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上武大学は平成21年４月に鈴木守学長、20年10月に澁谷正史副学長をお

迎えし、新たな一歩を踏み出しました。

今年度の最大の目標は、大学の認証評価を受審するための機関を決め、

「適合」の判定を得るための準備をすることです。そのためこの一年はさ

まざまなとり組みを行ってきました。

学内においては、学生満足度調査、授業アンケート、卒業生アンケート

を実施しました。副学長澁谷先生のご指導のもと科研費獲得に向けての講

習会、学内研究発表会、職員研修会も行いました。また、研究費について

も見直し、倫理委員会も発足させました。この９月に第２回も開催されま

す（徐々にではありますが、大学の目的のひとつであります研究について

も体制が整いつつあります）。

地域では、ぐんま地域・大学連携協議会・群馬産学官連携推進会議に参

画し、伊勢崎市教育委員会とも連携・協力に関する覚書の締結を行いまし

た。昨年の群馬のプロ野球チーム・群馬ダイヤモンドペガサスとの提携後

は順調に動き出し、現在ではダイヤモンドペガサス側からの要請を受け、

群馬ダイヤモンドペガサスの新聞を経営情報学部（栗原、樽井、白井ゼミ）

でつくり、配布して好評を得ています。

大学のスポーツニュースを追加させて頂きます。

昨年10月の箱根駅伝予選会を３位で通過、今年１月２日本選に初出場を

果たし、見事“たすき”をつなぎました。現在連続出場に向け強化合宿な

ども行い頑張っております。テニス、サッカーも関東リーグ二部昇格、野

球については、春は少し残念な結果でしたが、秋季リーグ戦に向けいま全

力を傾けております。また、水泳の村上和基君、吹奏楽の活躍にも目を見

張るものがあり特記させていただきます。

今年４月に理事長に就任し半年になろうとしています。大学の仕事に係

わることでより成長し、より質の高い大学を目指して頑張っていくつもり

です。今後ともご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
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私達の上武大学の建学の精神は「雑草精神（あらくさだましい）」である。

「雑草精神」にはいかなる境遇にも耐えて発展する強靭な精神力・体力・生

命力が表現されている。創立者は、さらにどこでも生育する雑草に注目し、

どこにでもいる若者を大学教育により自立させ、社会に貢献できる人材に育

成することを志した。私達はこの理念を中心において教育研究活動に邁進し、

群馬という地域に創設された私立大学にしてはじめてなしうることを具体的

な実績として生み出し、世にその評価を問うていかなければならない。

上武大学が大学であるためには、なんと言ってもそこで研究がなされて

いなければならない。現在、社会は大学に対して、学生教育を強化するこ

とを特に求めている。この要求は正しいが、大学の教育は常時研究を進め

ている教員によってはじめて生きた形で学生に提供できるのである。研究

なき大学は源泉なき川と同じでたまり水となる。流れなきたまり水は常に

腐る。上武大学の研究条件は決して理想的とはいえないが、たとえば修士

論文の中間発表会などに出席してみると、立派な研究が活発に行われてい

ることが理解できた。澁谷正史副学長が一般研究費、特別研究費、三俣記

念基金などの審査会と、研究倫理委員会とを設置され、提出された申請書

を審議する仕組みを構築されたため、上武大学の中で進められている研究

の内容を大学の執行部が常時把握できる体制ができた。この体制は今後上

武大学の発展にとってきわめて大きな意味をもつはずである。

現在社会が大学に教育体制を強化することを求めていることは、前述した

とおりである。「大学は自ら学ぶ場である、学生は教員の研究する姿を後ろか

ら見てついて来い」これが従来の大学の姿勢であった。「大学は自ら学ぶ場で

ある」という理念は今も決して変わっていない。問題は後半である。一般論で

あるが「教員の研究する姿を後ろからみてついてこい」という考えに固執し

たため大学は社会から孤立し、独善的な存在に陥っていったことは否めない。

大学が社会全体の中ではたす機能がよく見えないという批判が起こり、せめ

て教育にはもっと力をいれたらどうか、という声が上がってきたのである。

上武大学の建学の精神は、大学教育そのものを表明している。そして、

その精神を具体的に、有機的に学内で稼動させるために教育研究センター

が設置されている。同センターは今まで上武大学の自己点検・評価を推進

させることに力をいれて機能してきた。しかし今ここで気付いてみると、

同センターは今後社会のディマンドを的確に吸収し、上武大学の教育と研

究を複眼的にとらえて調整し、大学の機能を動的に保つ大きな使命がある

ことが見えてきたように思われる。その使命を遂行し全国大学の範が本学

から創出されるよう教職員こぞっての支援を期待している。
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この度、上武大学教育研究センターの年報第二号が発刊される運びとな

