


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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　日頃は評価センターの活動をご支援いただき、ありがとうございます。平成22年度版の『年報・
研究紀要』をお届けいたします。
　ご承知のように、本年度は、国立大学法人評価委員会による平成21年度の業務実績に関する評
価（年度評価）とともに、本学の「教育・研究」、「社会貢献・国際交流」、「管理運営」の活動状
況に係る外部有識者による外部評価を受審いたしました。
　このうち年度評価は第１期中期目標期間の最終年度の評価でもあり、８月18日に国立大学法人
評価委員会によるヒアリングが行われたうえで、『①業務運営の改善及び効率化』の項目につい
ては、教員の人事評価を実施してその評価結果を処遇に反映させていることなどが評価され、中
期目標・中期計画の達成に向けて「特筆すべき進捗状況にある」（５段階評価の「Ⅴ」）という高
い評価を受けました。『②財務内容の改善』、『③自己点検・評価及び情報提供』、『④その他業務
運営に関する重要事項』の各項目については「順調に進んでいる」（同「Ⅳ」）と評価されました。
また、全法人の特色ある取組の事例として、本学では安全保障輸出管理規程の制定、男女共同参
画や国際交流の推進等が紹介される一方、今後の取組に期待される項目として人件費削減、附属
病院における「あきた治験ネットワーク」による臨床治験の活性化があげられています。
　これをふまえてこの２月に、第１期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
が示されました。暫定評価で改善を要する点とされた大学院博士課程の定員充足、成績評価の基
準・方法等の策定などについては、いずれも改善されており顕著な変化が認められるとされ、そ
の結果、中期目標の達成状況について『業務運営の改善・効率化』の項目では、暫定評価の「お
おむね良好」が「良好である」に改められました。その一方、『財務内容の改善』の項目では、
科学研究費補助金の申請・採択件数が減少しているとして、暫定評価の「良好」が「おおむね良
好」とされています。この点については意見の申立てをする予定です。なお、今後の取組に期待
される項目として、人件費削減や附属病院における卒前・卒後の教育体制の強化、麻酔医確保の
さらなる取組があげられています。
　後者の外部評価（実地調査）は、事前の書面調査による意見等をふまえ、10名の外部評価委員
のうち９名の方々の出席のもと２月21日に開催されました。本学では、平成18年度に外部評価を
実施していますが、２回目となる今回の外部評価では教育・研究（委員長：中村慶久岩手県立大
学長）、社会貢献・国際交流（同：町田大輔国際教養大学副学長（兼）事務局長）、管理運営（同：
柚原義久秋田県立大学副理事長）の３委員会を設置し、それぞれ教養基礎教育の充実、外部資金
獲得の方策・体制の向上、大学開放事業の促進・自治体や他大学との連携活動の強化、留学生や
教員・研究者の受入・派遣の拡充、「吉村プラン」にもとづく機動的・戦略的な大学運営の実践
などについて意見交換を行いました。活発な質疑応答のなかで数々の貴重な提言等をいただきま
したが、時間が限られたため取り上げられなかった多くの課題を含め、発表予定の報告書で紹介
させていただきたいと思います。
　大学評価の目的は、大学の使命である教育・研究・社会貢献等について評価を受けて、教育・
研究活動等の質を向上させるとともに、その結果を公表して社会との協業を進めることにありま
す。今後とも各部局等と密接な連携を図って本学にとって重要な評価活動を進めていくつもりで
すので、これまで以上に評価センターへのご支援とご協力を心からお願いいたします。

◆巻頭言　　平成22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１期中期目標期間において、大学評価・学位授与機構や各大学で評価の効率化を目指
して大学情報データベースの構築が進められた。筆者は所属大学において大学情報データ
ベース（研究者データベース）の構築に携わってきた。その経験から雑感を述べたい。
　各大学において所属研究者の情報を把握・公表することの重要性は言を俟たないが、研
究者データベースを各大学が個別に作成することには功罪がある。功は各大学の個性を生
かした広報や評価が可能になること、罪は他学への異動時に教員に余計な負担をかけるこ
とである。現状では流動性の高い研究者ほど、データベースの度重なる再構築を求められ
る。結果として、「ReaDに登録するから勘弁してくれ」となる。
　対策として考えられるのは、大学間で共通の部分と、各大学の独自の部分に分けて、少
なくとも共通データについては、国や大規模な大学コンソーシアムに蓄積を任せることだ。
各大学のHPでは両者を統合した形で表示されるようにすれば良い。研究者の所属大学の
実務担当者からはフルアクセス、他学からは少し限定されたアクセスを可能にすれば、大
学としても構築のインセンティブが湧くだろう。データの管理は各大学に委託しても良い
だろう。
　学内で蓄積した研究者データは、現状把握のため不可欠だが、それだけで大学に戦略を
与えてくれるものではない。他学と比較してどうなのかを知る必要がある。研究者データ
ベースの共通化は、このような目的にも資する。研究者データベースとは異なるが、大学
評価・学位授与機構の大学情報データベースは、そのために必要なものであった。法人評
価を意識しすぎていたために、公私立大学が捨象されてしまった点や、大学単位でのデー
タが公表されなかったために、各大学が独自にベンチマークを実施する上でも障害があっ
た点は残念であった。事業仕分けにより見直されるようであるが、大学セクタ全体を俯瞰
できるデータベースとして再生して欲しいと願う。
　周知のように、学校教育法施行規則が改正され、この４月より各教員の有する学位や業
績の公表が義務付けられる。上述の私の雑感など斟酌する余裕もなく、その対応のため研
究者データベースの充実に尽力している大学も多いであろう。これにより各大学の負担は
一層増すことになるが、その一方で、それまで入手することが困難であった他学の教員に
ついてのある程度網羅的なデータが得られるようになる期待もある。フォーマットが異な
るデータベース同士の比較はかなりの労力を要するが、これを機会に地域大学の人的資源
の分析や競合する大学（学部）とのベンチマークなど多面的な分析に取り組んでみてはど
うだろうか。

大学情報データベース再考
山形大学　評価分析室　 　　　

准教授　山　下　泰　弘 

特別寄稿特別寄稿
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　平成22年４月から教育文化学部点検・評価委員会委員長を務めることとなり、あわせて
評価センター評価委員を仰せつかりました。学部独自の評価項目である附属学校園関係を
取り扱う附属学校委員会の委員長も務めさせていただいている関係で、附属学校園に関わ
る中期目標・中期計画について述べさせていただきたいと思います。
　第一期中期目標・中期計画は、試行的な意味合いもあってか本学部附属学校委員会では
14項目もの目標・計画を立て、年度計画に沿ってその目標・計画を達成するための措置が
講じられてきました。第二期の中期目標・中期計画を策定するにあたっては国立大学法人
評価委員会から「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」において、「附
属学校は、学部・研究科等における教育に関する研究に組織的に協力することや、教育実
習の実施への協力を行う等を通じて、附属学校の本来の設置趣旨に基づいた活動を推進す
ることにより、その存在意義を明確にしていくことが必要ではないか。」と提言されました。
　これを踏まえて文部科学省高等教育局大学振興課長より、附属学校についての検討に資
する方向性を提示するという視点から、「国立大学附属学校の新たな活用方策に関する検
討とりまとめ」が示されました。本学においてもこの「検討とりまとめ」に添う形で第二
期中期計画・中期目標をたてる際に整理統合し、２項目の目標とそれを達成するための措
置として４項目の計画を立ててスタートしたところです。
　日本教育大学協会ではこの「検討とりまとめ」が出されたのを受けて、今何が問題なの
かについて現状と課題を検討するために附属学校委員会を立ち上げ､平成21年度と平成22
年度の２回に渡って研究協議会を開催して協議してきました。その間、平成22年８月には
附属学校園を持つ各大学・学部の大学側からの考え方や取り組み状況を把握するためのア
ンケート調査が行われ、12月に開催された研究協議会においてアンケート結果の集計速報
版及び現状分析の附属学校委員会提案（原案）が示されました。その中では様々な問題点
が浮き彫りにされてきておりますが、附属学校園の組織運営における改善の方向性や大学・
学部教員と附属学校園教員とのさらなる連携協力による共同研究の推進、附属学校園間の
連携、県・市の教育委員会や公立学校との連携のあり方など、その殆どが本学部と附属学
校園とが抱えている課題と重なるものといえます。
　「検討とりまとめ」では、附属学校園を、国の教育政策の推進に寄与する拠点校、ない
しは地域の推進に寄与するモデル校として育成するための方策が示されていますが、研究
協議会ではそのことを大きくクローズアップして議論されました。印象に残ることとして
この２つは並列しておかれてそのどちらかを目指すというのではなく、「地域のモデル校」
として研究施策をすすめることによって「国の拠点校」となりうるものが見えてくるので
はないかということ、それと委員長の最後の発言にあった、今問題となっているのは大学・
学部の側がいかに本気で附属学校園の存在意義は何かを再検討し、策定された目標・計画
を遂行していくかが問われているということです。

附属学校園評価について
教育文化学部　教授　笠　原　幸　生 

評価委員からの寄稿評価委員からの寄稿
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工学資源学部を教育面で評価する際には、JABEE（日本技術者認定機構）という言葉
がよく出てくる。いまではよく知られているが、JABEEは、大学、短大、高専の専攻科
などで実施されている技術者教育プログラム（教育内容、教育方法、設備、運営方法など
を含む専門教育単位の総称）が、社会の要求水準を満たしているかどうかを評価し、要求
水準を満たしている教育プログラムを認定する非政府の専門認定機関である。学部の多く
の学科がJABEEにより認証されており、第一期中期計画時の評価のように大学評価の専
門家からの評価は高いが、まだ就職の際の産業界の評価につながっていないため、
JABEE認証を費用対効果の面で疑問視する向きがある。これは全国的にも同様である。
しかし、教員個人の考え方に大きく依存していた日本の大学教育に与えたJABEE認証の
効果は非常に大きく、認証を受けていない大学でもJABEE認証制度が始まる以前とは教
育内容や方法などに雲泥の差がある。このことの原因は、認定された大学の影響を直接受
けたこともあるが、JABEE認証が出現してから行われたJABEE以外の機関による評価の
実施方法と内容、特に点検項目の具体的内容がほぼJABEEのやり方に準拠していたこと
である。品質管理の分野のPDCAサイクルという用語が大学教育に根付いたのはJABEE
認証が始まって以降のことで、大学の評価と教育改善へのJABEEの影響は非常に大きい。
はじめてJABEEという言葉が工学資源学部内で流布しはじめたのは平成12年で、
JABEEが正式に発足したのが平成11年であるから丁度翌年に当たる。平成10年に鉱山学
部が工学資源学部に改組し、学科の構成と教育内容が新体制に移行したが、改組後も、教
育が種々の面でほぼ完全に教員個人にゆだねられたままで、教育方法、教育内容、学生へ
の周知などについての改善作業を先送りして新学部として出発した。平成12年は学年進行
によって新旧学部生が共存していた時代で、教員は新旧のカリキュラムをさばかなければ
ならないために非常に多忙であった。このため、教える内容以外の面で何とか合理化しよ
うと考えるようになり、結果的にJABEE認証の力を利用した教育改革に至った。
まず取り組んだのがシラバスの作成であったが、統一的書式への移行がなかなか進まな
かった。これは、まだシラバスに対する認識が低く、講義を受けるにあたってのガイド程
度と考えていた教員が多かったためである。丁度その折、JABEEが行おうとしている内
容がおぼろげに伝わり始め、FDなどによりシラバスの意味も認識されるようになって、
学部統一書式によるシラバスの完成を見た。これが嚆矢となり、学習・教育目標が整備さ
れ、次第に現在の教育プログラムに近づいた。準備が徒労に終わる評価の受審もあるが、
最初のJABEE審査は、大変憂鬱な作業にもかかわらず、結果的にプラスであったと思う。

