　点検・評価に係る情報の収集、分析及び提供に関
すること。

　三　各事業年度に係る業績に関する点検・評価の実施
に関すること。

　四　中期目標の達成度に関する点検・評価の実施に関
すること。

　五　点検・評価に関する報告書の作成及び公表に関す
ること。

　六　点検・評価に関する手法、方法の調査・研究・開
発に関すること。

　七　第三者評価機関による評価事業の実施に関するこ
と。

　八　各部局等が実施する点検・評価への技術的支援に
関すること。

　九　各部局等の点検・評価に係る組織との連絡調整に
関すること。

　十　点検・評価に関する体系的かつ継続的な研修の実
施に関すること。

　十一　その他秋田大学評価センター（以下「センター」
という。）が行う点検・評価に関し必要な事項

	 （組織）
第３条　評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって

組織する。
　一　センター長
　二　副センター長
　三　理事（企画調整・広報担当）が推薦する者　１名
　四　理事（教育・社会貢献担当）が推薦する者　１名
　五　理事（学術研究・産学連携担当）が推薦する者　

１名
　六　理事（総務・財務・施設担当）が推薦する者　１名
　七　各学部等の点検・評価に係る組織の代表者
　八　学外有識者　若干名
　九　その他委員長が必要と認める者
	 （学外委員）
第４条　前条第８号の委員の選考は、学外有識者を除い

た委員をもって審議し、その結果を学長へ報告する。
	 （任期）
第５条　第３条第３号から第６号の委員の任期は、２年

とする。ただし、当該委員を推薦する理事の任期を超
えないものとする。

２　第３条第８号及び第９号の任期は、２年とする。た
だし、再任を妨げない。

３　前２項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期
は、前任者の残任期間とする。

	 （委員長）
第６条　評価委員会に、委員長を置き、センター長をもっ

て充てる。
２　委員長は、評価委員会を主宰する。
３　委員長に事故があるときは、副センター長が、その

職務を代行する。
	 （議事）
第７条　評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ

開くことができない。
２　評価委員会の議事は、出席した委員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、委員長の決するところに
よる。

	 （委員以外の者の出席）
第８条　委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を

評価委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
	 （専門部会）
第９条　評価委員会に必要に応じ、専門部会を置くこと

ができる。
２　前項の専門部会に関し必要な事項は、評価委員会が

別に定める。
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	 （庶務）
第10条　評価委員会の庶務は、企画調整課において処理

する。
	 （補則）
第11条　この規程に定めるもののほか、評価委員会の運

営に関し必要な事項は、評価委員会が別に定める。
　　　附　則
　この規程は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、平成20年５月20日から施行し、平成20年

４月１日から適用する。
　　　附　則
１．この規程は、平成21年６月10日から施行する。
２．この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、

平成21年７月１日から平成22年３月31日までとする。
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研究紀要
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大学職員の専門職化－日本とアメリカの比較的考察－
評価センター　准教授　高　野　篤　子

国公私立を問わずこれまで長きにわたり日本の
大学職員は一般事務担当者として遇されてきた

（喜多村　1985）。教育学部の伝統的体質、高等教
育機関の固定的体質ないし安定的な経営条件等に
よって、高等教育の専門職を求める需要や市場は
存在しなかったとも言える（喜多村　1985）。そ
れが、21世紀になる頃には大学運営の専門職能集
団としての機能を発揮するように求められ（文部
科学省　2002）、最近では専門性を備えた職員の
養成が必要とされるようになった（文部科学省
2008）。

大学の組織の活性化や効率化、そのアクターと
しての職員といった議論の際に、しばしば参考と
されるのがアメリカの大学職員である。アメリカ
の大学の管理運営職は「教育行政者として尊重さ
れ、それにふさわしい能力と資格」（永井　1962；
2002：189）をもつというプラスの意見である。
アメリカでは、「大学の行政管理職員（アドミニ
ストレーター）」が「自律的かつ高度な専門職業
として機能し、世界で最良の大学群を生み出した
アメリカの大学システムの発展に大きく貢献して
きた」（大学行政管理学会　1996）とされる。