りました。同センターは大学全体の教育の質向上と研究促進を目指し、直

接には大学認証への準備センターとして日々大変活発な活動を続けていま

す。その点について、まず一戸センター長をはじめ、関係の教員・職員の

方々のご努力に心より感謝の意を表します。本学は本年１月に群馬県初の

箱根駅伝出場を果たし、野球部、陸上部も大変優れた成績をおさめていま

す。また、文化活動も昨年は吹奏楽部の木管四重奏が全国２位、本年も群

馬県吹奏楽コンクール金賞と、素晴らしい成績をおさめています。さらに、

看護学部は看護師・保健師国家試験で100%合格との快挙を成し遂げまし

た。このような中にあって、センターは全国の大学に義務付けられている

大学認証へ向けて地道な努力を重ねてきました。少子・高齢化、また、大

都市集中という厳しい状況の中で、どのように教育の質を向上させ、地域

に密着した研究活動を展開するか、そして経営的にも健全な状態を保つか

は、大変重要な問題であります。これらをチェックするのが大学認証では

ありますが、その審査に通ればそれで終了、ということではなく、むしろ、

大学全体が地方や国の内外の状況を見極め、自ら着実な改革を押し進め、

それをさらに促進させるよい機会として大学認証を捉えるというのが望ま

しい姿ではないかと思います。教職員によるFD, SD活動、学内研究発表

会、教育討論会も開催され、さらに、学内研究費制度の改革、研究倫理委

員会の設置など、具体的な諸活動が着実に行われていることは大変心強い

ところです。本センターの年報がそれらのとりまとめの重要な手段として

利用されていくことを期待致します。
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［第１部］ 

活動及び 
自己点検 
Activities and 　　　　 
　　　Self-assessment



平成19年に大学の質改善および活性化を目指して全

学横断的組織として教育研究センターが立ち上がり、

活動を続けてきた。具体的な平成20年度の活動内容に

ついては後述するが、活動を展開する中で、質改善P-

D-C-Aサイクルを拒む諸要因が次第に明らかにされて

きたので、ここでまとめさせていただきたい。様々な

背景要因が影響し、一般化することは困難と思うが、

上武大学の質改善システムの実施を通して見えてき

た、組織における質改善に含まれる問題点を以下に述

べる。

１．Ｐ（Plan）の前には、十分なリサーチ（Ｒ：

Research）や診断（Ｄ：Diagnosis）が必要である。

通常、組織の中ではプラン担当者によって立案され

るが、正しい方向に組織を導いていくためには、プラ

ン担当者はまず、ニーズや問題点の抽出をすることが

先決であり、その上で改めて計画を立案することが必

要である。すなわち十分なリサーチと組織や課題の診

断を行ってから計画を立てることが重要であり、P-

D-C-Aサイクルのまず前段階としてResearchや

Diagnosisが必要である。

２．Ｐ（Plan）とＤ（Do）の間には十分な情報の共

有（IS：Informat ion-Shar ing）や学習（Ｌ：

Learning）が必要である。

計画立案者は、事前に十分に知識を得ており、深く

問題意識を持っているが、実施に当たっては、できる

だけ多くの関係者の参加および協力が不可欠である。

しかしながら、計画立案者以外は、突然計画を押し付

けられても、それまでの経過を知らずに実行に移すこ

とを余儀なくされる。成功させるためには、Planと

Doの間に十分な情報の共有と学習が必要であると思

われる。

３．Ｃ（Check）は、全体を見通すプロセスであり

（Process of Whole）、バランス調整のプロセス

（Process of Balance）でなければならない。

チェックは非常に重要な部分であるが、この部分に

はまず十分な時間をかける必要があると思われる。一

度決められたプランは実行に移すまでは一連の作業で

あり、あまり考えることがない。実施後の十分な確認

のプロセスがチェックであり、非常に重要である。チ

ェックは、組織全体の中での位置づけおよび影響度な

ど全体の関係を十分に検証し、さらにバランスを考え

る過程である。組織の中で新たに実施されたことが真

の効果となるにはこの過程が最も重要であろう。

４．Ａ（Action）には、発展性（Ｄ：Development）

が含まれていなければならない。

これまでのP-D-C-Aサイクルには多くの人々の努力

と苦労が積み重ねられており、大変手間のかかる作業

である。せっかくActionまできて改善しても以前より

もより複雑で向上しない、あまり変化がない、むしろ

大変になったなどと言った結果は好ましくない。改善

には、必ず一歩先に向かっているという発展性が示さ

れなければならない。計画時よりも成長していなけれ

ばならない。

５．質改善の中心概念（Core Concept）は、夢・未

来（Dream/Future）である。

いくらP-D-C-Aを日常的にまわしていても、向かう

先が見えなければうずを巻くだけで上に伸びていかな

9
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い。大学を取り巻く社会はめまぐるしく変化してきて

いる。大学の使命の一つには、社会の変化についてい

くのではなく、学問的に時代を先取りして社会を牽引

していくことが求められると思われる。その中心概念

になるのは、夢・未来であろう。どんなに暗い時代で

あっても、どんなに苦しい時代であっても、きっと英

知を結集すれば道は必ず開ける。その道を導くべく大

学自体が夢を持ち、未来を見据えるべきであると思わ

れる。教職員一丸になって夢と未来を持つことが重要

である。

以上から、上武大学における質改善システムは、図

１のようにまとめることができる。次年度はこの図の

各要素を取り入れながら具体的な展開を図っていきた

い。

10

図１　JOBU-P-D-C-A



大学における最もコアな部分を占めているのは何と

言っても授業であることは誰もが認めることである。

高等教育の場は、学生自ら
．．
が自分の関心や将来を考え、

自ら
．．
選択し、自ら

．．
が希望した大学に入学した結果、そ

の大学に所属している教員との出会いがあり、授業を

受けるという流れである。中等教育までの内容が整理

され、その後の社会での経験に役立つまとめの場であ

る大学教育は非常に重要である。そこでまず大切なの

は、大学入学時に抱いた自ら
．．
という自発的な気持ちが

大学における授業においても持続しているかどうかと

いうことであろう。授業アンケートは教員個々人の教

育の質的向上を目指し活用することだけではなく、学

生がどのような姿勢で授業に望んだかという指標も中

に含まれていることに着目しなければならないと思わ

れる。本来の大学の姿としては、大学入学時に抱いて

いた関心やモチベーションが大学の教員の授業を受講

することによりさらに好奇心が高まったり、具体的に

は学ぶことの楽しさを実感したり、知識を得たり体験

することで満足を得たりすることが求められる。残念

ながら入学時よりも学生の士気が低下しているのであ

れば教育の質は十分保たれているとは言えない。学生

による授業アンケート結果はそのような大学の現状を

図る指標の一つである。本稿では授業アンケート結果

の分析から見えてくる大学の主役である学生の授業実

態および改善点を点検することとしたい。

分析データ数は、全数で7181件（ビジネス情報学部

3083、経営情報学部1550、看護学部2548）となってお

り、分析による傾向把握が十分なデータ数となってい

る。「設問（８）総合評価としてあなたは、この授業

に意欲的に取り組みましたか」という設問項目がある

が、その結果は表１の通りである。この結果から示唆

されることは、３学部とも同様の傾向が見られるとい

うことである。回答方式には５選択肢を用意したが、

「意欲的だった」、「どちらかと言えば意欲的だった」

を選択した学生数は全体で47％であり、約半数が自ら

意欲的に授業に望んだと回答している。本結果からは、

大学内の授業は全体として約半数近くの真面目な学生

の受講環境が整っており、彼らのモチベーションを維

持した授業が成立していることを示唆している。一方

で、「どちらとも言えない」と回答した群が多いこと

が特徴となっている。全体では42％であり、各学部で

はビジネス情報学部42％、経営情報学部43％、看護学

部41％と、積極的に授業に望んだ割合とほぼ同じ数の

学生が自分の授業を振り返ってみてもはっきりしない

という結果になっていることには着目する必要があろ

う。本学では科目ごとの結果は教員本人にフィードバ

ックされており、次の授業改善に役立つようにしてい

るが、大学全体として検討しなければならない課題の

一つとして、この積極的な意欲をもてず、かといって

不満というわけでもない学生層にどのように働きかけ

ることができるかがあげられよう。この「どちらとも

言えない」学生層が、今後意欲的な群に移行するか、

あるいは意欲的ではない群に移行するかによって、大

学全体の教育の質が決ると言っても過言ではないであ

ろう。どの学部においても同様の傾向が見られるので、

専門性を超えた共通の課題として取り上げ、学部横断

的な検討がなされ、よりよい工夫点が見出されること

が期待される。

もうひとつの設問について取り上げたい。「設問

（18）この授業によって刺激を受け、さらに勉強をし

たくなりましたか」という設問の結果は、表２に示す

通りである。まず言えることは、先ほどの傾向とほぼ

11

授業アンケート結果が示唆する大学の現状および教育改善へのヒント
－平成20年度後期学生授業アンケート分析結果から



同様の結果となっていることである。全学では、「勉

強したくなった」群と「どちらかと言えば勉強したく

なった」群を合わせると42％となった。本項目につい

ては、やや学部間の差が見られており、看護学部につ

いては授業後の学生の学習意欲の向上に関してはやや

効果が高いようである。先ほどと同様に「どちらとも

言えない」回答学生は全学で45％となっており、ここ

では、勉強意欲が出た学生よりも多くなっている。お

そらく先ほどの設問を回答した各層が同様の回答傾向

を示したものと思われるが、受講後にはっきりとした

意識をもって振り返れない学生が多数いることには改

善が必要である。大学教育においては、学部教育を例

にとると、標準４年間を各科目15回、90分ごとの時間

をかけて所定単位を学んだ結果、何も効果や自らの意

識に刺激がなかったということとなると、卒業時に自

らの体や心にしっかりと身に付けていくことが困難に

なり、実社会という様々な問題が複雑に絡み合う中で

は、自分自身で切り拓く力、あるいは問題解決能力は

持ち得ないままということになりかねない。教育的工

夫をし、どの程度授業改善ができたかという確認のア

ウトカムとしては、この評価項目について年次を追っ

て比較することにより検証することができる。本授業

アンケートは昨年度の開発を得て、確定したものであ

るので、しばらくは同一の質問項目を使用することに

より年次変化を追って、改善効果のエビデンスを収集

することとしたい。

なお、本授業アンケート各項目に対する分析結果の

詳細については上武大学教育研究センターホームペー

ジ（http://www.jobu-erc.jp）を参照されたい。
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表１　設問（８）に対する各学部・全学の割合

表２　設問（18）に対する各学部・全学の割合



昨年度、教育の質の改善を目指し、従来実施されて

きた学生授業アンケートについて、全学的に検討し調

査票の改訂を行った。今年度はその結果を踏まえ、全

教員を対象に意見を求めて、設問内容を精査しさらに

改訂を行った。

変更点は内容的に重複する設問の整理や、学生満足

度調査の調査項目との調整や、回答欄における非該当

の選択肢の追加などである。教育内容や方法の違いか

ら、講義・演習用および、実習、大学院と３種類のア

ンケート票が改訂・開発され、上武大学の授業アンケ

ート調査票は完成版とし今後実施していくこととなっ

た。次年度からは年次ごとの比較も含めて、集計・分

析等の方法や活用についても検討していきたい。

また、各教員授業アンケートについては学生授業ア

ンケートの設問と対比させた形式で作成しているた

め、後期のアンケートの集計結果のフィードバックか

ら、授業科目毎に教員の回答と学生の回答の集計が比

較できるようフォーマットを変更し、自由記述の内容

も印字されるようにした。

教員個々人の教育に対する意識と学生による評価の

違いについて検討する資料としての活用および、各学

部と３学部全体の傾向を表示することにより、今後の

学生指導や教育計画等により一層活用されることを期

待している。

13

学生・教員授業アンケート

平成20年度学生授業アンケート（ビジネス情報学部・経営情報学部・看護学部）

（表） （裏）

平成20年度　教育研究センターの活動内容

自己点検

教育研究センター　係長　福嶋　亘子



14

平成20年度学生授業アンケート
（大学院経営管理研究科）

平成20年度学生授業アンケート
（看護学部実習）

平成20年度教員授業アンケート（ビジネス情報学部・経営情報学部・看護学部）

（表） （裏）
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平成20年度教員授業アンケート
（大学院経営管理研究科）

平成20年度教員授業アンケート
（看護学部実習）

平成20年度授業アンケートマッチングフォーマット
（ビジネス情報学部・経営情報学部・看護学部）

（表） （裏）



学生の自発的な学習意欲の向上にはキャンパスライ

フの充実は欠かせない重要な要素である。学生にとっ

て本学がどのような環境を提供しているか、また、学生

がどのようにキャンパスライフについて考えているか

明らかにすることを目的として、平成21年１月に在学す

る全学部生・院生を対象に学生満足度調査を実施した。

具体的調査内容としては、学習の状態や学生生活な

どについての意識や意見を確認し、今後の教育や環境改

善に役立てる事を目的として開発を行ったものである。

設問は、Ⅰ．属性、Ⅱ．教育、Ⅲ．施設設備、Ⅳ．学生生

活と環境・支援、Ⅴ．教育・学生生活の総合評価と、Ⅵ

～Ⅶ．その他の改善点や意見要望等で構成されている。

調査対象者は３学部の学生と大学院の院生の1669人

で、回答総数は1184件（70.9％）であった。調査の実

施結果の詳細については次年度に集計・報告の予定で

ある。
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学生満足度調査の開発・実施

学生満足度調査アンケート

（表）

（裏）



大学の社会的役割は今日益々重要になっている。

本学の教育や研究の質向上を目指すとともに、今後

の教育や環境改善に役立てることを目的として、本学

での学びがどのように実社会において役立っているの

か、在学中の学習の状態や学生生活状況についての実

態や意見を求めるため、重要なステークホルダーでも

ある本学卒業生を対象に、アンケート調査を実施し

た。

調査期間は、平成21年１月30日（金）～２月27日

（金）とし、FAXでの回答とした。

設問内容は、教育や学生生活について入学したとき

の期待度とその実現度、施設・設備・備品、教員や職

員の相談体制、就職や進学、現在の仕事や生活につい

てなどの項目で構成された。

回収率は約１％と多くはなかったが、昭和41年から

平成19年度の卒業生までを対象としたため、幅広い意

見が寄せられた。アンケートの実施結果は次年度に集

計・報告の予定である。
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上武大学卒業生アンケートの開発・実施

上武大学卒業生アンケート

（表）

（裏）



平成22年度に認証評価を受審するにあたり、自己点

検報告書の原案作成および基礎データの収集等を行っ

た。７月には大学基準協会より講師を招き、「大学評

価の意義」「自己点検・評価報告書の作成方法につい

て」「基礎データ作成における注意点について」等の

内容で、学内の実務担当者への大学評価説明会を開催

した。全教職員が一丸となって質改善に取り組むため

の共通認識の場となった。

平成21年２月～３月にかけては、認証評価の申請に

向け、点検・評価報告書の作成に関わる教職員を対象

として、評価項目（教育内容・方法、学生の受け入れ、

学生生活）について、より知識を深めるための勉強会

を実施した。各担当する教職員から具体的な意見等が

出され問題を共有する場となった。
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認証評価に向けた取り組み

第１回～第３回　認証評価勉強会　次第



平成20年度　上武大学教育討論会　～大学の活性化

と質向上～が、平成20年12月22日（月）13：30～17：

15高崎キャンパス３号館305教室において開催された。

70名を超える教職員が参加した。昨年度は２回実施し

たため、今回で３回目となる。

第１部は教育の質改善に向けた課題というテーマで

行われ、澁谷副学長の講演「教育の質改善に向けて」

をはじめ、各学部・研究科による教育の質向上に向け

ての取組や、教育研究センター長による学士力の向上

についての報告があった。

第２部はアイデアを共有し、evidenceに基づく対応

を検討するというテーマでパネルディスカッションが

行われた。本学の職員研修に対する考え方や、各学

部・研究科の教員からの大学の活性化に向けた課題に

ついて、また事務職員の職員研修で提案された課題に

ついての報告等が行われた。

昨年度に比べ、フロアーからの意見もあり、少しず

つ活発な討議がなされる機会となった。やや発表や報

告のみに時間を費やし、その後の具体的な取り組みに

つながっていない感は否めないが、今後も継続的に実

施していくことにより、改善を図っていきたい。具体

的には教育討論会後の取り組みの成果を発表する会に

なるよう検討を続けていきたい。
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教育討論会

教育・研究支援

平成20年度　上武大学教育討論会　次第

平成20年度　教育討論会
第２部　パネルディスカッション



昨年度に引き続き、平成21年2月17日（火）13：30

～17：00高崎キャンパス３号館204教室において平成

20年度上武大学学内研究会が開催された。大学院生・

学部学生を含む100名を超える参加者があった。

本年度は研究の参加対象者を教職員のみではなく、

修士課程に在籍する院生にまで門戸を広げた。澁谷副

学長をはじめとして大学院経営管理研究科長や大学院

担当の教員、院生が研究発表を行った。また、研究支

援ということで、独）科学技術振興機構から講師を招

き重点地域研究開発プログラムの説明や、学内で募集

を行ったシーズについての紹介、教育研究センター長

からは「研究活性化に向けて」ということで、今後の

発展的展望としてサンデン株式会社のSTQM、環境へ

の取り組み、海外23カ国への事業展開、地域貢献、産

学連携への可能性などについて説明が行われた。

今回の学内研究会では、参加者への簡単なアンケー

ト調査を実施したところ、研究発表の内容の分野を問

わず興味をもった、刺激を受けた等の肯定的な回答が

目立った。また、シーズに関しては、もっと時間をか

けた説明が必要との意見があった。

全体的に各発表時間が少ないとの回答も多く寄せら

れたため、プログラムの構成や運用のしかたを検討す

ることが必要であり、次年度への課題としたい。
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学内研究会

平成20年度　学内研究会　次第



前年度より教育力を向上させることを目的として各

学部においてもピアレビューの必要性が検討されてき

た。

今年度は教育研究センターの兼担教員と各学部の

FD委員会が中心となり、厳格なレビュー方式ではな

く観察方式による授業参観という形で授業内容や授業

方法について学部ごとに試行的に実施された。

ビジネス情報学部では、他の教員の授業を参考にす

ることで、自らの教育技術の向上をさせることを目的

とし、５月に実施された。

授業参観者には、授業参観報告書と授業参観アンケ

ートの記入を依頼し、FD委員会で集計・分析が行わ

れた。

経営情報学部では、各教員の授業を参観することで

お互いに批判するというよりも、自らの参考になるこ

とがあれば取り入れるということを目的とし、６月に

実施された。参観者は授業を参観して授業参観報告書

に参考になったことを中心に記入した。分析結果は各

自の授業に役立ててもらうよう教授会で配付された。

看護学部では、学部FD委員会により８月にピアレ

ビューに関するアンケート調査を実施し、その結果11

月から12月にかけて領域ごとにピアレビューを実施し

た。結果はFD委員会にて取りまとめられ看護学部教

員研修会で今後のピアレビューのあり方について討論

を行った。

以上のように、今年度は学部ごとにピアレビュー実

施に向けての取組みが行われてきており、学部の特性

および専門性を生かした検討が今後も継続してなされ

ていくことが望まれる。と同時に、全学の課題として

は、上武大学の全体の教育力の向上・改善に向けた教

育力の検証および質的向上に向けての共通認識の醸成

が必要であるので、学部を越えたコミュニケーション

や積極的な討議を経て、上武大学全体の教育力の向上

を目指して全学的なピアレビューの実施に向けた取り

組みを行っていきたい。
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ピアレビュー



平成20年10月24日（金）伊勢崎市役所にて、伊勢崎

市教育委員会と群馬大学、前橋国際大学と上武大学で

「大学と伊勢崎市教育委員会との連携・協力に関する

覚え書き締結式」がとりおこなわれ、カリキュラムパ

ートナーとして伊勢崎市教育委員会や他の大学・企業

と連携し、市内の学校の学習支援や教職員の研修など

学校教育の質を向上させるための支援を行うことにな

った。

平成21年３月には、「教育改革・いせさき未来会議」

連絡協議会が開催され、伊勢崎市教育委員より、「教

育改革・いせさき未来会議」の目的およびカリキュラ

ムパートナー制度についてや、教育の現状、来年度の

カリキュラムパートナーとの連携構想などについての

討議が行われた。

22

伊勢崎市教育委員会連携・協力

第４回産学官連携推進会議　パネル展示

連携・その他

伊勢崎市教育委員会との締結式

平成20年６月９日（月）に、群馬大学、前橋工科大

学、前橋商工会議所主催の第４回産学官連携推進会議

が開催された。群馬県内の産学官連携の推進を図り、

知的財産と産業の融合、地域の活性化に寄与すること

を目的として毎年開催されている。

本学では他大学・地域・企業との連携の活性化を図

るため、大学等パネル展示のコーナーに大学の特色や

連携の可能性についてのパネルを展示した。



新町地域振興調査事業において、地域内の文化財の

調査研究を行う文化財部会と地域内の祭事と特産品等

の調査研究を行う祭事・特産品部会にそれぞれ１名ず

つ本学教員が参加した。

本調査事業は高崎市新町商工会が行ったもので、新

町の文化遺産等の地域資源を調査研究することによ

り、新町の歴史を新町地域はじめ広く新高崎市へ情報

発信を行い、地域経済の活性化と小規模事業者の経営

の改善、及び地域振興を図ることを目的としている。

各部会での新町地域内の文化財調査や祭事と特産品

の調査、中学生を対象に実施された高崎市新町地域資

源アンケートの結果等に基づき、新町地域の今後の

「まちづくり」の方向性と可能性について等、報告書

としてまとめられた。
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高崎市新町商工会　新町地域振興調査事業