工学教育の改善とJABEEによる評価
工学資源学研究科　教授　泰　松　　　斉 

評価委員からの寄稿評価委員からの寄稿
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評価には様々な意味合いがある。例えば日本が技術立国として生きていくためには、技
術や製品の優劣や性能などの評価判断が重要になってくる。具体的には、ある製品を評価
するには何を基準として判断すべきものなのか、言い換えればどのような尺度をもって製
品の評価をすべきであるか、常に考える必要がある。そして評価する側には、先ず評価す
る技術能力があるかどうか、次に評価が的確であるかが要求される。一方、各人の持つ潜
在的な能力を評価するためには、どのような手法でもって、その能力を評価すべきかを考
えなければならない。
教育的な観点から、教員が学生の潜在能力を引き出すことを考えてみると、入学してか
ら卒業するまでの教育課程で、どのような手法をもって学生の能力をとりだすかが重要に
なってくる。どんなに良い教育プログラムを用意しても、このプラグラムを消化させるた
めの力を持っていなければ何の評価にも値しないと思われる。教育プログラムが信用に足
るものとなるためには、教員が少なくとも十分な教育に対する能力と知識を持ち、さらに
学生に十分な学習能力が備わっているどうか判断するための教育的な訓練を受けていなけ
ればならないと考える。したがって、評価をする上で重要なことは評価に対する信用性が
なければ、どんな評価も意味のないものとなってしまうばかりか、評価そのものが崩壊す
る危険性をはらんでいる。
教員や学生ばかりでなく、教育機関そのものも評価の対象となる。法人化された国立大
学においては評価制度があり、さらにこれを評価する外部委員会の設置と有識者による評
価が課せられているように、独立行政法人国立高専機構においても各高専に中期目標・中
期計画に関するガイドラインを提示し、これに基づいて本校も含め51高専が地域に特化し
た特徴ある目標と計画（第２期の中期目標・中期計画（H.21～H.25）が進行中）を立案し、
この目標に至るために年度計画を立て、年度ごとにこれらの到達状況をその都度報告する
ことが義務づけられている。
このように、「評価」とは、評価する側または評価される側、さらに評価する能力を有
するか否かなど、複雑な問題を抱えていることは事実であり、いずれにせよその任にあた
る人の知識、専門性さらには公平性が求められている。

評価雑感
秋田工業高等専門学校　副校長・教授　対　馬　雅　己 

評価委員からの寄稿評価委員からの寄稿
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１　全体評価

　秋田大学は、「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することを目指してい
る。
　業務運営については、教育系職員について、人
事評価を本格実施し、評価結果を勤勉手当に反映
しており、評価できる。また、「女性教員の比率
向上のためのポジティブアクション」を推進し、
女性教員の採用促進に向けた取組がなされている
ほか、病児・病後児保育施設や男女共同参画推進
室に支援相談窓口を設置するなど、仕事と育児等
の両立を支援する取組が行われている。
　財務内容については、研究内容や研究成果等の
積極的な情報発信、シーズ・ニーズとのマッチン
グ活動を積極的に行い、外部資金の積極的な獲得
に取り組んだ結果、共同研究、受託研究及び奨学
寄附金による外部資金の受入金額が増加してい
る。その他業務運営については、秋田県と土地交
換を行い、ベンチャーインキュベーションセン
ター（産学連携施設）を建設し、民間企業等との
共同研究や人材育成の向上を図っている。
　教育研究等の質の向上については、様々な学問
領域から秋田を考察することにより秋田の魅力を
再発見し、地域を理解する視点を持つことを目的
として、学際的研究に基づく共通学習プログラム
「秋田戦略学Ⅰ」、「秋田戦略学Ⅱ」を開講し、県
内９高等教育機関等に配信している。また、３年
次授業科目に「地域医療学」と「早期地域医療研
修」を、１年次授業科目に「地域医療」を開設し
たほか、初年次ゼミに地域医療体験を組み入れる
など、地域医療学教育の充実を図っている。

２　項目別評価

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に関する目標
　①運営体制の改善
　②教育研究組織の見直し

　③人事の適正化
　④事務等の効率化・合理化

平成21年度の実績のうち、下記の事項が注目され
る。

○　教育系職員（教員）について、「国立大学法
人秋田大学教員評価指針」に基づく人事評価を
本格実施し、評価結果を平成21年12月の勤勉手
当から反映しており、評価できる。
○　各理事及び各学長特別補佐所掌分の年度ごと
のビジョンを示した「秋田大学マニフェスト」
を教育研究評議会において説明するとともに、
全教職員に配付して周知している。
○　全学戦略推進経費（２億5,300万円）により、
キャンパス情報ネットワーク整備、設備マス
タープランに基づく設備更新、図書館機能の整
備及びキャンパス内の環境整備を行い、教育研
究基盤の整備充実を図っている。
○　「女性教員の比率向上のためのポジティブア
クション」を推進し、女性教員の採用促進に向
けた取組がなされているほか、病児・病後児保
育施設や男女共同参画推進室に支援相談窓口
（コンシェルジュ・デスク）を設置するなど、
仕事と育児等の両立を支援する取組が行われて
いる。
○　資源教育と研究の拠点を形成するとともに、
資源保有国からの資源系大学・研究所等の設立
や技術協力、人材養成の要請への対応等を目的
に国際資源学教育研究センターを設置してい
る。
○　平成16年度から平成20年度までの評価結果に
おいて評価委員会が課題として指摘した、大学
院博士課程の学生収容定員の未充足について
は、入学定員の見直し等により学生収容定員充
足率が93.9％となっており、指摘に対する取組
が行われている。
○　平成20年度評価結果において評価委員会が課
題として指摘した、事務系職員に対する人事評
価結果の給与等への処遇反映については、人事

国立大学法人評価委員会による
平成21年度に係る業務実績に関する評価結果
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評価を実施し、その結果を平成21年６月の勤勉
手当から反映しており、指摘に対する取組が行
われている。

○　平成20年度評価結果において評価委員会が課
題として指摘した、外国人・女性・障害者の採
用促進については、「外国人教員の雇用促進の
ためのアクションプラン」を策定するとともに、
「女性教員比率向上のためのポジティブアク
ション」を推進するなど、外国人教員・女性教
員の積極的採用の取組を促進し、外国人教員比
率は1.6％、女性教員比率は15.5％となっている。
障害者の採用においても、平成20年度末での退
職者の補充等により法定雇用率維持に取り組
み、法定雇用者数を確保しており、指摘に対す
る取組が行われている。

【評定】中期目標・中期計画の達成に向けて特筆
すべき進捗状況にある

（理由）年度計画の記載33事項すべてが「年度計
画を上回って実施している」又は「年度
計画を十分に実施している」と認められ
るほか、教育系職員（教員）の人事評価
を実施し、その評価結果を処遇させてい
る取組が行われていること等を総合的に
勘案したことによる。

（２）財務内容の改善に関する目標
　①外部研究資金その他の自己収入の増加
　②経費の抑制
　③資産の運用管理の改善

平成21年度の実績のうち、下記の事項が注目され
る。

○　研究内容や研究成果等の積極的な情報発信、
シーズ・ニーズとのマッチング活動を積極的に
行い、外部資金の積極的な獲得に取り組んだ結
果、共同研究、受託研究及び奨学寄附金による
受入金額は、９億6,255万円（対前年度比8,418
万円増）となっている。

○　資金繰りを工夫した資金運用により、資金運
用益を確保し、国際交流支援事業や生活支援金
貸与等の学生支援事業に活用している。

○　中期計画における総人件費改革を踏まえた人
件費削減目標の達成に向けて、着実に人件費削
減が行われている。今後とも、中期目標・中期
計画の達成に向け、教育研究の質の確保に配慮
しつつ、人件費削減の取組を行うことが期待さ
れる。

【評定】中期目標・中期計画の達成に向けて順調
に進んでいる

（理由）年度計画の記載６事項すべてが「年度計
画を上回って実施している」又は「年度
計画を十分に実施している」と認められ、
上記の状況等を総合的に勘案したことに
よる。

（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

　①評価の充実
　②情報公開等の推進

平成21年度の実績のうち、下記の事項が注目され
る。

○　広報コーディネーターを新たに採用し、広報
研修による教職員の広報スキル強化を行うとと
もに、プレスコンタクト業務による全国紙面へ
の学長インタビューの掲載を行っている。
○　総合学務支援システムのセキュリティ強化の
ため、学務系担当者、保健管理センター看護師
等のパソコンに生体認証システム（指静脈認証
装置）を導入している。

【評定】中期目標・中期計画の達成に向けて順調
に進んでいる

（理由）年度計画の記載６事項すべてが「年度計
画を上回って実施している」又は「年度
計画を十分に実施している」と認められ、
上記の状況等を総合的に勘案したことに
よる。

（４）その他業務運営に関する重要目標
　①施設設備の整備・活用等
　②安全管理
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平成21年度の実績のうち、下記の事項が注目され
る。

○　秋田県と土地交換を行い、ベンチャーイン
キュベーションセンター（産学連携施設）を建
設し、民間企業等との共同研究や人材育成の向
上を図っている。

○　「学習者中心の教育」の推進及び情報教育環
境の充実を図り、学生へのワンストップサービ
スを行うため、学生支援棟を設置している。

○　平成20年度に実施した手形キャンパス全域へ
の環境活動の取組に対し、環境マネジメントシ
ステム（ISO14001）を認証取得するとともに、
環境方針の周知や内部監査等の活動を推進した
結果、認証登録が更新されている。

○　大規模地震を想定した手形地区総合防災訓練
（教職員・学生約1,000名参加）を実施して防災
意識の向上を図るとともに、消火訓練及び
AED（自動体外式除細動器）操作説明会を実
施して災害時における対処方法の再確認を行っ
ている。

○　安全保障輸出管理の確実な実施を図り、国際
的な平和及び安全を維持し、教育研究機関とし
て国際的な安全保障に貢献することを目的とし
た安全保障輸出管理規程を制定している。

【評定】中期目標・中期計画の達成に向けて順調
に進んでいる

（理由）年度計画の記載19事項すべてが「年度計
画を上回って実施している」又は「年度
計画を十分に実施している」と認められ、
上記の状況等を総合的に勘案したことに
よる。

Ⅱ．教育研究等の質の向上の状況

評価委員会が平成21年度の外形的進捗状況につい
て確認した結果、下記の事項が注目される。

○　自学自習の英語学習システムの平成22年度入
学者からの全員登録を決定している。また、年
度末に英語力向上・英語教育の効果を測定する
ため、プレイスメントテストを実施している。

○　様々な学問領域から秋田を考察することによ
り秋田の魅力を再発見し、地域を理解する視点
を持つことを目的として、学際的研究に基づく
共通学習プログラム「秋田戦略学Ⅰ」、「秋田戦
略学Ⅱ」を開講し、県内９高等教育機関等に配
信している。
○　附属図書館ウェブサイトの秋田大学学術情報
リポジトリのページに研究者総覧のリンクを貼
り、総合的な検索を可能としている。
○　平成22年度から７名の医学部医学科定員増が
認められ、１学年117名、学士編入学者５名で
医師養成することとなり、そのうち地域枠は27
名（入試段階で選抜する20名及び３年次学生か
ら選抜する７名）となり、多様な学生の受入れ
を図っている。
○　３年次授業科目に「地域医療学」と「早期地
域医療研修」を、１年次授業科目に「地域医療」
を開設したほか、初年次ゼミに地域医療体験を
組み入れるなど、地域医療学教育の充実を図っ
ている。
○　学生の経済支援と正課外学習経験を目的に、
インターンシップ型学内業務への参加制度
（AUSS）を立ち上げ、大学業務に54名の学生
が参加している。
○　リサイクルと製錬技術を融合した資源循環型
の技術開発に貢献することを目的に「リサイク
ルプロセシング講座」（寄附講座）を開設して
いる。
○　横手分校を設置し、中学生向け科学教室やモ
デルロケット教室等を実施するとともに、社会
人向け保健医療系講座、歴史講座を実施してい
る。また、学生による「地域特産品：いぶりがっ
こ」製造プロジェクトを実施している。
○　学術交流協定校との連携強化、協定校数の拡
大、外国人留学生受入数の拡大、広報等を目的
に海外６か国（地域）に「秋田大学国際連携コー
ディネーター」を６名配置している。
○　海外９か国10大学の学長や国際交流担当副学
長と「秋田大学国際交流シンポジウム」を開催
するともに、４大学と大学間学術交流協定を締
結している。
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附属病院関係
○　優れた医療人育成のために、秋田県と共同で
県内の臨床研修医全員を対象とした研修医講習
会（レジデントスキルアップキャンプ）を実施、
「先輩女性医師と語る女子医学生キャリアパス
設計相談会」を実施するなど、豊富なプログラ
ムを提供している。

