
琉球大学大学評価センター・ジャーナル

大学探究

ISSN1882-4870

琉球大学大学評価センター

The Journal of University Studies, University of the Ryukyus

2014 Vol.5



目 次

(研究論文)

高森智嗣：日本におけるインスティテューショナル・リサーチへの認識に関する研究

－国立大学法人に対するアンケート調査結果を中心に－ 1

Tomotugu Takamori：Research on Recognition to Institutional Research in Japan：

Based on Analysis of Questionnaire Investigation by National University Corporation

天野智水：わが国における大学教員の給与制度

－私立大学の現状－ 13

Tomomi Amano：Faculty Salary System of Japanese Private Universities

(研究ノート)

西出順郎・嶌田敏行・山下泰弘・大川一毅：

卒業生事業の概念モデルに関する探索的考察

－地方国立大学モデルを想定して－ 25

琉球大学大学評価センター 平成24年度事業報告 37

…………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………



１. はじめに

本稿の目的は､ 日本の国立大学法人のInstitutional

Research (以下､ IRとする) に対する認識を明らか
にすることにある. IRは､ 国立大学法人のみならず､
公私立大学にとっても重要な課題であり､ 本稿の対象
は限定的であるが､ 日本における IRの方向性を検討
する端緒となることを企図している.

IRの使命､ 目的､ 活動内容・方法は多岐にわたっ
ており､ その定義を一意に決定することは困難である
が､ 今日では ｢機関の計画立案､ 政策形成､ 意思決定
を支援するための情報を提供する目的で､ 高等教育機
関の内部で行われる研究｣ (Saupe 1990) という説明
が広く用いられている.
日本の IRのモデルとされる米国では､ 1924年にミ

ネソタ大学 (University of Minnesota) に設置され
た､ カリキュラム､ 学生の在籍率､ 試験の達成度を調

査・研究する組織 (The University Committee on

Educational Research) が､ 現在の IR部門の原型と
言われている (山田 2011). 1940年代になると明示的
な IR部門が設置されはじめ､ 1960年代に急速に拡大
し､ 1970～80年代後半､ 高等教育機関への入学者数の
増加と経済的制約を背景に､ 大学の戦略的経営に関す
るデータの必要性が高まり､ 現在では大多数の高等教
育機関が IR部門 (Institutional Research Office)
を設置していることは既知の事実である.
一方､ 我が国の高等教育においては､ 1991年の設置
基準大綱化､ 高等教育人口の拡大､ 小泉政権下におけ
る新自由主義政策､ 国際通用性の重視等を背景に､ 大
学評価を中心とした高等教育の質保証が最も重要なイ
シューのひとつとなっている. 一般的な評価の前提に
は事実特定があり (佐々木 2010)､ 大学評価において
も同様に､ 自大学の大学情報を収集・分析し､ 現状と
課題を正確に把握する必要がある. これに伴って､ 国
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要 約

本稿は､ 日本の国立大学法人の Institutional Research (以下､ IRとする) に対する認識を明らかにすることを目的

として､ 2011年12月～2012年１月に国立大学法人の IR担当理事及び実務担当者に対して実施した 『IRに対する意識と

実態に関するアンケート調査』 結果を用いて､ IRの機能､ 担当者､ 組織の必要性に対する認識について分析した.

その結果､ 理事､ 担当者ともに IRの機能､ 担当者､ 組織について必要であると認識していることが明らかになった｡

IR機能が必要な理由としては､ 経営改善のためのツールとしての期待とともに､ 外部環境の変化への対応のためのツー

ルとしての認識も存在している.

この際､ IR担当者や IR担当組織は､ IRが十分に機能するための要件のひとつと認識されていると考えられる.

以上のような結果を踏まえて､ IR機能を十分に発揮するために､ 今後､ IR担当組織のあり方や位置づけについて､ さ

らなる検討が求められることを論じた.
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立大学法人では ｢評価室｣ のような評価担当組織が増
加した (大学評価・学位授与機構 2009).
国立大学法人にとって､ 主要な大学評価は機関別認
証評価と国立大学法人評価である. 第２期の認証評価
について､ ほぼ全ての国立大学法人の受審先である
大学評価・学位授与機構においては､ ｢教育の成果｣
が ｢学習の成果｣ に変更された他､ ｢教育の内部質保
証｣ が認証評価基準に盛り込まれた. 内部質保証と
は､ 概して言えば ｢質の監視 (monitoring) と向上
(improvement)｣ であるとされており (Damme 2004)､
大学評価・学位授与機構では､ とりわけ学習の成果と
FDが強調されている. 教育・学習の成果を測定し､
これを改善していくことの必要性は論を俟たないが､
そのための機関情報・教育情報の収集・分析はますま
す重要になると考えられる.
また､ 財務省､ 神田主計官作成の 『平成24年度文教・
科学技術予算のポイント』 (2011) では､ ｢運営費交付
金の算定の見直しにあたり第１期中期目標期間の評価
結果を反映し､ 法人運営の活性化が図られるように一
定以上の評価を受けた大学法人に対して重点的に支援
(30億円)｣ することが示された. 国立大学法人評価の
結果と予算配分が結び付けられ､ 機関の目的・目標の
達成度や現状を正確に把握し､ 大学外部に提示してい
くことが求められている.
大学評価の制度趣旨は質の維持､ 向上・改善と説明
責任の履行であるが､ 他方で､ 『学士課程教育の構築
に向けて (答申)』 (2008) が指摘するように､ 大学評
価の形骸化が現在でも残された課題として存在してい
る. この文脈で､ 2010年６月15日の学校教育法施行規
則の改正により､ 2011年から､ 各大学において教育情
報の公表を行う必要のある項目が明確化される等､ 大
学が公的機関として社会に対する説明責任を果たすと
ともに､ 質を向上させるための施策が､ 政策的・外圧
的に進められている.
以上のような背景の下で､ 機関の情報を収集､ 管理､
分析､ 活用することを支援する手段として､ IRが注
目を集めている. 次節では､ 我が国における IRに関
する研究を概観し､ IRの多様性を示すとともに本稿
の問題設定を提示する.

２. 先行研究の整理と問題設定

IR研究の対象が複合的・横断的であることを承知
のうえでやや大まかに分類すれば､ IRの機能を整理
した研究､ ｢教学 IR｣ と呼ばれる大学の教育情報に注
目した研究､ 大学経営戦略の観点から IRを検討した
研究､ 機関情報の効率的な収集､ 蓄積､ 活用に関する

研究がある.
IRの機能論としては､ 米国の州立大学を対象に IR

の機能を再分類した研究 (青山 2006)､ IRとアウト
カム評価の関連性から IRの目的､ 役割､ 学内におけ
る位置づけを検討した研究 (野田 2009)､ プログラム
評価の中で IRが担う役割に焦点を当てた研究 (林
2009)､ 豪州における､ IRと教育改善の関係の特質に
関する研究 (鳥居 2009) がある.
教学IR研究としては､ IRが教育改善の局面でいか

に作用しているかに関する研究 (鳥居 2007)､ 教学分
野における政策策定を支援する IRのあり方について
検討した研究 (藤原他 2009)､ 教育成果測定における
IRの観点から学生調査を行った研究 (山田 2011) が
ある.
経営戦略的な観点から検討を行ったものとしては､
計画立案の方法とそれらに関連する大学情報の取扱に
ついてニューヨーク州の事例を検討した研究 (本田・
井田 2007) が挙げられる.
以上のように､ 我が国においては､ IRについて米
国をはじめとした諸外国の事例から示唆を得る研究が
多い. その中で､ IRの日本的特質に注目したものと
しては､ 日本の IR組織のミッションと活動内容の実
際に関する研究 (小湊・中井 2007) がある. 他方で
既存の組織や業務に潜在的な IR機能を見出した研究
(加藤・鴨川 2010) もある. 前者は､ IRが特定の担
当組織によって実施されていることを前提としている
のに対し､ 後者では､ IRは学内に散在する既存業務
の延長線上で捉えられており特定の組織を前提として
いない. 我が国において IRが注目を集めているのは
前述の通りであるが､ 求められているのが IR組織な
のか､ 機能が発揮されれば組織は不要なのか､ IR組
織や機関の構造と機能の間にどのような関連性がある
か等の問題には議論の余地があろう.

IR Officeの設置が一般的である米国では､ 問題の
焦点は機能にあり､ IR組織は所与の条件として扱わ
れている. これは､ 機関情報を効率的に収集､ 蓄積､
活用するためのデータベースが構築されていること
(小林 2003) とも関連しており､ データベースを運用､
活用する専門的人材の必要性を背景としている. 日本
においても､ 機関情報のためのデータベースに関する
実践､ 研究がすすめられている (喜多・井田 2003､
森 2009) が､ 未だ緒についたばかりであり､ 係わる
人材像や求められる能力等の明確化は発展段階にある
といえよう.
では､ 日本の国立大学法人は､ IRの必要性をどの

ように認識しており､ IRに何を求めているのだろう
か. 日本における IRへの認識に関する研究には､ 私
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立大学を対象に IRに関する機能をどのような組織が
担当しているか及び今後それらの機能をどの程度重視
するかについて分析した研究 (岡田 2011a)､ 国公私
立大学の学部を対象に IRの必要性に関する認識を調
査した研究 (岡田 2011b) がある. 国立大学法人に
ついては､ IR担当理事を対象に､ IRを機能､ 組織､
担当者に分けて､ それらの必要性に対する認識及び現
状に関する実態調査を行った研究 (高田他 2012) が
あるが､ 全学レベルかつ実務担当者レベルまでは含ん
でいない.
そこで､ 本稿では国立大学法人の IRの必要性に対
する認識に関する研究を発展させる形で､ 実務担当者
も分析対象に含み､ 国立大学法人の IRの機能､ 担当
者､ 組織の必要性に関する認識を明らかにする.

３. データと分析方法

本稿では､ 2011年12月～2012年１月に国立大学法人
の IR担当理事及び実務担当者に対して実施した､ IR

に対する意識と実態に関するアンケート調査の結果を
分析のためのデータとして用いた.
本アンケート調査では､ IRを ｢機関 (大学) の計
画策定､ 政策策定､ 意思決定を支援するような情報を
提供すること｣ として定義した. 一方で､ 本アンケー
ト調査は､ そのような ｢機能｣ を必要としているのか､
｢担当者｣ を必要としているのか､ ｢組織｣ を必要とし
ているのかを明らかにすることを主たる目的のひとつ
として設計されたものである. それぞれの必要性に対
する認識 (必要､ どちらかと言えば必要､ どちらかと
言えば不要､ 不要) とその理由を設問として設定した.
また､ IR人材に求められる要件を探るべく､ ｢担当者｣
について､ どのような人材が適切か､ どのような能力
が必要かを尋ねた. さらに､ どのようなデータを収集・
蓄積する必要があると感じているかを探るべく､ ｢収
集・蓄積すべきデータ｣ について尋ねた.
必要性に対する認識については４件法を､ それ以外
の設問では多肢選択法を用いて､ カテゴリカルデータ
として分析した.
当該調査では､ 全国立大学法人 (86大学) の IR担

当理事及び IRに関する実務担当者宛に調査票を配布
した. なお､ IR担当という名称を冠していないケー
スが多数存在することが予想されたため､ 回答者は各
大学が任意に決定するよう依頼した. その結果､ 理事
52名､ 担当者55名から回答を得た.
以下では､ 理事52名､ 担当者55名を分析対象とする.
なお､ ２名の理事から回答があった大学が２校含まれ
ている.

表１に回答数及び回収率を示した. 全体では､ 理事
52名 (60.5％)､ 担当者55名 (64.0％) となっている
が､ 大学規模別 に見れば規模毎の回答数は少数となっ
てしまう. そのため､ 今回の分析では､ 大学規模の別
は考慮せず､ 回答全体を分析の対象とした.

本稿ではカテゴリカルデータを用いて分析を行なっ
ているため､ ノンパラメトリック検定を採用し､ ２群
間の差の検定にはWilcoxonの順位和検定を用いた.
なお､ 本稿の全ての分析について SPSS Version 21.0
を用いている.

４. ��に対する認知度

国立大学法人の IRに対する認識の前提として､ IR

に対する認知の程度を見ておこう. 理事､ 担当者､ 全
体についての調査果を表２に示した.
全体的な回答傾向について､ χ二乗検定を行ったと
ころ､ １％水準で有意な差が見られた (p＜0.01).
｢ある程度知っている｣ との回答が70件 (65.4％) と
最も多く､ ｢よく知っているとの回答も13件 (12.1％)
存在している. ｢知らない｣ との回答は２件 (1.9％)
とほとんど見られなかった. 一方で､ ｢詳しくは知ら
ない｣ との回答が22件 (20.6％) と一定程度存在して
いることには留意が必要だろう.
次に､ 理事､ 担当者についても同様の分析を行った
ところ､ １％水準で有意な差が見られた (理事：p＜
0.01担当者：p＜0.01). 理事は､ ｢ある程度知ってい
る｣ との回答が38件 (73.1％) と最も多く､ ｢よく知っ
ている｣ との回答も8件 (15.4％) 存在しておりIRに
対する認知度は高いと言える.
担当者は､ ｢ある程度知っている｣ 32件 (58.2％)､
｢よく知っている｣ ５件 (9.1％) とある程度の認知度
が認められるものの､ ｢詳しくは知らない｣ との回答
が17件 (30.9％) 存在している.
そこで､ Wilcoxonの順位和検定を用いて理事と担

当者のIRに対する認知度の差について分析したとこ
ろ､ 有意な差が見られた (p＜0.05). 担当者と比べて
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表１. 回答数及び回収率

理 事 担当者 全機関

単科大学
２～４学部
５～７学部
８学部以上

13 (52.0％)
15 (57.7％)
13 (81.3％)
11 (57.9％)

14 (56.0％)
15 (57.7％)
11 (68.8％)
15 (78.9％)

25
26
16
19

計 52 (60.5％) 55 (64.0％) 86

注) ( ) 内は回答者数を全機関で除したもの｡



理事の方が IRに対して高い関心を持っている状況が
伺える. 対して､ 担当者については､ 調査票の送付先
を ｢IR担当者｣ としていたにもかかわらず､ ｢詳しく
は知らない｣ との回答が一定程度存在していることは､
注目すべき点であろう. 通常業務において行われる活
動が､ 何らかのデータ収集・分析・提供を含んでいれ
ば､ それは IR活動に包含されるようにも思われる.
しかし､ 担当者は必ずしも自らの活動を IRとして認
識しているわけではない状況が示唆されている.
ただし､ ここでの認知は実際の業務としての具体的
な IR活動の内容を知っているというよりも､ 経営支
援ツールとしての概念的な IRについての認知である
と思われる. そのため､ IRを ｢知っている｣ という
結果は､ 実際に IRを導入し､ 機能させるための方法
論や具体的に IRで何ができるのかにまで踏み込んだ
ものではないと思われる.
このため､ 以下では IRに対する必要性についての

認識をみていくが､ 具体的な IRの業務内容が想定さ
れているとは限らない点には留意が必要だろう.