上武大学公開講座に関するアンケート調査

ぐんま地域・大学連携協議会

平成21年３月27日（金）前橋の群馬会館において

「ぐんま地域・大学連携協議会」の設立総会が開催さ

れた。

「ぐんま地域・大学連携協議会」は、県内地域と県

内の大学等の連携により、地域は抱える様々な課題の

解決や地域活性化策に大学の知等を活かし、大学は地

域社会を教育研究の場として活かすことで、特色ある

教育・研究活動と地域貢献を推進することをもって、

相互の発展に寄与することを目的としている。

本学では、平成20年５月より設立準備の運営委員会

への参加や協議会設立の発起人として、県および他大

学の担当者とともに意見交換等を行ってきている。

次年度以降も、大学と地域の発展のために協議会の

活動に積極的に参加して行きたい。

平成21年度上武大学公開講座を企画するにあたり、

地域のニーズを十分把握した上で、本学の教育や研究

の成果をマッチングさせることによって社会貢献を果

たすことを目的として、公開講座に関するアンケート

を実施した。

高崎市新町支所および住民の皆様にご協力のもと、

調査期間は平成20年12月26日～平成21年１月28日、調

査対象者200名のうち172名（回収率86％）から回答を

いただいた。集計結果は、開催時期はいつでも良く、

平日の夕方～夜間にかけて講義型、参加・体験型の講

座の希望が多くみられた。開催講座のテーマについて

は、是非受講してみたい又は可能であれば受講してみ

たいという肯定的な回答が多かったのは、文化・歴

史・アジア地域に関することや、コンピュータに関す

ること、直接生活に関わる税・教育・年金等に関する

こと、環境や健康・医療・福祉に関わること全般など

であった。上武大学公開講座に期待することや希望す

る講座やテーマ等としては、地域の活性化につながる

テーマ、その時々の話題となった人物・出来事を取り

上げたテーマ、留学生を含めた学生との交流や語学教

室（英語・中国語）など、様々な声が寄せられた。こ

れらのアンケート結果を踏まえ、わかりやすく、楽し

く、生命の質（QOL）の向上に役立つ公開講座の企

画に向けて検討していきたい。
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大学評価における最も大きな特徴は、達成度と水準

に関する二つの評価を組み合わせることである。

達成度評価は、

「各大学が掲げる理念・目的・教育目標を重視して、

それを達成するために大学がどのような努力を払って

いるか、それがどの程度達成されているか」という観

点から行われ、水準評価は、

「大学の性格や規模などを一定程度加味しつつも本協

会が定める大学基準に照らし、教育・研究活動の状況

がどの程度充実しているか」という観点から行われ

る。

水準とは別に、各大学が掲げる理念・目的・教育目

標について達成度評価を行う背景には、大学基準協会

の設立経緯がある。戦後、設置者の異なる国・公・私

立46大学を発起校として同協会は設立されている。そ

の際、「大学の質的向上は大学人同士が対等の立場に

たって相互に議論をして行おう」「大学は相互に個性

を尊重しよう」というのが共通の合意であった。とい

うのも、自大学の存在理由は何か、どのような使命を

果たすために教育・研究を展開しているのかという理

念と目的があって初めて、大学は「大学」として成立

するのであり、各大学の理念・目的を個性として互い

に尊重しなければ、大学人による「グループ自治」そ

のものが不可能になるからである。

大学基準協会では今日でも、高等教育機関として内

容が適切である限り、理念・目的については各大学の

個性として尊重することを原則としている。ただし、

その理念・目的は大学自らが掲げたものである。その

実現に向けて着実に歩みを進める責務が大学にはあ

る。そこで、これを確認する手段として大学基準ごと

に「目標」を設定することを求め、その達成度を評価

することによって「質的向上」を図ろうとしているわ

けである。

また、それだけでは著しく低い目標が設定される可

能性も残る。例えば、学生は最終授業終了後も図書館

で学修できるのが標準的な状態だろう。こうした水準

をアンケート調査を基礎に評価事項と定め、すべての

大学に公平に適用することによって「質の保証」を同

時に行っている。

達成度評価と水準評価の具体的な内容や観点につい

ては、「評価に際して留意すべき事項」として大学評

価ハンドブックに毎年掲載されている。評価者研修に

おいて説明が行われるとともに、大学基準協会のウェ

ブページにも公開されている。大学評価申請の準備に

役立つよう、また評価結果が「不意打ち」とならない

大学基準協会　認証評価説明会

（財）大学基準協会　大学評価・研究部　審査・評価系　副主幹 山田　　勉
（現　学校法人　立命館　総合企画部事業計画課　課長）

日時／平成20年７月28日（月） 時間／15：00～17：00 場所／上武大学　高崎キャンパス

「達成度評価と水準評価」



ようにとの配慮である。

例えば、学士課程教育については、

「①当該学部の理念・目的・教育目標を実現するた

めの教育課程となっているか。その特色は何か。

②当該学部の教育目標を達成し、十分な成果をあ

げうるような教育内容が整備されているか。」

とある。こうした達成度評価の観点を事前に把握して

おけば、明快な報告書を作成できる。また学生生活に

ついて

「②ハラスメント防止に関する規程が整備され、ハ

ラスメント問題に対応する委員会・相談窓口を設

置し、学生に対する広報を行っている。」

ことを標準とし、

「セクシュアル･ハラスメント防止に関する件は、

規程、委員会、窓口、広報いずれか１つができて

いない場合は助言。欠けるものが複数に及ぶ場合

は勧告にすることがある。」

とその適用が示されており、水準評価ではこの問題が

勧告（改善命令）に該当しうることをあらかじめ知る

ことができる。

こうした助言（問題点）や勧告に接するのは、９月

に送付される「分科会報告書（案）」においてである。

そこには大学基準ごとに、ABCD４段階の評定とその

根拠が長所・問題点・勧告として記されている。また、

調書からは不明な点について「実地視察における質問

事項」がまとめられている。大学側には、その「質問

事項への回答」「分科会報告書（案）に対する見解」

「根拠データ等」を示す欄が設けられている。双方が

見解を明らかにしたうえで実地視察に臨む趣旨であ

る。分科会報告書（案）に対する修正を求める場合、

当該の指摘が達成度あるいは水準のいずれの評価につ

いて付されたものであるかを理解していれば、何につ

いてどのような修正を求めるのか、その要点を的確に

整理できる。最も重要なことは、修正には根拠が必要

であり、そのためのデータ等を示すことである。「実

地視察で説明をして評価委員に納得していただいた」

との意見申立が後を絶たないが、根拠のない主張は採

用されないので注意が必要である。

もちろん、助言や勧告は、質的向上や質保証の観点

から「提言」としてまとめられるものである。むやみ

に回避しようとするのではなく、真摯に受けとめて大

学の理念・目的の実現に活用すべきであることは言う

までもない。

【参考文献】
寺崎昌男「大学は歴史の思想で変わる－FD・評価・私学」
東信堂（2006.11）

大学基準協会「大学評価ハンドブック（2009（平成21）
年度評価者用・2010（平成22）年度申請大学用）」
（2009.3）
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１、はじめに