　　診療では、新病棟が稼働を開始し、最新鋭の
内視鏡装置等を導入して総合的検査・治療の利
便性と診療の質の向上に取り組んでいる。

　　今後、引き続き、魅力ある研修プログラムの
提供で初期・後期研修医の確保に努めるととも
に、平成22年度から開始予定の「あきた治験ネッ
トワーク（仮称）」による臨床治験の活性化に
向けたさらなる取組が期待される。

○　教育・研究面
　・　先進医療プロジェクトコンペを開催し、優
れた研究に対して研究費の予算配分を行うな
ど、高度先進医療の開発と推進のための取組
を実施している。

○　診療面
　・　秋田県がん診療連携拠点病院としての体制
整備を図るために、化学療法部と緩和ケアセ
ンターを新たに設置させ、また、化学療法部
が中心となり、「キャンサーボード」を立ち
上げ定期的に開催するなど、診療体制を充実
させている。

　・　医療安全管理部に専任教員（准教授）を配
置、ジェネラルリスクマネージャー（GRM）
として活動を開始、また、診療科長による一
日医療安全管理部長体験キャンペーンとし
て、３名の診療科長に定期の会議（カンファ
レンス）や医療安全管理部担当者会議に参加
させるなど、院内で安全体制の強化を図るた
めの取組を行っている。

　・　新型インフルエンザ感染時においては、患
者の国内発生後直ちに県内基幹病院からの要
望に応えるために、小児の超重症肺炎症例を
収容するための体制を整備して、地域拠点病
院としての役割を果たしている。

○　運営面
　・　女性医師等職場復帰支援ワーキンググルー
プを立ち上げ、既存の保育施設に隣接して病

児・病後児保育室「ことりのおへや」を竣工
している。

・　医師処遇改善の一環として、災害派遣医療チー
ム（DMAT）の隊員に対する災害時派遣手
当を新設している。
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�１期中期目標期間に�る業務の実績に関する評価結果

国�大学法人秋田大学（��）

秋田大学は、学内すべての人的・知的財産を核として、国際的な水準の教育・研究を

遂行することにより、地域の振興と地球規模の課題の解決に寄与し、国内外で活躍する

有為な人材を育成することを基本理念として、競争的な環境のなかで個性の輝く大学を

目指したさまざまな大学改革を推進している。

中期目標期間の業務実績の状況は、平成 16 ～ 19 年度までの評価では、すべての項目

で中期目標の達成状況が「良好」又は「おおむね良好」であり、さらに平成 20、21 年度

の状況を踏まえた結果、すべての項目で中期目標の達成状況が「良好」又は「おおむね

良好」である。業務実績のうち、主な特記事項は以下のとおりである。

教育については、１年次学生を対象とした「初年次ゼミ」及び少人数による「教養ゼ

ミナール」を開講し、自ら学び考える態度を身につけさせる教育が機能している。また、

入学者選抜方法の弾力化を推進し、優秀な学生の受入れ拡大に成果を上げるとともに、「学

生支援総合センター」における就職活動支援の取組により就職率が上昇するなどの成果

を上げている。

研究については、バイオサイエンス及び資源素材系研究に対する研究費等の多面的支

援によるグローバル COE の採択、高齢者の自殺予防のプロジェクトによる研究成果の地

域社会への貢献等の取組を行っている。

社会連携については、図書館及び鉱業博物館等の大学諸施設の地域住民への開放等の

取組を行うとともに、地域の小中学生を対象とした「子ども見学デー」の開催や高校生

を対象とした出前講義・体験学習教室の実施回数が増加しているなど、地元に根ざした

社会連携の実績を上げている。

業務運営については、経営戦略会議において、大学の将来構想、経営戦略の基本方針、

戦略的予算配分、外部資金獲得戦略、支出抑制戦略、人事管理戦略、評価結果の活用等

について検討し、具体的施策に反映させている。また、全教職員に「秋田大学吉村プラ

ン」を配付し、大学運営に関するビジョンを明確に示している。

財務内容については、地域共同研究センターと知的財産本部を一体化した産学連携推

進機構を設置し、知的財産の創出・管理・運用を図るとともに、教員の競争的外部資金

申請に対する援助等の取組により、共同研究、受託研究及び奨学寄附金による外部資金

受入額は、平成 21 年度９億 6,255 万円（対平成 15 年度比２億 6,816 万円増）となってい

る。

一方、中期計画に掲げている科学研究費補助金の申請件数及び採択件数について、平

成 15 年度から平成 21 年度にかけて採択件数が減少していることから、取組が十分には

行われていない。

その他業務運営については、危機管理指針に基づき危機管理の対象となる主な事象ご

とに「危機管理対応マニュアル」を作成しているほか、排水処理及び化学物質の廃棄等

を統括する化学物質安全管理対策委員会を設置し、「化学物質安全管理規程」を制定する

など、化学物質の全学的管理体制を構築している。

国立大学法人評価委員会による
第１期中期目標期間に係る業務実績に関する評価結果（原案）
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（判断理由） 「教育に関する目標」に係る中期目標（４項目）のすべてが「おおむ

ね良好」であることから判断した。

（参考）

平成 16 ～ 19 年度の評価結果は以下のとおりであった。

（判断理由） 「教育に関する目標」に係る中期目標（４項目）のすべてが「おおむね良好」であ

ることから判断した。

（判断理由） 平成 16 ～ 19 年度の評価結果は「教育の成果に関する目標」の下に定

められている具体的な目標（５項目）のすべてが「おおむね良好」であ

ったことから、「中期目標の達成状況がおおむね良好である」であった。

平成 20、21 年度の達成状況を踏まえた結果は、５項目のすべてが「お

おむね良好」とし、これらの結果に加え、学部・研究科等の現況分析に

おける関連項目「学業の成果」「進路・就職の状況」の結果も勘案して、

総合的に判断した。

○ 中期計画で「自ら学び考える態度を身に付けさせる教育課程の編成・授業方法等に

ついて研究開発」としていることについて、1 年次学生を対象とする「初年次ゼミ」

及び少人数による学生主体型・課題解決型授業である「教養ゼミナール」を開講して

おり、自ら学び考える態度を身につけさせる教育が機能していることは、優れている

と判断される。
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（判断理由） 平成 16 ～ 19 年度の評価結果は「教育内容等に関する目標」の下に定

められている具体的な目標（７項目）のうち、２項目が「良好」、４項目

が「おおむね良好」、１項目が「不十分」であったことから、「中期目標

の達成状況がおおむね良好である」であった。

平成 20、21 年度の達成状況を踏まえた結果は、２項目が「良好」、５

項目が「おおむね良好」とし、これらの結果に加え、学部・研究科等の

現況分析における関連項目「教育内容」「教育方法」の結果も勘案して、

総合的に判断した。

○ 中期計画「選抜方法の弾力化を図り、多様な能力を持つ優秀な学生の受入れを拡大

する」について、弘前大学と試験問題を共同で作成し、また博士課程の最終試験には

教員を相互に派遣し、合同で審査する等、選抜方法の弾力化が推進されており、優秀

な学生の受入れ拡大に成果を上げていることは、優れていると判断される。

○ 中期計画「講義形式及び学生参加型授業等の方法論・効果に関する分析・評価を行

い、教員に対する研修を通じて授業の充実を図る」について、学生参加型授業の設計･

実施･評価についてのファカルティ・ディベロップメント（FD）ワークショップには

多くの教員・学生が参加していることは、新たな試みである点で、特色ある取組であ

ると判断される。

○ 平成 16 ～ 19 年度の評価において、

中期計画「平成 17 年度までに、成績評価の基準・方法等を策定する」について、

計画に沿った成績評価の基準・方法が策定されていないことは、計画に即し、改

善することが望まれる

と指摘したところである。

平成 20、21 年度においては、平成 18 年３月に策定した教養教育科目における成績

評価についての指針に基づいて成績評価を実施していることから、当該中期計画に照

らして、改善されていると判断された。

○ 中期計画「平成 17 年度までに、成績評価の基準・方法等を策定する」について、平

成 16 ～ 19 年度の評価においては、計画に沿った成績評価の基準・方法が策定されて

ない点で「不十分」であったが、平成 20、21 年度の実施状況においては改善されてお

り、「おおむね良好」となった。（「平成 16 ～ 19 年度の評価で指摘した「改善を要する

点」の改善状況」参照）

（判断理由） 平成 16 ～ 19 年度の評価結果は「教育の実施体制等に関する目標」の
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下に定められている具体的な目標（６項目）のうち、１項目が「良好」、

４項目が「おおむね良好」、１項目が「不十分」であったことから、「中

期目標の達成状況がおおむね良好である」であった。

平成 20、21 年度の達成状況を踏まえた結果は、１項目が「良好」、５

項目が「おおむね良好」とし、これらの結果に加え、学部・研究科等の

現況分析における関連項目「教育の実施体制」の結果も勘案して、総合

的に判断した。

○ 中期計画「JABEE（日本技術者教育認定機構）による認証取得を通して国際的に通

用する工学教育の推進を図る」について、日本技術者教育認定機構（JABEE）による

認証取得を計画的に行い、５学科が既に認証を取得して、また、２学科が準備中であ

り、工学教育の改善策として計画的に行われていることは、優れていると判断される。

○ 平成 16 ～ 19 年度の評価において、

中期計画「平成 19 年度までに、遠隔教育、他大学との単位互換等を視野に入れ

e －ラーニングを試行し、その効果やコスト等に関する分析・評価を行う」につ

いて、e-learning の試行及び効果やコスト等に関わる分析・評価が実施されていな

いことは、計画に即し、改善することが望まれる

と指摘したところである。

平成 20、21 年度においては、平成 16、17 年度に開発した遠隔授業システムの分

析・評価を踏まえ、その課題を解消するため、平成 20 年度採択の戦略的大学連携支援

事業において e-learning システムを開発し、事業連携校の県内８高等教育機関に同シ

ステムを設置して組織体制を整えている。また、受講者のいる機関へ講義を配信し、

遠隔教育、単位互換授業の効果を得ていることから、当該中期計画に照らして、改善

されていると判断された。

○ 中期計画「平成 19 年度までに、遠隔教育、他大学との単位互換等を視野に入れ e －

ラーニングを試行し、その効果やコスト等に関する分析・評価を行う」について、平

成 16 ～ 19 年度の評価においては、e-learning の試行及び効果やコスト等に関わる分析

・評価が実施されていない点で「不十分」であったが、平成 20、21 年度の実施状況に

おいては改善されており、「おおむね良好」となった。（「平成 16 ～ 19 年度の評価で指

摘した「改善を要する点」の改善状況」参照）

（判断理由） 平成 16 ～ 19 年度の評価結果は「学生への支援に関する目標」の下に

定められている具体的な目標（３項目）のうち、１項目が「良好」、２項

目が「おおむね良好」であったことから、「中期目標の達成状況がおおむ
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ね良好である」であった。