大場（2009a：２）は、職員が「体系化された
高度な知識を有し、知識社会で中心的位置を占め
る知的労働者である専門職（プロフェッショナル）
となることを専門職化」とし、「大学院や専門職
団体等が提供する専門的教育訓練を前提とするも
の」と位置付け、日本の大学職員の専門職化につ
いて次のように述べている。日本では新規学卒者
が職員として採用され、終身雇用のもとで様々な
職務を経験し、特定領域の専門性育成は必ずしも
重視されず、大学職員の専門職化は進展してはこ
なかったし、今後進展する見込みも薄い（大場	
2009b：13－23）。専門職化が最も進んでいるアメ
リカは、教職員の流動性が高く、職員の労働市場

や専門職団体が発達しているといった米国特有の
環境においてのみ機能するものである（大場	
2009a：８）。

確かにアメリカには数多くの専門職団体が存在
する。そして、専門職団体のみならず「教育学部
における高等教育専攻課程が教員外専門職の養成
教育」（館　2002：12）を行なっている。

本稿は、アメリカの大学における管理運営の専
門職が誕生した過程と現状を統計および文献資料
を通して、いま一度アメリカの大学職員がどのよ
うに専門職化しているのか、それは日本と全くか
け離れた状態なのかを検討し、日本の大学の職員
の専門職化を促す方策について考察する。

１．大学の管理運営専門職の出現
アメリカの高等教育システムは少数者の教養教

育を中心とするエリート型高等教育として出発し
ている。植民地時代にアメリカ大陸に渡ったイギ
リス人たちは、国家の有能な統治者、学問のある
聖職者、教養ある市民の育成を目指していた

（Rudolph　2003：28－45）。教育機関をつくった
学外者であるレイマンたちは、大学を管理運営す
る責任を担う学長を見つけなければならず、当時
の学長は一人で管理運営と教育の仕事をこなして
いたとされる（Trow：1991）。理事会が聖職者に
よって構成され、管理部門や教授会といっても一
人の学長と一握りの教員から成り立つ小規模な大
学が、複雑になるに従い、理事会は事実上の権限
を学長に委譲するようになる（Birnbaum　1992：
18）。

ところが、就学者数が増加し始めるにつれ、学
長は学長としての任務を一人ではこなしきれなく
なり、最初にライブラリアン、続いて、カリキュ
ラムに選択科目ができ履修記録の管理が複雑に
なったためにレジストラー（学籍・成績管理）と
いう職が登場する（Tucker　1993：14－15）。保

　　はじめに
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坂（2004：９）は、1930年代に入ってからアドミッ
ション・オフィサーやカウンセラーがレジスト
ラーの仕事の一部を担当するようになり、レジス
トラーの仕事は成績管理に集約されていったとし
ている。Tucker（1993：14－15）の説明による
と以下の通りとなる。就学者とカリキュラムの拡
張が進む1890年代に、増えた学問分野（discipline）
や教学上の問題に対処するために学部長（dean）
が誕生したという。さらに、学部長は教授団の長
となり、男子学生部長と女子学生部長が学生サー
ビスの責任を担うようになる。入学者選抜、広報
の部長（director）等、新しい管理運営の職が加わっ
た。副学長室（office	of	vice-president）が1800年
代末に少数の大規模な大学ではじめて設置され、
20世紀半ばまでにアメリカのほとんどの大学で置
かれるようになった。ライブラリアン、レジスト
ラー、学部長等は教員のパートタイムの仕事で
あった。学生の増加にともない、学長はフルタイ
ムのチューター（tutor）や教授（professor）を
雇う必要が生じた。1800年代半ばになって初めて
ハーバード大学とバージニア大学で教員の集団が
教育研究組織の学科（department）ごとに分か
れることになる。「疲れた聖職者」（Tucker（1993：
15）が修辞学から自然哲学まで全てを教える時代
は終わり、ドイツの大学の影響を受けディシプリ
ンごとに科学の真理を探究する専門を教える時代
へと変化していくのである。