５. ��機能の必要性

IRに関する記述的な説明においては､ 組織や担当
者､ その他の要素の様態に拘わらず､ 求められる機能
が発揮されているかが焦点となる局面は多数存在する.
また､ 機能状況を無視して､ 組織や担当者に関する整
備状況のみが記述されることも十分に想定される. ひ
とくちに IRと言っても､ IR機能､ IR組織､ IR担当
者といった複数の要素が輻輳的に概念を構成しており､
必ずしもこれらが明示的に区分されて扱われるわけで
はない. しかし､ 分析的には､ 現在どの要素を対象と
して検討しているのか明らかにしておくべきだろう.
そこで､ 本節では IR機能について､ 次節以降では､
IR担当者､ IR担当組織について検討する.

IR機能の必要性についての調査結果を表３に示し
た. 全体としては､ ｢必要である｣ との回答が64件
(59.8％) と最も高く､ 次いで ｢どちらかと言えば必
要である｣ が40件 (37.4％) である. ｢どちらかと言
えば不要である｣ は３件 (2.8％)､ ｢不要である｣ は

０件 (0.0％) とほとんど見られなかった.
理事の回答については､ ｢必要である｣ との回答が
37件 (71.2％) と最も高く､ 次いで ｢どちらかと言え
ば必要である｣ が13件 (25.0％) である. ｢どちらか
と言えば不要である｣ は２件 (3.8％)､ ｢不要である｣
は０件 (0.0％) である.
担当者の回答については､ ｢必要である｣ との回答
が27件 (49.1％)､ ｢どちらかと言えば必要である｣ が
27件 (49.1％) と最も高く､ ｢どちらかと言えば不要
である｣ は１件 (1.8％)､ ｢不要である｣ は０件
(0.0％) である.
また､ 明確に ｢必要である｣ と回答しているのは､
理事が約70％であるのに対して､ 担当者は ｢必要であ
る｣ と ｢どちらかと言えば必要である｣ が約50％ずつ
に分かれており､ 理事の方が IRの必要性を強く感じ
ている (Wilcoxonの順位和検定 p＜0.05) と言える.
理事､ 担当者ともに概ね IR機能が必要であると認
識しているが､ この時､ なぜ IR機能を必要としてい
るのか､ その理由を表４に示した. なお､ 当該項目に
ついて､ 調査票の設問は多肢選択法を採用している.
全体としては､ ｢経営改善のため｣ が64件 (59.8％)
と最も高く､ ｢内部質保証システム構築への対応のた
め｣ 47件 (43.9％)､ ｢大学評価対応のため｣ 46件
(43.0％) と続き､ ｢学士課程教育改善のため｣ が13件
(12.1％)､ ｢大学院教育改善のため｣ が12件 (11.2％)
となっている.
理事については､ ｢経営改善のため｣ が31件
(59.6％) と最も多く､ ｢内部質保証システム構築への
対応のため｣ が22件 (42.3％)､ ｢大学評価対応のため｣
が21件 (40.4％) と続く. ｢学士課程教育改善のため｣
は８件 (15.4％)､ ｢大学院教育改善のため｣ は６件
(11.5％) となっている.
担当者については､ ｢経営改善のため｣ が33件
(60.0％) と最も高く､ ｢内部質保証システム構築への
対応のため｣ が25件 (45.5％)､ ｢大学評価対応のため｣
が25件 (45.5％) と続く. ｢大学院教育改善のため｣
は６件 (10.9％)､ ｢学士課程教育改善のため｣ は５件
(9.1％) となっている.
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表２. ��の認知度

知らない
詳しくは
知らない

ある程度
知っている

よく
知っている

合 計

理 事 1 (1.9％) 5 (9.6％) 38 (73.1％) 8 (15.4％) 52

担当者 1 (1.8％) 17 (30.9％) 32 (58.2％) 5 (9.1％) 55

合 計 2 (1.9％) 22 (20.6％) 70 (65.4％) 13 (12.1％) 107



理事､ 担当者ともに同様の回答傾向にあり､ 経営改
善や内部質保証システムの構築､ 大学評価対応のため
に IRが必要であるとの回答が多く､ 学士課程教育・
大学院教育のような教育改善のために IRが必要であ
るとの回答は少ない. 教育改善については､ 学務系の
組織や大学教育センター等､ 既存の組織がその機能を
担当しているからだと考えられる. しかし､ この結果
は､ 即座に IR機能の射程が教学分野に及ばないこと
を意味するわけではないだろう. 全体の回答
(n＝107) について､ ｢学士課程教育改善｣､ ｢大学院
教育改善｣ に対して IR機能の必要性を感じていない
と回答したケースが87件存在する. その内､ 45件
(51.7％) が､ 学生の履修・成績状況とのデータの検
証に IRが必要であるとしており､ 50件 (57.5％) が
学生の学習成果の検証に IRが必要であるとしている.
同様のケースで､ 理事 (n＝41) では､ 24件 (58.5％)
が､ 学生の履修・成績状況とのデータの検証に IRが
必要であるとしており､ 18件 (43.9％) が学生の学習
成果の検証に IR が必要であるとしている. 担当者
(n＝46) では､ 21件 (45.7％) が､ 学生の履修・成績
状況とのデータの検証に IRが必要であるとしており､
32件 (69.6％) が学生の学習成果の検証に IRが必要
であるとしている.
以上のような調査結果は､ 教育改善のために IRが
必要でないとしていたとしても､ 経営改善や大学評価
対応の観点から､ 教育分野の情報について IRを必要
としている可能性を示している. 特に､ 法人評価では
教育分野の評価に傾斜がかかっており､ 教育情報の重
要度は高い. また､ 認証評価においても､ ｢学習の成
果｣ 等､ 機関の教育情報が重視されている. 加えて､

学校教育法施行規則の改正により､ 教育情報の公開が
すすめられている. 機関情報としての教育・学習に関
する情報の収集､ 分析､ 提示は､ 個別の教育改善のた
めというよりも､ 大学経営の文脈上にある外部環境へ
の対応であり､ IRは､ その支援ツールとして認識さ
れていると考えられる.

６. ��担当者の必要性に対する認識

上記では､ IR機能の必要性に対する認識について
みてきたが､ IR機能を発揮するための要件として何
が必要だろうか.

IRが多様であるにせよ､ それが情報の収集・蓄積
を前提としていることは事実である. 米国等では､ 機
関情報を効率的に収集・蓄積するためのデータベース
が整備されていることは先述の通りである.
他方で､ 条件適応理論による大学へのアプローチで
は､ 組織の複雑性､ 不確実性・非予測性､ および依存
性によって､ 必要となるテクノロジーが異なる点が指
摘されており (バーンバウム 1992)､ 個別の大学にとっ
て､ データベースの導入が機関調査を進める上で唯一
の最適解となるわけではないと考えられる. データベー
スの導入を含めて､ そのあり方に対する判断は多用で
あろう. さらに､ データベースを導入する際には､ デー
タやデータベースの整備とともに､ それらを扱う人材
の確保､ 養成も IR機能を十全に発揮させるための大
きな要因となる. 実際に､ 米国では機関調査を円滑に
進めるために､ IR部門や人材が､ 専門職として設置
されている (スウィング・山田 2005).
しかし､ 我が国においては､ IRに対する認知自体
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表３. ��機能の必要性

不 要
どちらかと
言えば不要

どちらかと
言えば必要

必 要 合 計

理 事 ０ (0.0％) ２ (3.8％) 13 (25.0％) 37 (71.2％) 52

担当者 ０ (0.0％) １ (1.8％) 27 (49.1％) 27 (49.1％) 55

合 計 ０ (0.0％) ３ (2.8％) 40 (37.4％) 64 (59.8％) 107

表４. ��機能が必要な理由

経営改善
学士課程
教育改善

大学院
教育改善

大学評価対応 内部質保証

理 事 31 (59.6％) 8 (15.4％) 6 (11.5％) 21 (40.4％) 22 (42.3％)

担当者 33 (60.0％) 5 (9.1％) 6 (10.9％) 25 (45.5％) 25 (45.5％)

合 計 64 (59.8％) 13 (12.1％) 12 (11.2％) 46 (43.0％) 47 (43.9％)



の歴史が浅く､ 専門職としての IR人材が根付いてい
るとは言い難い状況である. このため､ 機関の各分野
の情報は､ 各担当課が個別に所有している場合が多い.
このように､ データの所在が分散的になっている場合､
個別業務におけるデータ処理は可能だが､ ｢機関の情
報｣ として扱う際､ 他のデータとの整合性 (調整) の
とり方や､ 組合せ方 (統合) の面で課題が生じる. こ
のような課題を解決するために､ データを統合・調整
する仕組みが必要であり､ それらを機能させるための
組織や人材が必要であると思われる. この点について､
人材面での認識を表５に示した.
全体では､ ｢必要である｣ が62件 (57.9％) と最も

多く､ ｢どちらかと言えば必要である｣ が38件
(35.5％) なっている. ｢どちらかと言えば不要である｣
は4件 (3.7％)､ ｢不要である｣ は0件 (0.0％) とほと
んどみられなかった.
理事については､ ｢必要である｣ が36件 (69.2％)

と最も高く､ ｢どちらかと言えば必要である｣ が13件
(25.5％) と続く. ｢どちらかと言えば不要である｣ は
１件 (1.9％)､ ｢不要である｣ は０件 (0.0％) とほと
んどみられなかった.
担当者については､ ｢必要である｣ が26件 (47.3％)､
｢どちらかと言えば必要である｣ が25件 (45.5％) と
なっている. ｢どちらかと言えば不要である｣ は１件
(1.9％)､ ｢不要である｣ は0件 (0.0％) とほとんどみ
られなかった.
理事､ 担当者ともに､ ある程度 IR担当者の必要性
を認める結果となっているが､ 両者を比較すると､ 有
意な差がみられる (Wilcoxonの順位和検定 p＜0.05).
担当者の回答は､ IR担当者の必要性を否定するもの
ではないが､ ｢必要である｣ と ｢どちらかと言えば必
要である｣ の割合が同程度であり､ 理事よりも IR担
当者の必要性について消極的な傾向にあると言える.

IR担当者が ｢必要である｣､ ｢どちらかと言えば必
要である｣ と回答した場合の理由としては､ ｢専門的
な知見が必要であるから｣ が70％程度､ ｢大学経営の
効率化に必要であるから｣ が80％程度となっており､

｢大学評価の基準に内部質保証が盛り込まれたから｣
が40％程度となっている. なお､ これらの回答傾向は､
理事､ 担当者ともに同様である. ｢専門的知見｣ や
｢大学経営の効率化｣ のような内的動機に基づく必要
性の認識がほとんどである一方で､ ｢評価基準へ内部
質保証が盛り込まれたため｣ のような､ 外部環境の変
化への対応として必要性を認識している割合が40％程
度と一定数存在する点には留意が必要だろう.
次に､ 必要と認識されている担当者の属性について
表６に示した.

IR担当者として教員が必要であるとの回答は､ 理
事は41件 (78.8％) となっており､ 担当者は47件
(85.5％) となっている.

IR担当者として職員が必要であるとの回答は､ 理
事の35件 (67.3％) に対して､ 担当者は47件 (85.5％)
となっており､ 担当者の方が､ 職員の IRへのコミッ
トメントについて積極的であるといえる.
次に､ IR担当者に必要とされる能力に対する認識

では､ 理事 (n＝52) は ｢高等教育の専門的知識｣
(65.4％) や ｢統計処理の専門的能力｣ (50.0％) を必
要としているのに対して､ 担当者 (n＝55) は ｢高等
教育の専門的知識｣ (58.2％)､ ｢トップマネジメント
に関わることができる能力｣ (56.4％)､ ｢組織間の調
整・連携を図ることができる能力｣ (56.4％) を必要
としている. やや強引に分類すれば､ 理事は分析志向､
担当者は実務志向と考えることができよう.
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表５. ��担当者の必要性

不 要
どちらかと
言えば不要

どちらかと
言えば必要

必 要 無回答 合 計

理 事 ０ (0.0％) １ (1.9％) 13 (25.0％) 36 (69.2％) ２ (3.8％) 52

担当者 ０ (0.0％) ３ (5.5％) 25 (45.5％) 26 (47.3％) １ (1.8％) 55

合 計 ０ (0.0％) ４ (3.7％) 38 (35.5％) 62 (57.9％) ３ (2.8％) 107

表６. 必要とされる担当者の属性

教 員 職 員 外 部２

理 事 41 (78.8％) 35 (67.3％) ５ (9.6％)

担当者 47 (85.5％) 47 (85.5％) ７ (12.7％)

合 計 88 (82.2％) 82 (76.6％) 12 (11.2％)

注) 理事:n＝52､ 担当者:ｎ＝55､ 全体:ｎ＝107



７. ��組織の必要性に対する認識

理事､ 担当者ともに､ 概ね IR担当者の必要性を認
める回答を得ているが､ IR組織についてはどうだろ
うか. IR組織の必要性に対する認識を表７に示した.
全体では､ ｢必要である｣ が51件 (47.7％) と最も

高く､ ｢どちらかと言えば必要である｣ が46件
(43.0％) と続く. ｢どちらかと言えば不要である｣ は
7件 (6.5％)､ ｢不要である｣ は０件 (0.0％) である.
理事については､ ｢必要である｣ が31件 (59.6％)

と最も高く､ ｢どちらかと言えば必要である｣ が17件
(32.7％) と続く. ｢どちらかと言えば不要である｣ は
２件 (3.8％)､ ｢不要である｣ は0件 (0.0％) である.
担当者については､ ｢どちらかと言えば必要である｣
が29件 (52.7％) と最も高く､ ｢必要である｣ は20件
(36.4％) となっている. ｢どちらかと言えば不要であ
る｣ は５件 (9.1％)､ ｢不要である｣ は０件 (0.0％)
である.
この時､ IR組織の設置形態としては､ 理事 (n＝
48) の89.6％が､ 担当者 (n＝49) の98.0％が､ 常設
の組織が望ましいとしている.
また､ 組織の位置づけとしては､ 理事の47.9％が､
担当者の46.9％が ｢学長直属の組織｣ と回答しており､
｢独立の研究センター｣ が望ましいとの回答は理事､
担当者ともにほとんど見られなかった. このように､
理事､ 担当者ともに､ IR組織として､ 常設の執行部
直属の組織が望ましいとしている. この結果は､ IR

組織が意思決定者と緊密に連携の取れる設置形態を取
ることで､ 積極的に意思決定にコミットしていくこと
の必要性が認識されていることを示していると言えよ
う.
ただし､ 理事､ 担当者ともに､ 概ね IR組織の必要
性を認める結果となったが､ ここでも担当者は ｢どち
らかと言えば必要である｣ の割合が高く､ 理事と比較
して消極的であると言える.