平成 20、21 年度の達成状況を踏まえた結果は、１項目が「良好」、２

項目が「おおむね良好」とし、これらの結果を総合的に判断した。

○ 中期計画「県内外の企業情報・求人情報の収集・企業との懇談会の開催等就職支援

体制の一層の整備・充実を図る」について、学生生活、課外活動、就職活動を支援す

るために設置した学生支援総合センターにおいて、経済団体との懇談会の開催、各種

の情報の収集、企業合同説明会の開催、インターンシップの実施等就職活動を支援す

る取組が多数行われており、就職率の上昇等の成果を上げていることは、優れている

と判断される。

○ 中期計画「生活支援、課外活動支援、就職活動支援に関する業務を行うため、『学生

支援総合センター』を設置する」について、学生支援総合センターの活動に学生が学

生協力員の制度により参画し、広報誌の編集や各種の行事の運営に当たっていること

は、学生の主体性を育てる点で、特色ある取組であると判断される。

（判断理由） 「研究に関する目標」に係る中期目標（２項目）のうち、１項目が「良

好」、１項目が「おおむね良好」であり、これらの結果を総合的に判断し

た。

（参考）

平成 16 ～ 19 年度の評価結果は以下のとおりであった。

（判断理由） 「研究に関する目標」に係る中期目標（２項目）のうち、１項目が「良好」、１項

目が「おおむね良好」であり、これらの結果を総合的に判断した。

（判断理由） 平成 16 ～ 19 年度の評価結果は「研究水準及び研究の成果等に関する

目標」の下に定められている具体的な目標（５項目）のうち、２項目が

「非常に優れている」、１項目が「良好」、２項目が「おおむね良好」で
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あったことから、「中期目標の達成状況が良好である」であった。

平成 20、21 年度の達成状況を踏まえた結果は、２項目が「非常に優れ

ている」、１項目が「良好」、２項目が「おおむね良好」とし、これらの

結果に加え、学部・研究科等の現況分析における関連項目「研究活動の

状況」「研究成果の状況」の結果も勘案して、総合的に判断した。

○ 中期計画「高齢者の心身機能保持と生活の質の向上、及び自殺予防に関する医学・

社会学的研究を支援する」について、高齢者の自殺予防のプロジェクトは秋田大学の

年度計画推進プロジェクトであり、秋田県との共同による重点的な取組として実施さ

れ、特別教育研究経費（連携融合事業）に認められるとともに、市町村に対してセミ

ナーを実施するなど、その研究成果が地域社会に貢献し、社会的に強くアピールして

いることは、優れていると判断される。

○ 中期計画「素材、資源及び環境分野の研究を推進するため、研究実施体制の充実を

図る」について、多くの教育に関するプログラムを地方自治体及び小中学校等と連携

してプロジェクトとして開催し、その研究成果を地域の学校教育に還元することによ

り、地域振興に貢献しているほか、地域の要請に基づき地域防災力研究センターを設

置し、２年間で５回のセミナーを開催するなどの積極的な取組がなされ、多くの参加

者を得ていることは、特色ある取組であると判断される。

（判断理由） 平成 16 ～ 19 年度の評価結果は「研究実施体制等の整備に関する目標」

の下に定められている具体的な目標（７項目）のうち、３項目が「良好」、

４項目が「おおむね良好」であったことから、「中期目標の達成状況がお

おむね良好である」であった。

平成 20、21 年度の達成状況を踏まえた結果は、３項目が「良好」、４

項目が「おおむね良好」とし、これらの結果を総合的に判断した。

○ 中期計画「バイオサイエンスに関する国際的な教育研究を総合的に推進する」につ

いて、バイオサイエンスと資源素材系の研究に対して、研究費、機器の導入や、研究

員・技術職員の配置等を多面的に支援し、群馬大学との連携によりグローバル COE の

採択につながったことは、優れていると判断される。
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（判断理由） 「社会との連携、国際交流等に関する目標」に係る中期目標（１項目)

が「おおむね良好」であることから判断した。

（参考）

平成 16 ～ 19 年度の評価結果は以下のとおりであった。

（判断理由） 「社会との連携、国際交流等に関する目標」に係る中期目標（１項目)が「おおむ

ね良好」であることから判断した。

（判断理由） 平成 16 ～ 19 年度の評価結果は「社会との連携、国際交流等に関する

目標」の下に定められている具体的な目標（４項目）のすべてが「おお

むね良好」であったことから、「中期目標の達成状況がおおむね良好であ

る」であった。

平成 20、21 年度の達成状況を踏まえた結果は、４項目のすべてが「お

おむね良好」であることから判断した。

○ 中期計画「本学の各種施設（図書館、鉱業博物館、体育施設等）を地域住民へ積極

的に開放するとともに、地域住民による本学でのボランティア活動を促進し、地域と

の連携を強化する」について、大学の諸施設の地域住民への開放を積極的に行い、図

書館や鉱業博物館等が多くの地域住民に利用されているほか、「鉱業博物館サイエンス

ボランティア」等地域住民によるボランティア活動を通して地域との連携が図られて

いることは、優れていると判断される。

○ 中期計画「小中高校生向けの教育サービスをそのニーズに応じて拡充・整備する」

について、「子供見学デー」等地域の小中高生を対象とする教育サービスや高等学校生

を対象とした出前講義・体験学習教室を実施し、実施回数が増加しているなど、地元

に根ざした社会連携が実績を上げていることは、特色ある取組であると判断される。
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卒後臨床研修体制において、県内の研修医を集めたプライマリケア実技講習会等を

開催するなど、地域と連携させた教育研修システムを提供している。また、県内基幹

病院と連携し、治験体制を整備するなど臨床研究を推進している。診療では、都道府

県がん診療の拠点病院として、腫瘍センター、外来化学療法室、緩和ケアチーム、相

談支援センター等を設置し、高度な医療供給体制を整備している。

今後、地域に根付く医療人の養成のために卒前・卒後の一貫した教育体制の強化、

初期研修医・専門医の確保等、さらなる取り組みが期待される。

平成 16 ～ 21 年度の実績のうち、下記の事項が される。

○ 小児科、産科、麻酔科、救急の４診療科における医師不足を解消するために、地域

の拠点病院と大学病院が総合的に連携し、４診療科に関連する充実した卒前教育と卒

後臨床研修を実施している。

○ 「都道府県がん診療連携拠点病院」に認定、また、「がんプロフェショナル養成プラ

ン」に採択され、がん医療に携わる人材養成やがん医療の水準の向上に努めている。

○ 県内基幹病院と連携した「あきた治験ネットワーク」が秋田県の委託事業として正

式に決定しており、治験の活性化に取り組んでいる。

○ 秋田県はがん死亡率が全国で最も高いため、がん診療の拠点病院として、化学療法

部、緩和ケアセンター、相談支援センター等を設置し、がん克服に取り組んでおり、

キャンサーボードを立ち上げて定期的に開催するなど、診療体制を充実させている。

○ 医療の質の向上を目的に、品質マネジメントシステム（ISO9001）を導入して認証

されるとともに、各部署が目標設定と達成度評価を行い、サービスの向上に努めてい

る。

○ 電子タグによるベッドサイド安全管理システムの研究の結果、総務省の「2007 年度

U-Japan ベストプラクティス大賞」を受賞し、医療の安全確保に努めている。

○ 平成 16 ～ 19 年度の評価結果において評価委員会が課題として指摘した、麻酔科医

師の確保ついては、麻酔科医師の減少が解消され、徐々に増加している。手術等への

影響はないものの、安定した手術運営等のためにも、専門医の確保に向けたさらなる

取組が期待される。

○ 年度当初に診療科目標値を設定して、達成状況を毎月の委員会で報告する体制の構

築や、物流管理システム（SPD）による物流の一元化と医療材料費の節減に努め、収

支状況を改善させている。

○ 医員数の回復傾向が見られ、また、７対１看護基準の取得、クラークの配置等、診

療体制を充実させている。

○ 女性医師等職場復帰支援ワーキンググループを立ち上げ、既存の保育施設に隣接し

た病児・病後児保育室「ことりのおへや」を運用している。

○ 平成 16 ～ 19 年度の評価結果において、評価委員会が課題として指摘した、施設面、
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環境面の整備については、駐車場整備、院内アメニティの充実等、患者サービスの向

上に努めていることから、指摘に対する取組が行われている。

秋田大学附属学校は、「四校園連携・相互乗り入れ授業」として、授業実践を通して生

徒理解やカリキュラム編成上の問題点を明らかにするために、異校種間の教員との相互

乗り入れ授業を実施している。

また、教育実習の実施協力のための適切な組織体制を整備し、学部との連携の下、教

育実習の内容充実を図るための様々な工夫を行っている。さらに、附属学校を学生のボ

ランティア活動の場として活用し、学校行事の補助員や学生チューターとして受け入れ

ることによって、教育実習以外の方法での教育的成果を上げている。

なお、平成 16 年度には学校規模・学級経営の在り方に関するアンケート調査を秋田県

内の小中学校長を対象に実施する等、実験・実習校としての附属学校の機能を勘案しな

がら、適正な入学定員枠の検討を実施している。

平成 16 ～ 21 年度の実績のうち、下記の事項が される。

○ 学部のカリキュラム検討委員会と協議し、「教育実習ガイド」の作成や、時間割、標

準履修年次等の調整を行い、教育実習の実施体制の整備を図っている。また、事前指

導で学生に模擬授業を行わせ、実習中には附属学校園の教員、学部教員、学生が共に

研究授業の省察を行うなど、指導体制の整備と指導内容の充実により、教育実習の質

の向上が図られている。

○ 学習効果と指導形態及び学習集団の規模との関係について明らかにするため、各附

属学校園では、複数年次にわたる総合的な全体研究テーマを設定し、校内研究会ある

いは園内研究会を毎年度複数回開催するなど、多様な指導や学習による授業実践をす

べての保育・教科・領域等で試みている。さらに、その成果を公開研究協議会や研究

紀要を中心に公開している。

○ 学部教員と附属学校園の教員で組織する「教科教育等教員連絡会議」を設立し、各

教科・領域における 15 の個別連絡会議を開催し活動計画を策定するなど、共同研究の

体制強化に取り組んでいる。
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①運営体制の改善、②教育研究組織の見直し、③人事の適正化、

④事務等の効率化・合理化

平成 16 ～ 21 年度の実績のうち、下記の事項が される。

○ 学長裁量分の常勤教員数を設定し、評価センター、教育推進総合センター、ベンチ

ャー・ビジネス・ラボラトリー、産学連携推進機構等に重点的に配置するなど、柔軟

で機動的な教育研究組織の編成を図っている。

○ 経営戦略会議において、大学の将来構想、経営戦略の基本方針、戦略的予算配分、

外部資金獲得戦略、支出抑制戦略、人事管理戦略、評価結果の活用等について検討し、

具体的施策に反映させている。また、全教職員に「秋田大学吉村プラン」を配付して

大学運営に関するビジョンを明確に示し、プランに基づき、ベンチャーインキュベー

ションセンターの整備等を行っている。

○ 教育系職員（教員）及び事務系職員について、人事評価を本格実施し、評価結果を

給与等処遇に反映している。

○ 手形地区及び本道地区における物品等の検収体制を充実するために、新たに検収室

を設置しているほか、秋田工業高等専門学校と共同して調達を図るなど、事務等の効

率化・合理化が推進されている。

○ 経営協議会学外委員からの助言を国際交流センターへの専任教員採用や留学生相談

室開設等の大学運営に反映している。

○ 「女性教員比率向上のためのポジティブアクション」を推進し、女性教員の採用促

進に向けた取組を行った結果、平成 21 年度における女性教員数は 91 名（16.0 ％）（対

平成 15 年度比 31 名増）となっている。

○ 平成 16 ～ 19 年度の評価結果において評価委員会が課題として指摘した、大学院博

士課程の学生収容定員の未充足については、入学定員の見直し等により、平成 21 年度

の学生収容定員充足率は 93.9 ％となっており、指摘に対する取組が行われている。

（理由） 中期計画の記載 33 事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は

「中期計画を十分に実施している」と認められ、上記の状況等を総合的に勘

案したことによる。

（参考）

平成 16 ～ 19 年度の評価は以下のとおりであった。

（理由） 中期計画の記載 33 事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は「中期計画

を十分に実施している」と認められるが、大学院博士課程において学生収容定員の充足率

が 90 ％を満たさなかったこと等を総合的に勘案したことによる。
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①外部研究資金その他の自己収入の増加、②経費の抑制、