「大学における教育の質をいかに改善するか」とい

う問題は非常に深い内容を含んでおり、大学にとって

は永遠のテーマとも言える。今回、本テーマについて

上武大学の教育討論会（平成20年12月22日）で講演の

機会を与えられた。私の少ない経験をもとにお話した

が、その講演を基礎に、本稿では「教育の質」という

大きな課題のごく一部について検討してみたい。

２、国は私立大学に何を期待しているか

我々は民主国家に生きており、国民主権のもと自由

と権利、それに関する責任を果たしながら生活し行動

している。教育の原点も国民主権に基づき定められて

いるが、ここでは私立大学の問題に絞って話を進めて

みたい。まず、国は私立大学に何を期待しているか、

ということである。平成20年５月に文部科学省から公

表された「教育振興基本計画」の記述で追加・変更さ

れた主な点をお示ししたい（図１）。国として私立大

学・私学をどう捉え、何を期待しているかを確認でき

るのではないかと考えられる。

その中で、「３．私学助成の充実など、私立大学に

おける教育研究の振興に関する記述を充実させたこ

と」の記述があり、さらにそれを受けて、「私立学校

の教育研究を振興する。」具体的には、「私学助成の充

実」、「世界的な卓越した教育研究拠点の形成への支援、

国公私を通じた大学教育改革の支援や、共同利用・共

同研究拠点の整備への支援等を行う中で、私立大学に

おける教育研究を振興する。」とある。無論、全ての

私立大学が世界的なレベルの研究教育拠点になること

は不可能と言わざるを得ないが、しかし私立大学とし

ては世界のトップを目指す少数の大学と共に、それを

支える多くの優れた私立大学があって初めてそのよう

な体勢ができると考えられる。心強い点は、「競争的

資金について間接経費30％の措置を早期に実現した

後、更に私立大学への間接経費を優遇するなどの配慮

に努める。」とあり、いかに国が私立大学の教育研究

の充実を期待しているかがよく理解できる。このこと

は、日本の私立大学が国立大学の補完的な脇役ではな

く、我が国の大学全体における教育研究の中心の１つ

となることを期待されていることであり、我々自身も

それに応えるだけの意気込みと覚悟を持つべきだ、と

いうことではないだろうか。

ただし、私立大学は幅広い学生の教育を担っている

ことも事実であり、「大学の機能別分化（平成17年の

中教審答申）……幅広い職業人養成、特定の専門的分

野の教育・研究」という記載もある。従って、これら

２者、すなわち、「職業人養成」と「専門分野の教

育・研究」のバランスを十分取りながら、大学教育を

進めていくことが重要であろう。

３、私立大学自身は何を目指すのか

それでは私立大学自身は何を目指すのか、という問

題である。上記したように、国は私学を大学教育の重

要な部分として認識している。一方、我が国において

は、国立大学は独立法人化されたとはいえまだ私立大

学よりも経済的に強く国からの支援を受けている。こ

れを考慮すると、私立大学は国からの支援が少ない分、

より自主的かつ主体的に教育研究のシステムを構築

し、独自の成果を挙げることを目指す立場にあると捉

えることができる。

私学は「幅広い職業人養成」を目指す立場と、「特

定の専門的分野の教育・研究」を目指す立場があるこ

とを前に述べた。それでは本学においてはどうか。本

学では、建学の精神として「あらくさだましい（雑草

精神）」がうたわれている。それは、粘り強く努力す

ると共に、将来、我が国や世界を支える優れた市民を

平成20年度　上武大学　教育討論会

第１部　教育の質改善に向けた課題

総説「教育の質向上を目指して」

上武大学　副学長　澁谷 正史



育てることを目指すという内容を含んでいる。それを

もとに、私は、ビジネス情報学部や経営情報学部は、

やや「幅広い職業人養成」に力点が置かれ、看護学部

は、やや「特定の専門的分野の教育・研究」に力点が

置かれていると思う。しかし、いずれにせよ「大学ら

しい、生き生きした教育・研究」がその基盤にあるこ

とが非常に重要と考えている。

４、学部と大学院教育、そして私の教育経験から

４－１．大学生活における学生と研究室（教員）との

関係

本学は平成21年12月現在、約1,600名の学部学生と

46名の大学院生により構成される。学部教育は「通常

の教育（講義）、実践（実習）、そして試験」を中心と

する。しかし、大学である以上、通常の教育の中に未

知のものに対する興味を引き起こす内容や、未解決の

問題に対するチャレンジ精神、という「研究」のニュ

アンスを含むことが望ましい（図２）。

一方、大学院教育では、いわゆる授業中心の教育の

割合は徐々に下がり、未知の諸問題に関する研究が中

心となり、その解答を得ようとする努力（研究）とそ

の結果（研究成果）に対して審査の上で学位が授与さ

れる。

４－２．どのようにして学生に学問に対する興味をも

たせるか（私の体験）（図３）

私自身は大学医学部を卒業後、４年弱を大学病院の

医師として勤務し、その後は主に大学付属研究所（東

京大学医科学研究所、および米国ロックフェラー大学）

で、研究員、助手、助教授、教授、として30年間を過

ごした。従って、いわゆる学部での学生教育を行う教

員としての経歴はない。そこで、この項では私自身が

学生時代にどのような学部教育に興味をもち、どのよ

うな点によい影響を受けたかを簡単に記したい。

私が昭和38年に大学に入学した頃は、国立大学の最

初の２年間は一般教養として専門科目以前の基礎科学

教育を行っていた。現在は専門科目数の増大に伴って

このような一般教養は困難となっているが、当時はこ

のシステムのため時間に余裕ができ自主的活動や読書

に集中できたことは、その後の自分の生き方を確立す

る上でよかったと思っている。また、必須科目以外に、

選択科目として「ゼミナール」が多く行われていた。

これをいくつか受講する中で、当時最先端の分子生物

学の一端を味わうことができ、大変感銘を受けたのを

覚えている。

医学部に進学後は多くの必須科目の勉強に時間を費

やしたが、医学部の３－４年においては、学生が主体

となって講師の先生（主には外部の大学に所属する教

授など）を考え、その先生方の講義をもとにした「総

合講義」というセミナーが行われた。私自身も数回そ

の企画に参画した記憶があり、学生の自主性を引き出

すものとして優れた方法と思われた。

さらに、学内・学外から、学生に対して研究室への

勧誘が行われた。例えば、医学部薬理学教室からは英

文論文抄読会への勧誘、国立がんセンター研究所・生

化学部からは夏休みに研究室での実験に参加するよ

う、掲示があった。研究はそのテーマに特に興味をも

つ学生をピックアップして教育・研究を促進する面が

あり、これらの勧誘は学生に対して研究への門戸を解

放している点で、非常に貴重なものであった。私自身、

両方に参加したが、その経験が臨床研修の後、研究の

世界へ飛び込む重要な素地を作ってもらったと今では

考えている。すなわち、いろいろな機会を捉えて、学

生の学問や研究への興味を促進することは、大学とし

て極めて重要と言ってよい。

４－３．大学院教育をどうするか

私自身は大学院に入学せず、非常勤研究員として研

究し、いわゆる博士論文を提出して博士号を取得した。

そのため大学院生として教育を受けた経験はないが、

大学研究所において大学院生の教育・研究指導には大

いに携わった。その経験を少し記載する。

東大医科研における大学院教育の第一は、大学院生

獲得のための「大学院説明会」である（図４）。これ
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は毎年４月に開催され、教授・独立助教授による研究

室・研究テーマの紹介（各５－10分）と、ランチ、夕

食（軽食）会による学生と教授とのマッチングである。

そこでは直接、学生が興味をもった研究を行っている

教授との話し合いが可能であり、これが大学院を受け

るよいきっかけとなる。毎年、約200名の学生が全国

から参加するので、学生と教授双方にとって興味を共

にできる学生、指導教官を見いだす非常に重要な機会

となっている。大学のオープンキャンパスに近いが、

より直接的に学生と教授が話し合う形となっている点

に特徴がある。

大学院生の教育・研究指導に関しては、経験から以

下の３点を強調しておきたい（図５－８）。（１）大学

院生とよく話し合い、学生の興味に合致するテーマを

選択することが望ましい。（２）研究指導法には、私

は大学院生と直接研究についてディスカッションする

方式を選んだ。その間に助手を置いて、直接の指導を

助手に任せるという間接指導は採らなかった。これは

研究指導者（私自身）が実験の現場から離れないため

にも、また、研究室全体の研究の進め方についてまと

まった動きをするためにも、大変役立った。（３）技

術専門職員（当時の言い方では技官、常勤国家公務員）

が各研究室に２名配属されていたが、私の研究室にお

いてはこの２名は極めて優秀かつ着実であり、研究室

における実験の進め具合のみならず、基礎実験手法を

大学院生に教育する上で、非常に力があった。２名と

も女性研究補助者であったが、彼女らがもしいなけれ

ば、私の研究室はその活力と実力において、かなり低

下していたのではないか、と思っている。我が国では

このような研究補助スタッフが大変優れており、制度

的にもこれを維持・促進することは研究全体の底上げ

に極めて重要と考えている。残念ながら、現状はそれ

に逆行し、技術職員のポストはかなり削られつつあり、

危機感すら覚える。

さらに、研究室においては男女平等、明るい研究室

作り、を心掛けた。また、研究費獲得はほとんど教授

の仕事であり、苦労しつつ何とか研究資金を確保した。

その詳細については、今回は省略した。

５、まとめ

以上をまとめると、学部教育および大学院教育にお

いて非常に重要な点は、いかに学生の自主性を引き出

すか、また、学問・研究への興味をいかに促進し、学

生自身をそれに参加させるか、これらであるというの

が私の現在の結論である。そして、これらを実現する

には、教員の側が日常的にいかに魅力的な学問・研究

環境を作っているか、それを継続しているか、すなわ

ち、どれだけアクティブな教育研究活動を行っている

か、にかかっている。その上で、きめ細かな教育シス

テムを作り上げているかが重要である。すなわち、私

の乏しい教育経験からの結論は、大学教育の質を高め

るには、質の高い研究活動に裏打ちされた魅力的かつ

効率的な教育システムの構築ではないだろうか、とい

うものである。皆様のご批判を仰ぎたい。
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星野ビジネス情報学部長報告

星野学部長の報告は、ビジネス情報学部における教

育のための取組みについて報告された。

ビジネス情報学部の教育方針は幅の広い素養を身に

つけることを目標としている。専門分野を狭く特定化

してはいない。実社会で役に立つ幅の広い（一般教養

をも含んだ）知識・技術をもつ人材を育成する。また

問題解決能力を身に付けさせる。

学生のニーズは広いので、教員は具体的な目標へ絞

り込む方向で指導する必要がある。そして教員はチャ

レンジ精神を涵養し、その目標の実現に向けて支援を

していくことが肝要である。

栗原経営情報学部長報告

栗原学部長の報告は、教育の質向上のために学部教

育の特徴を踏まえて報告された。

育成したい人材としてはビジネス社会で活躍でき、

確実に自分の足場を築くことができることである。そ

のため経営と情報についてはメディア学科および経営

デザイン学科共通して学べるようになっている。

カリキュラムは大学（学部）と学生との約束事であ

るからして、現在のカリキュラムを確実に実行してい

くことであると考えている。コースを導入して教育し

ているが、履修においては柔軟性がある。教員には自

分の担当する科目についてその重要性を確認し学生に

周知させ、使命感を持って教育していただいている。

またメディアセンターの設備の活用をすすめている。

教員の側の教育（授業）目標と受ける側の学生の能力

（質）との間には落差がある。が、それを前提として、

フレッシャーゼミで話し合いをもち、大学生としての

あるべき姿として「形を作り」、研究会・学友会等へ

の参加を促して「きっかけ」を与え、楽しく意欲を持

たせるような教育を教員にお願している。それが教育

の質向上につながると確信している。

森田看護学部長報告

森田学部長の報告は、教育の質改善に向けた看護学

部の課題について報告された。

看護学部の教育の特色は看護の専門職の教育であ

り、内容は看護学と看護（師資格取得）教育からなる。

保健師・助産師・看護師法と医療法という法律にもと

づいている仕事のための教育である。本学部が目指す

教育は大学での看護教育である。それは高度専門職業

人の育成である。講義で知識や技術を学び臨地実習で

実践力を修得するだけでなく、人間力（チィームでの

仕事）をも身に付けなければならない。こうした教育

目標を実現するためにはロードマップを計画し、学習

の連続的な積み上げがなされねばならない。このこと

はエンロールメント・教育にくわえて生涯学習の基礎

教育の取組みがなされねばならない。また本学部では

教育力向上に向けてFD委員会等の活動が積極的に実

施されている。

柴川大学院経営管理研究科長報告

柴川大学院研究科長からは、「大学院教育の現状と

課題」－認証評価にむけて－報告がなされた。

経営管理研究科の目的・理念については、変革の時

代に専門的教育を習得して、創造性豊かな人材の養成

を行うことである。グローバリゼーション、規制緩和

により、高度な専門性を要する職業の需要が増してお

り、その高い専門職業に従事するに必要な能力を修得

する教育プログラムを構築している。それは４つの専

門コースからなっており、それぞれ独自のねらいを有

している。東京サテライトキャンバスでの教育は社会

人の幅の広い関心に対応するためのカリキュラムとな

っている。修士論文の作成指導においては特に「自分

教育の質向上に向けての取組み
－各学部長・研究科長の報告－

教育研究センター　兼担　中村　雄司



学位力の育成である。そのため大学は学士課程教育に

おいて、３つの明確な方針が示す必要がある。

１つは学位授与の方針、２つは入学者受入の方針、

３つ目は専攻分野を横断して養うべき学士力である。

その学士力の内容は１．知識・理解、２．汎用的技能、

３．態度・志向性、４．総合的な学習経験と創造的思

考力から構成されている。このような内容の学士力を

身に付けさせるには大学全体の教育力の向上が求めら

れる。FD活動の強化、自己点検・評価の確実な実行

等々なすべきことは多い。財政の支援を受けるにはそ

の説明責任を避けては通れない。新しい時代が要求す

る課題への果敢な取り組みの契機となる日本学術会議

の報告書（「科学技術の智プロジェクト総合報告書」）

の内容説明をし、学士力の意義を説明した。また、報

告者はこれに関連する諸機関との大学の働きかけの必

要性を表明した。最後に「成績評価」を検討課題とし

て提案した。

39

の新しい発見や構想力向上」に力点をおいている。修

士課程は少人数の授業・演習で、教員と学生との議論

のやり取りができる雰囲気づくりが重要である。また

報告では日米の大学院教育の制度的な違いが紹介され

た。本大学院では学部修士５年一貫プログラムを導入

しているが学部・大学院教育を通じて、それがキャリ

ア教育として明確に位置づけることが重要で、各講義

の意義を明確にする必要がる。教員はキャリア支援を

積極的に進めるべきである。「キャリア支援のため、

学生の背中を押す」ことが重要である。

一戸教育研究センター長報告

一戸教育研究センター長からは、大学の活性化と質

向上　「学士力」の向上について報告がなされた。

今日グローバル化する知識社会において大学教育に

求められている視点を「中央教育審議会答申（案）の

概要」を引用して説明した。基本は国際的に通用する
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大学において職員の果たすべき役割はどのようなも