19世紀末の研究大学の台頭や教授団の出現ま
で、学長は絶対的な権威を保持していたとされる

（Trow：1991）。大学の機能と活動範囲の拡大に
伴い、学長、ライブラリアン、教授団のセクレタ
リー、レジストラー（学籍管理）、副学長、学部
長（ディーン）、女子学生部長、1900年代になっ
てから経営主任（chief	business	officer）、同窓会
のセクレタリー、副学部長、男子学生部長が順番
に登場した（McGrath　1936）。やがて広報活動、
教会・市民・学生・教授会との関係等すべての事
柄に対応するようになり、人数の膨れ上がった管
理職たちは同業者たちからなるクラブをつくり、
所属機関の壁を破り、助け合うようになっていく

（Rudolph　2003：393－394）。その一例が、大学
への入学基準の標準化の動きであり、大学協会や
大 学 基 準 協 会 等 の 出 現 に つ な が っ て い く

（Rudolph　2003：395－396）。つまり、アメリカ
の大学は「単純な機関から複雑な組織に発展して
いくのに際し、…＜中略＞…専門的に訓練された
学者」の登用だけでなく、「新しい種類の執行役員、
新しい財政手段、新しい管理運営を必要とし」組
織化されていくのである（Rudolph　2003：380）。

〔表１〕は19世紀から20世紀にかけての各管理
運営職の授業担当者の割合を示したものである。
これによると管理運営職が徐々に授業を担当しな
くなっていくことが分かる。

	

〔表１〕アメリカの32大学の管理運営職の教育負担者の割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

＊McGrath,	 Earl	 James,	 1936,	The	Evolution	 of	Administrative	Offices	 in	 Institutions	 of	Higher	 Education	 in	 the	
United	States	from	1860	to	1933 ,	doctoral	dissertation,	the	University	of	Chicago.	195より作成。

職名
年

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1933 全体
学長 88.8 90.0 81.2 87.5 62.5 56.2 37.5 9.4 6.3 67.8
副学長 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 83.3 60.0 80.0 87.2
学部長 100.0 100.0 100.0 100.0 96.0 93.1 86.2 90.3 96.7 97.0
男子学生部長 100.0 50.0 75.0 66.7 67.9
女子学生部長 0.0 57.1 85.7 75.0 60.0 44.4 70.0 60.0 45.0 61.6
教授団セクレタリー 76.5 79.0 87.0 91.3 81.5 61.5 60.0 61.5 57.7 90.8
レジストラー 75.0 83.3 85.7 55.0 43.3 34.5 35.7 25.0 21.4 56.1
ライブラリアン 69.6 78.6 64.5 50.0 37.5 37.5 38.7 34.4 37.5 55.6
副学部長 50.0
同窓会セクレタリー 7.9
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上級の学位を授与する課程によるアカデミック
な訓練が必要なのは、学長、副学長、学部長、男
子学生部長、副学部長であり、女子学生部長、教
授団セクレタリー、レジストラー、ライブラリア
ン、同窓会セクレタリーは彼らほどの上級の学位
課程における訓練を必要とされていない。

Altbach（2003：160－161）は、アメリカで最
初に発達した大学における管理運営の領域は学生
管理であり、カウンセリング、ガイダンス、学生
の課外活動、学寮や学生施設の運営に関する職務
の能力開発が行われたと述べている。学生管理に
続いて、財政管理、法制事務等の他の領域が発達
したという（Altbach　2003：160－161）。大学の
規模が拡大し、複雑化するにつれて、数多くの管
理業務を遂行するために判例、連邦政府の規則、
経営情報システム、奨学金関連の事務処理、補助
金や契約事務、およびその他多くの分野に関する
特殊な専門知識が必要とされた（Birnbaum	
1992：20）。