８. ��の必要性に関する比較

理事､ 担当者ともに､ IR機能､ IR担当者､ IR組
織について､ 概ね必要性を認識していることが明らか
になった. 次に､ 機能､ 担当者､ 組織の必要性につい
て､ どこに重点を置いているかを検討するために､ ボ
ンフェローニの修正による多重比較 (p＜0.0167) を
行った結果を表８､ ９に示した.

理事､ 担当者ともに､ 機能の必要性と担当者の必要
性､ 担当者の必要性と組織の必要性の間には有意な差
がみられなかったのに対して､ 機能の必要性と組織の
必要性とでは有意な差がみられ､ 機能について､ より
強く必要性を認識している状況が窺える.
なお､ この結果は IR組織の必要性を否定するもの
ではなく､ 相対的に､ 何を積極的に必要と認識してい
るかを検討したものである点に留意されたい.

９. ��における情報収集・蓄積のあり方

前節では､ 理事､ 担当者ともに IR組織と比べて IR

機能により強い必要性を認識していることを確認した.
IR機能として想定されるのは､ 情報の収集・蓄積､
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表７. ��組織の必要性

不 要
どちらかと
言えば不要

どちらかと
言えば必要

必 要 無回答 合 計

理 事 ０ (0.0％) ２ (3.8％) 17 (32.7％) 31 (59.6％) ２ (3.8％) 52

担当者 ０ (0.0％) ５ (9.1％) 29 (52.7％) 20 (36.4％) １ (1.8％) 55

合 計 ０ (0.0％) ７ (6.5％) 46 (43.0％) 51 (47.7％) ３ (2.8％) 107

表８. 漸近有意確率：理事

機 能 担当者 組 織

機 能 0.107 0.007*

担当者 0.058

表９. 漸近有意確率：担当者

機 能 担当者 組 織

機 能 0.196 0.008*

担当者 0.033



分析､ 提供である. 分析､ 提供する情報は､ 収集・蓄
積するデータに依拠することになるが､ 具体的にはど
のようなデータについて収集・蓄積することが適切で
あると認識しているのだろうか.
経営に関する情報､ 教育に関する情報､ 研究に関す
る情報､ 社会貢献・国際交流に関する情報に区分して､
回答数が多かった上位２項目を表10に示した.

IRにおいて収集・蓄積するべき情報について､ 理
事､ 担当者ともに概ね同様の傾向にある. 経営に関す
る情報においては､ 高等教育政策に関する情報が最も
高く､ 教育に関する情報では入試状況が､ 研究に関す
る情報では競争的資金獲得状況が高い. 社会貢献・国
際交流では､ 理事は､ 共同研究・寄付金受入状況が最
も高く､ 担当者は留学生数に関する情報が最も高くなっ
ている.
ここでは､ 便宜的に区分しているが､ いずれの情報
も経営的な視点が入っており､ 特に研究情報､ 社会貢
献・交際交流に関する情報では､ 競争的資金や寄付金
等､ 大学の財務・経営に大きく影響する情報の収集・
蓄積に対するニーズが高くなっている.

��. ��に関する情報処理設備

機関の情報を収集・蓄積するために今や IT技術は
欠かせないものとなりつつあり､ データベースやシス
テムの開発が多数の大学で進められている. このよう
な状況下で､ 理事､ 担当者は､ 情報処理設備について
どのような認識を持っているのだろうか. IRの役割
をはたす上での情報処理設備の必要性に対する認識を
表11に示した.

理事､ 担当者ともに同様の回答傾向にあり､ 大学独
自のデータベースや大学間共通のデータベースの必要
性を認識している. 大学独自のデータベースのみなら
ず､ 大学間共通のデータベースに対するニーズが高い
ことは注目すべき点だろう.
一方で､ 個人のパソコンや既存の業務システムが適
切であるとの認識は少ない. 表10に示した情報は､ 既
存の業務や業務システムにおいても収集､ 蓄積を行なっ
ているはずであるにも拘わらず､ データベースを必要
としているという結果は､ 既存システムが機関の情報
を収集・蓄積する上での限界を示していると言えよう.
他方で､ データベース構築にかかる導入コストは極
めて大きいという現実も存在している. また､ 総合大
学や単科大学等､ 大学類型によっても､ 必要とされる
インフラの規模は異なることが予想される. 理事､ 担
当者は､ IRにかかわる情報処理設備の導入コストと
してどの程度が適切と認識しているかを表12に示した.
全体的な傾向を見ると､ 200万円以下が45件 (42.1

％)､ 201～500万円以下が39件 (36.4％) となってお
り､ IRのための情報処理設備にかける適切な金銭的
コストは500万円が上限であると認識している状況が
窺える. 一方､ 500万円以上になると､ 501～1000万円
以下が９件 (8.4％)､ 1000万円以上は１件 (0.9％)
とほとんど見られなかった.
理事､ 担当者別にみてみると､ 若干､ 回答傾向が異
なっている. 理事は､ 201～500万円以下が21件

高森 智嗣8

表��. ��における情報収集・蓄積

経営情報 理 事 担当者

高等教育政策に関する情報 35 35

財務分析に関する情報 27 32

教育情報 理 事 担当者

入試状況 (志願､ 入学状況) 24 26

履修・成績状況 23

授業の満足度 24

研究情報 理 事 担当者

論文発表状況 39 38

競争的資金獲得状況 41 40

社会貢献・国際交流情報 理 事 担当者

共同研究・寄付金受入状況 34 37

留学生数 (受入・送出) 25 40

注) 理事:n＝52､ 担当者:ｎ＝55

表��. ��のための情報処理設備

理 事 担当者

個人のパソコン 8 10

既存の業務システム 13 9

大学独自のデータベース 31 37

大学間共通のデータベース 29 31

注) 理事:n＝52､ 担当者:ｎ＝55



(40.4％) と最も高く､ 200万円以下が15件 (28.8％) と
続くのに対して､ 担当者は､ 200万円以下が30件 (54.5
％) と最も高く､ 201～500万円以下18件 (32.7％) と
続く. 理事と担当者では､ 担当者のほうが､ 金銭的コ
ストに対してややシビアな意識を持っていると言える.

��. まとめと今後の課題

ここまで､ 国立大学法人の理事および担当者の IR

に対する認知度､ IR機能､ IR担当者､ IR組織及び
IRのための情報処理設備に対する認識をみてきた.
分析の結果､ 以下の点が明らかになった.

IRの認知度については､ 理事､ 担当者ともに概ね
｢ある程度は知っている｣､ ｢よく知っている｣ と回答
しており､ IRが急速に普及してきている状況が窺え
る.

IR機能の必要性については､ 理事､ 担当者ともに
｢必要である｣､ ｢ある程度必要である｣ としている.
その理由としては､ ｢教育改善のため｣ との回答が少
なく､ ｢経営改善｣､ ｢大学評価対応｣､ ｢内部質保証シ
ステム構築｣ との回答が多数を占めている. このこと
から､ IR機能に対しては､ 経営改善のためのツール
としての期待が存在するとともに､ 大学評価対応のよ
うな外部環境の変化への対応のためのツールとしての
認識も存在していると言えよう. この結果は､ IRの
射程が広範にわたっており､ 且つそのあり方も多用で
あることを示している.
次に IR担当者についても ｢必要｣､ ｢どちらかと言
えば必要｣ と認識されていることが明らかになった.
この際にアクターとして認識されているのは教員､ 職
員両方であり､ 理事は ｢高等教育の専門的知識｣ や
｢統計処理の専門的能力｣ のような分析志向の能力を
求めているのに対して､ 担当者は ｢トップマネジメン
トに関わることができる能力｣ や ｢組織間の調整・連
携を図ることができる能力｣ のような実務志向の能力
が必要であるとしている. 実際の IRでは､ これらの
能力は排他的なものではないが､ IR業務の効率性や

負担軽減の観点からは､ 教員と職員とで適切な役割分
担が果たされることが重要であると思われる.
さらに､ IR組織の必要性についても､ ｢必要である｣､
｢どちらかと言えば必要である｣ との回答が多数を占
めている. IR担当者や IR組織は､ IR機能を十分に
発揮するための要素のひとつと認識されていると考え
られる.
一方で､ IR担当者・組織が大学の意思決定に影響
をおよぼすことの困難さも指摘されている (森 2011).
これは､ IR担当者や組織の必要性を否定するもので
はなく､ IRが十分に機能するために､ またデータに
基づく意思決定がオミットされないために克服される
べき課題として捉えられるべきだろう.
機関全体について､ データに基づく意思決定を推進
するためには､ 少なくとも､ どこにアクセスすれば欲
しい情報が得られるのかを明確にしておく必要があり､
IR担当者や IR担当組織はその仕組みのひとつとし
て考えられる. 入試に関する情報､ 教育に関する情報､
研究に関する情報､ 国際化に関する情報等､ 様々な情
報が個別の担当部署レベルで収集・蓄積されていると
しても､ それらのデータ・情報が調整､ 統合されなけ
れば､ 機関全体の包括的な状況の把握は困難である.
本稿では､ IRの必要性に対する認識を IRの機能､
担当者､ 組織毎に確認してきたが､ 実際にIRがどの
ように機能しているかまでは踏み込んでいない. また､
今回は全体的な状況を分析するために､ IR担当理事
と実務担当者の認識について比較を行ったが､ 大学規
模別の分析や､ 回答者の勤続年数､ 属性等を考慮した
分析までは至っていない. IRの機能状況と担当者､
組織がどのように連関しているかについて及び､ 更な
る詳細な分析は､ 今後深化が求められる残された課題
である.

付 記

本研究は､ 科学研究費補助金研究課題 ｢大学経営に
おける総合的問題の分析と解決を促進する情報基盤の
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表��. 情報処理コスト

200万円以下
201～500
万円以下

501～1000
万円以下

1000万円以上 その他 無回答

理 事 15 (28.8％) 21 (40.4％) ７ (13.5％) １ (1.9％) ４ (7.7％) ４ (7.7％)

担当者 30 (54.5％) 18 (32.7％) ２ (3.6％) ０ (0.0％) １ (1.8％) ４ (7.3％)

全 体 45 (42.1％) 39 (36.4％) ９ (8.4％) １ (0.9％) ５ (4.7％) ８ (7.5％)



構築｣ (研究課題番号：22530921) より一部助成を受
けている.

注 記

１. 大学規模による分類は､ 文部科学省の ｢規模別大学一覧表
(平成24年５月１日現在)｣ (http://www.mext.go.jp/
component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/
2013/03/27/1280065_11_1.pdf) に従った.

２. ここでの外部とは､ 民間の調査会社を想定している.
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Abstract

The aim of this paper is to consider the future direction of Institutional Research in japan by analysis of

recognition to the necessity for the function of IR, an officer, and an organization.

As a result, it become clear that executives and person in charge recognize necessity of IR function, officer,

and organization. The reason which needs IR function is to improve management and to correspond vicissi-

tudes of outside environment. On this occasion, IR officer and IR organization are needed.

Based on the result above, this paper refer to need more discussion about whole concept of IR organization

for exert the IR function.
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１. 研究の目的

本稿は, 教員の活動状況が給与にどの程度, どのよ
うに反映されているのかという観点から, わが国にお
ける大学教員給与制度を明らかにすることを目的とす
る. ただし, 今回は私立大学に対象を限定する.
大学教員は自律的な専門職であるが, 大学という組
織の一員でもあるので, 教員の意向と大学のそれとの
間の調整を全く考慮しないわけにはいかない. 金銭的
報酬はそのツールとして, すなわち教員の動機づけに
関わるものとして用いられうる. 研究・教育・管理運
営等, 幅広く仕事を抱える教員の動機づけはどのよう
に扱われているのか. これが本稿の背景にある問題意
識である.
もっとも, 日本の大学教員給与に関する研究は必ず
しも活発とはいえない. その理由の１つは, 各大学に
おける給与決定は, 昇格人事を除き, 活動や業績より

も年功序列によるということがよく知られているから
と思われる. 実のところ本稿でも, 多数の私立大学の
昇給・賞与についていえば, このような常識を確認す
るものとなっている. しかし, 一口に私立大学といっ
ても600校近い大学群であり, 一律の給与制度が適用
されているわけではない. その多様性は無視しえず,
少数派の存在にも目を向ける必要があると考える.
以下, ２.で先行研究の検討, ３.で研究の方法を述
べたのち, ４.で定期昇給・賞与制度を取り上げ, 年
功以外にどの要因が昇給幅や賞与額に影響を与えるの
か, そしてそれはどの程度めりはりを付けたものなの
かを分析する. 続く５.では, どのような職務に応じ
て手当が設けられているかを分析する. これもまた,
年功以外の要因で決まる金銭的報奨である. なお, 昇
格や他機関への移動が給与に与える影響は大きいにも
かかわらず, 本稿ではそれらを扱っていないが, 昇格
の回数や移動の機会は限られていることから, より短
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わが国における大学教員の給与制度

－私立大学の現状－
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要 約

本稿は, 教員の活動状況が給与にどの程度, どのように反映されているのかという観点から, わが国における私立大

学教員の給与制度を明らかにすることを目的とする. 具体的には, 専任教員の定期昇給・賞与制度と職務に応じた諸手

当等を取り上げて, 質問紙調査を実施した. その結果, 手当という追加的金銭報酬により公平性を考慮しつつも, 教員

の勤務成績や業績等が影響を及ぼさない給与制度をとっている私立大学が多数派であることがわかった. これは自律的

な専門職である大学教員に適合した給与制度と思われる. 一方, 業績等の評価を給与に反映させている一部大学では,

｢教育活動｣ や ｢管理運営｣ が ｢研究活動｣ と同等以上に影響をもつ傾向がうかがえた. これは研究に専心しがちな教員

に対し, 教育や管理運営にも精力を傾注することを大学が期待することのあらわれと思われる. ただし, そのような大

学であっても, 必ずしも給与に大きなめりはりをつけているわけではなかった.
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期的な報奨制度について検討することに意義があると
考える. また, 以上は ｢一部の任期制教員や特任教員
等のみにあてはまる給与制度を除き, 多数を占める専
任教員の給与制度｣１) を扱っている. これらとは ｢異
なる給与制度が適用されるフルタイムの教員｣ につい
ては, その職務と給与水準について, やや補論的では
あるが, ６.で述べる. ７.では本稿の分析で明らかに
なったことをまとめ, さらに推論を進めて当該給与制
度の特徴を総括する. 最後に８.で本稿の限界と残さ
れた課題を述べる.