③資産の運用管理の改善

平成 16 ～ 21 年度の実績のうち、下記の事項が される。

○ 地域共同研究センターと知的財産本部を一体化した産学連携推進機構を設置し、知

的財産の創出・管理・運用を図るとともに、教員の競争的外部資金申請に対する援助

等の取組により、共同研究、受託研究及び奨学寄附金による外部資金の受入額は、平

成 21 年度には９億 6,255 万円（対平成 15 年度比２億 6,816 万円増）となっている。

○ 競争的資金の間接経費に「研究環境の向上・改善支援経費」を新設するなど、学部

の研究活動の活性化及び若手教員の研究活動の推進を図っている。

○ 学内予算配分において管理的経費を削減するほか、附属病院における現金収納業務

の外部委託による事故防止、患者サービスの向上に取り組むとともに、旅費支給業務

システムによる業務の効率的な運用に取り組んでいる。

○ 中期計画における総人件費改革を踏まえた人件費削減目標の達成に向けて、着実に

人件費削減が行われている。今後とも、中期目標・中期計画の達成に向け、教育研究

の質の確保に配慮しつつ、人件費削減の取組を行うことが期待される。

平成 16 ～ 21 年度の実績のうち、下記の事項に がある。

（法人による自己評価と評価委員会の評価が異なる事項）

○ 「科学研究費補助金及び各種研究助成等の関連情報を収集し、学内への周知等によ

り、申請件数、採択件数の増加を図る」（実績報告書 31 頁・中期計画【160】）につい

ては、申請件数の増加と採択率向上を図るために説明会の開催や、未申請理由の調査

に取り組んでいるものの、平成 15 年度から平成 21 年度にかけて科学研究費補助金の

採択件数が減少していることから、中期計画を十分には実施していないものと認めら

れる。

（理由） 中期計画の記載６事項中５事項が「中期計画を上回って実施している」又

は「中期計画を十分に実施している」と認められ、１事項について「中期計

画を十分に実施していない」と認められるが、共同研究、受託研究及び奨学

寄附金による外部資金の受入額が増加していること等を総合的に勘案したこ

とによる。

（参考）

平成 16 ～ 19 年度の評価は以下のとおりであった。
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（理由） 中期計画の記載６事項すべてが「中期計画を十分に実施している」と認められ、上記の

状況等を総合的に勘案したことによる。

①評価の充実、②情報公開等の推進

平成 16 ～ 21 年度の実績のうち、下記の事項が される。

○ 評価センターと学術研究企画会議が連携して、学部の研究活動を点検・改善するシ

ステムを構築するなど、研究活動に関する評価・改善の実施が図られている。

○ 広報コーディネーターを採用し、教職員の広報スキル強化を行うとともに、プレス

コンタクト業務による全国紙面への学長インタビュー掲載を行っている。

○ 大学の知的財資源を分かりやすく情報提供し、大学と地域の交流の場としての役割

を果たす「秋田大学インフォメーションセンター」を整備している。

○ 首都圏での情報発信基地として東京サテライトの設置による教育資源の提供や産学

連携活動の推進、大学紹介 DVD の入試重点地区の高校への配布等、積極的な広報活

動を行っている。

（理由） 中期計画の記載６事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は

「中期計画を十分に実施している」と認められ、上記の状況等を総合的に勘

案したことによる。

（参考）

平成 16 ～ 19 年度の評価は以下のとおりであった。

（理由） 中期計画の記載６事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は「中期計画を

十分に実施している」と認められ、上記の状況等を総合的に勘案したことによる。

①施設設備の整備・活用等、②安全管理

平成 16 ～ 21 年度の実績のうち、下記の事項が される。

○ 「施設マネジメントの基本理念・基本方針」を策定し、施設整備の推進、教育・研

究等に係るスペースの適切な配分、省資源・省エネルギー等の推進を図っている。

○ 施設の有効利用を推進するため、「施設管理データベースシステム」を本格稼働して

稼働状況等のデータの集計・分析を実施しているほか、「講義室利用管理システム」を
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導入し、低稼働率の講義室・演習室について、現地調査等を実施している。

○ 環境管理委員会を立ち上げ、「環境方針（手形キャンパス）」の策定や様々な環境活

動の取組の結果、手形キャンパスにおいて環境マネジメントシステム（ISO14001）の

認証を更新している。

○ 危機管理指針に基づき危機管理の対象となる主な事象ごとに「危機管理対応マニュ

アル」を作成しているほか、排水処理及び化学物質の廃棄等を統括する化学物質安全

管理対策委員会を設置し、「化学物質安全管理規程」を制定するなど、化学物質の全学

的管理体制を構築している。

○ 未登録核燃料物質等について全学一斉の点検を実施しているほか、全教職員を対象

に核燃料物質・核原料物質等に関する講演会を開催するなど、周知徹底及び管理体制

の強化に取り組んでいる。

○ 安全保障輸出管理の確実な実施を図り、国際的な平和及び安全を維持し、教育研究

機関として国際的な安全保障に貢献することを目的とした安全保障輸出管理規程を制

定している。

（理由） 中期計画の記載 19 事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は

「中期計画を十分に実施している」と認められ、上記の状況等を総合的に勘

案したことによる。

（参考）

平成 16 ～ 19 年度の評価は以下のとおりであった。

（理由） 中期計画の記載 19 事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は「中期計画

を十分に実施している」と認められ、上記の状況等を総合的に勘案したことによる。
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◆業務活動記録

	 平成22年
	 	 ４月　14日	 【第１回教育研究評議会】

平成20、21年度の中期目標の達成状況報告書（案）について
現況分析における顕著な変化についての説明書（案）について
学部・研究科等の研究業績（案）について
法人評価等に関するスケジュールについて
平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の
実績に関する報告書（案）について

	 	 	 【第１回役員会】
平成20、21年度の中期目標の達成状況報告書（案）について
現況分析における顕著な変化についての説明書（案）について
学部・研究科等の研究業績（案）について

	 	 19日	 【第１回評価委員会】
	 	 24日	 シンポジウム「わが国の質保証システムの実質化に向けて」（上智

大学　１名出席）
	 	 ５月　12日	 【第２回教育研究評議会】

平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の
実績に関する報告書（案）について

	 	 ６月　２日	 【第１回経営協議会】
平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の
実績に関する報告書（案）について

	 	 ９日	 【第３回教育研究評議会】
平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の
実績に関する報告書（案）について

	 	 	 【第４回役員会】
平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の
実績に関する報告書（案）について

	 	 11日	 【第２回評価委員会】
	 	 17日	 国立大学法人等評価実務担当者連絡会（文部科学省　３名出席）
	 	 ７月　６日	 【第１回専門部会】
	 	 ７日	 【第４回教育研究評議会】

平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の
実績に関する報告書について
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	 	 ７月　７日	 　第１期中期目標期間事業報告書について
国立大学法人評価実務担当者連絡会について

	 	 	 【第５回役員会】
第１期中期目標期間事業報告書について

	 	 30日	 【第２回経営協議会】
第１期中期目標期間事業報告書について

	 	 ８月　２日	 平成22年度大学評価フォーラム（学術総合センター　１名出席）
	 	 18日	 国立大学法人評価委員会ヒアリング（文部科学省　３名出席）
	 	 25日	 【第２回専門部会】
	 	 ９月　８日	 【第５回教育研究評議会】

平成21事業年度及び第１期中期目標期間に係る業務の実績に関す
る国立大学法人評価委員会ヒアリングについて

	 	 16日	 【第３回専門部会】
	 	 17日	 【第３回経営協議会】

平成21事業年度及び第１期中期目標期間に係る業務の実績に関す
る国立大学法人評価委員会ヒアリングについて

	 	 10月　12日	 【第４回専門部会】
	 	 11月　10日	 【第７回教育研究評議会】

平成21事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について
第10回評価センターFD･SDシンポジウムの開催について

	 	 12日	 第10回評価センターFD･SDシンポジウム（テーマ：第２期中期目
標期間における自己点検・評価について）

	 	 25日	 【第４回経営協議会】
平成21事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について

	 	 12月　14日	 【第５回専門部会】
	 	 15日	 【第８回教育研究評議会】

平成21年度全国国立大学法人の業務実績の評価結果について
	 	 20日	 【第３回評価委員会】
	 	 22日	 【第１回運営委員会】
	 	 28日	 【第４回評価委員会】

	 平成23年
	 	 １月　12日	 【第９回教育研究評議会】

国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画（中期計
画）の変更の認可申請について
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	 	 １月　12日	 　教育研究評価に関する評価結果報告書（案）について
平成21年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業
務実績に関する評価の結果についての意見について
秋田大学外部評価の実施について

	 	 	 【第13回役員会】
教育研究評価に関する評価結果報告書（案）について
秋田大学外部評価の実施について

	 	 17日	 【第２回運営委員会】
	 	 27日	 【第５回経営協議会】

国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画（中期計
画）の変更の認可申請について
秋田大学外部評価の実施について
教育研究評価に関する評価結果報告書（案）について

	 	 	 【第14回役員会】
国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画（中期計
画）の変更の認可申請について

	 	 ２月　９日	 【第10回教育研究評議会】
外部評価委員会（実地調査）について

	 	 21日	 【秋田大学外部評価委員会（実地調査）】
	 	 ３月　３日	 【第５回評価委員会】
	 	 ９日	 【第11回教育研究評議会】

平成23年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について
秋田大学評価センター教育系職員選考規程（案）の制定について
秋田大学情報データベース運営委員会規程一部改正（案）について
外部評価の実施について
中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

	 	 	 【第16回役員会】
秋田大学評価センター教育系職員選考規程（案）の制定について
秋田大学情報データベース運営委員会規程一部改正（案）について

	 	 18日	 【第６回経営協議会】
平成23年度国立大学法人秋田大学年度計画（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（原案）について

	 	 	 【第17回役員会】
平成23年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について
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評価センター
平成22年度
自 己 評 価 書

平成23年3月31日

評価センター評価委員会
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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 5

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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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22年度の活動目標は、資
料1－2のように中期目標期間の業務実績報告書作
成・提出及び教育・研究、社会貢献・国際交流、
管理運営の分野における外部評価への対応業務を
行なうことに重点を置いた。

（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。

根拠資料
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22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評価課から構成され、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。昨年度は理事等の所掌から評価委員を選出す
る等の体制の強化を図ったところであるが、今年
度はさらに評価センター評価委員会専門部会を設
置し、評価活動に関する企画、検討等をより機動
的に実施する体制を整備した。この専門部会は、
中期計画、年度計画における実績報告書の作成や
各部局の実施状況についてのチェック、検討を行
うとともに、評価センター評価委員会と連携し、
業務改善等について提言を行う。
　事務を担当する評価課は、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。
　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
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務に専念する専任教員の配置は、センターの円滑
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。全学的な立場
から専任教員は、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、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。
平成22年度には評価センター評価委員会専門部会
が設置され、学長補佐（評価担当）を座長とした
６名の構成員にて年度計画における実績の中間報
告の確認、並びに第10回評価センター FD・SD
シンポジウムや外部評価の企画・実施案の策定等
を行なった。

（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評価課が行って
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。

根拠資料
資料2－1　秋田大学の評価体制
資料2－2　平成22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、平成21年度までは手形キャン
パスの教育文化学部３号館の一室にあったが、平
成22年度より本部管理棟の２階に移転し、業務を
行なっている。執務環境は、以前に比べると、他
課と鍵を共有する場面もあるが、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、温度等の必要条件を満たしており、執務遂
行上の特段の問題はない。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
沿って点検を行なっている。