のか、大学を１つの演劇・舞台と喩えて考察してみる

と、それぞれの果たすべき役割がより明確になると思

われる。すなわち、舞台で最も重要な役者が大学にお

いては学生であり、舞台には役者がいなければ成立し

ないように、学生が主役となる大学の存在は不可欠で

ある。また、舞台役者を指導・助言する脚本家・演出

家が教育職員であり、学生の能力を最大限発揮できる

よう教育研究指導を絶え間なく実践していかなくては

ならない。また舞台には大道具や照明、音声、衣装な

ど様々な係があり、それぞれの専門性を発揮しながら

舞台をしっかりと支えている。これらの役割を担う

人々がいなければ舞台は成立しない。同様のことが大

学における事務職員にも当てはまり、学生の生活環境

を含む大学環境を様々な視点から支えており、教育職

員に対しても質の高い教育や研究の遂行を円滑に進め

られるよう支援している。さらにそれぞれの部署ごと

の専門性を高めながら、どれだけ効果的・効率的に業

務をこなすことができるのか？どのようにしたらより

大学全体の質的向上に貢献可能であるか？などについ

て日々問題意識を持ち続けることが、それぞれの役割

を全うする上で重要である。

さらに舞台の評価を得るのは観客からであり、観客

がいなければ最終的にはいくら練習を積み重ねても舞

台の価値はない。同様に大学においても実際に入学希

望者がおり、地域や社会の人々が大学の価値や必要性

を認めて初めて存在意義があると言える。今後の大学

の求められる方向としては、地域や社会にとって存在

価値が高く認められ、受け入れられることがより必要

となってくる。それには大学全体を包括的に捉え、そ

れぞれの役割を超えて、大学という舞台そのものの価

値を引き上げていくための取組がなされなければなら

ない。大学の教育資産を有効活用した多彩な公開講座

の実施、企業との共同研究開発を促進するための産学

連携の推進、国や地方公共団体が主催する助成制度へ

の積極的参画、その他大学を一体的に捉えるような新

たなプロジェクトの創出を企画立案し、これらを的確

に実践していくことで、大学の社会的評価を高めてい

くことが可能となる。

こうした新たな大学業務の一翼を担うため、職員に

求められる資質を醸成するように、研修等のあり方も

変えていかなければならない。それは単に知識や能力

の向上を目指した従来型の受動的な研修ではなく、各

自が大学業務に於ける様々な問題を持ちより、その解

決に向けた方策を検討し、その結果を発表するなどの

能動的研修に切り替えるということである。既にここ

数年の職員研修はこのようなスタイルをとっており、

職員間における多様な問題解決に向けた意識の高揚を

図ることができ、大学活性化のためのユニークな方策

も提案されている。現段階ではこれらがすぐに実践可

能と言うことには繋がらず、課題も残されているが、

今後もこうした研修を行いながら、これからますます

厳しくなる大学運営を、柔軟な発想と果敢なチャレン

ジ精神で支えることが可能となるよう、職員の能力を

高めていきたいと考えている。

平成20年度　上武大学　教育討論会

第２部　パネルディスカッション
～アイデアを共有し、evidenceに基づく対応を検討する～

大学職員に求められるもの

企画広報部　部長　落合　春彦
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平成20年７月、読売新聞で「大学の実力」という調

査（図１）が掲載された。全国の大学を対象に行われ

たアンケート調査であるが、偏差値だけで計れない

「大学の実力」を様々な角度から多角的に考察すると

いう試みだ。この中に特に目を引く項目があった。そ

れは「４年間の退学率」と「入学から１年での退学

（初年次退学）率」という数字だ。そこで、この数字

を基に本学の退学者について考察してみたい。

先ほどの読売新聞の調査を基に、横軸に定員充足率、

縦軸に退学率をとり、本学がどのような位置にいるの

か、図２により概観する。

右上のエリアは、定員充足率が高く、退学率が低い

大学となるが、ここにいわゆるブランド大学が並んで

いる。そして、縦軸下部の退学率が10％以上のエリア

には地方の大学が多い。これらは、一般的に、学生確

保に躍起になっており、入学者選抜がうまく機能して

いないことが多く、学びに対する意欲に乏しい学生が

多く入学していることが原因と考えられる。仮説とし

て、地方の大学はそもそもモチベーションの低い退学

予備軍が多いという考え方ができるのではないか。

本学の位置であるが、定員が充足せず、退学率も高

いという左下の最も危険なゾーンにいることを認識し

ていなければならない。

次に、退学者について本学における重大な問題を提

示する。

図３の左表は、初年次退学率が高い大学のランキン

グである。これによると、本学は東日本の私立大学で

ワースト８位（8.0％）となっている。つまり、100人

入学すると８人が最初の１年で退学してしまう計算に

なる。

次に右表だが、これは本学の退学者に占める１年生

の割合だ。最近４年間は退学者の40％以上が１年生で

あり、とりわけこの２年間においては２人に１人が１

年生であった。

本学では初年次退学率が極めて高く、ここ最近は退

学者の半数近くが初年次退学者という現状である。

上武大学の退学者問題について考える

企画広報部企画広報課　主任　矢島　一永

図１

図２

図３

平成20年度教育討論会発表内容要旨

大学の活性化に向けた課題



そこで、図４に初年次退学者の過去10年間の退学理

由をまとめた。

少々乱暴だが話を単純にするため、大きく２つの理

由にまとめた。一つは、他大学への「進路変更」や

「一身上の都合」で全体の45.3％。もう一つは「経済

的な理由」（除籍の大半は学費未納である）で全体の

30.3％。合計すると約75％が大学とのミスマッチや経

済的な理由で退学している。

本学の退学者問題を考えるとき、まず本学が置かれ

ている状況が、学びのモチベーションの低い学生を受

け入れなければならない周辺事情があると理解してお

かなければならない。そして、実際に退学者問題に立

ち向かうとき、何より初年次退学を解決することが急

務であり、大半の退学者が退学理由にあげる「大学へ

のミスマッチ」と「経済的困窮」に早急に対策を講じ

なければならないだろう。

その具体的な解決方法については、ここでは触れな

いが、全教職員が一丸となってより良い大学づくりを

目指すうえで、何らかの問題提起となれば幸いである。
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情報化の進展で、どこの大学でもプレゼンテーショ

ン用のソフトを当たりまえのように利用している。今

後さらにこうしたツールが多く使われるようになる

が、それによってどれくらい効果的な授業が可能にな

るのだろうか。

教室に設置されているパソコンは、すでにネットに

接続されていて、これを利用した授業は多くの先生方

の工夫によってなされている。こうした授業は効果的

ではあるが、その欠陥も多々ある。良く言われるのは

ペンをキーボードに持ち替えたため字を時々忘れる。

プレゼンテーションの授業は以前のようにアイコンタ

クトが出来にくく、授業中に学生の反応によって内容

の変更や追加することがやりにくくなった。ペンを持

って字を書くという行為は、授業の内容を理解する以

上に、私たちの頭脳の発達に必要であると実感する。

やはり学生には出来るだけペンを持たせノートを取ら

せる必要がある。パソコンは学習の補助的な道具であ

り、主体は人間の頭脳による学習であることを忘れて

はいけない。

さらにネットを利用した効果的な授業の例として、

教員が作ったデータをプロバイダーが提供する無料の

サイトに置いて、授業の進度に合わせてその資料を取

り出し、学生に提示することで、より内容の濃い授業

が可能になる。

私は現在、ブログ、MIXIと携帯を利用して学生と

交流を図りつつ指導しているが、学生のネット利用は、

ホームページからブログ、MIXI、さらにツイッター

などと新しく開発されたものへと変わっていく傾向が

ある。どのようなツールであろうと学生がすぐにアク

セスできて情報を取り出すことができればそれで良

い。しかし、授業の形態や教科によっては利用するツ

ールは厳選しなければならない。ゼミなど少人数の授

業の場合、携帯を利用したメーリングリストを作成し

ておくと効果的である。携帯は学生が最も利用するツ

ールで、学生との交流を図ったり事前に授業に必要な

指示を出し、データの交換を行っている。

学生の研究成果をブログなどにアップすることもよ

くおこなわれる方法で、学生が自分で書いたものに責

任を持たせるためには、効果的である。学生の書いた

レポートが不特定多数の目にさらされることで、いい

加減なレポートは書けなくなる。こうした新しい教育

方法は新しく開発されたツールを、どのように利用す

るのか教員の相違工夫によるところが多いのである。

大学の活性化に向けた課題

経営情報学部　教授　谷崎　敏昭
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SD Ｈグループは、学生・教員・職員は大学の豊か

な資源であると考え、人的資源の活用と学生支援につ

いて話し合った。全入時代の今、学生への教育・指導

に重点を置く「学生中心の大学」が求められている。

文部省の報告書「大学における学生生活の充実方策に

ついて」は、現代大学生における社会性の不足を指摘

し、学生との人間的なふれあいを通じて、教職員が学

生の人間基礎力を育てることを強く求めた。本学の

「雑草精神」には、雑草のようにしっかりと根をはっ

た人間を育てるという意味も考えられる。そこには忍

耐力、協調性、行動力など人間として基礎的な力をし

っかり身につけた学生像が浮かぶ。本学の建学の精神

は、今社会が求める教育力とまさに一致している。理

念の実現のために必要なのは、組織的な学生支援の取

り組みである。先進校の事例を調べると、学生の視点

と力を重視した支援制度が全学的に実施継続されてい

る。文科省も大学等の学生支援の中から優れた取り組

みを選び支援した（学生支援GP）。人間性豊かな社会

人を育成する取り組みが採択され補助金を受けた。Ｈ

グループは、本学における学生支援プロジェクトの立

ち上げを提案する。学生に活動の場と教職員による支

援を提供し、学生・教員・職員が共に活動する。例え

ば学生新聞は、多様な学生が共に学んでいるという本

学の特色を活用し、貴重で多様な体験を共有する身近

な情報誌を創る。学内インターシップは、環境美化ボ

ランティアや図書館の選書ツアー等々。学生、支援教

職員どちらにも有意義な経験となることを目指す。そ

して学生・教員・職員から広く企画を募集する。自ら

企画を立て実行することで、学生の創造性・自主性を

育て、教職員のモチベーションを上げる。公募により

新鮮な企画が提案されプロジェクトが活性化する。

「学生・教員・職員が一丸となった活動」「大学の活性

化」「雑草精神＝人間基礎力を持った学生を社会へ送

り出し社会のニーズに応える」順次実現されればそれ

ぞれが社会へアピールする好条件となる。三者の連携

が成功すれば、学生と教職員は共に成長し、さらに豊

かな大学の資源となる。Ｈグループは、全学プロジェ

クトが人的資源の活用そして学生支援を実現させると

考える。大学の一員として三者の満足度・達成感がア

ップし、キャンパスはより明るく活動的な場となるだ

ろう。全学的な取り組みが実現しシステム化されるこ

とを、私達Ｈグループ職員は願っている。

「大学の売りは『学生』であり『教員』であり『職員』である（平成20年SD活動より）」

附属図書館分館　主査　天田　めぐみ
（スタッフ・ディベロップメント　Ｈグループ）



58



59



60



61

１．はじめに

大学の活性化と質向上のための手がかりを、私が以

前に関わっていた、上越市立高志小学校での「超研究

開発」の試みから得ることからはじめよう。高志小学

校は総合学習を工夫して、進化・発展する学校を生み

出した。教員たちは「教師が意識を変えると学校が変

わり、大人が変わると子供も変わる」という思想を共

有し、全員でひとつの目標「喜んで登校し生き生きと

学ぶ子供」の実現を目指した。そのために私の複雑適

応系の理論を参考にしたという。私も成果発表会に招

かれて、進化・発展している現場を仔細に観察するこ

とができた。

ここでは高志小学校の思想と目標を、上武大学に取

入れることを提案したい。それは上武大学の構成員

（教職員と学生）が「喜んで登校し生き生きと学ぶ」

ことをしっかりと共有することから始まるだろう。そ

の目標をふまえて、それぞれの構成員が持場で活動を

工夫することが求められる。以下で、目標実現のため

に私が取組んだ事例を紹介しよう。

２．喜んで登校する場へ

キャンパスが「喜んで登校する場」になるために、

２つのことを心がけてきた。第１は、１年生の前期の

授業が勝負所だと考えて、おもしろい授業を生み出す

ように工夫した。１年生の最初に、大学がおもしろい

場だと実感できれば、学生たちは喜んで登校するだろ

う。第２は、キャンパスを豊かな対話の場にすること

を意識している。授業の機会だけでなくて、キャンパ

スの場そのものが学生どうし、そして教職員との対話

の場になっていってほしい。

３．生き生きと学ぶ場へ

キャンパスが「生き生きと学ぶ場」になるために、

２つのことを考えている。第１は、学部と大学院の連

携を進めていくために、ティーチング・アシスタント

を活用することである。学部から大学院へのキャリア

形成が「見える化」できる効果もある。第２は、地域

との連携で学ぶ意味を発見していくことである。

学生たちが喜んで登校し、生き生きと学ぶことが、

教職員たちにとってなによりのやりがいであり、それ

によってキャンパスが活性化し質も向上していくこと

を期待したい。

喜んで登校し生き生きと学ぶ大学を目指して

大学院経営管理研究科　教授　西山　賢一
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わが国の少子高齢化現象により18歳人口は今後もま