２. 先行研究の検討

私立大学教員の給与については, まず, 機関間の給
与水準の差をもたらす要因を説明しようとする先行研
究がいくつかみられる. 国庫助成に関する全国私立大
学教授会連合 (2001) は135大学から得た質問紙調査
の回答から, 本俸月額は京阪神地区が最も高いことや,
設立年度が古いほど高いことを指摘している. 間淵
(2001) は文部省 ｢私立学校の財務状況調査｣ の個票
データから各私立大学の平均給与を分析し, 設立年や
地域のほか, 教員当たり学生数や入学難易度の高さ等
とそれが正の関係にあることを示している. 船橋
(2006) は近畿地区, 東海地区, 東京地区における私
立大学教職員組合連合のデータを用いて賃金決定の要
因分析を行い, 当該機関の学費や偏差値の高さ等にみ
る教員の貢献度や優秀さが賃金の高さに反映している
旨の説明をしている. しかし, これらは機関内の給与
差を分析するものではない.
藤村 (2002) や天野 (2008) は大学教員を対象にし
た質問紙調査から, 勤続年数, 大学類型, 研究業績等
と給与の関係を分析しているが, 調査対象が一部の大
学に所属する教員に限られている上に, 給与の差をも
たらす各大学の制度を, ブラックボックスのままにし
ているという課題を残している.
本報告と近い内容をもつのは, 社団法人私学経営研
究会や日本私立学校振興・共済事業団の調査報告であ
る. すなわち, これらは人事考課制度と給与との関係
を尋ねた機関調査を実施しており, 特に後者 (2008年
調査) は506の大学法人から回答 (回収率93.5％) を
得たものである. しかし, 全体の単純集計の報告にと
どまっており, さらに詳細を明らかにする余地がある.
また, 東海地区私立大学教職員組合連合が諸手当を含
む給与制度について大学ごとの調査を報告しており,
その他地区の同組合連合においても同様の報告がある
が, その全ての入手は容易ではない.

３. 本研究の方法
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そこで, 全国の私立大学を網羅することを期待して,
2011年１月～２月に全国592の私立大学事務局を対象
に質問紙調査を実施した. 222大学から回答があり,
回収率は37.5％と高くはないが, 設置年や学部数の比
率を全体のそれと比べてみると大きな偏りはなく (文
末の別表１および２参照), 一応の価値をもつ分析が
可能であると考える. 回答者の職名をみると, 課長・
課長補佐等が35％, 事務局長・部長等が24％, 係長等
が18％, 残りが一般職員等であった.
なお, 質問紙調査に先立ち私立大学５校の人事・給
与担当部署への訪問調査 (2010年８月～12月) を, ま
た, 質問紙調査のフォロー調査として７大学の人事・
給与担当部署への訪問調査 (2011年７月～９月) を行っ
たほか, 11大学へ電話によるフォロー調査を行った.
以下の分析にあたっては, 特にフォロー訪問調査およ
び電話調査の結果も適宜用いる.
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以下の分析の中では, 設置年に基づく4つの機関類
型を用いることがある. すなわち, 含まれる大学数が
ある程度同じとなるように, ①1959年までに設置され
た65大学, ②1960年から69年に設置された53大学, ③
1970年から94年までの45大学, そして④1995年以降に
設置された59大学である.
設置年は当該大学の威信とともに, 調査票の回答か
ら作成した表１と表２に示すように, 規模と給料の水
準における特徴も同時に示す. すなわち, 表１の通り,
設置年の古い大学ほど専任教員数が多く２), また表２
の通り給料の水準が高い傾向にある３).
なお, 調査票では給料表について, ｢年俸制をとっ
ている｣ か, そして ｢所属部署 (学部等) によって給
料が異なる｣ かを尋ねている. 前者については, 19大
学 (8.6％) が年俸制で, うち13が ｢④1995年以降｣
の大学である. また, 後者については２大学が肯定し
ているのみで, 総じて, 同一大学内で学部による給料
表の違いは設けられないことがわかった.
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表１ 類型別専任教員数 (人)

平均値 合 計
① 1959年以前 421.1 27370
② 60-69年 133.7 7085
③ 70-94年 94.6 4259
④ 1995年以降 49.1 2895



４. 定期昇給・賞与制度について
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｢勤務成績・業績などの評価結果｣ によって定期昇給
幅４)や賞与支給額に差を生じさせているのは, 前者が
17大学 (7.7％), 後者が20大学 (9.1％) にすぎなかっ
た. また, このうち両者に評価結果を反映しているの
は９大学であった５).
日本私立学校振興・共済事業団 (2009) の報告から
も, ｢人事考課制度｣ を ｢給与に反映｣ している大学
法人は全体の10.9％ (55法人), ｢賞与に反映｣ してい
る大学法人は全体の13.8％ (70法人) であることが分
かっており, ９割程度の私立大学が評価結果を給与に
反映させていない.
以上のように, 本節４. の対象となる大学は全体の
１割程度にすぎないことを, あらかじめ留意点として
指摘しておきたい.
次に, 機関類型別にみると (表３および表４６)),
｢①1959年以前｣ 設置大学群のほとんどは, 勤務成績
等の評価結果による昇給幅や賞与支給額の差を設けて
いない. また, ｢③70-94年｣ 設置大学群は, 他大学群
と比べて, 特に賞与支給について勤務成績等による差
を設ける割合が高い. 一方, ｢④1995年以降｣ 設置大
学群は, 他大学群と比べると, 定期昇給や賞与制度を
設けていない割合が高かった７).

�.�. ��	
�

�.�.�. �

上記の通り少数回答であるが, 定期昇給や賞与に勤
務成績等の評価結果による差を設けている大学につい
て, さらに詳しくみていく. 調査票では, 昇給幅を
｢標準よりも高い｣ ｢標準的｣ ｢標準よりも低い／昇給
なし｣ の３段階に, また賞与支給額を ｢標準よりも高
い｣ ｢標準的｣ ｢標準よりも低い／賞与なし｣ の同じく
３段階に分け, 平成22年度実績に基づくそれぞれの人
員分布を尋ねている. このうち, ｢標準よりも高い｣
人員割合と ｢標準よりも低い｣ 人員割合を, 昇給につ
いて示したものが図１, 賞与について示したものが図
２である.
まず, 昇給についてみていくにあたり, 参照として
国家公務員の制度を確認しよう. この昇給制度にあっ
ては, 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分
が設けられており, 標準的な昇給区分の上に ｢勤務成
績が特に良好である職員｣ と ｢勤務成績が極めて良好
である職員｣ に対する昇給区分がある (人事院規則９-

８第37条). そして, 人事院通知 (総実甲326号第37条
関係第15項) が求める両者を合わせた人員割合は25％
となっている.
図１では, 昇給幅が ｢標準よりも高い｣ 者の割合が
25％以上となる例は少なく, 回答を得た16大学の平均
は12％程度と, 分布を広く設けようとするものではな
い. 一方で, 昇給幅が ｢標準よりも低い／昇給なし｣
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表２ 諸手当を除く給料 (本俸) の水準

大学数, ( ) 内は％

国家公務員
よりも高い

国家公務
員と同じ

国家公務員
よりも低い わからない 計

① 1959年以前 31(48.4) 19(29.7) 2 (3.1) 12(18.8) 64(100)
② 60-69年 15(28.3) 28(52.8) 5 (9.4) 5 (9.4) 53(100)

③ 70-94年 6(13.3) 25(55.6) 8(17.8) 6(13.3) 45(100)

④ 1995年以降 4 (6.8) 34(57.6) 12(20.3) 9(15.3) 59(100)

計 56(25.3) 106(48.0) 27(12.2) 32(14.5) 221(100)

※教育職俸給表 (一) と比べて

表３ 機関類型別定期昇給について

大学数, ( ) 内は％

差あり 差なし 定昇なし 計

① 1959年以前 0 (0) 65 (100) 0(0) 65(100)

② 60-69年 6(11.3) 47(88.7) 0(0) 53(100)

③ 70-94年 5(11.1) 37(82.2) 3 (6.7) 45(100)

④ 1995年以降 6(10.2) 45(76.3) 8(13.6) 59(100)

計 17 (7.7) 194(87.4) 11 (5) 222(100)

表４ 機関類型別賞与について

大学数, ( ) 内は％

差あり 差なし 賞与なし 計

① 1959年以前 2 (31) 63(96.9) 0 (0) 65(100)

② 60-69年 7(13.5) 45(86.5) 0 (0) 52(100)

③ 70-94年 8(17.8) 34(75.6) 3 (6.7) 45(100)

④ 1995年以降 3 (5.2) 48(82.8) 7(12.1) 58(100)

計 20 (9.1) 190(86.4) 10 (4.5) 220(100)



人員割合が, 決して低くはない回答もみられる. その
うち, 図１のラベル番号８と12は年俸制をとっている
大学で, マイナス評価 (標準よりも低い評価) を反映
させる厳しい昇給制度であることがうかがえる. ｢標
準よりも低い／昇給なし｣ 人員割合が ｢標準よりも高
い｣ 人員割合を上回っているラベル番号11と16の大学
も, 同様のことがうかがえる. ただし, 番号５と13の
大学は教員数30名以下の大学で, 人員割合のみからで
は過大な印象を受けることとなる. また, 番号17の大
学は経営上の理由から, ここ数年間昇給据え置きの状
況にあることが, 訪問調査で分かった. 少ないサンプ
ルからであるが, 勤務成績等により昇給幅に差が生じ
る制度を導入している大学であっても, 人員分布上,
めりはりをつけた昇給制度を導入している大学は少数
派といえよう.
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次に賞与についてみよう. 国家公務員における勤勉
手当の場合, 職員の勤務成績区分によって支給割合が
異なり, 標準的な勤務成績の上に ｢優秀｣ と ｢特に優
秀｣ の成績区分がある (人事院規則９-40第13条). 人
事院通知 (総実甲220号第38項) が求めるこれら上位
区分の人員割合は, あわせて30％となる. 図２では,
半数近くの大学が30％以上の人員に ｢標準よりも高い｣
賞与額を支給しており, また, 回答を得た16大学の平
均値は27.5％で, 増額支給対象者の割合は高い傾向に
ある. 例えば, 訪問調査を行った図２ラベル番号８の
大学では, 標準的な査定賞与支給対象者 (年間で基本
給1.4月分支給) の割合を40％とし, この上に３つの
上位成績区分を設けて, 順に30％, 20％, 10％の人員
割合としている.
一方, ｢標準よりも低い／賞与なし｣ 人員割合につ
いてみると, 図２の大学全体の平均値は15％と決して
低くはない. 人員分布上, めりはりをつけた賞与制度
を設ける傾向にあるといえよう. 訪問調査を行った図
２ラベル番号３の大学では, ｢従来はそれほど分布の
幅はなかったが, 必ず少ない人がいることに｣ し, 規
程上は成績上位20％以内の対象者に賞与の増額を, 下
位20％以内の対象者に減額を行うこととしている.
上記のことは, 賞与が継続的に影響の及ぶ昇給と異
なり, その時点限りの報奨であることによるだろう.
それでは, その支給額にはどの程度の差があるのだろ
うか. この点については調査票では尋ねることができ
なかったので, 訪問調査および電話調査によって明ら
かにできた事例を以下に示す. 訪問調査を行った図２
ラベル番号３の大学では, 成績上位者と下位者の間で,
年間最大, 基本月給数でプラス0.96からマイナス0.96

相当の差がつけられる. ラベル番号４の大学では, 最
大で年間プラス１月からマイナス１月相当の差を設け
ていることが, 電話調査で分かった. 訪問調査を行っ
たラベル番号８の大学は, マイナス評価はないので,
年２回の賞与支給時に続けて最も高い成績区分にあっ
た場合, 年間プラス0.9月の差がつく. 訪問調査を行っ
たラベル番号19の大学では, 賞与減額の程度は明らか
にならなかったが, 標準の支給割合と最も高い支給割
合の差は, 年間0.6月であった.
では, こうした数字をどう評価できるだろうか. 国
立大学の中でも査定賞与の支給割合に最大級の差を設
けているところでは, 年２回の賞与支給時に続けて最
も高い成績区分にあった場合と, 標準的成績区分にあっ
た場合の差は, 年間で1.73月になる８). このことから
すると, 上記事例にみる数字は決して極端なものでは
ない. ただし, 平均的な国立大学での上記差は0.6月
程度である９). また, 標準支給の下に減額支給を設け
ているところには, 信賞必罰ともいうべき私立大学の
厳しさもみられる.
なお, 賞与支給額については, 事例としてあげた４
つの私立大学のほかに, ８大学から電話調査によって,
賞与支給総額の基準となる基本月給数の情報を得た10).
一方, 調査票では ｢標準的な勤務成績・業績の教員に
対する賞与の支給額｣ と ｢最高の支給額｣ の比率を尋
ねている. そこで, 総額基準の月給数を標準的な教員
への支給額と仮定すると, 最も高い賞与支給額との差
が分かる. その結果は, 年間の支給差0.3月未満が４
大学, 0.5～0.9月が３大学, それ以上が１大学であっ
た. この１大学を外れ値として除き, 事例として示し
た４大学を加えた場合, ｢標準的な勤務成績・業績の
教員に対する賞与の支給額｣ と ｢最高の支給額｣ の年
間の差は11大学平均0.54月となり, 上記の平均的な国
立大学のそれと同程度といえる11). ただし, 処分等の
理由で賞与なしの場合が当然想定されるので, 最低の
支給額は尋ねておらず, マイナス評価による減額の程
度は明らかでない.
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４.２. と同じく, 定期昇給や賞与に勤務成績等の
評価結果による差を設けている大学に対して, 教員の
諸活動等がどの程度影響しているかを尋ねた結果をみ
る. 図３は昇給幅の決定について, 図４は賞与支給額
の決定についての結果を示す.
ここでの回答は ｢回答者の印象｣ を含んだものでは
あるが, 昇給・賞与とも ｢教育活動｣ の影響が比較的
高く回答されていることが目を引く. 個々の回答をみ
ても, ｢教育活動｣ の影響を他の活動のそれよりも低