そして、20世紀に入る頃から教授団がより専門
分化することにより、大学の多くの権限、特にカ
リキュラムと教員人事については、学長からさら
に教授会に委任されるようになったのである

（Birnbaum　1992：18）。やがて、教員が管理職

に一時就任し、また教職に戻るといった素人の管
理運営の時代は、終わりを告げる（Birnbaum	
1992：20）。これが、Trow（1976：194－95）の
予測した、高等教育のユニバーサル化が進むと「管
理専門職」が大学運営の担い手となるということ
であろう。

もともとアメリカの大学は、教育と教育に関す
る事務も学長が一人で行なっていたのである。最
初に登場した管理運営職は教員がパートタイムで
行っていた。学生数の増加と組織の拡大および複
雑化につれて、管理運営の専門職が出現していっ
たのである。しかも、それは教員の教育の負担を
減じて、管理運営の仕事へ専念させるような形態
をとったようである。現在のアメリカの大学は、
大学院教育を重視する研究大学から、学士課程段
階の教養教育に専念するリベラルアーツ・カレッ
ジ、短期高等教育や職業訓練や継続教育等を担う
コミュニティ・カレッジに至るまで、多彩な学生
を対象とし多様な水準の教育機能を包有する。と
りわけ教育機能の重視から職員の管理運営の専門
職化が進んでいったのである。

２．アメリカの大学の職員の構成
前節では、アメリカの大学が組織化されていく

次の〔表２〕は、1860から1933年の間の32大学
における管理運営職が保持する学位の割合であ
る。ここでの職業学位の大部分は医学博士号

（M.D.）と法学博士（LL.B.）である。博士号を持
つ割合が最も高いのが学部長である。

	

〔表２〕アメリカの32大学の管理運営職の最終学位の割合　　　　　　　　　　（％）

＊McGrath,	Earl	 James,	 1936,	The	Evolution	 of	Administrative	Offices	 in	 Institutions	 of	
Higher	 Education	 in	 the	United	 States	 from	 1860	 to	 1933,	 Education	 in	 the	United	
States	from	1860	to	1933 ,	doctoral	dissertation,	the	University	of	Chicago.	199より作成。

学位無 学士 修士 博士 職業学位
学長 2.6 8.9 53.3 30.4 4.9
副学長 2.6 53.8 38.4 5.1
学部長 6.7 34.5 54.5 4.2
男子学生部長 32.1 25.0 39.3 3.6
女子学生部長 15.4 29.1 37.1 16.0 2.3
教授団セクレタリー 6.8 13.2 55.6 22.0 2.4
レジストラー 1.8 34.7 45.1 12.8 5.5
ライブラリアン 5.4 28.5 53.4 10.4 2.3
副学部長 29.3 36.2 31.0 3.5
同窓会セクレタリー 5.3 67.1 19.7 1.3 6.6
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のにしたがい、学長が教員へ管理運営の権限を委
譲していく過程、ならびに新たに大学組織に生じ
た機能を担う新たな管理運営職が誕生していく経

緯を見てきた。本節では、現代のアメリカにおけ
る大学の構成員の中で専門職とみなされている者
について検討する。

〔表３〕アメリカの大学の職員の構成

＊National	Center	for	Education	Statistics,	2008,	Digest	of	Education	Statistics	Table	243.より作成。