すます減少していくことが予想されている。したがっ

て、大学はこれまで以上に独自性を出し、大学の活性

化をはかることがますます要請されている。その中で

注目されているものに、学生や社会人を対象に資格取

得や生涯学習のための各種講座などを提供する組織で

あるエクステンションセンターを設けて、学生・社会

人参加による公開講座等の開催がある。

エクステンションセンターの創設による公開講座や

課外講座等の開催には次のような特徴が指摘される。

（１）学生以外の社会人に対して、大学で開講してい

る講座を提供することにより、地域社会の貢献に

つながる。

（２）社会人は目的意識もしっかりしており、熱心に

受講することから、学生が一緒に受講することで、

相乗効果が得られる。

（３）資格取得のための有料の講座については、学生

が参加しやすいように割引制度を導入する。

（４）一定の講座修了者に対しては、大学独自の単位

認定をする。

（５）夜間講座開講以外に、土曜日開講などの昼間講

座の開講も行なう。

（６）英会話講座、日本語講座（漢字検定を含む）、茶

道講座などの教養講座も開設する。

これらの公開講座や課外講座等の上武大学ビジネス

情報学部における現状は、公開講座については伊勢崎

市教育委員会（毎年、市の予算が組まれる）との共催

で、社会人を対象にしたコンピュター入門講座と簿記

会計講座が隔年ごとに開講され、課外講座について就

職課のキャリアサポート室主催で、学生を対象にした

ワードやエクセル等のコンピュター入門や販売士２級

などの資格取得講座を開講してきている。これらの講

座の課題としては次の点が指摘される。

（ａ）社会人向けの公開講座は定員締め切りになるの

に対して、学生向けの課外講座については定員に

満たない状況が見られる。

（ｂ）公開講座・課外講座の受講生に対しては単位な

どが認定されない。

（ｃ）夜間開講講座が多く、参加しにくい場合がある。

（ｄ）開講講座がマンネリ化の傾向が見られる。

これらの課題は、上記のエクステンションセンター

の創設により解決されると思われる。「生涯教育」と

か「開かれた大学」などと言われてきて久しいが、大

学はこの課題に対してどのように取り組んでいるの

か、少子化による18歳人口の減少や地域社会への貢献、

そして高大連携や産学連携などと叫ばれるようになっ

てきた現在、大学は学生・社会人参加による公開講座

等の拡大を真剣に検討する時期に来ていると思われ

る。

学生・社会人参加による公開講座等の拡大について

ビジネス情報学部　教授　廣瀬　郁雄
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１．はじめに

看護系大学の増設にともない各大学では、様々な問

題が生じている。唐沢らが実施した研究では、①実習

施設の不足により施設の分散化、遠隔地化、②実習施

設の確保と関係作り（施設側から実習生の受け入れが

重荷・業務が増えるなどの受け止めによって指導体制

の調整が難しい、③新任教員の実習指導に関する基礎

知識の不足等の課題が報告されている１）。そこで今回

は、本学部における臨地実習の現状と実習指導体制の

改善に向けた取り組みについて紹介する。

２．本学部の実習に関する現状

本学部の実習では、①実習施設の確保が困難であり

実習施設が分散化（現在45施設で実習を実施）してい

る、②教員の交代や施設の分散化によって施設との関

係が深まりにくいなどの問題がある。また１回生に実

施した実習に関するアンケート調査では、①実習施設

の環境が非常に相応しい・相応しいと答えた学生は全

体の45％で、どちらでもないが40％、相応しくないが

15％であった。また教員の実習指導に関しては、67％

が非常に相応しい・相応しいと回答があり、相応しく

ないが18％、全く相応しくないが３％であった。

さらに平成19年度FD委員会が実施した教員へのFD

に関するアンケート調査では、①学内で領域を超えた

学びの場が欲しい、②講義・演習・実習など授業内容

に関する意見交換や情報の共有が必要である。③実習

指導に関して助手が学習する機会が必要等の結果であ

った。

３．実習指導体制に関すると取り組みと今後の課題

上記結果から平成19年度FD活動の一環として実習

委員会と合同で、臨地実習指導における指導効果と求

められる教員の資質をテーマに教員研修会を実施し

た。その結果教員に求められる資質とは、①自分自身

を知る力、②自分の指導の傾向を知る、③学生を見る

力、④学生の経験を教材として活かすために、アンテ

ナを高くする、⑤知識を深め、経験を重ね学生個々に

応じた指導を獲得するなどであった。また臨地実習を

充実させるためには、実習施設との関係強化、指導教

員の質を高めるための学内研修の開催、卒業時到達目

標の明確化が必要である。

参考文献
１）唐澤由美子：看護教師の資質向上を実現するFD活動、
看護展望、31巻３号Ｐ331-337 2006.2

臨地実習の現状と今後の課題

看護学部　准教授　滝沢　美智子
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［第２部］ 

連携及び  
研　　究 
Collaboration and Research



１．はじめに

プロ野球独立リーグであるBCリーグに2008シーズンから参戦した群馬ダイヤモンドペガサスは、平成19年12

月に本学と産学連携に関する協定を結び、平成20年度より、ビジネス情報学部スポーツマネジメント学科を中心

に連携事業がスタートした。主な連携事業の内容としては、球団のマーケティング活動の一環となる球場において

の観戦者調査の実施やホームゲームでの試合運営に関する学生ボランティアの派遣がビジネス情報学部を中心に展

開され、看護学部より試合開催時に球場に待機する看護師の派遣が行われた。また、スポーツトレーナー実習とし

て、スポーツマネジメント学科の学生がチームの練習に一週間帯同し、プロスポーツチームでの実践的な演習活動

を体験することができた。

これらの活動は、スポーツマネジメント学科が目標としているスポーツビジネスにおける企画の運営やマネジメ

ント、またスポーツ指導やトレーナーなどの様々な専門性を修得するための教育実践活動として有効な取り組みで

あると同時に、地域社会との連携や貢献を目指す球団の理念が具体化された活動であった。

ここでは、連携事業の中でも中心的な取り組みであり、スポーツマネジメント分野の研究においても近年注目を

集める課題となっている、BCリーグのマネジメントについて、観戦者を対象としたマーケティング調査を中心に

報告する。

２．群馬ダイヤモンドペガサスにおける観戦者の特性および観戦行動に関する基礎的研究

（１）研究の背景・目的

BC（Baseball Challenge）リーグ（以下、BCリーグ）は、2007年４月より新潟、富山、石川、長野の北信越

地域の４県によりスタートしたプロ野球独立リーグである。スポーツによる地域の活性化が注目される中、「野球

による地域貢献」を目指し、2008シーズンからは群馬と福井の２チームが参戦し、６球団によるリーグ戦が展開

されている。プロスポーツによる地域の活性化においては、1993年に開幕したＪリーグのホームタウン制を契機

に様々なスポーツ組織が取り組むようになったが、特に、プロスポーツの試合開催が少ないローカルな「地方」と

呼ばれる地域では、チームが活躍することによる全国的な知名度の向上や地元住民への活力、さらには経済的な発

展など、様々な貢献が期待されている。

スポーツマネジメントの分野では、プロ野球やＪリーグなどのスペクテータースポーツ（みるスポーツ）を対象

としたマーケティングは中心的な研究課題であり、これまでも観戦者の動向やスポーツプロダクトに関する研究が

数多く報告されている。特に近年では、BCリーグをはじめとする「Localism（ローカリズム）」と呼ばれるよう

な地域密着型のスペクテータースポーツにおけるマネジメントは、新たなプロスポーツの発展や地域の活性化に対

して多くの期待が寄せられている。

これらを背景に本研究では、群馬ダイヤモンドペガサスにおける観戦者動向に着目し、観戦者の実態を明らかにす

るとともに、球団の実践的な取り組みや今後のマーケティング活動に有効なポイントを検討することを目的とした。
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群馬ダイヤモンドペガサスとの連携事業について
―観戦者を対象としたマーケティング調査の実施―

ビジネス情報学部　講師●小野里　真弓

産学連携



（２）研究方法

①調査項目の設定

調査項目は、これまでのプロスポーツ調査に関する先行研究を参考に、観戦者マーケティングの基本となる性別

や年代などに関するデモグラフィックス、観戦回数や同行者など観戦行動に関する項目を中心に設定した。

②調査対象試合およびデータの収集

調査は、BCリーグ2008シーズンにおける群馬ダイヤモンドペガサスのホームゲーム36試合のうち、リーグ開

幕戦を含めた前期リーグ２試合および最終戦を含めた後期リーグ３試合の計５試合において観戦者に対して質問紙

によるアンケート調査を行った。調査の実施日および開催会場、対戦カード、回収数等については、表１に示した

とおりである。

③分析の手順

得られたデータに対し、統計ソフトSPSS17.0Ver.を用いて、基礎集計および調査実施日別の分析を行った。

（３）結果と考察

①調査対象者のデモグラフィックス特性

性別、年代、職業などのデモグラフィックスは、調査対象者の実態を把握するための基本的な情報であると同時

に、マーケティング活動を行う上での重要な指標となるものである。

表２は、調査対象者となった観戦者のデモグラフィックスを示している。性別では、各調査実施日により多少の

違いがみられるが、全体的に男性が約７割と圧倒的に多く、女性がおよそ３割を占めている。年代では、各年齢層

にばらつきがあるものの、全体でみると「60歳代」が15.65％と最も高い割合を占め、次いで「40～44歳」が

12.57％、「35～39歳」が12.06％と高い割合が示された。職業では、「会社員・公務員」が全体で48.50％と

約半数を占め、次いで「主婦（パート）」が13.86％、「その他」が13.69％の順に多い結果が示された。

これらの結果から、BCリーグの観戦者層は先行研究で明らかにされているプロ野球の観戦者層と同様に男性が

中心であり、30歳代、40歳代が主な観戦者層であることが示された。プロ野球においてはこれまでもこのような

観戦者層がマーケティング活動の中心的なターゲットとなっているが、新たなファンの拡大や顧客の確保を目指す

ためには女性観戦者を増やすためのアプローチも今後の可能性として期待される。
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表１　調査対象試合



②観戦者の商圏

表３は、開催球場別の観戦者の居住地を分析した結果を示している。当然のことながら、各開催球場が所在する

地域に居住している観戦者が高い割合を占めているが、いずれの会場においても高崎市、前橋市、伊勢崎市に在住

の観戦者が多い傾向が示された。一方、球場までのアクセスとして所要時間の問題があることは否めないが、現段

階では集客できていない地域も多く見受けられた。観戦者の居住地は、マーケティングにおける商圏であり、今後

の集客やプロモーション活動を進めていく際の目安となるものである。一般に、球場までの所要時間が短いほど観

戦回数が多い傾向にあることはこれまでの研究でも明らかにされており（松岡ら；1996）、球場の立地条件や交

通網の整備などが課題とはなるが、これらの結果は今シーズン比較的に集客ができている地域をはじめ、これから

さらに拡大を図る地域の選定など、球団のプロモーション活動や独自のマーケティング戦略を展開する上で、重要

な示唆を与えるものと考える。

③調査対象者の観戦行動

観戦回数や同行者、開催試合の認知媒体といった項目は、観戦者の情報収集ツールや誰と観戦に行くのかなどの

観戦行動を示すものであり、より具体的なマーケティング活動へと発展させるためのスポーツ消費者層を明らかに

する指標である。表４は、観戦回数、同行人数、同行者、認知媒体に関して調査日ごとに分析した結果を示してい

る。尚、観戦回数については、後期リーグ３試合の調査において回答を求めた。その結果、全体で「10～19回」
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表２　調査対象者のデモグラフィックス
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表３　調査対象者の居住地

表４　調査対象者の観戦行動



が23.11％と高い割合を占め、次いで「20回以上」が17.50％、「５～９回」が15.25％と観戦経験の多いリピ

ーターの割合が高いことが示された。また、同行人数では、１回目の結果を除き「２人」が最も多く、次いで「１

人」の観戦者が高い割合を占めた。一人でも気軽に来場できることも野球観戦の一つの魅力ではあるが、より多く

の集客を目指すためには、３人以上のグループでの来場を促進するようなチケット販売やサービスづくりが有効で

あると考える。同行者では、「家族」が45.25％と圧倒的に高い割合を占め、次いで「友人・仲間」が16.17％と

なっており、家族観戦は比較的定着しているが友人や仲間との来場者は今後の拡大が期待できる部分である。

認知媒体では、「新聞」が29.68％と最も多く、次いで「後援会」が22.67％、「インターネット」が16.94％

の順に高い割合を占め、新聞を通しての様々な情報提供が有効に機能していることが明らかとなった。特にリーグ

開幕戦である１回目の調査結果では、「新聞」が45.86％と約半数を占め、新聞を活用したプロモーションの有効

性やリーグや球団の認知度を効果的に高めるメディア媒体であることが示された。

これらの結果から、観戦者行動が明らかになるとともに、チケット販売の工夫やマスメディアの有効活用など、

今後の具体的なプロモーション展開の可能性が示唆された。

（４）結論

本研究は、BCリーグにおける群馬ダイヤモンドペガサスの観戦者に焦点を当て、マーケティングの視点から観

戦者の諸特性および観戦行動を明らかにすることを目的とした。データ分析および結果の考察は、以下のように要

約される。

・観戦者のデモグラフィックス特性は、男性が約７割を占め、年代では60歳代が15.65％と高い結果を示し

た。この結果は、プロ野球観戦者に関する先行研究に比べ年齢層がやや高い傾向であり、群馬ダイヤモンド

ペガサスのファン層の特徴であると言える。また、観戦者の拡大を課題とするならば幅広い年齢層や女性観

戦者へのアプローチがポイントになることが示唆された。

・観戦者の居住地による分析から、球場への集客については、各開催球場が所在する地域だけではなく、群馬

県民球団としての県内全域に対するプロモーション活動や開催球場の選定が課題となると言える。

・観戦行動では、観戦回数や同行人数が明らかになるとともに、情報発信として効果的なマスメディアの機能

が示された。これらの結果は、今後の新たなサービス開発に有効な示唆を与えるものと考える。

今後は、これらの分析結果を主催者となる球団サイドと共有し、データを有効に活用することによってBCリー

グの活性化や顧客となる観戦者の拡大へとつながるような実践的なマネジメントの解明が課題となる。

追記：今回の調査研究データは、論文として上武大学ビジネス情報学部紀要第７巻第２号にて、また、日本スポー

ツ産業学会第17回大会にて発表した。

・「BCリーグのマーケティングに関する基礎的研究－群馬ダイヤモンドペガサスの観戦者調査を事例とし

て－」 上武大学ビジネス情報学部紀要第７巻第２号．ｐ.73－82．2009年３月．

・「地方におけるプロスポーツの可能生－BCリーグ：群馬ダイヤモンドペガサスに着目して－」 日本ス

ポーツ産業学会第17回大会号．ｐ.24－25．2008年７月．
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３．今後の連携事業に関する課題・展望