天野 智水16
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図１ 昇給幅別人員分布 (％)
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く評価するものはなかった. また, 特に賞与について
は, ｢研究活動｣ よりも ｢管理運営活動｣ の影響を高
くみる傾向にあることも指摘すべきだろう.
なお, 訪問調査では, 評価項目の設定ぶりによって
｢教育を重視していることをはっきりさせている｣ や,
｢まずもって各教員が教育に重点を置いてもらう｣ と
明言する人事・給与担当者もいた12). また, 評価項目

に質的な要素や学長の掲げる重点目標の達成状況をあ
げる大学もあったが, 一方で, ｢学会で顕著な業績を
あげた｣ など ｢差がつきやすいものは (組合) と妥結｣
できず, クラブ顧問の有無など ｢妥協の産物として,
数値化されるものでなおかつ広く他の人にもほぼ全員
いくと思われるものだけ｣ を評価項目にしているとい
う大学もあった13).
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図３ 昇給幅に影響を与える活動

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

教育活動 12 ５

影響している

研究活動 ７ ９
やや影響している

あまり影響して
いない

管理運営活動 ８ ９

影響していない

データーラベル
社会サービス ４ ６ は実数

過去の昇給状況 １ ６
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図４ 賞与支給額に影響を与える活動

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

教育活動 13 ６ １

影響している

研究活動 ７ ７ １
やや影響している

あまり影響して
いない

管理運営活動 11 8

影響していない

わからない
社会サービス ５ ６ 1

データーラベル
は実数

過去の賞与支給状況 １ ３
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５. 手当

ここでは, 職務に応じた手当を確認する. まず, 教
育に関する手当として, 国立大学にはみられない ｢標
準的な授業担当コマ数 (責任コマ数) を超えて授業を
担当した場合｣ の手当をみると, ６割が支給されると
回答しており, 私立大学では珍しくない手当であるこ
とが分かる. 機関類型別にみると (表５), ｢①1959年
以前｣ 設置大学の７割以上が授業手当を支給するのに
対し, ｢④1995年以降｣ 設置の大学でこれを支給する
のは35％にとどまる14).

それから, こちらは国立大学でも設けられているが,
｢大学院の授業や大学院生の研究指導を担当した場合｣
の手当については, 大学院を設置する大学の77％が支
給すると回答している15). けれども, 機関類型別にみ
ると (表６), ｢④1995年以降｣ 設置では５割の支給
にとどまり, 他機関の８割が支給することに比べて低
い16).

次に, 管理運営に関する手当をみると (表７), ｢学
部長等の管理職｣ 手当がほとんどの大学で支給されて
いるのは不思議ではないが, 各種委員会の委員に対す
る手当までもみられる. ｢入試関係委員会｣ について
は, 国立大学でも支給される問題作成等の手当が含ま
れている場合もあるだろうが, ｢教務・学生関係委員
会｣ で２割, ｢就職関係委員会｣ でも１割が手当を支
給していることが目を引く. このうち, 入試関係委員
会手当と教務・学生関係委員会手当について, 機関類
型別にみたものが表８である17). 前者については,
｢①1959年以前｣ と ｢②60-69年｣ 設置大学群の４割以

上が手当を設けているのに対し, ｢④1995年以降｣ 大
学群では12.5％にとどまる. 後者についても, ｢①1959
年以前｣ 大学群が３割以上で手当を設けているのに対
して, ｢④1995年以降｣ 大学群では１割に満たないと
いう結果であった.
以上の職務に応じた手当は, 標準を上回る活動に対
して金銭的報酬を与えようとするもので, 総じて, 授
業のほか一部委員会活動についても対応しているとこ
ろに私立大学の特徴がみられる. けれども, 歴史の新
しい大学群においては, このような特徴はあてはまら
ない傾向にあった.
なお, 調査票ではその他の手当についても記述を求
めているが, 受講者多人数の場合の手当, クラス主任
手当, 委員会委員長手当, 進学説明会参加手当など,
教育・管理運営を中心に多様な回答があった.

６. 一部の教員に適用される給与制度について

１つの大学においても雇用形態によって複数の異な
る給与制度がありうるので, 調査票では全体への回答
の容易さを考えて, 多数派ではない雇用形態の教員,
すなわち, 前節までとは ｢異なる給与制度が適用され
るフルタイムの教員 (任期制教員や特任教員など)｣
に適用されるものを別途まとめて尋ねている. 具体的
には, 各活動が給与としてどのように報償されている
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表５ 機関類型別授業手当

大学数, ( ) 内は％

あり なし 計

① 1959年以前 47(72.3) 18(27.7) 65(100)

② 60-69年 37(69.8) 16(30.2) 53(100)

③ 70-94年 28(62.2) 17(37.8) 45(100)

④ 1995年以降 20(34.5) 38(65.5) 58(100)

計 132(59.7) 89(40.3) 221(100)

表６ 機関類型別大学院手当

大学数, ( ) 内は％

あり なし 計

① 1959年以前 50 (82) 11 (18) 61(100)

② 60-69年 34(79.1) 9(20.9) 43(100)

③ 70-94年 29(82.9) 6(17.1) 35(100)

④ 1995年以降 12 (50) 12 (50) 24(100)

計 125(76.7) 38(23.3) 163(100)

表７ 管理運営に関する手当

大学数, ( ) 内は％

ある ない 計

学部長等の管理職 210 (95) 11 (5) 221(100)

入試関係委員会 67 (31) 149 (69) 216(100)

広報関係委員会 19 (8.9) 194(91.1) 213(100)

教務・学生関係委員会 47(21.9) 168(78.1) 215(100)

就職関係委員会 27(12.6) 187(87.4) 214(100)

評価関係委員会 12 (5.7) 200(94.3) 212(100)

財務関係委員会 2 (1) 208 (99) 210(100)

表８ 機関類型別管理運営に関する手当

％

入試関係
委員会

教務・学生
関係委員会

① 1959年以前 43.8 34.4

② 60-69年 42.3 25.5

③ 70-94年 22.7 15.9

④ 1995年以降 12.5 8.9

※ ｢ある｣ と回答したもの



のかという関心から, ｢専ら教育活動｣ ｢専ら研究活動｣
｢専ら管理運営｣ ｢他の専任教員と同様の活動｣ に従事
する教員と分けて, それぞれ該当者がいるか, そして,
他の専任教員と比べた場合の, 賞与等を含む平均金額
について尋ねた.
まず, 該当者がいると回答した大学数は, 上記カテ
ゴリの順に89校 (40.1％), 33校 (14.9％), 11校 (５
％), 73校 (32.9％) であった. そして, それぞれの
給与水準に関する回答結果を示したものが図５である.
ここからは, ｢専ら教育活動｣ に従事する教員の給与
水準が他と比べて低い傾向がうかがえる. もっとも,
｢専ら研究活動｣ を選択した回答者の大半は ｢専ら教
育活動｣ も選択しており, 両者の給与水準は相関が高
いことから, 教育に従事せず研究のみに従事するとい
う職務はほとんど想定されていないようである. すな
わち, 教育 (および研究) に限定して従事しているか,
それとも管理運営を含む全般的な職務に従事するかの
違いが給与水準の異なる理由の１つとなる. こうした
給与制度が設けられた趣旨として, ｢英語等, 複数開
講している科目を重点的にご担当いただくため｣, ｢全
学部で開講される外国語科目等, 教育上特に必要とす
る場合の対応｣, ｢他に本務を持ちつつ (当該大学の)
教育研究に関与する教員を採用するため｣, あるいは
｢広く各界から多様な人材を柔軟な勤務体系により迎
えるため｣ 等の回答があった.
ただし, 職務が限定的かどうかに関わらず, 他の専
任教員とは異なる (低い水準の) 給与制度が設けられ
ている趣旨として最も多く記述があったのは, 退職者
(他機関含む) の再雇用のためであり, ｢専ら教育活動｣
かつ給与水準 ｢低い｣ 回答の６割, そして ｢他の専任

教員と同様の活動｣ かつ給与水準 ｢低い｣ 回答の７割
でその記述があった.
また, ｢他の専任教員と同様の活動に従事｣ し給与
水準も同様であるが, 別途給与制度が設けられている
理由として, 若手教員のキャリア開発支援, 流動化促
進, あるいは外部資金や特別プロジェクトのため任期
付雇用を行っているから, という記述がみられた.
最後に, 高名な人材を招くため高い水準の給与を別
途設定している大学は数件にすぎなかった.

７. まとめと考察

�.�. ���

以上から明らかになったことをまとめると, 第１に,
昇給と賞与支給に対して教員の勤務成績や業績等が影
響を及ぼさない給与制度をとっている私立大学が多数
派であり, 歴史のある大学, 本報告では1959年までに
設置された大学については特にそうであった (加えて
いえば, これらは規模の大きさゆえ多数の教員が所属
し, 給与水準も高い傾向にもあった) (本稿３.２. お
よび４.１. より).
第２に, こうした歴史のある大学の７割以上では,
標準を超えて授業を担当した場合の手当が支給される.
管理運営については, 管理職に対するものを除けば手
当が支給される大学は多数派ではないが, 一部委員会
活動には歴史のある大学ほど手当を支給する傾向があっ
た (５.より).
第３に, 業績等の評価を給与に反映させる一部大学
では, ｢教育活動｣ や ｢管理運営｣ が ｢研究活動｣ と
同等以上に影響をもつ傾向があった (４.３. より).
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また, 人員分布上, 賞与支給についてはマイナス評価
を反映させるめりはりのある差を設ける傾向がみられ
たが, 影響が継続的に及ぶ昇給についてのそれは抑制
的な傾向にあることがうかがえた. また, 賞与であっ
ても支給額については, マイナス評価による減額程度
についてまでは十分に確認できていないが, プラス評
価による標準額からの増額をみる限り, 必ずしも大き
な差がみられたわけではなかった (４.２. より).
第４に, 雇用形態の異なる一部の教員に適用される
給与制度からは, 教育 (および研究) に職務が限定さ
れ, 管理運営への関与を求めない分, 給与水準が相対
的に低いという教員の存在が認められた (６. より).

�.�. ��

まず, まとめの第１および第２に関連して, 次のこ
とを指摘したい. すなわち, 私立大学教員給与制度の
特徴は, 歴史のある私立大学に典型的にみられる. そ
して, それは教員が給与への直接的な影響を気にする
ことなく, 裁量が任された時間を内発的動機づけによっ
て教育・研究等の諸活動に費やすことを許すものであ
る. さらに, 裁量に任せたはずの時間を授業に (場合
によっては管理運営にも) 余計に費やすことを求める
場合には, 追加的な手当という金銭的報酬が準備され
ていて, 公平性が考慮されている. これは自律的な専
門職である大学教員に適合した給与制度と思われる.
しかし, 専ら内発的動機づけに期待するだけでは,
教員の知的好奇心が向かう先次第でその精力の傾注ぶ
りに偏りが生じかねない. そして, 内発的動機づけの
他者による操作は容易ではなく (Osterloh and Frey

2002＝2004, p.138), また, 一律の手当を支給できる
体力を全ての大学がもっているわけではない18).
そのため, 少数派であるが一部大学で業績等の評価
を給与に反映させるのは, 労力に報いる公平性の観点
からの対応であると同時に, 大学が教員に望む働きぶ
りと教員の自律的活動との間の調整を図るために, と
いう側面もあると思われる. まとめの第３からは, こ
うした大学は, 研究に専心しがちな教員に対し, 教育
や管理運営にも精力を傾注することを期待する傾向が
うかがえた. 一方で, 賞罰のめりはりが大きい場合に
は, 大学の求めと教員の自律性の間に大きな葛藤が生
じることが懸念されるが, この点については抑制的に
みえた.
以上は主流派教員に関するものであるが, まとめの
第４からは, 活動を切売りするような給与制度が適用
される一部の教員が, 自身の役割認識に葛藤を覚えか
ねないという危惧を指摘したい. それは人件費削減と
いう点で法人の経営にとって, あるいは学外での仕事

等により多忙である教員にとって, 理にかなう制度で
はあるだろうけれども.

８. 今後の課題

本稿は給与制度の実態把握を主たる内容とし, それ
への考察を加えたけれども, 実証的にその是非を明ら
かにしたものではない. わが国の国公立大学のみなら
ず, 諸外国の大学教員給与制度との比較により, この
課題に迫る必要がある. また, 私立大学に限っても,
多様な雇用形態における給与制度や, 年俸制を主たる
方法として採用している新しい大学群の給与制度の実
態も明らかにすべき課題といえる.

※本研究は JSPS科研費22730670の助成を受けたもの
である.
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別表１ 回答大学の属性 (設置年)

％ (大学数)
設 置 年 対象大学 回答大学
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80-89年 8.8 7.2
90-99年 17.6 14.9
2000年以降 20.9 18.0

計 100 (592) 100 (222)

別表２ 回答大学の属性 (学部数)
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２学部 22.0 18.9
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注 記

１) ３.で述べる調査票では, この文言により回答を求めた.
２) ただし, 多重比較を行ったところ, 類型②と類型③には有
意な差はなかった.

３) カイ二乗検定の結果, 機関類型との関連があった. 残差の
検定からは, ｢わからない｣ 選択肢を除き, 類型①では全て
の選択肢に, 類型③では ｢国家公務員よりも高い｣ に, 類
型④では ｢国家公務員よりも高い｣ と ｢国家公務員よりも
低い｣ に特徴があった.