（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、印刷用紙やファイルの
再利用や光熱利用の配慮に留意するとともに、
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、環境保全活動に努
めている。
　また、「核燃料物質及び放射性同位元素に関す
る点検」を実施するなど、施設の安全性の確保に
努めている。

（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、平成22年度における外部評価委員会の開
催に係る特定の評価活動業務を遂行するための財
源は、年度計画推進経費により予算措置されてい
る。

根拠資料
資料３　平成22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（54）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・中期計画整理簿の当該年度計画及び中期ス
ケジュールに基づき、中間と年度末に達成度を点
検・評価している。	



37

（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22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。
　各部局・担当と連携し、平成22年度は、「平成
21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書」を取りまとめ国
立大学法人評価委員会に提出するとともに、ヒア
リングへの対応を行なった。また、「平成20、21
年度中期目標の達成状況報告書」及び「学部・研
究科等の現況分析」を取りまとめ独立行政法人大
学評価・学位授与機構へ、「第１期中期目標機関
における事業報告書」を文部科学省へ提出した。
　なお、平成21年度に係る業務の実績に関する評
価結果は、『（１）業務運営の改善及び効率化に関
する目標』の項目においては、「中期目標・中期
計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況である」
という高い評価を受けた。また、『（２）財務内容
の改善』、『（３）自己点検・評価及び情報提供』、
『（４）その他業務に関する重要事項』の項目につ
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」との評価を受けた。
　また、平成22年度には、10名の外部評価委員に
よる「教育・研究」、「社会貢献・国際交流」、「管
理運営」に係る書面審査と実地審査による外部評
価を受けた。
　こうした一連の活動を通して、学内の中期計画・
年度計画の達成状況を検証し、次の年度目標及び
年度計画に結びつけるために改善を行なうべき事
項を整理した。	
　また、全国の国立大学法人の平成21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業務実績の評価結果
について」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

　平成22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
成された平成22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。　

根拠資料
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。
平成22年度には全学的な事項に係る自己点検・評
価や特定の評価に係る企画・立案等について迅速
かつ機動的に行うために評価委員会専門部会を設
置した。
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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。



39

資料1－2

評価センターの活動目標（平成22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報告書の作成及び提出を行う。

２．中期目標・中期計画関係

　　　１）評価センターが担当する平成22年度年度計画を実施する。

　　　２）平成21事業年度実績報告書の作成及び提出を行う。

　　　３）評価結果をもとにした改善の推進支援を行う。

　　　４）平成22年度年度計画の進捗状況の確認を行う。また、実績報告書の取りまとめを行う。

　　　５）平成23年度年度計画作成のため、学内の連絡調整及び支援を行う。

３．全学外部評価の企画実施に関する事項

　　　１）外部評価の企画を行う。

　　　２）外部評価の実施にあたっての連絡調整や各種支援を行う。

　　　３）外部評価結果をもとにした改善推進支援を行う。

４．広報活動

　　　１）センター年報を発行する。（年度末）

　　　２）センター広報を発行し、大学評価に関わる各種情報を提供する。（随時）

５．講演会・シンポジウムなどの啓発、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。
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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
評価委員会専門部会

事務担当
評価課

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

評価委員会専門部会
学長補佐（評価担当） １名
評価センター長が推薦する教員 若干名
評価センター専任教員 １名
評価課長 １名

事務組織
課　長 １名
総括主査 １名
主　査 １名
課　員 ２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
委員長が必要と認める者
（国際交流センター副センター長、
各学部等１名）

４名
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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22年度
予算配分額

平成22年度
決算額（予定） 備　考

１．活動事業費

　　①広報経費 370,000 									307,000 年報印刷、資料製本

　　②FD活動費 40,000 										1,000

　　③諸調査経費 550,000 								480,000 年度評価ヒアリング、評価関係説明会
参加等旅費

小　計 960,000 								788,000

２．事務・管理費

　　①維持管理費 40,000 40,000 光熱水料

1,190,000 1,155,000 複写機借料・保守料

　　②運営事務費 436,000 592,000 事務用品費（コピー用紙等消耗品を含む)

70,000 78,000 通信費（電話料、郵便料、運送料)

20,000 39,000 タクシー借上料

60,000 84,000 学外委員等謝金

小　計 1,816,000 1,988,000

合　計 2,776,000 2,776,000
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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22年９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 22.９.１～24.８.31 第４号委員
庶務担当：評価課
　○は委員長を表す

評価センター評価委員会専門部会委員名簿
平成22年６月15日現在

氏　　名 職　　名 任　　期 備　　考
○志　立　友　和 学長補佐（評価担当） 22.６.15～23.３.31 第１号委員
　大　友　和　夫 医学系研究科　教授 22.６.15～23.３.31 第２号委員
　近　藤　克　幸 附属病院　教授 22.６.15～23.３.31 第２号委員
　玉　本　英　夫 工学資源学研究科　教授 22.６.15～23.３.31 第２号委員
　高　野　篤　子 評価センター　副センター長 在任期間 第３号委員
　碇　子　洋　行 評価課長 　 〃 第４号委員
庶務担当：評価課
　○印は座長を表す

評価センター評価委員会委員名簿
平成22年11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
　松　田　栄　二 副理事（総務担当） 22.４.１～23.３.31 第３号委員
　小　川　信　明 教育推進主管 22.４.１～23.３.31 第４号委員
　熊　谷　　　覚 学術研究課長 22.４.１～23.３.31 第５号委員
　松　原　省　三 副理事（財務・施設・環境担当） 22.４.１～23.３.31 第６号委員
　笠　原　幸　生 教育文化学部　教授 在任期間 第７号委員
　高　橋　　　勉 医学系研究科　教授 　 〃 第７号委員
　泰　松　　　齊 工学資源学研究科　教授 　 〃 第７号委員
　碇　子　洋　行 評価課長 　 〃 第８号委員
　対　馬　雅　己 秋田工業高等専門学校副校長・教授 22.４.１～24.３.31 第９号委員
　武　田　　　篤 教育文化学部　教授 22.11.１～24.10.31 第10号委員
　浅　沼　義　博 医学系研究科　教授 22.11.１～24.10.31 第10号委員
　玉　本　英　夫 工学資源学部　教授 22.11.１～24.10.31 第10号委員
　宮　本　律　子 国際交流センター副センター長 22.４.１～24.３.31 第10号委員
庶務担当：評価課
　○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、評価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。

　　　附　則
　この規程は、平成22年５月21日から施行し、平成22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
研究科長

　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、
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前任者の残任期間とする。
	 （委員長）
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、評価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。
　　　附　則
　この規程は、平成22年５月21日から施行し、平成22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（総務担当）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（財務・施設・環境担当）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　評価課長
　九　学外有識者　若干名
　十　その他委員長が必要と認める者
	 （学外委員）
第４条　前条第９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９号及び第10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
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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。
	 （庶務）
第10条　評価委員会の庶務は、評価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。
　　　附　則
　この規程は、平成22年５月21日から施行し、平成22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専門部会要項
平成22年６月15日
規　則　第	166	号

	 （設置）
第１条　秋田大学評価センター評価委員会規程第９条の
規定に基づき、秋田大学評価センター評価委員会専門
部会（以下「専門部会」という。）を設置する。
	 （業務内容）
第２条　専門部会は、中期計画、年度計画における実績
報告書の作成や各部局の実施状況についてのチェック
及び検討を行うとともに、評価センター評価委員会と
連携し、業務改善等について提言を行う。
	 （組織）
第３条　専門部会は、次の各号に掲げる委員をもって組
織する。
　一　学長補佐（評価担当）
　二　評価センター長が推薦する教員　若干名
　三　評価センター専任教員
　四　評価課長
　五　その他座長が必要と認める者
２　第２号委員及び５号委員の任期は１年とし、再任を
妨げない。
３　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。
	 （座長）
第４条　専門部会に座長を置き、学長補佐（評価担当）
をもって充てる。
	 （会議）
第５条　専門部会は月１回程度開催するものとし、座長

が必要と認めたときは適宜開催するものとする。
	 （委員以外の者の出席）
第６条　座長が必要と認めたときは、委員以外の者を専
門部会に出席させ、意見を聴くことができる。

	 （庶務）
第７条　専門部会の庶務は、評価課が担当する。
	 （補足）
第８条	この要項に定めるものほか、専門部会の運営に
関し必要な事項は、専門部会が別に定める。

　　　附　則
１　この要項は、平成22年６月15日から施行する。
２　この要項の施行後最初に委嘱される第３条第１項第
２号及び第５号委員の任期は、同条第２項の規定に関
わらず平成22年６月15日から平成23年３月31日までと
する。
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研究紀要
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国立大学法人における「外部評価」の実施状況
－2010年度のアンケート調査より－

評価センター　准教授　高　野　篤　子

　大学設置基準の大綱化後の1990年代は、自己点
検評価の努力要請にともない、各大学における自
己点検評価報告書づくりがブームとなる時代で
あったとも言えよう。1999年に自己点検評価が義
務付けられ、第三者評価の努力要請がなされた。
2000年には学位授与機構が大学評価・学位授与機
構へ改組され、2004年に第三者評価が義務化し、
認証評価制度が始まったことは周知の事実であ
る。
　秋田大学では法人化後の第１期６年間の中期目
標の一つに、「自己点検・評価、外部評価及び認
証評価機関による評価結果を大学運営の改善に反
映させるとともに、公表する」ことを掲げた。中
期計画には「平成18年度に、中期目標・中期計画
について自己点検・評価及び外部評価を実施し、
その達成状況の確認、目標・計画の再周知及び必
要な見直しを行う」とし、国立大学法人評価委員
会の他に、大学評価・学位授与機構による認証評
価の受審と、さらに全学挙げて学外者による検証
を実施済みである（秋田大学　2007）。2010（平
成22）年度からは「自己点検・評価を大学運営に
有効に活用」し、学内における諸活動の情報を積
極的に発信していくことを第２期の中期目標とし
て明記している。また、学部・研究科ごとの外部
評価も行なってきた中で、国立大学法人評価委員
会や大学評価・学位授与機構といった第三者機関
による評価の他に、第１期中期目標期間から第２
期中期目標期間にかけての本学の教育・研究、社
会貢献・国際交流、管理運営の分野に関して、改
めて学外者による検証（外部評価）を全学あげて
2010年度末に実施することとなった。
　大学評価・学位授与機構による認証評価および
国立大学法人評価における外部評価、すなわち第
三者や第三者機関による評価に関する取り扱い

は、現在のところ従前の第三者評価結果をどのよ
うに反映させ活かしているかを報告書に記述する
のみである。とりたてて評価項目として挙がって
いるものではなく、大学における諸活動のより一
層の改善充実に資するために行なわれており、大
学内部における質保証の傍証に相当するものであ
ると言えよう。ところが、一方で外部評価の前提
となる学内における自己点検・評価は改善・改革
の手段というよりはむしろ、法的義務の履行にす
り替わり、報告書作りに奔走してしまっていると
いう批判が見られる（工藤　2010：19）。来年度
から認証評価の第２巡目が始まるが、認証評価機
関の一つである大学基準協会は、新たに「内部質
保証」という基準評価・項目を設定し、「外部評
価とは、認証評価などの第三者評価とは異なり、
自己点検・評価の信頼性・妥当性を他者の目を通
じて客観的に検証する目的で行われるもの」（大
学基準協会　2009：20）としている。
　そこで、本稿における「外部評価」とは、あく
までも大学が自主・自律的に行う学外者による検
証とし、学校教育法、国立大学法人法で定められ
た法的義務が課せられる認証評価や国立大学法人
評価と区別して論じることとする。先行する評価
に係る研究では、現行の認証評価制度のあり方を
問うもの、国立大学法人の評価を特集したもの、
自己点検評価に係る個別の事例報告、学士課程教
育における質保証、財務評価や教員評価などの特
定のトピックは見られるが、「外部評価」を取り
上げているものは、ほとんど無い1。
　本研究では、2010年７月に全国の国立大学法人
を対象に「外部評価」の実施状況についてアンケー
ト調査を実施した。アンケートでは、外部評価の
実施の組織単位（全学か部局単位か否か）、実施
の有無、実施のスパン・頻度、評価対象事項、評
価様式、外部評価委員、外部評価実施予定の有無