平成20年度は、産学連携をスタートしたばかりということもあり、事業内容については手探り状態ではあった

ものの、スポーツマネジメント学科を中心とした研究活動をはじめ、試合運営やチーム運営における学生の実践的

な演習など、充実した連携事業が展開された。これらの活動は、球団サイドの意欲的な協力体制と国際教育研究セ

ンターを中心とした大学組織の理解と支援のもと、実現されたことである。今年度は主に、ビジネス情報学部スポ

ーツマネジメント学科および看護学部との連携が中心となっていたが、今後に向けては連携内容を全学で共有しな

がら研究テーマのコラボレーションや学生同士の活動の促進など、様々な専門性を活かした教育研究活動の実践が

課題となる。また、球団運営や試合運営のマネジメントに有効な連携事業の提案や新たな取り組みなどを積極的に

展開することが求められる。

これらの課題や展望を踏まえ、次年度もより充実した連携事業となるよう今後の活動に期待したい。
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１．利益計画のリバイバル

（１）問題提起

2008年９月15日、信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）の証券化商品で高収益を上げた米

国の金融機関は、住宅バブルの崩壊と証券化商品の価格暴落による巨額の損出が発生し、リーマンブラザーズの倒

産により、連邦政府及びFRB（連邦準備銀行）は多くの投資銀行や商業銀行の救済のために公的資金を注入する

ことを余儀なくされた。投資銀行のゴールドマン・サックスなどが銀行持ち株会社に転じ、保険や銀行の大手は事

実上政府の管理下に入った。

このサブプライムショックを契機にして、危機は欧州や新興国を飲み込み、世界的な金融危機の様相を強め、金

融機関のみならず産業会社も景気後退の影響を受けて、経営業績が急激に悪化するに至ったのである。米国に大量

に流入するドルがアメリカ国民の過剰消費をもたらし、借入れに頼って低所得階層にも住宅の取得が広がった。し

かし、バブルの崩壊によって一挙に金融機関の損失の拡大と実体経済の悪化が米国産業を代表するGMの経営破綻

を招き、アメリカは最大の経済危機を強めている。

一方、米国だけでなく日本においても、トヨタは戦後初の連結営業赤字に転落することになった。殆どの大企業

はいま、設備投資の規模拡大を見直し、これを先延ばしにするか、あるいは中止に追い込まれざるを得なくなって

いる。まさに「選択と集中」の経営戦略が企業戦略の中心を占めることになった。この結果、コスト削減が喫緊の

経営課題となり、人員削減あるいはリストラの波は派遣社員の解雇に加えて、正規社員の希望退職を募る動きが目

立っている。

全社的な経営戦略は「選択と集中」戦略のみに集中せざるを得ない経済状況の中で、企業の経営課題は企業の存

続（サバイバビリティ）を賭けて、利益の獲得に最大限の努力を傾けなければならなくなっている。第１図を見る
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と分かるように、1990年代は、企業はまさに「選択と集中戦略」に特化し、かつ事業部では競争戦略あるいは事

業部戦略（コストリーダーシップ戦略と差別化戦略）に引き継がれ、最終的には短期の実行計画として企業は利益

計画によってその戦略を具体的に遂行することとされていた。

しかし、21世紀の現在の状況は一変して、「選択と集中」戦略のみを堅持しつつ利益計画に専念して目標利益を

達成することがトップ・マネジメントの責任とされる時代となった。企業は中長期を見据えた経営全体の中で適正

な資源の再配分を図り、多様なステークホルダーズ（利害関係者）間で生産調整を応分に負担するのである。従っ

て、雇用調整と称して、非正規雇用者の削減に直ちに手をつけるのは公正さを欠くといわねばならない。

第１図に示すように、2008年以降は、長期的な「選択と集中戦略」と短期の利益計画とは水平的な次元で描か

れ、その相互関係が密接になったことを端的に表していることに注意しなければならない。1990年代のビジネス

モデルは、選択と集中戦略から垂直的に競争戦略に引き継がれ、企業間のコスト引き下げ競争を招き、いわば出血

競争（レッドオーシャン）の様相を呈した。2008年以降は、世界的金融危機の発生によって今後もデフレ基調が

当面続くと考えられる。そうだとすれば、コストや価格競争を回避する新しいビジネスモデルが工夫されなければ

ならないであろう。それは長期的な目標利益を織り込んだ「利益計画」が構想されるべきと筆者は考える。まさに、

利益計画の復権である。この意味を考察するために、まず1929年に勃発した金融恐慌後に登場したネッペルの

「利益管理」を改めて点検し、その意義と限界を考えてみたい。

（２）利益計画の展開

利益管理に関する研究は、ネッペル（C.E.Knoeppel）によって初めて提唱されたことは広く知られている。

1933年の著書“Profit Engineering, applied economics in making business profitable”であるが、彼の名を

広く世に知らしめた書物は、1937年の著書“Managing for Profit, working method for profit planning and

control”である。

ネッペルは学者というよりは経営者であった。特に1929年以降に企業倒産が続出したのであるが、その倒産し

た会社の会社更生人として名前が広く知れ渡っていた人物である。米連邦破産法第11条、（Chapter 11）によれ

ば、アメリカでは今日においても企業倒産した会社は、いち早く裁判所に会社の破産法11条の適用申請を出すこ

とになっている。すなわち、これが受理されると裁判所はその会社を管理下に置き、管財人を指名する。

管財人は会社の更正あるいは再生に向けて、会社建て直しの計画を裁判所（倒産裁判所）に提出しなければなら

ない。アメリカの制度を取り入れた日本の会社法も、同様に倒産手続きは殆ど同じであるが、その決定に至るまで

の日数が長い。もうひとつの違う点は、日本の場合、会社が倒産すると、債権者会議を開催して経営者は社長をは

じめとしてトップが全員責任を取って辞任することが多い。ところが、アメリカの場合は、40日以内までに再建

計画書を現在のトップ経営者が作成し、これを裁判所に提出して承認されると再建あるいは再生に取り組むことが

できるのである。ただし、かれらは裁判所が指名した会社更生人の下で再建計画に取り組む。

ネッペルは会社更生人として、沢山の倒産会社の事例を見てきたのである。従って、その経験が「利益管理論」

の考え方に鮮明に反映されているとみることができる。利益管理は、目標利益を実現するための企業活動あるいは

経営活動の総合的な管理方式である。すなわち、ネッペルによれば、その当時、トップ経営者によって様々な総合

管理が行われていた。例えば、売上高中心の管理、操業度あるいは製造数量中心の管理、製品中心の管理、価格中

心の管理である。そのどれもが、その会社の置かれた状況によって違いがあり、一義的にどれがいいとはにわかに

は言えないと思われる。しかしながら、ネッペルははっきりと、これらのすべての管理方式は誤りであると断言す



るのである。

何故ならば、あらゆる企業の経済的な（経営―筆者注）活動は、利益というレンズを通してモニターされるべき

管理方法のもとに包括される必要がある。これがネッペルの見解にほかならない。売上高中心の管理は、疑いもな

く企業活動の要であることは否定できない。しかし、売上高を伸ばし得たとしても、それに比例して原価すなわち

コストが増大すれば利益は減少する。これは製造高あるいは製品中心の経営方式についても同様である。だから、

ネッペルはあらゆる企業活動は利益というレンズを潜り抜けなければならないというのである。換言すれば、企業

の総合管理のために設定される利益計画は、企業の統一目標である目標利益を実現するのに必要な製造、販売、購

買及び財務その他の各経営活動を、相互に密接な関係を持つように明確に示さなければならない。

具体的には、この利益計画に織り込まれる利益、収益、費用の３要素の相互関係は、次のような３つの方程式に

示すことができる。すなわち、

１．予定収益－予定費用＝予定利益

２．予定収益－予定利益＝予定費用

３．予定費用＋予定利益＝予定収益

である。

第一式は、予定収益及び予定費用の結果として、予定利益は算出されるに過ぎない。ネッペルはこの方式は会計

恒等式の延長に過ぎないとして否定するのである。すなわち、会計恒等式によれば、損益計算書の借方は費用、貸

方は収益であるから、その左右対称の結果として損益が確定する。収益が費用を上回るならば、利益が計上される。

逆の場合は、損失が発生する。これが期間損益の計算であり、会計の損益計算は過去（１年後）計算であるといわ

れるゆえんである。第一式は会計の過去計算のフレームワークを将来（１年先）延長して計算するものに他ならな

い。

これに対して、第二式と第三式は、まず予定利益すなわち目標利益を設定し、その相互関係において予定収益と

予定費用が算定される。それでは、第二式と第三式の違いはどこにあるのか。第三式は見てもすぐ分かるように、

損益計算書の借方には、費用と利益が、貸方には収益が計上される。従って、実質的に会計恒等式の延長と捉えら

れかねない。たとえ、内容がまず予定（目標）利益を決めて、それに見合うように費用を調整して、予定収益も同

様に決まるといってもそうなのである。

だから、ネッペルの考え方は無論、第二式にある。それはまず予定利益すなわち目標利益を決めた上で、その目

標利益を実現するのには予定（目標）収益はどこまで上げなければならないか、また費用についても目標利益実現

に許容される費用の範囲はどこに留めるべきかが自ずから明確になるのである。

要するに、企業の利益計画は、こうした意味で収益・利益・費用の相互関係において理解されなければならない。

ネッペルは、Cost-Volume-Profit Relationshipの頭文字をとって、CVP関係と呼ぶ。

それでは、具体的にこのCVP関係をどのように表すことができるか。ネッペルの最大の学問上の貢献は、総費

用を操業度と関係付けたことにある。ここに操業度とは、企業の活動を具体的に表す尺度のことである。例えば、

売上高（売上金額）、売上数量、製造（生産）数量、製造高（金額）、機械運転時間などである。この操業度に総費

用を関連付ければどうなるかを見てみよう。二つの性質の異なる費用が発生する。操業度すなわち売上高が増えれ

ば、それに比例して増える変動費用と、操業度の増減に無関係に一定の費用すなわち固定費である。変動費には直

接労務費（人件費）、直接材料費などがあり、固定費は金利、間接労務費（人件費の殆どは固定費である）、間接材

料費、光熱水道料金などがある。
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これまでの損益計算では、税金を無視して考えると、総売上高から総費用を控除して、当期の利益を算出する。

しかし、総費用をネッペルのように操業度に関係づけることによって、変動費と固定費に分けることができる。こ

れはネッペルの最大の貢献ともいうべきである。だから、損益分岐点（Break-even Point）はその結果として発

案されたに過ぎない。

第２図に示すように、横軸に操業度として売上数量そして縦軸には収益、費用そして利益が表示されている。

上図に示される損益分岐点は、費用と収益が等しくなる操業度（その時の売上数量）を示し、企業としては損益

が存在しないことを意味する。利益計画では、この損益分岐点を上回るところに目標利益を設定する。従って、

p-p′が目標利益として示されている。それゆえに、この目標利益を実現する操業度すなわち売上高と許容される

費用すなわち変動費と固定費が決まることになる。

（３）利益計画の目標利益

利益計画における目標利益は、単に目標利益に対する収益と費用だけの関係で決まるものではない。利益を実現

するには、それ以外に投下資本が大きく関係していることに注意を要する。それゆえに、目標利益の指標は、一定

期間に実現を計画する期間利益と、その使用資本との相互関係を表わす資本利益率が適当と考えられる。

例えば、ある企業が計画期間に１億の投下資本を予定していると仮定する。そして、目標資本利益率は10％と

する。すると、目標利益（x）は、

x＝10,000×0.1＝1,000

1,000万円である。この10％の資本利益率から導き出される目標利益1,000万円を実現するためには、予定収益

と予定費用に関する相互関係が検討されなければならない。

ここでは、とくに予定費用すなわち変動費と固定費について考察することにしよう。変動費は操業度例えば売上

第２図　損益分岐点と利益計画
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高に比例して増加するから、もしも売上高が何らかの原因で減少するなら、人件費や材料費などで操業度に比例し