４) 定期昇給について, 設問では, ｢年俸の改定を含む｣ が,
｢昇格およびベアにともなう改定を除く｣ ものとしている.

５) なお, 定期昇給のほか特例的な昇給制度を設けている大学
が14.5％ (32大学) ある. うち半数が平成22年度実績で該
当者０人としており, 該当する事実があった場合に特例的
に適用されるものである. 事例として回答があったのは,
｢博士号の取得｣ (８大学), ｢勤続｣ (２大学), ｢管理運営へ
の顕著な貢献｣ (２大学) 等であった. また, 特例的な賞与
制度を設けている大学は９校 (4.2％) であった.

６) 両クロス表とも期待度数が小さいが, カイ二乗検定の結果
は機関類型との関連があった.

７) なお, 定期昇給制度がないと回答した全11大学のうち７大
学が, そして定期的な賞与支給制度がないと回答した全10
大学のうち８大学が年俸制をとっていると回答している.

８) 各国立大学法人は同一の様式によって役職員の給与情報を
公表している. この中には, 賞与に占める査定支給分の割
合が示されており, これをもとに同割合の高い１国立大学
の給与規定をみた.

９) 平均的な査定支給割合の1国立大学に対する訪問調査により
得た数値.

10) 電話調査では, 質問の簡易化を図って, 賞与支給総額 (原
資) の基準となる基本月給数を追加情報として尋ねた.

11) もちろん, 私立大学全体でみれば賞与差を設けていない大
学が多数なので, 国立大学全体の賞与差の平均と私立大学
全体のそれとが同程度というわけではないということを,
念のため述べておきたい.

12) それでも, 前者の大学では ｢教員に集まってもらい, 人事・
本部側が一方的に決めたものではなく, 大学側の担当者が
こうしたいということで決めた｣ 評価項目を用いていると
いう. 教員側と人事・本部との調整のプロセスであること
がうかがえる.

13) なお, 日本私立学校振興・共済事業団 (2009) では, 教員に
対する人事考課制度を実施していると回答した103大学法人
に対し, それはどの評価基準に基づいているかを尋ねてい
る. その結果は, ｢授業評価｣88.3％, ｢学生への指導・対応
能力｣ 86.4％, ｢発明等の研究業績｣ 75.7％, ｢各種委員会へ
の貢献｣ 72.8％, ｢学園への経営貢献｣ 64.1％, ｢学生募集に
おける貢献｣ 59.2％, 等であった. ただし, ここでの人事考
課は給与に反映させるものに限定されていない.

14) カイ二乗検定の結果, 機関類型との関連があった.
15) ただし, 訪問調査では, 大学院授業手当を別途設けること
なく, 標準的コマ数を超えた場合の手当の中で対応してい
る大学もあった.

16) カイ二乗検定の結果, 機関類型との関連があった.
17) カイ二乗検定の結果, 両手当とも機関類型との関連があっ
た.

18) 訪問調査校の中には, ｢増コマ手当を廃止する｣ などして得
た財源をあてることで, 査定賞与制度を設けたところがあっ
た. そのため, 査定結果によっては, 今まで確実にもらえ
ていた手当を得られない者も出てくるという. 実働時間に
よって機械的に決まる報奨と, 質や業績によって決まる報
奨との違いは大きいが, 本稿では十分に論じることはでき
ていない. ただし, 金銭的報酬の ｢内発的動機付けをクラ
ウド・アウト (押し出す) 可能性｣ ゆえに, 業績給よりも
｢時間を基準とした報酬制度を支持する｣ という経営学の知
見がある (Osterloh and Frey 2002＝2004, p.129, 141).
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Abstract

In this article, I took up and considered topics of faculty salaries of Japanese private universities from the

point of the each professor’’s activities impact. Using institutional survey I conducted, I described the system of the

annual pay raise and various allowances including the bonus. As a result, I confirmed the annual pay raise

and various allowances tended not to be influenced by achievements in much of the universities. This seemed to be

suitable to the autonomous profession. But on the other hand, in some universities the annual pay raise or the

bonus was influenced by achievements. This seemed to be because institutes needed to regulate the interests of their

own and faculty; that meant institutes considered how to reward teaching and administrative contribution.
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１. はじめに

卒業生は､ 大学にとって重要な ｢後援基盤｣ であり､
教育・研究・地域貢献をさらに充実させるうえでの潜
在的可能性をもつ ｢戦略的経営資源｣ である｡ 少子高
齢化や経済不況､ さらには大学のユニバーサル化といっ
た不確実性の時代を迎え､ 多くの国立大学は従来以上
に ｢卒業生との関係｣ に関心を払うようになった｡ 第
一期の中期目標期間では80､ 第二期の期間では47の国
立大学が中期計画になんらかの卒業生に関する事業を
盛り込んだ｡ 第二期中期計画では計画数が絞り込まれ､
ルーティン業務が除外される中､ 86ある国立大学の半
数強が ｢何らかの卒業生サービスまたは卒業生による
大学支援に関する事業｣ (以下､ ｢卒業生事業｣ という｡)
を掲げた現実は､ 当該事業が未だ発展途上にあること
を示唆している｡ 国民も我が国の高等教育機関に対し
て､ 生涯に渡って学習し続ける人材の育成を期待して

いる (中央教育審議会, 2008, 2012)｡ 卒業生と大学
との関係性が今後さらに密接になることは容易に予想
できよう｡
概して近年の国立大学､ 特に大都市以外の国立大学
は卒業生に対して寄付・就職支援・管理運営参画等な
どの支援を期待している｡ しかしその一方､ ｢これま
で何もしてもなかった｣ という過去の反省から卒業生
との良好な関係構築を求めている｡ 現在国立大学の発
展途上にある卒業生事業を学術的に検討するうえで､
大学が卒業生を ｢後援基盤｣ や ｢戦略的経営資源｣ と
想定するなら､ 大学と卒業生との関係性や両者が期待
する影響等を具体的に可視化することは基本的かつ不
可欠な取組といえる｡
当該問題意識のもと､ 本稿では､ 国立大学の卒業生
事業関係者に対しインタビュー調査を実施し､ 地方国
立大学を想定した卒業生事業モデルの概念構築を試み
た｡ よって当該モデルの可視化によって､ 同窓会活動
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要 約

本稿の目的は､ 地方国立大学での適用を想定して､ 国立大学法人化後に着目されるようになった ｢卒業生事業｣ の概

念モデルを構築すること､ ひいては同窓会事業とは異なり未だ一般化されていない ｢卒業生事業｣ の概念的定義の確立

および当該操作性の具体化といった学術的・実践的側面から卒業生事業の発展に寄与することにある｡

五つの国立大学へのインタビュー調査を通じ､ 卒業生事業における概念モデルを可視化し､ ボランタリー・モデルと

パートナーシップ・モデルといったインパクト・セオリーの異なる二つのモデルを明らかにした｡ また当該モデルの現

実機能を検討し､ 卒業生事業もしくは卒業生と大学との関係性にかかる課題等を提示した｡

キーワード

卒業生事業､ ロジック・モデル､ ボランタリー・モデル､ パートナーシップ・モデル

� � � � � �
��� 2014� pp.25-35



とは異なる未だ一般化されていない ｢卒業生事業｣ の
概念的定義の確立および当該概念の操作化といった学
術的・実践的側面から卒業生事業の発展に寄与するこ
とが本稿の目的である｡

２. 卒業生事業の先行研究

同窓会を研究対象とした文献は数多い｡ 近年では､
高田 (2011, 2012) が国立大学と同窓会との関係を中
期計画等の分析から明らかにしている｡ また進研アド
(2010) のように国公私立大学の卒業生を対象とした
母校への愛着度を調査した研究もみられる｡ しかし､
大学から組織的に独立した同窓会の取組ではなく､ 愛
着度の醸成等を目的とした､ 大学本部が直接的に取り
組む卒業生事業 ｢そのもの｣ を研究対象とすること自
体稀であり､ 事実上緒に就いたばかりである国立大学
の当該事業に着眼した研究文献は､ 大川ほか (2012)
を除き､ 管見の限り見当たらない｡
大川ほか (i bid) は､ 全国国立大学における卒業
生事業の実態をアンケート調査したものである｡ 各事
業の詳細把握はなされていないが､ 調査結果では､ ①
各国立大学は卒業生との相互利益関係の構築を重視し
ていること､ しかし②卒業生を持続的に支援する積極
的意識は希薄であること､ ゆえに③大学への利益誘導
や卒業生の道具的活用に力点を置いていること､ さら
には④都市型の大規模大学に比べて地方の国立大学は
卒業生へのサービス提供に対して関心が低いこと､ が
明らかになった｡ 当該調査結果は卒業生事業における
実施目的と実施プロセス間の不明瞭な因果的関係を示
唆するとともに､ 大学と卒業生との関係を便益の相互
獲得もしく自発的・利他的な相互扶助を前提に議論す

べきか否かを問いかけている｡ その意味で卒業生事業
の概念モデルを可視化することは当該事業の存在にか
かる論理的裏付けを強化することになろう｡

３. 分析の枠組

� インタビュー調査の対象

本インタビュー調査は､ 大川ほか (i bid) の調査
結果から抽出された ｢特徴的な卒業生事業の実施大学｣､
｢卒業生事業に対して問題意識が高いと想定される大
学｣ を対象に実施された｡ なお本調査では､ 学士会を
中心に着実な取組を展開している旧帝国大学は当初か
ら対象外となっている｡ 法人化後急速に卒業生に接近
し､ 課題に直面しながらも当該事業に取り組む､ 多く
の地方国立大学にとって極力親和性ある概念モデルを
提示するためである｡
対象大学は､ ①神戸大学､ ②和歌山大学､ ③岡山大
学､ ④香川大学､ そして⑤千葉大学の五つである｡ 調
査回答において､ 岡山大学および神戸大学は自らの卒
業生事業を大学の特色として位置付けていることから
先行的事例大学と想定した｡ 香川大学は卒業生事業の
現況とそこでの課題を具体的に明示したことから一般
的事例大学として位置付けた｡ 和歌山大学および千葉
大学は他の大学には類をみない取組を実践しているこ
とから特徴的事例のある大学として調査の対象とした｡
表１は､ 当該インタビュー調査の実施時期､ 応対者､
そして各大学の学部数および学生数を示したものであ
る｡ 実務的状況より詳しく把握するため､ 応対者につ
いては特に役職等の指定依頼はしなかった｡ 質問は卒
業生事業の実施背景や具体的な取組内容を端緒として､
非構造化インタビュー形式でおこなわれた｡
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表１ 調査対象大学

大学名 神戸大学 和歌山大学 岡山大学 香川大学 千葉大学

訪問年月 2012年１月 2012年１月 2012年２月 2012年２月 2012年９月

インタビュー
応対者

学長補佐､ 課長､
部局教員

理事・副学長､
課長､ 部局評議
員､ 学長補佐

課長､ 同窓会担
当職員､ 総括主
査

理事､ グループ
リーダー､ サブ
リーダー

理事､ 課長､ 専
門員

担当課 社会連携課 学生支援課 企画広報課 経営管理室
卒業生室
渉外企画課

学部数 11 ４ 11 ６ ９

学士課程
学生数

11,861 4,093 10,243 5,696 10,796

(学部数､ 学士課程学生数については､ 2012年５月１日現在 (各大学 HP参照) である｡)



� モデル構築の技法

概念モデルの構築にあたっては評価理論 (Evaluation

Theory) の ｢ロジック･モデリング (Logic Modeling)｣
という技法を用いた｡ 事業とは何らかの目的を達成す
るための具体的手段である｡ 特に対人サービス型の事
業では､ 当該取組の想定受益者に対し何らかの便益提
供がもたらされ､ それによって当該受益者の意識およ
び行動変容が期待される｡ この行動変容の顕在化が事
業目的の達成となる｡ よって本来､ 事業のなかには､
事業の取組から想定受益者の行動変容に至るまでの過
程を論理的に説明できる仮説が存在しなければならな
い｡ ロジック・モデリングとは当該過程の因果的連鎖
を可視化・図式化する一連の作業行為を意味し､ 当該
行為によって作成された図表がロジック・モデル
(Logic Model) と呼ばれるｉ｡ 政策もしくはプログラ
ム評価において当該行為は主に事業の論理的説得力を
検証し､ 事業化の是非を問う事前評価手段のひとつと
して用いられる｡
ロジック・モデルは､ 事業を概ね四つの基本要素に
分解し､ 事業の因果的連鎖を説明する｡ 具体的にはイ
ンプット (Input)､ アクティビティ (Activity)､ ア
ウトプット (Output)､ アウトカム (Outcome) で
ある｡ これらの要素が ｢もし・・・ならばこうなる｣
(if then) という推論を基に時系列に結びつけられる
ことになる ((財) 農林水産奨励会農林水産政策情報
センター, 2003)｡ 各要素の定義は論者によって若干
異なるが､ Frechtling (2007) を参考にすれば､ 表２
のように整理される｡
ロジック・モデリングは､ 学術理論に基づくモデル
構築を志向する科学的アプローチではなく､ あくまで
その現実活用を重視する簡便な実践的アプローチの技
法であり (西出 2003)､ 必ずしも科学に依拠した因果
的連鎖全体を可視化するものではない｡ よって本稿で
は､ インプットからアウトプットといった事業のなか

で操作可能な段階を表すプロセス・セオリー
(Process Theory) ではなく､ アクティビティからア
ウトカムといった手段・取組から成果・目標までの因
果的連鎖を推論するインパクト・セオリー (Impact

Theory) を中心に､ 当該インタビュー調査の結果を踏
まえ当該モデルの構築を試みる｡ なお､ 各構成要素の定
量的同定については当該モデルの性質上考慮しない｡

４. インタビュー調査の結果

地方国立大学における卒業生事業モデルの概念構築
を想定していることから､ 当該インタビューの結果を､
① 学部等同窓会との連携
② 卒業生への便宜供与
③ 卒業生との協働・卒業生への要請
といった三つの事業性質の異なる観点から大学別に整
理した｡
①および②については､ 直接もしくは間接的取組と
いった相違はあるものの､ まずは ｢卒業生との関係強
化｣ をアウトカムの基本として捉えている点が､ ③に
ついては大学と卒業生との協働作業によるアウトカム
の達成を基本としつつ､ 結果的として ｢当該依頼‐応
諾関係の構築による愛校心の醸成｣ を期待している点
が､ それぞれの特徴といえる｡
なお､ 特に明記されていない限り､ 数値などの情報
は各大学の調査日時点のものである｡ また､ インタビュ
イーからの直接引用は括弧書きで強調した｡