年 1987 1991 1995 1999 2003 2007
専門職 （人）（％） （人）（％） （人）（％） （人）（％） （人）（％） （人）（％）
　エグゼクティブ 133,719 6 144,755 6 147,445 6 159,888 6 184,913 6 217,518 6
　教員 793,070 34 826,252 32 931,706 35 1,027,830 36 1,173,593 37 1,371,390 39
　大学院生助手 161,464 7 197,751 8 215,909 8 239,738 8 292,061 9 328,979 9
　その他の専門職 349,722 15 426,702 17 449,807 17 523,405 18 617,701 19 711,514 20
非専門職 899,559 38 949,775 37 917,208 34 932,314 32 919,639 29 932,027 26
計 2,337,534 100 2,545,235 100 2,662,075 100 2,883,175 100 3,187,907 100 3,561,428 100

技術・専門職補佐員とは、経験、徒弟の年季、
OJTによる訓練、もしくは２年制大学における学
位や他の修了書等の職業上の特定の訓練プログラ
ムを通して獲得されるような知識もしくはスキル

が必要とされる仕事に携わる者である。プロ
フェッショナルの職務をいくらか行う者もいる
が、その役割は専門職に必要とされるほど正式な
訓練を必要としないとされ、体育や農学の技術者、

米国教育省NCES（2008a）の統計では、〔表３〕
のように構成員は2007年には約356万人にのぼる
とされ、専門職（professional）と非専門職（non-
professional）に区分されている１）。1987年と比べ
ると、2007年には専門職の占める割合が約62％か
ら約74％へと増加し続け、非専門職の占める割合
は約38％から約26％に減少し続けていることがわ
かる。アメリカの大学の職員全体の専門職化は20
年にわたり継続して進んでいると言えよう。

全体の７割強を担う〔表１〕の専門職の内訳を
NCES（2008a）を参考に見てみよう。エグゼクティ
ブ（executive/administrative/managerial）とは、
機関/組織の管理運営方針や事業運営に直接関
連する職務を担い、自由裁量で独立した判断を行
う。すなわち学長（presidents）、副学長（vice	

presidents）、学部長（deans）、部長（directors）、
学科長（department	 heads）等の管理運営の中
枢に携わる者である（NCES　2008a）。教員、大
学院生については後述する。その他の専門職

（other	 professionals）とは、教育・研究の支援、
学生サービス、機関・組織の支援に携わる者で、
学士号以上の学位もしくはそれ相当の経験が必要
とされる（NCES　2008a）。

一方、非専門職は全体の約３割弱を占める。そ
の内訳は、〔表４〕の通り、技術・専門職補佐員

（Technical	 and	 paraprofessionals）、事務・秘書
（Clerical	and	secretarial）、熟練工（Skilled	crafts）、
サービス・保全（Service	and	maintenance）となっ
ている（NCES	2008）。
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核技術者、医療支援職などがこれに相当する。事
務・秘書とは、内外の連絡、データや情報の記録・
修正など秘書的仕事に携わる者で、電話オペレー
ター、機械工、文書整理係、コンピュータ・オペ
レーターなどである。熟練工は、溶接・裁断・は
んだづけ、製本・印刷労働者、指物師、ボイラー
技師などである。サービス・保全は、警察官、警
備員、調理師、ウェイター、ウェートレス、運動
場整備係などである。

〔表１〕における学部長や学科長など教員出身
の管理運営職が多いエグゼクティブを除いて、「専
門職」の中の「その他の専門職」と「非専門職」
だけを比べてみると、「非専門職」の数は減少し

続けてはいるものの、「その他の専門職」に対す
る総数は2007年でも依然として多い。つまり、実
際の大学の現場における職員の構成を見る限り、
日本の大学職員に相当する者のうち過半数は未だ
に「非専門職」なのである。

さらに、教員について見てみる。〔表１〕には
教員の職務の内訳は掲載されていないが、NCES

（2008b：４）には、教育、研究、社会貢献の責務
を担うスタッフとして、教員の統計が掲載されて
いる（〔表５〕）。教育/研究/社会貢献を担う教員
の占める割合が２割弱で、主として教育を行なう
教員が圧倒的に多い。