　　はじめに
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等を尋ねている2。法人化後、競争的外部資金の
獲得や教員評価等の評価業務に追われ、「評価疲
れ」という言葉が流布した。教育研究機関の適格
認定としての性質を持つ大学評価・学位授与機構
による認証評価と、国立大学法人法に基づく法人
評価（本稿では便宜上「法定評価」と表現する）
の他に、自ら「外部評価」を行っている国立大学
法人がどの程度あり、どのように実施しているの
だろうか。まずは現状を把握することにより、「外

部評価」がさまざまな評価の中でどのように位置
づけられているのかを考察する。

１．アンケートの概要
　2010年７月上旬に全国の86国立大学法人の評価
担当者へ電子メールで外部評価に関するアンケー
ト調査・回答票を送信し、７月下旬に68法人（約
79％）より回答を得た。図表１は外部評価の実施
状況の概要を示すものである。

　全学あげて外部評価を実施しているか否かにつ
いて回答した法人は68法人のうち38法人（約
56％）にのぼる。把握の困難な学部、研究科、セ
ンター等の各部局における外部評価の実施状況に
ついては34法人から全部で292部局の情報が寄せ
られた。「全学あげて」と「部局ごと」の両方で
外部評価を実施と回答した法人は６法人であっ
た。
　外部評価は未実施と答えた８法人のうち、４法
人は教育系学部のみで構成される国立大学法人
（Eグループ）、２法人は医学系学部その他の学部
で構成される国立大学法人（Gグループ）、その
他はBグループやCグループに属する単科系の大
学である。「今後も外部評価を実施する予定はな
い。」「法人化後は外部評価を実施していない」と
回答する法人があった3。
　国立大学法人では法定評価以外に半数近くの法
人が全学を挙げて自ら外部評価を実施している、
あるいは実施したようである。次節から全学レベ
ルと部局レベルにおける外部評価の実施状況を検
討する。

２．全学
　まず、全学レベルにおける外部評価への取り組
み状況について見てみよう。38法人（100％）の
うち外部評価を定期的に実施している法人が８法
人（約21％）、定期的ではないが外部評価を実施
した法人が22法人（約58％）、実施していない法
人は８法人（約21％）であった。

（１）定期的に外部評価を実施している法人
　図表２は、全学あげて定期的に外部評価を実施
している８法人の実施のサイクル（実施の頻度）
を示すものである。
　認証評価に合わせて外部評価を実施している法
人もあるが、外部評価を１年に１回のペースで行
なっている学生収容定員１万人以上、学部数が概
ね10学部以上の某法人は、各部局における共通的
な課題として学長が指定する事項への取り組み状
況について外部評価を受けているという4。	
　外部評価の対象項目を表したものが図表３であ
る。「教育・研究・社会貢献・国際交流・業務運
営を含むすべての項目」を実施している法人が最

〔図表１〕68国立大学法人における外部評価の実施状況
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も多く（約49％）、次いで「教育・研究・社会貢献・
国際交流・業務運営に関すること、附属学校・附

属病院（附設されている場合）を含む全ての項目」
を網羅的に実施している法人が約25％を占める。

〔図表２〕外部評価のサイクル

〔図表４〕外部評価の様式

〔図表３〕外部評価の項目

　それでは、全学あげての外部評価の様式はどの
ようなものを用いているのだろう。複数選択可能

で回答してもらった（図表４）。

　教育・研究機関として適格か否かの認証評価の
受審の際の報告書・資料を準用、または自ら作成
している自己点検・評価資料や外部評価のための
資料を作成していると回答している法人が多く、
国立大学法人評価を準用しているとした法人は皆
無であった。

　さらに、同じく複数選択可能で回答してもらっ
たところ、外評価委員には、他の教育・研究機関
および民間企業や官公庁の所属者に依頼が３分の
２を占めるが、経営協議会の学外委員への依頼が
わずかながら見られた（図表５）。
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　図表６は、今後の外部評価の実施予定であるが、
今後も恒常的に全学あげて外部評価が実施されて

いく可能性が高い。

（２）非定期的に外部評価を実施している法人
　続いて、全学あげて定期的に外部評価を行って

いないが、単発で実施したと回答した22法人の実
施年を見てみよう（図表７）。

　図表７の通り22法人（100％）中2004年の法人
化後に、全学レベルで学外者による検証を行って
いる法人は20法人（約90％）にのぼる。大学評価
学位・授与機構による認証評価と、国立大学法人
評価委員会による毎年の法人評価があるにもかか
わらず、次の図表８のように対象項目は多項目に

わたる。定期的に外部評価を実施している法人同
様に「教育・研究・社会貢献・国際交流・業務運
営」の占める割合が約31％と最も高いが、定期的
に実施する法人には見られなかった「教育・研究
のみ」を対象項目とする法人が14％ほど存在する。

〔図表５〕外部評価委員

〔図表７〕外部評価の直近の実施年

〔図表６〕外部評価の実施予定
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〔図表８〕外部評価の対象項目

〔図表９〕外部評価の様式

〔図表10〕外部評価委員

　「その他」には、「教育・研究・業務運営」につ
いてのみ外部評価を実施した法人、あるいは「教
育・研究・社会貢献・国際交流」に関して国立大
学法人評価の資料・報告書を準用して実施した法

人等が含まれる。
　外部評価の様式は次のようになっている。（図
表９　複数回答選択可）

　外部評価のために、資料・報告書を作成し、評
価の様式を整えている法人の占める割合が約38％
となっており、定期的に実施している法人（約

25％）より多い。
　外部評価委員は次の図表10のように、大学人へ
の依頼は過半数を超える（複数回答選択可）。
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　今後の外部評価の実施予定は図表11の通りである。

（３）外部評価を未実施とした法人
　外部評価を全学あげて実施していないと回答し
た８法人のうち、今後の外部評価の実施予定を有
りとしたのは４法人、無しとしたのは４法人と
なっている。

２．部局レベル
　部局単位の外部評価の実施状況について見てみ
よう。概要は以下の通りである。292部局のうち
外部評価を定期的に実施している部局が67部局
（約23％）、定期的ではないが実施した部局が167
部局（約57％）、実施していない部局は58部局（約

20％）であった。
　定期的に外部評価を実施しているという部局の
状況を示したものが図表12から16、定期的ではな
いが実施した部局の状況を示したものが図表17か
ら21である。

（１）定期的に外部評価を実施している部局
　全学を挙げて定期的に実施している法人と比較
すると、部局単位で実施される外部評価のサイク
ルは３年以内の短期が44％（全学では61％）、長
い場合は６～７年に１回となっている（図表12）。

〔図表11〕外部評価の実施予定

〔図表12〕外部評価のサイクル

　外部評価の項目は、「教育・研究・社会貢献・
国際交流・業務運営に関すること、附属学校・附
属病院（附設されている場合）を含む全ての項目」
を網羅的に実施が約８％で、全学あげて定期的に
外部評価を行っている法人の約49％に対して占め
る割合は大幅に少ない。だが、「教育・研究・社

会貢献・国際交流・業務運営を含む全ての項目」
と回答した部局は約26％で、全学の約25％と拮抗
する。さらに、全学では26％の割合を占めていた
特定の項目やその他の項目が過半数を超え多く
なっている（約58％）。（図表13　複数回答可）
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　外部評価の様式（複数回答可）を見ると、図表
14が示すように、部局単位の場合は国立大学法人
評価の資料を準用する割合が増える（全学の０％

に対して７％）と同時に、外部評価のために資料
や報告書を作成する（全学の25％に対して41％）
という積極的かつ熱心な姿勢がうかがえる。

〔図表13〕外部評価の項目

〔図表14〕外部評価の様式

〔図表15〕外部評価委員

　また、学部評価委員（複数回答可）は全学と同
様に他大学・他研究機関の所属者へ依頼している

（52％に対して53％）。

　今後の外部評価の予定については、部局レベル
でも「有り」とする回答が多かったが、「無し」

と答えた部局が３つあった（図表16）。
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（２）非定期的に外部評価を実施している部局
　次の図表17は、恒常的ではなく不定期に外部評
価を実施した部局の直近の実施年を表したもので

ある。167部局（100％）中2004年の法人化後に、
学外者による検証を行っている部局は114部局（約
68％）にのぼる。

　次の図表18のように、非定期的に外部評価を全
学あげて実施している法人と比較すると、「教育・
研究・社会貢献・国際交流・業務運営に関するこ
と、附属病院・附属学校（附設されている場合）

を含む全ての項目」の占める割合が約23％から約
３％に減少し、「特定の項目」の占める割合が５％
から24％へ増加している。

〔図表16〕外部評価の実施予定

〔図表17〕外部評価の直近の実施年

〔図表18〕外部評価の対象項目
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　外部評価の様式は、図表19の示すとおり部局で
は、認証評価の資料・報告書の準用が約２％、国
立大学法人評価の資料・報告書の準用が約５％を
占める。全学あげて非定期的に外部評価を実施し
ている法人は、前者が約23％、後者が約23％となっ

ていた。独自に作成する自己点検評価・報告書の
活用が38％（全学あげて非定期的が約８％に対し
て）、外部評価のために資料・報告書の作成が約
51％（全学あげて非定期的が約38％に対して）と
なっている。

　外部評価委員は次の図表20（複数回答選択可）
のように、他大学・他の研究機関所属者への依頼

は約63％にのぼる。

〔図表19〕外部評価の様式

〔図表20〕外部評価委員

　外部評価の今後の実施予定については、167部
局のうち約74％にあたる123部局が予定ありと回

答している（図表21）。

〔図表21〕外部評価の実施予定
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　これを見ると、外部評価の実施のスパンは、１
年に１回、５年に１回、６年に１回に集中してい
るようである。学部・研究科においては５年に１
回が多いことが分かる。だが、この他に、部局の
組織の性質による顕著な差異は見られなかった。
１年に２回実施していると回答した部局は教職大
学院である。１年に一度実施と回答した部局は工

学部、教育学部、経営学研究科、技術系のセンター、
附属幼稚園、附属小学校等であり、５年に１回実
施していると回答した部局は医学部・教育学部・
理学研究科・工学研究科・生命科学研究科等であ
り、ある特定の部局に集中している訳ではない。
　では、どのような項目で学外者による評価を受
けているのだろうか。

（３）外部評価を未実施とした部局
　外部評価を実施していない58部局のうち、今後
の外部評価の実施予定を有りとしたの８部局、予
定無しとしたのは21部局であった。

３．部局ごと
　前節では292部局をまとめて見てきたが、本節
では各部局の性質に応じて、次のように区分し外
部評価の実施状況を検討する。従来からの基本的
な教育・研究組織である各学部や大学院の各研究
科を「学部・研究科」、学内に置かれている教育

支援、研究推進、産学連携推進、安全・防災等の
研究所やセンターと呼ばれる部局を「研究所・セ
ンター」、附属学校、附属幼稚園、附属図書館、
附属病院等の部局を「その他」と示す。

（１）定期的に外部評価を実施している部局
　定期的に外部評価を実施していると回答した67
部局の内訳は、学部・研究科が41、研究所・セン
ターが18、その他が８であった。図表22は、定期
的に実施している部局の頻度を示したものであ
る。

〔図表22〕外部評価のサイクル

〔図表23〕外部評価の項目
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　図表23の通り、全ての項目、もしくは教育・研
究・社会貢献・国際交流・業務運営と多項目にわ
たる学部・研究科も見られるが、特定の項目を設
定し、外部評価を受けている部局が多い。特定の
項目、もしくはその他を選択した部局の具体的な
項目は、学部・研究科では「教育」、「言語教育」、
「教育課程・授業評価・教育改善」、「教育・研究・
社会貢献」、「教育・研究・組織運営」、「教育・社
会貢献・管理運営」、センター・研究所では「研究・
社会貢献・業務運営」、「教育・研究・管理運営」、
その他の附属学校園では「教育」、「運営・教育活