� 神戸大学

神戸大学は､ 卒業生による大学への財政支援・就職
支援を明確に意識し､ 卒業生事業を展開している｡ 現
在は､ 在学生情報を卒業生情報へと自動的に移行する
仕組を検討するなど､ 卒業生事業担当課である社会連
携課が企画評価室や情報基盤センター､ 学務部と連携
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表２ ロジック・モデルを構成する基本要素

構成要素 定 義

インプット 事業遂行のための経営資源｡ 事業費や利用される現物の量を定量的に同定｡

アクティビティ 事業目的を達成するための具体的な取組｡ 取組の具体的規模を定量的に同定｡

アウトプット
アクティビティによる直近の結果｡ アクティビティが提供したサービスの量もしくは直接
介入した対象数､ アクティビティへの参加者数などを定量的に同定｡

アウトカム 事業が期待する目標｡ 想定事業対象者の意識や行動変容の規模を定量的に同定｡

(出所：Frechtling (2007) を参考に､ 筆者作成)



し､ 卒業生との持続可能なネットワーキングに取り組
んでいる｡
① ｢神戸大学学友会｣ の設置

学部同窓会の緩やかな連合体として設置されたのが
｢神戸大学学友会｣ である｡ これは大学本部の直轄組
織ではない｡ また各同窓会の幹事によって構成されて
いることから卒業生が直接構成員になることはない｡
３年前から社会連携課が事務局を担当しているが､ 当
該事務局の経費は各同窓会からの拠出金で賄われてい
る｡ 大学本部が全同窓会のイニシアチブを取れるもの
ではなく ｢大学として指示は出せないが､ お願いすれ
ば同窓会が動いてくれる｣ 良好な関係が両者間にはあ
るという｡
②�１ ｢������｣ の構築

大学本部においては卒業生情報の絶対的不足が問題
視される一方､ 各学部の同窓会は ｢卒業生情報を持っ
ているが､ 個人情報の関係で大学に出せない｣ 状況下
にある｡ 大学本部としては卒業生への直接的な情報提
供を可能とするため､ 卒業生ネットワークシステムを
新たに構築した｡ ｢KU-Net｣ である｡ 登録卒業生に
対して３ヶ月毎にメールマガジンを発行し､ 断続的関
係の維持に取り組んでいる｡ しかし2012年１月現在の
登録卒業生数は5,281人であり､ まだまだ登録数は少
なく､ 相互連絡を可能とする私書箱機能などは十分に
活用されていないという｡ 今後は当該ネット内での教
職員や在学生との交流を地道に強化し､ 就職支援での
積極的活用を検討している｡
②-２ ｢ホームカミングディ｣ の開催

当初は留学生を対象に留学生センターが中心となっ
て開催し､ ３年目以降､ 留学生を含むすべての卒業生
を対象とした全学的な取組として位置付けられた｡
2011年度には1,524名の卒業生を含む2,250名が参加した｡
②-３ 東京オフィスの拡充

東京丸の内の帝国劇場ビル地下１階に東京オフィス
を設置し､ 現在､ 所長１人・非常勤職員３人で運営し
ている｡ 同ビル地下２階に学部同窓会のオフィスがあ
り当初その一角に設置していたが､ ｢大先輩の出入り
が多く､ 若い卒業生は入りにくい｣ との意見を受け､
現在の場所に移設した｡ 以前は同窓会への運営委託で
あったが､ 2011年１月より大学本部が管理・運営を行っ
ている｡ 2011年の利用実績は年間約1,200名｡ 但しそ
の大半は卒業生ではなく､ 東京での就職活動を行う在
学生である｡
②-４ ｢グローバルリンク｣ 事業

留学生とのネットワーク強化のため､ 海外同窓会ネッ
トワークの拠点作りを目指したグローバルリンク｣ 事
業を留学生センターが推進している｡ 現在11の海外支

部が約1,200名の留学生が登録している｡ 会費徴収は
せず､ 海外支部のイベント活動などは大学本部が財政
的に支援している｡
③-１ ｢ビジネスリーダーの会｣ の開催

経済界で活躍する企業役員クラス､ ビジネス界で活
躍している若手・中堅の卒業生と学長・理事が直接意
見交換をする会合で､ 目的は卒業生と大学の相互交流
を通じ ｢東京における神戸大学のプレゼンスを向上さ
せる｣ ことにある｡ 大学の現状や課題､ 将来像を話し
合い､ 併せて､ 幅広い世代・分野のビジネスパーソン
のネットワーク作りの場を提供し､ 神戸大学のサポー
ターを拡大しつつある｡ これまでに都内で３回開催さ
れ､ ３回目の会合には約150人の卒業生が参加した｡
卒業生は ｢東京｣ での交流にビジネス上の意義をかな
り感じているという｡
③-２ 卒業生によるキャリア講義､ 企業訪問

卒業要件にはならないものの､ キャリアセンターが
卒業生を講師としたキャリア科目を開講している｡ また､
基金募集のため企業を訪問する際に卒業生の同行をお願
いしている｡ これらはメールマガジンのような受け身立
場でなく､ 主体性を持って大学活動に関わることで､ 卒
業生自らの愛校心回帰につながっているという｡
③-３ 卒業生アンケートによる情報収集

本学教育の印象など､ 神戸大学が社会的ニーズに対
応できているのか否か確認する､ さらには大学の継続的
改善に資するために卒業生へのアンケート調査を実施し
ている｡ ホームカミンディの開催時に来場した卒業生に
調査の回答を依頼する｡ 過去６回実施､ 総じて好意的な
意見が多いが､ しばしば厳しい意見もあるという｡
� 和歌山大学

｢生涯あなたの人生を応援します｣｡ これは2013年度
の入学案内や学内外に配布されたパンフレット等に記
載された､ 和歌山大学学長自らの ｢宣言｣ (｢2011年－
13年行動宣言｣) である｡ この ｢宣言｣ は､ 学長の学
生に対する想いと自らが率先実行するという決意が強
く反映された内容となっている｡ 卒業以降のケアを在
学生等に学長のメッセージとして標榜する取組は決し
て多くない｡ 同窓会と大学本部との関係性は相対的に
も良好であり､ 同窓会としての就職支援も積極的にお
こなわれているという｡
① 学部同窓会との緊密な連携

和歌山大学では､ 他大学のような同窓会連合会や全
学同窓会は設置されていない｡ 教育学部と経済学部が
100年近い歴史を有しており､ システム工学部や観光
学部は大学全体の組織改革の結果設置された学部であ
り､ その卒業生組織も生まれて間もない｡ 過去におい
ては学部同窓会間での連携不足があったと聞くが､ 現
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在は良好な協調関係にあるという｡ 卒業生名簿は各同
窓会ではなく学部事務によって管理されているため､
卒業生へのアクセシビリティは極めて優れており､ 全
学的情報も定期的に卒業生のもとへ届けられる｡
② ホームカミングデーの開催

ホームカミングデーは､ ｢大学ができる最大限のお
もてなし｣ の一つとして､ また ｢現在の和歌山大学を
よく知って､ 理解していただく｣ といったホスピタリ
ティを強く意識して､ 2010年から開催されている｡ 大
学 HPのみならず､ ２万人以上の卒業生に対してホー
ムカミングデーの案内を直接郵送している｡ 2011年は
かなりの悪天候にもかかわらず､ 152人の卒業生が参
加した｡
③ 卒業生 (特に同窓会) の大学運営および就職支援

同窓会と大学との協働についてはかなり積極的かつ
良好な関係にあるという｡ 例えば､ 大学本部は基金室
顧問として､ 卒業生 (同窓会関係者) を特任教員とし
て招聘している｡ 経済学部では就職担当専門の教員が
配置され､ 同窓会との緊密な情報交換活動が継続的に
おこなわれている｡ その他､ 企業引退者によるキャリ
アサポート､ 同窓会大阪支部・東京支部による就職支
援が挙げられる｡
(３) 岡山大学

岡山大学は11学部で構成される大規模大学であり､
全学的な同窓会組織の充実や各卒業生との関係構築に
取り組んでいる｡ 傾向として各学部の独立意識が強く､
全学同窓会について ｢学部､ 学科､ 研究室の世話になっ
たが､ 岡山大学には世話になった覚えはない｡ 全学同窓
会は何をしてくれるのか｣ との懐疑的な意見が当初は
多かった｡ 近年ではそのような意見も減り､ 全学的連携
に対する理解も得られ､ 一連の取組に対する手応えや
大学に対する卒業生意識の変容も感じられるという｡
① ｢岡山大学同窓会｣ の設置

学部の同窓会組織の緩やかな連携を目的に､ 学長
(当時) のリーダーシップのもと､ 2006年に ｢岡山大
学同窓会｣ が設置された｡ 各学部同窓会からの出資で
運営されている｡ 67,000部にもおよぶ同窓会会報が定
期的に発行されている｡ 各学部同窓会の卒業生ケアは
決して一様ではなく､ 全学的な足並みを揃えるのも容
易ではない中､ 同窓会事務室には専任職員を１名 (再
雇用職員) 配置し､ 当該組織の機能充実を図っている｡
②-１ メールアドレスの提供

卒業生および教職員の退職者に対して g-mailアド
レスを提供し､ 大学情報などを月１回配信している｡
登録者数は約12,000人で､ これまでに計36回の情報提
供をおこなっている｡

②-２ ホームカミングデーの開催､ 東京オフィスの

活用

ホームカミングデーはこれまで２回実施している｡
また､ 東京サテライト・オフィスにおいて卒業生への
施設利用サービスを提供しており､ 主に同窓会東京支
部および関東支部の卒業生が利用している｡
②-３ フォローアップ・セミナーの開催

2010年から卒業生と大学との関係性を深めるため､
卒後約10年の卒業生を対象としたキャリア開発セミナー
のための ｢フォローアップ・セミナー｣ を開催してい
る｡ キャリア開発センターが主宰し､ 東京､ 大阪､ 中
四国､ 沖縄で開催している｡ 当該講師には教員のみな
らず卒業生にも依頼している｡
③ 卒業生による就職支援

毎年秋に卒業生を招いての就職セミナーを実施して
いる｡ 当該セミナーに出席した学生が卒業後に卒業生
講師として参加することも少なくなく､ 理想的な卒業
生－大学の連鎖関係になっているという｡
(４) 香川大学

香川大学は､ 地方大学として卒業生事業を積極的に
展開しながらも自らの取組に対する課題意識を持った
大学であり｡ また､ 同窓会連合会事業の課題として卒
業生や在学生の本学への満足の度合いを挙げており､
今後は､ 不本意入学者に対するフォロー・アップの一
環としても卒業生事業のありかたを検討､ 改善してい
くとしている｡
① ｢香川大学同窓会連合会｣ の設置

六つの学部で構成された同窓会連合会は､ 各学部の
同窓会活動を尊重しつつ､ 緩やかに一本化された卒業
生団体として設置された｡ 運営経費は各同窓会が拠出
している｡ 卒業生情報は同窓会が管理しているが､ 大
学 HPを通じ卒業生が直接新規 (変更) 入力できるな
ど､ 大学本部と同窓会との連携は良好であるという｡
今後は､ 前身校を含め120年の歴史を持つ教育学部や
2003年に香川医科大学を統合して設置された医学部､
あるいは設置15年の新しい工学部といった沿革の異な
る同窓会の集合体として､ 個々の異なる考え方をより
有機的な活動につなげることを喫緊の目標としている｡
② ホームカミングデーの開催

ホームカミングデーは同窓会連合会と大学本部の共
催で､ これまでに計３回実施されている｡ 卒業生が賑わ
い感に触れ､ 母校に対する親近感を抱いてもらうため､
敢えて大学祭の中日に開催している｡ 教育学部が来客者
の年齢層に考慮した当時の写真を展示するなど､ 各学部
は独自の嗜好を凝らした催し物をおこなっている｡
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③ サテライト・オフィスでの出前講座等の開催

香川県内における香川大学のプレゼンスを高めるた
め､ 県内４箇所にサテライト・オフィスを設置してい
る｡ 卒業生に対しては当該オフィスの出前講座への参
加を積極的に募っている｡ 当該オフィスでは在学生に
よる演奏会が開催されるなど､ 卒業生のみならず在学
生に対する母校への関心喚起や､ 受験者数の向上を目
的とした取組が講じられており､ 同窓会連合会との連
携も検討したいとしている｡
(５) 千葉大学

千葉大学は､ 卒業生による大学への財政支援・就職
支援のみならず､ 道州制等の政治的枠組再編に伴う国
公立大学の再編まで見据えた将来的な政治的支援まで
を想定している｡ 具体的事業としては､ 卒業生を軸と
して地域社会や経済界との連携強化､ 大規模な卒業生
アンケート調査の実施､ さらには ｢卒業生室｣ の新設
などの先導的な事例がある｡
① ｢千葉大学校友会｣ の設置

事実上全学組織として設置された ｢千葉大学校友会｣
は､ 学部への想いが強い卒業生が多い中､ 学部同窓会
との連携により全学的愛校心の醸成を目的に設置され
た｡ 当該組織は､ 各学部同窓会組織の代表ではなく卒
業生個人が会員である｡ 年１回総会の開催および校友
会誌の発行のほか ITによるネットワーク強化に取り組
んでいる｡ また留学生担当教員が中心となって､ 中国､
インドネシアで留学生の校友会活動を展開している｡
②-１ ネットワーキング･サービス ｢�����｣ の構築

校友会 SNSとして ｢Curio｣ が開設され､ 教員有志
が中心となって運営している｡ 現在の会員は約3,500
名である｡ 定期的に情報を提供するほか､ Twitterに
も対応している｡ 現在､ 在学生への就職支援や卒業生
の安否確認機能としての活用を検討している｡
②-２ ｢絆ニュース｣ の提供

日常的で卒業生が関心のある ｢カジュアルな母校の
情報｣ をメールで提供し､ 卒業生との日常的関係構築
を期待しているのが ｢絆ニュース｣ である｡ 現在登録
者数が約4,000名で､ 計144回の発信をおこなっている｡
キャンパス近辺の食事処から昨今の箱根駅伝予選会結
果まで､ 親しみやすい情報を提供している｡
②-３ ｢卒業生サロン｣ の開催