Finkelstein（2005）が、フルタイム教員の役割
の変容はあまり顕在化していないが次のように
なっていると指摘する。要約すると、少なくとも
第２次世界大戦以降は、教育/研究/サービスに同
時並行的に従事するフルタイム教授こそが、典型
的なアメリカの学者であり、大学教員の標準的要
素であった。それが、導入レベルのコースでの教
育活動への専従を条件に採用されたり、自然科学
分野や専門職業分野であれば研究活動や臨床活動
への専従を、あるいはプログラムの開発・運営で
あれば専ら管理運営に従事することを条件に採用
されたりしている（Finkelstein　2005）。つまり、
高等教育のマス化によって、伝統的な大学教員の
任用とその役割の変容が迅速かつ不可視的に進行
しているのである（Finkelstein　2005）。

さらに、〔表１〕中の大学院生助手とは、パー
トタイムの教育/研究の助手である。専門職に分
類されるもののパートタイムであり、しかも学生

の身分であった（NCES　2008）。
こうしてみてくると、アメリカでは、大学の職

員である管理運営職の専門職化は「エグゼクティ
ブ」と「その他の専門職」という形態で進んでい
る。だが依然として「その他の専門職」より「非
専門職」の数の方が多い。しかも、「その他の専
門職」と「技術/専門職補佐員」との職務上の区
分は曖昧でもある。さらに、専門職に含まれる教
員と教育/研究の助手の数は漸増しているものの、
教員の職務上の役割には管理運営は含まれず、教
育に専従する教員が増え、従来の教員がもつ教育・
研究・社会奉仕の役割は少しずつ変容しているの
である。これが、学生管理すなわち教育機能の重
視から大学内の組織化および専門職化が発展する
ことにより出来上がったアメリカの大学の管理運
営の在り方なのであろう。
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３．日本の大学の職員の構成
本節では、日本の大学の職員の構成をアメリカ

と比較してみよう。〔表６〕は文部科学省が毎年

行なう学校基本調査をもとにまとめたものであ
る２）。

〔表６〕日本の大学の職員の構成

＊学校基本調査（文部科学省）より作成。占める割合（％）は小数点第一
位以下を四捨五入。

年 1999 2003 2007
本務者 （人）（％） （人）（％） （人）（％）
　学長 611 0 687 0 720 0
　副学長 273 0 490 0 729 0
　教授 56,656 18 61,400 18 66,785 19
　准教授 33,966 11 36,774 11 39,646 11
　講師 18,669 6 19,795 6 20,360 6
　助教 － － 32,783 9
　助手 37,404 12 37,009 11 6,613 2
　事務系職員 69,493 22 70,708 21 73,524 21
　技術技能系職員 12,950 4 11,172 3 10,020 3
　医療系職員 78,961 25 82,918 25 95,568 27
　教務系職員 5,086 2 4,789 1 4,467 1
　その他 7,996 2 6,209 2 5,297 1
計 322,065 100 331,951 100 356,512 100

事務系職員とは、庶務、会計、人事等の事務、
学部や研究室の事務に従事している者であり、図
書職員で司書的職務に従事している者も含まれ
る。技術技能系職員とは、建築技術者、電気技術
者、自動車運転手、工員、電話交換手等、機器の
運転操作及びこれらに準ずる業務に従事している
者である。医療系職員とは、学生の健康管理、あ
るいは附属病院等の業務に従事している医師（教
員は除く）、看護師、薬剤師、栄養士マッサージ、
はり、あん摩、診療放射線技師、歯科衛生士、歯
科技工士等である。教務系職員とは、学生の実験、
実習、実技もしくは演習の指導をしている者で、
教員でない者である。その他は、守衛、巡視、用
務員等の業務に従事している者、労務作業員、理
容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に
従事している者である。