動・研究活動・地域貢献」、「運営・教育活動・研
究活動・安全管理」、附属病院では「病院の機能」
が挙げられている。
　様式はどのようなものを用いているかを尋ねた
ところ、図表24の通り、認証評価の受審の際の書
類や毎年度実施されている国立大学法人評価の資
料でもなく、自ら作成している自己点検・評価資
料を用いている部局が多く、さらに外部評価のた
めに改めて自己点検・評価報書の関連資料を作成
し評価を受けている部局が多いことが分かる。

　一方で、外部評価委員をだれに依頼しているか
というと、大学人が圧倒的に多く、次いで民間企
業・官公庁・非営利団体等の関係者となっている
（図表25）。その他には、私立小学校長、元公立小・
中学校長、JABEEの審査員が挙げられている。

また研究所・センターの中には、「外国人の著名
研究者」を外部評価委員に依頼する等の独自性が
見られた。他の学内組織の教員、つまり部局外の
者を外部評価者の一人とみなして依頼する事例も
あった。

〔図表24〕外部評価の様式

〔図表25〕外部評価委員
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　今後とも外部評価の予定ありと回答した部局で
は、自己点検・評価のPDCAサイクルに外部評
価が組み込まれ機能している可能性が高い。

（２）非定期的に外部評価を実施している部局
　次に、定期的ではないが外部評価を実施したと
回答した167部局について見てみよう。

　図表27を見ると、2004年の法人化以降、特に近
年に外部評価を実施した部局が多いことが明らか
である。とりわけ第１期中期目標・中期計画期間
の半ばから終わりにかけて集中的に学部・研究科
や学内のセンター等が外部評価を実施したことが
分かる。
　次の図表28は評価項目を示したものである。教

育・研究・社会貢献・国際交流・業務運営と多項
目にわたって外部評価を実施している部局が多い
のは、定期的に外部評価を実施している部局の状
況と同様である。だが、教育・研究のみ外部評価
を実施したと回答する研究所・センターが多く
なっている。

　以下は今後の外部評価の実施予定の有無である 〔図表26〕。

〔図表26〕外部評価の実施予定

〔図表27〕外部評価の直近の実施年

〔図表28〕外部評価の対象項目
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　特定の項目、もしくはその他を選択した部局の
具体的な項目は、学部・研究科では、「教育」、「研
究」、「教育・研究・管理運営」、「授業評価システ
ムの在り方」、「教育・就職」、「大学院GP事業」、「認
証評価に準拠」、「教育・研究・管理運営・診療」、
「教育・研究・財政・社会貢献」、「教育・研究・
産学連携・施設」等となっている。研究所・セン
ターでは、「教育」、「研究」、「教育・研究・管理
運営」、「研究・社会貢献・業務運営」、「教育・研

究・教育研究支援・社会貢献」、「教養教育を中心
とするセンターの活動全般」、「センターの業務に
関すること」となっている。その他の部局では
「サービスの品質」が評価項目に挙げられている。
　続いて、外部評価を受けるために用いた様式で
あるが、外部評価のための報告書・資料を作成し
ている部局が最も多く、次いで部局単位で作成し
た独自の自己点検・評価の資料・報告書となって
いる（図表29）。

　図表30の通り、外部評価委員は、外部評価を定
期的に実施している部局と同様の傾向があり、大
学人が圧倒的に多い。その他には、公開講座の受

講生、同窓会長、後援会長、報道関係者等が挙げ
られている。

　今後の外部評価の実施予定は、図表31の通りで
ある。予定ありとしている学部・研究科は約44％、

研究所・センターは約44％、その他は約71％を占
めている。

〔図表29〕外部評価の様式

〔図表30〕外部評価委員
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（３）外部評価を未実施とした部局
　外部評価を未実施と回答した58部局（100％）
の内訳は、学部・研究科が21（36％）、研究所・

センターが29（50％）、その他が８（14％）となっ
ている。今後の外部評価の予定はありと答えてい
る部局が多い（図表32）。

　本稿では、１全学あげて、２部局ごと、３部局
の属性ごとに、外部評価を定期的に実施、非定期
的に実施、未実施に分け、それぞれ評価の頻度、
実施時期、評価対象項目、用いられる様式、外部
評価委員等を見てきた。これらをもとに、外部評
価が国立大学法人でどのように位置付けられてい
るのかを整理してみたい。
　そもそも法定評価とは異なり、本稿でいう「外
部評価」は現在のところ実施しても実施しなくて
も構わないものであり、あくまでも個別の国立大
学法人の判断に任せられるものである。とは言え、
回答のあった68法人のうち、全学あげて、もしく
は部局において、何らかの外部評価を実施してい
る法人は実に９割近くにのぼる。
　定期的に外部評価を実施している全学と部局の
違いについて振り返っておこう。全学あげて定期

的に外部評価を実施している法人では、外部評価
の対象項目の中で「全ての項目」と「教育・研究・
社会貢献・国際交流・業務運営」の項目の占める
割合が部局の計34％に対して、計74％となってお
り、法人の活動全般に係る全ての項目と「教育・
研究・社会貢献・国際交流・業務運営」の多くの
活動領域に係る項目を評価の対象としている。逆
に、部局単位では「特定の項目」が全学の13％に
対して、26％と高くなっている。外部評価の様式
として、法人独自の自己点検・評価報告書と外部
評価のための点検・評価報告書を用いているのは、
全学で計50％で、部局で計72％となっている。ま
た、外部評価委員の他大学・他の研究機関への依
頼が全学で計33％、部局で53％となっている。つ
まり、部局単位で定期的に実施する外部評価は、
特定の項目を対象に、法定評価の様式に準ずるの
ではなく独自の様式で、他大学の人に検証しても

〔図表31〕外部評価の実施予定

〔図表32〕外部評価の実施予定

　　おわりに
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らう傾向が強い。
　続いて、非定期的に外部評価を実施している全
学と部局の違いについてみてみると、どちらも
2004年の法人化後も自ら外部評価を実施している
ことが分かる。全学に比べて部局では、評価対象
項目に「全ての項目」を挙げるのは少なくなるが
（全学23％に対して部局３％）、「教育・研究・社
会貢献・国際交流・業務運営」に係る項目は全学
と変わらない（全学31％に対して部局32％）。学部・
研究科やセンター等の各部局では、既存の認証評
価や国立大学法人評価の様式を準用せずに、独自
に行っている自己点検・評価資料を用いる、ある
いは外部評価のために資料・報告書を作成してお
り（全学40％に対して部局89％）、レディメード
の外部評価ではなく、よりオーダーメードの外部
評価を行っていると言えよう。外部評価委員には
他大学・他の研究機関へ依頼する割合が全学52％
に対して部局63％と高く、民間企業や地方自治体
等への依頼および経営協議会の外部委員への依頼
は全学48％に対して31％と低くなっている。
　定期的に１年に１回のペースで全学あげて外部
評価を行なっている法人は49％あり、しかも評価
対象項目が「全ての項目」25％と「教育・研究・
社会貢献・国際交流・業務運営」の49％で計71％
にのぼる。同様に、定期的に１年に１回のペース
で外部評価を行なっている部局は19％を占め、「全
ての項目」19％と「教育・研究・社会貢献・国際
交流・業務運営」が26％となっている。国立大学
法人評価の資料・報告書の準用は全学あげてでは
ゼロ、部局においては７％である。このことは、
全学あげて外部評価を実施する場合は国立大学法
人評価委員会で毎年行われてきた中期目標・中期
計画期間中の年度計画に対する評価をさらに充実
させるために「外部評価」を実施していると解釈
できよう。
　また、定期的に認証評価に合わせて全学あげて
外部評価を行なっている法人は13％あり、同様に
定期的に認証評価に合わせて外部評価を行なって
いる部局は３％であった。これらに７年に１度の
認証評価の受審前に2年ほどの準備期間を要する

ことを考慮し、５から７年の間のサイクルで外部
評価を受ける法人（全学）を加えると26％、部局
は26％となる。つまり４分の１の法人・部局が、
認証評価の受審前後に自ら外部評価を実施してい
ることが分かる。
　恒常的ではないものの外部評価を実施した法
人・部局が2007から2009年にかけて集中的に外部
評価を実施している（法人48％・部局54％）。外
部評価の特徴の一つとして、認証評価や国立大学
法人評価といった法定評価に付随して行われる
ケースがあげられよう。認証評価制度のスタート
後、並びに国立大学法人化後にも外部評価を実施
した法人・部局が多いことを鑑みると、法定評価
では取り上げられなかった項目を外部評価で扱う
ことにより、法定評価を補強させ充実させる意味
合いを外部評価は持つと言える。
　今回の調査結果から、各国立大学にとって「外
部評価」は次の２つの位置づけができるのではな
いだろうか。一つは、法定評価をより充実させる、
あるいは補強させる外部評価であり、つまり法定
評価には十分に盛り込まれていない項目・内容を
扱う、もしくは外部の質保証で証明しきれなかっ
たことを補う、あるいはさらに充実させる外部評
価である。もう一つは、評価手法や評価基準等の
自己点検・評価の信頼性や妥当性に関する検証を
行う、特定領域の項目・内容、独自の項目・内容
を取り扱うことにより、内部の質保証を証明する
ための外部評価である。本文の中で記述しなかっ
たが、ある国立大学法人では「部局等評価に当たっ
ては、評価手法、評価基準及び評価の妥当性に関
する検証（本学の職員以外の者による検証を含
む。）を併せて行う。」と規定しており、大学基準
協会が新たに定めた「内部質保証」の基準評価の
枠組み、すなわち自己点検・評価の信頼性・妥当
性を学外者の目を通じて客観的に検証するシステ
ムを、内包している法人もある。もっとも前述の
２つの意味をクロスさせて外部評価を実施してい
る法人や部局は多いのであろう。大学評価・学位
授与機構の「大学評価基準（機関別認証評価）（改
定案）」（2011）によると、認証評価の２巡目の基
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1	「外部評価」を「教育の質を維持・向上させるため、または教育の質を保証するための組織的な取り組み」（大学
基準協会　2009：56）と捉えた実態調査アンケートの結果報告によると、「外部評価」を恒常的に実施している国
立大学法人は約26％にのぼる。一方で、私立大学においては、同報告によると、外部評価を実施している大学は
約13％と少ない。

2	 アンケート回答者から、「外部評価の実施の有無や実施年を同じ学内でも遡って調べるのが難しい」、もしくは「詳
細な実施状況は学内で統一して把握されていない」等の意見が寄せられた。また、最後の設問（今後の「外部評価」
の実施の有無）に対して無回答が多く生じた。

3	 国立大学法人の類型化は、財務管理に活用する観点から大学の特性を区分したもの（国立学校法人財務分析研究
会編、2009）など縷々あるが、2006年１月31日の国立大学法人評価委員会総会（第13回）の資料（別紙）「国立大
学法人の財務分析上の分類」を参考にした。

4	 同法人では、前年度の評価において改善を要すると認められる点として掲げられた事項への取り組み状況につい
ても併せて外部評価を受けているという。

準に「教育の内部質保証システム」と「財務基盤
及び管理運営」が設定されている。前者が「教育
活動についての自己点検・評価システム」の評価
であり、「学外関係者の意見が、教育の質の改善・
向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活か
されているか」が基本的な観点の一つに含まれる。
後者が「大学の活動の総合的な状況」に関する自
己点検・評価及び改善の体制の評価であり、「大
学の活動の状況について、外部者（当該大学の教
職員以外の者）による評価が行われているか」が
基本的な観点の一つとして明記されている。今後
は「外部評価」の在り方に各国立大学法人の個性
が現れるのかもしれぬ。
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