｢卒業生サロン｣ は大学祭開催時に来学する卒業生
へのもてなしを目的に毎年設置された｡ サロン内では
在学生によるアテンドや古い卒業アルバム等の展示が
おこなわれている｡ 毎年の来場者は約200名､ リピー
ターの卒業生も多く評判は良いが､ 小会議室での開催
ということで､ スペースの狭さが課題であるという｡
この活動がホームカミングデーへの発展できないか現

在検討中である｡
②-４ ｢卒業生室｣ の新設

｢卒業生室｣ の前身は2007年に設置された ｢基金室｣
である｡ 当初は募金活動に着目していたが､ 募金集め
のみならず社会連携・地域連携の充実が重要と判断し､
2010年10月に改組した｡ 主に校友会や大学本部におけ
る卒業生関連の取組を所掌している｡ ｢卒業生室｣ 設
置の背景には､ ｢これまで大学は卒業生に何もしてこ
なかった｣ という大学側の反省､ さらには ｢やはりそ
の (寄付金) 目的か…｣ といった卒業生側の大学側に
対する疑念があったという｡ その疑念払拭を目指し､
卒業生のためのワンストップ・サービス部門として新
設されることとなった｡
③-１ 千葉大学経済人倶楽部 ｢絆｣ の設置

卒業生との情報交換のみならず千葉市など地域組織
との連携推進を目的に2009年に設置されたのが経済人
倶楽部 ｢絆｣ である｡ 例会は年２回開催され､ 会員は
現在174名である｡ これまでに千葉市の産業振興財団
との ｢学生向けベンチャーカップ｣､ 大学教員が主催
する子供向け企業経営者経験事業 ｢西千葉こども企業
塾｣ などの社会貢献活動に取り組んだ｡ 大学とは別の
任意団体であるが､ 事務局は大学が担当している｡
③-２ 卒業生インタビューの実施

卒業生からの直接的な意見収集を目的に実施するも
ので､ 主に千葉県内に住む卒業生の企業経営者1,000
人を抽出してインタビューを依頼､ その中の応諾者に
対してインタビューをおこなった｡ 近年は病院経営者
にもインタビューを依頼している｡ なお､ 当該取組が
千葉大学経済人倶楽部 ｢絆｣ の設置へとつながったと
いう｡
③-３ 卒業生アンケートの実施

｢国立大学は卒業生に対して何もしていない｡ まず
は関心喚起すること｣ を目的に､ 2007年に75,000名の
卒業生を対象にアンケート調査を実施した｡ 回収率は
約10％であり､ この調査結果は個々の卒業生に郵送す
るとともに webサイトにて公表した｡ まずは無反応
の90％に対する対策を検討しなければならないとして
いる｡

５. 卒業生事業の可視化－概念モデルの提示－

当該調査結果を踏まえ卒業生事業のモデル化を試み
ると､ その主要なアウトカムとされるのが大学の戦略
的発展を支援するステークホルダーとしての卒業生の
活用である｡ そのための基盤整備として､ 当該事業の
実施とともに既存学部同窓会との連携強化に取り組ん
でいる｡
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卒業生事業が期待する卒業生による支援とはどのよ
うなものか｡ それは寄付といった財政的支援のみなら
ず､ 大学有事の際の政治的支援 (千葉大学) まで､ 具
体的な目的から概念的なものまで多岐にわたっている｡
いずれも大学経営力の強化に資する自発的な行動を卒
業生に期待するものである｡ また長期的には､ 各行動
の影響が在学生の就職活動や教育研究体制等への充実､
志望学生の確保から教育を含む在学生サービスの向上､
就職実績の確保といった大学全体､ すなわち入口戦略
から出口戦略に及ぶことを期待する｡ これまでの卒業
生に対する不作為は､ 従来まで自らの戦略的な大学経
営を意識せず卒業生をステークホルダーとして位置付
けなかった国立大学にとって反省すべき事項であり､
近年における卒業生事業の端緒であったといえよう｡
しかしあくまで卒業生事業に通底するのは卒業生への
無償的支援を是とする規範的志向ではなく､ 有形無形
のフィードバックによる経営的資源への貢献を求める

(出所：筆者作成)

直截的な効率的志向であり､ ひいては大学競争力・大
学ブランドの向上のため活躍してくれるであろうといっ
た一方的な期待感である｡ その意味であくまで卒業生
事業の基本は､ 当該目標のため､ すなわちステークホ
ルダーとしての何らかの行動を卒業生に誘発させるこ
とにあるといえよう｡
図１は､ 当該文脈における卒業生事業の基本的モデ
ルを概念的にフロー化したものである｡
ここで基本のモデルを提示したことには理由がある｡
それは各事業の性質を吟味すると､ 最終的アウトカム
が同じ事業､ さらには大学単独もしくは学部同窓会と
の連携で展開される事業であっても､ 卒業生へのアプ
ローチ､ すなわち個々のアウトカム・プロセスが事業
によっては異なるからである｡ すなわち､ アクティビ
ティからアウトカムまでの因果的連鎖を示すインパク
ト・セオリーにおいて､ 少なくとも次のような二つの
概念モデルが構築されるのである｡
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図１ 卒業生事業の基本モデル



(１) 利他的モデル－ボランタリー・モデル－

インパクト・セオリーの相違に基づく第一のモデル
は､ 卒業生の利他心に訴えるモデルである｡ すなわち
母校への愛校心を醸成させ､ もしくは刺激し､ ひいて
は卒業生自らのパターナリズム的思考を喚起し､ 自発
的支援を引き出そうとするものである｡ 具体的には､
メールマガジンの提供 (神戸大学､ 岡山大学､ 千葉大
学) やホームカミングデーの開催 (神戸大学・和歌山
大学・岡山大学・香川大学) など､ 卒業生に対して具
業生間の関係性の構築・強化に重点を置く､ 決して直
接的見返りを求めないホスピタリティを重視したアプ
ローチである｡ 当該取組を継続的に実施することで
｢いつの日か｣ もしくは ｢有事の際｣ に何らかの大学
支援を期待する当該モデルは､ あくまでボランタリー
な意識・行動変容に依存する卒業生事業モデル (以下､
｢ボランタリーモデル｣ とする) といえよう｡
図２は当該モデルを概念化したものである｡

(出所：筆者作成)

(２) 卒業生との契約によるモデル－パートナーシッ

プ・ モデル－

第二のモデルは､ 大学と個々の卒業生とが自由意志
に基づき契約を試みるモデルである｡ この第一義的な
目的は､ 大学と卒業生が自らの資源を相互に供与し共
に活動し､ その結果､ 互いの欲する成果を直接的にそ
れぞれ達成することである｡ ゆえに卒業生は自らの資
源供与や活動の対価を､ 大学側は卒業生の利他心に依
存することなく卒業生との協働によって想定アウトカ
ムを獲得することできる｡ 具体的には､ 卒業生が仲介
した地元企業や卒業生が経営する企業との共同研究も
しくは地域貢献活動 (千葉大学)､ または財界を中心
とした卒業生との意見交換会や同窓会クラブの運営
(神戸大学・千葉大学) などが挙げられる｡ したがっ
て当該モデルは､ 前者においては卒業生側がビジネス
活動の業績､ 大学側が社会貢献活動の実績として､ 後
者においては卒業生側が厳選された人的ネットワーク
の拡大の場､ 大学側が就職状況等の情報収集の場とし
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図２ ボランタリー・モデル



て､ 共に win-winのパートナーシップを構築できる
モデル (以下､ ｢パートナーシップ・モデル｣ という)
といえよう｡ また win-winの活動プロセスの副次的
産物として､ 当該卒業生の愛校心の向上に資すること
も期待されよう｡
図３は､ 当該モデルを概念化したものである｡

６. 概念モデルの考察

以上､ 地方国立大学における卒業生事業の概念モデ
ルの可視化を試みた｡ 結果として当該モデルが地方国
立大学としての独自性を示すには至らなかったが､
｢ボランタリー・モデル｣､ ｢パートナーシップ・モデ
ル｣ といった概念モデルを､ それぞれのアウトカム・
プロセスの相違から提示することができた｡
しかし､ 法人化前まで卒業生を軽視してきた国立大
学にとって､ 特に戦後まもなく旧制専門学校､ 旧制師
範学校等の統合といった新制大学の沿革によって学部
主導の同窓会が形成され､ 今後の財政運営に不安を抱
える現在の地方国立大学の多くにとって､ はたして当
該モデルは現実的に機能しうるのであろうか｡ 当該調

査結果を吟味し､ 当該モデルの現実機能をあらためて
考察すると､ 以下のような課題もしくは方向性の検討
を要することが明らかになった｡
第一に､ 卒業生事業を享受できる卒業生数の拡大で
ある｡ これまで大学として卒業生のデータベース管理
を放置し､ 学部同窓会の卒業生情報に依存している現
状において､ 学部同窓会との関係如何によっては､ 個々
の卒業生とのネットワーク構築にかなりの労力を割か
ざるを得なくなる｡ 卒業生事業としてのカバリッジの
脆弱さも克服できない｡ 勿論､ 過去の卒業生情報を如
何にスピーディかつ弾力的に活用できるかは学部同窓
会との信頼関係に頼らなければならないが､ 和歌山大
学のような学部事務による卒業生情報の管理は今後の
先導的事例としてとらえることもできよう｡
第二にとして､ ボランタリー・モデルにおけるイン
パクト・セオリーの高度化､ 構造化である｡ 現状とし
ては､ 各事業のアクティビティがなぜ長期的アウトカ
ムを誘発させ得るのか否か､ その因果的連鎖は曖昧で
ある｡ 自発性に頼るがゆえに卒業生の性善的な意識・
行動変容に漠然とした期待をかけているに過ぎない｡
仮に明らかになった因果的連鎖の現実機能を担保する
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図３ パートナーシップ・モデル



には複数の補完的事業が必要となろう｡ よって事業が
｢やりっぱなし｣ にならぬよう､ 当該アウトカムの達
成度合いを十分検証した上で､ 現行事業を改善し､ ま
たは複数の補完的事業を構築し､ 当該セオリーの高度
化､ 構造化を図るべきである｡ そのためにも就職や寄
付金戦略につながる卒業生へのアプローチを ｢過去へ
の感傷｣ 以外の手法を以って講じる必要があろう｡
第三に､ パートナーシップ・モデルの強化である｡
ボランタリー・モデルは大学に対する ｢想い｣ に訴え
るアプローチである一方､ 当該モデルは､ 感情に関係
なく､ 実利を重視するアプローチである｡ 家庭の経済
事情等による不本意入学は相対的に地方の国立大学に
多く､ 国立大学の卒業生軽視も加わり､ 地方国立大学
卒業生の母校に対する関心は総じて低い｡ したがって
ボランタリー・モデルには期待できない卒業生との距
離感を埋めるためには､ 当該モデルにより大学との接
触機会を持つことが重要である｡ 当該モデルでの接触
を機に当該卒業生と大学との新たな関係の構築が十分
想定されよう｡
最後に､ これは卒業生事業モデル上の根本的な課題
であるが､ 大学と卒業生との規範的関係性の検討であ
る｡ すなわち､ 両者の関係は功利的もしくは利他的関
係において論じられるものではなく､ 自然権的な発想
に基づく関係においても成立するのではないかという
理屈である｡ 大学は自らが入学の承認を与え､ 学位を
提供する｡ 卒業生はその学位を駆使し自らの社会生活
を営む｡ 入学希望者も自らの将来に対する当該学位の
影響力に期待し､ 志望校の門を叩く｡ 学位の取得には
相当の時間と費用を要し､ その取り替えは不可能であ
る｡ 大学構成員は個々の利己的意図を持って在学生と
接することはなく､ 学生個人の成長を期待し､ 教育研
究の教授に従事する｡ ゆえに卒業後も程度の差はあれ､
師弟的人間関係はおのずと継続する｡ このように､ 人
生に大きな影響を及ぼす環境を提供する大学とこのよ
うな機会に遭遇した卒業生の両者の責務として､ 両者
の規範的関係性をあらためて検討すべきある｡ これは
上記二つの提示した概念モデルは根本的に異なるモデ
ルの存在可能性を意味している｡ 実際､ 和歌山大学の
宣言は､ このような規範的発想への現実的接近と想定
できるのではなかろうか｡

７. 結びにかえて

本稿では､ 地方国立大学を想定した卒業生事業にお
ける概念モデルを可視化し､ 卒業生事業に内在する因
果的連鎖を明らかにした｡ 結果として､ 地方国立大学
の独自性とはいい難いものの､ 二つのモデル､ すなわ

ちボランタリー・モデルとパートナーシップ・モデル
といったインパクト・セオリーの異なるモデルを明ら
かにした｡ また､ 当該モデルの現実機能を考察するこ
とで卒業生事業もしくは卒業生と大学との関係性にか
かる潜在的､ 仮説的な課題等を提示した｡ 但し､ あく
まで当該モデルは五つの大学事例から抽出したもので
あり､ 地方国立大学の一般化モデルとして確立するに
は､ さらなる地方国立大学の調査および調査対象大学
の経年変化の追跡をおこなう必要があろう｡
進研アド (2010) は､ 学生生活全般 (｢友人との交流｣､
｢専門的な知識や技術を身に付けること｣､ ｢クラブ・
サークル活動｣ 等) について積極的に取り組んだ学生
ほど母校に高い愛着を持つと指摘する｡ また､ Weerts

and Ronca (2008) は､ ある総合研究大学 (doctorial/

research extensive university) を対象とした調査デー
タに基づき､ 母校に寄付を行っている卒業生の中でも､
学部在学中に学問と深く関わった者､ 当該大学におい
て複数学位を得た者､ そしてさらには母校を支援すべ
きと考えている者ほど､ 大学にボランティア・サービ
スを提供する傾向にあると論じた｡ この意味では､ 大
学は卒業生の支援を期待する策を講じるまでもなく､
在学生へのサポートに全力を注ぐべきであり､ 在学生
のサポートこそが大学の王道といえる｡ しかし､ 直面
する少子高齢社会､ 経済社会のグローバル化､ そして
道州制の推進が叫ばれる中､ 地方国立大学の多くは､
自らの大学経営に危機感を募らせており､ すべてのス
テークホルダーを駆使しても自らの大学力に努めなけ
ればならない｡ ゆえに卒業生は重要な経営資源であり､
卒業生との連携にあたっては従来以上の戦略的な展開
が求められるであろう｡
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