2007年時点では、教授、准教授、講師を合わせ
ると約36％、助教と助手を足すと約11％で、教育
研究に従事する者は約47％となる。この数値は、
アメリカの2007年の教員と大学院生助手の占める
割合である約48％とほぼ同数である。さらに、事
務系職員の占める割合が約21％で、これはアメリ

カの大学のその他の専門職（約20％）とほぼ等し
い。つまり、それぞれの職務に従事するスタッフ
の占める比率は似ている。日本の大学の学長、副
学長、理事らは、アメリカの大学のエグゼクティ
ブと同様に教員出身者が多い。教育・研究の支援、
執行部の支援を行なうアメリカの大学の専門職た
ちは大学院課程修了者が多いと言われるものの、
アメリカ教育省の統計上は学士号以上の者となっ
ていた。アメリカの大学の専門職と呼ばれる職員
は、日本の大学の職員と比べて担う役割・職務・
資質が大きく異なるわけではないのではないだろ
うか。

おわりに
アメリカの大学の管理運営職で専門職化してい

るのは、管理運営の中枢を担う「エグゼクティブ」
と「その他の専門職」である。「エグゼクティブ」
とは学長・副学長・学部長等の管理運営の中枢に
携わる者であり、「その他の専門職」とは、教育・
研究の支援、学生サービス、機関・組織の支援に
携わる者で、学士号以上の学位もしくはそれ相当
の経験が必要とされる者である。	
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もともとイギリスのカレッジをモデルとして誕
生したアメリカの大学では、教員が教育も管理運
営の仕事もこなしていた。だから、管理運営の専
門職化が進むにつれ、同僚である教員を管理する
には、教員と同等の学位や能力を持つ管理運営職
が求められてきた可能性は高い。それが現在の管
理運営の中枢を担う「エグゼクティブ」であろう。

｢その他の専門職｣が日本の大学の職員に相当
するのではないかと思われる。だが、すべての職
員が専門職化しているわけではなく、｢その他の
専門職｣は「非専門職」である技術・専門職補佐
員との区分に曖昧さを残すものでもある。「専門
職」に含まれる教員の伝統的な役割は変容し、大
学院生が教育研究の助手を務めていた。

翻って、日本の大学を見ると、スタッフの構成
はアメリカの大学と類似する。事務系職員の間で
1997年に大学行政管理学会が立ち上げられ、職種
別とまではいかないが、委員会活動の他に、大学
人事研究グループ、大学職員研究グループ、財務
研究グループ、大学経営指標評価研究、研究推進・
支援研究会、学事研究会、教育マネジメント研究
会、ファシリティ・マネジメント研究会といった
職域やテーマに応じた研究会あるいは研究グルー
プ活動が行なわれている。これらは私立大学の職
員を中心とするものであったが、2005年には国立
大学マネジメント研究会が設立された。さらに、
筑波大学や立命館大学における現職の職員を主な
対象とした研修プログラムの他に、広島大学、名
古屋大学、桜美林大学、東京大学、名城大学で高
等教育の分野を専門として大学職員が学べる大学
院課程が開設されている。また、私立大学連盟や
私立大学協会、日本能率協会、私立大学情報教育
協会、私大職員研修センター、地域科学研究会高
等教育情報センター、大学セミナーハウス等の団
体により研修会やセミナーが実施されている。

職員が「体系化された高度な知識を有し、知識
社会で中心的位置を占める知的労働者である専門
職（専門職）となることを専門職化」とし、「大
学院や専門職団体等が提供する専門的教育訓練を
前提とするもの」（大場　2009）なら、日本にも

その環境は整いつつあると言えよう。これからは
大学職員が管理運営の専門職にふさわしい力量を
身につけ、専門性の効用を周囲に明示していくこ
とが重要となるだろう。

註

１）米国労働省の労働統計局（2007）によると、
中等後教育機関における管理運営職は約13万
2000人いるとされている。

２）	アメリカと比較するために入手可能な1999
年、2003年、2007年の統計数字を引用した。
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