て増加する費目については削減の対象になる。例えば、非正規労働者はこのような事態が生じると、解雇の対象に

なりやすい。直接材料費についても同じことが言え、取引先が真っ先に影響を蒙むる。

サブプライムショックによるトヨタの営業利益の下方修正は当期の予想より約３分の１の減少になると報じられ

た。その結果、非正規労働者なかでもブラジル人を含む外国人労働者の解雇が大きなニュースの話題となった。

２．固定費管理の重要性

（１）既決固定費と管理可能固定費

固定費には既決固定費（comｍitted costs）と管理可能固定費（managerial costs）の２種類がある。既決固

定費とは、減価償却費や金利などのようにいったん設備投資計画が採用と決まると、一定額の固定費が継続的かつ

自動的に発生する。しかしながら、サブプライムショックの発生によって、設備投資の繰り延べや延期が多くの企

業で実施されていることは周知の通りである。従って、環境の激変によって既決固定費といえども、経営者の柔軟

な意思決定によって、そのかなりの部分が削減の対象となり得ることが分かる。

一方、管理可能固定費とは経営者の決定のいかんによって、固定費の水準が操作可能となることを意味する。広

告宣伝費はそのいい例であるが、売上高の減退によってその何％かが切り下げられることがある。いずれにしても、

こうした管理可能固定費を含めて、既決固定費も削減可能であることを考えると、企業は損益分岐点を下方に引き

下げることができる。ということは、目標利益の実現がそれだけ企業努力によって容易となるということである。

もちろん、目標利益の下方修正もなされるが、それについては妥当な根拠を示さなければ、株主をはじめとする企

業の利害関係者の理解が得られにくいといえよう。

（２）ホテルの経営分析

1964年、東京で初めてオリンピックが開催された。この準備に向けて各種競技場やそれに付随する主要幹線道

路とりわけ東海道新幹線の完成など、高度経済成長期の一大イベントが走り出したのである。オリンピック開催と

なると、首都東京へ海外から沢山の旅行客が来ることが予想され、東京周辺のホテルのキャパシテイの不足が関係

者の間で当時心配された。東京周辺のホテルが増えるのはいいが、オリンピック終了後にホテルの宿泊客が減って

客室利用率が急減することはホテル経営者にとってさらに心配の種であった。

日本ホテル協会はこうした事情を踏まえて、一橋大学産業経営研究所（現在はイノベーション研究センター）に

その調査を依頼した。筆者の恩師である古川栄一教授と管理会計の松本雅男教授（いずれも故人）とわたしの３人

で１ヵ月掛けて、都市型ホテル、地方ホテル、長期滞在ホテル、リゾートホテルに分けて日本全国の主要なホテル

をいくつか選んで、あらかじめ質問事項を送付してインタービュ調査を行った。その結果は『わが国ホテル経営の

実態分析と課題』（古川栄一・松本雅男・柴川林也著、日本ホテル協会、1967年）として出版された。

まず、訪問したのは東京の帝国ホテル（現在の帝国ホテル東京）、ホテルオオクラ、第一ホテル、大阪新阪急ホ

テルである。帝国ホテルの犬丸徹三支配人は一橋大学の卒業生でわれわれの質問に率直に答えてくれた。帝国ホテ

ルは1887年に渋沢栄一、大倉喜八郎ら日本を代表する財界人の支援を得て創立されたホテルである。帝国ホテル

の経営理念には十ヵ条がある。その第一条は、『親切、丁寧、迅速、この三者は古くて新しい私共のモットーであ

ります』とされている。われわれが訪問した時に既にこうした企業理念があったかどうか分からないが、質問の第

一に訊ねたのは、「貴社の経営理念は何ですか」であった。それに対して、犬丸氏は「サービスがモットーです」
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と即答されたことが記憶に残っている。明治新政府が樹立され、海外から政府の要人などが東京に来ると、きまっ

て帝国ホテルに宿泊したのであるから、まさに西洋式のホテルのサービスが取り入れられたことは想像に難くない。

客室はもとより、食堂やフロントの事務ならびに料理を作る場所にも紹介された。さすがは一流のホテルだけのこ

とはあると感心したものである。

大阪では、東京オリンピックの年に開業したばかりの大阪新阪急ホテル（現在は東急阪神第一グループに属する）

を訪問した。帝国ホテルの時と同じような質問を支配人にしてみた。それに対する答えは、「儲けがあって、はじ

めてサービスができます」とのことであった。今では当たり前になっているが、ホテルに宿泊して、目を覚ますと、

ドアの下から新聞が入れてあるのが目に付く。新阪急ホテルでは、各階のエレベター前に各種の新聞が入った箱が

置いてあり、宿泊客が自分の読みたい新聞を手に取り、食堂であるいは部屋に持ち帰って読む。また、大概のホテ

ルでは、ゲストが到着すると、フロントで名前を記入し鍵を受け取ると、ホテルのボーイがゲストのバックを持っ

て、部屋まで案内してくれる。こうしたサービスはその当時からすでにこのホテルにはなかった。まさに利益を上

げて初めてお客へのサービスができるという支配人の言葉通りであった。これが大阪商人のやり方かとも思い、大

阪新阪急ホテルは、阪急電鉄（株）傘下のホテルであるので、その経営スタイルをホテルにそのまま導入したもの

と理解できたのである。

地方ホテルとしてわれわれは仙台ホテルを訪問した。仙台ではもっとも古い格式のあるホテルである。当時は、

国鉄が東京と仙台間の鉄道輸送の運営に当っていたが、現在はJR東日本鉄道に変わった。そのせいか、国鉄のOB

がホテルだけでなく、お土産売り場の品物の斡旋あるいはそこで働く職員を派遣していたようだ。

これらの特色あるホテルを訪問後に、ホテル経営について議論を重ねた。その詳細な作文は筆者に一任された。

思うに、ホテル業経営は倉庫業経営と同じ系列に入る。すなわち、倉庫業は、場所を提供して依頼者の品物を預か

り、品物が蔵出しされるまで保管料などを取るのである。ホテルの場合は、決まった料金（価格）で客室をお客に

売る商売である。客室を利用してそのサービスに満足して帰ることができれば、またの機会に客はホテルを利用し

ようと思い、アポイントメントを取るであろう。客室利用率がホテル経営の操業度である。例えば、都市型ホテル

だと、当日申し込んでも到底予約が取れない。その都市型ホテルでも、損益分岐点は75％から80％だといわれて

いる。満室ではないのである。これを上回らなければ、利益を上げることはできない。

ホテルが利益を上げるにはどうすればいいか。客室利用率を上げて操業度を高めるか、経費の節減である。固定

費を抑制し、人手の掛かるものはお客様自身にやってもらうか、派遣社員にやらせるのである。仙台ホテルで聞い

たとき、なるほどと思ったことは、食堂やボーイなどに、農閑期の農婦とか学生アルバイトを使って、固定人件費

を変動費にかえて費用を節約するのである。むろん、これらの従業員には教育訓練が必要であろう。農婦か学生ア

ルバイトと見破られないように職場の訓練が必要なのである。

リピート客を増やすのには、都市型ホテルは別として、地方ホテルやリゾート地区のホテル、また長期滞在ホテ

ルの場合には、そのホテル特有の美味しい料理や、帝国ホテルの企業理念の十ヵ条の最初にある「親切、丁寧、迅

速」を地でいくようなサービスが求められるであろう。

３．経済付加価値と利益計画

（１）経済付加価値（EVA）の意味

雇用の安定と従業員の福祉を第一義とする日本的経営の特色は、今後も大きく変わらないにしても、企業の存続

が問われるような経営状況に見舞われたときに、米国の企業の場合、経営者が一番懸念するのは、株価が下がり、



Ｍ＆Ａのターゲット（標的）になるということである。マーケットはいち早くシグナルを流すから、経営者は機関

投資家や株主の動向に無関心ではいられなくなる。

グローバル企業を目指す会社は、なおさら利益の追求を一段と強化していかねばなるまい。その具体的な尺度と

して、これまでROE（Return on Equity）すなわち株主資本利益率、あるいは自己資本利益率の意義が強調され、

かつ日本を代表する会社のROEの低下が欧米の優良会社と比較して目立つことが指摘されてきた。だが、そうし

た警鐘が経営者の覚醒を促すところまでいかなかったのは、何故なのであろうか。実は、その経営指標自体に問題

があったからなのである。つまり、この尺度の問題点とは、資本すなわちストックが簿価で表示されていることで

ある。

欧米の経営者や投資家は、会計方法により人為的影響を受けやすい期間損益の概念の代りに、「キャッシュフロ

ー」に基づき測定した価値を、日常の価値創造や投資判断の基準として用いている。その一つの尺度がこれから述

べる経済付加価値（Economic Value Added , 以下EVA略称）である。これはスターン・スチュワート（Stern

Stewart）というアメリカのコンサルティング会社が開発した概念である。

EVAの測定は次の通りである。すなわち、

（１）リスク負担者である株主は、そのリスクに見合う投資収益率（資本コスト）を要求する。

（２）株主の要求収益率（自己資本コスト）は、通常、株価収益率（株価／一株当たり利益）の逆数で求められる。

（３）株主が企業に投資している金額の全体を推定する。すなわち、

株式の時価総額＝株価×発行済み株式数　　　　　　（３－１）

（４）企業の税引後利益から「必要株主利益」を控除した差額がEVAである。すなわち、

EVA＝税引後利益－必要株主利益　　　　　　　　　（３－２）

但し、必要株主利益＝株式の時価総額×自己資本コスト　　　　（３－３）

（３－２）式で表されるEVAは、これがプラスであれば、株主は株式に投資した要求収益以上の超過利益を得る

ことになる。しかし、株主は事業に伴うリスク（ビジネス・リスク）を負担するから、株主が受け取るであろう利

益は毎期変動する。それ故に、必要利益は、多期間を通しての平均利益である。だから、単独の期間で見れば、

EVAはプラスになる場合もあればマイナスになることもある。ということは、長い期間をとった時、平均あるいは

合計のEVAは、プラスであることが望ましいということに注意を要する。

実は、このことがEVAを日本企業に適応する場合の問題だといえよう。短期的な期間損益に比較される株主の必

要利益は、長期の利益であるから、たとえ一期間でEVAがマイナスになったからといって、直ちに人員削減とか資

産売却というドラスチックなリストラの手段を採るべきではないのである。80年代にアメリカ企業が業績不振に

陥ったとき、大方の批判は、株主あるいは株価重視に見られる短期的視野にその批判の矛先が向けられた。その後

に開発されたEVAは、より長期的に企業の業績を評価しようとするものであり、かつこれによって配当の支払いや

経営者・従業員への報酬システム、さらには自社株買いにも適応しようとするものにほかならない。

（２）広義の利益計画と目標利益

まさに、EVAはネッペルの利益管理を長期計画目標（資本コスト）あるいは経営戦略との整合性を図るべく拡張

86



87

した広義の利益計画といえよう。すなわち、目標利益について、一方で株主の要求利益率を考慮に入れるべく短期

の目標利益との調整を図るとともに、他方では景気の後退によって業績の低迷に見舞われた場合には、条件反射的

に雇用削減をして人件費を削減することはあり得るとしても、長期の目標利益率との調整を図るべきことを先ず検

討するべきであろう。第２に、トヨタが現在進めている「太陽電池で車を走らせる」次世代自動車の開発計画が注

目される。危機下の経営戦略として省エネ、温暖化防止といった環境技術の研究開発の手を抜かないことである。

そのためにも、必要な内部留保の蓄積が必要であり、これを目標利益に組み入れなくてはならないであろう。まさ

に、利益計画のリバイバルあるいは再興ということができる。

データとしては少し古いが、日本の企業のなかにもEVAを企業業績の基準に利用する会社が増えてきた。ソニー、

東芝、日立などがそうである。先進的な経営戦略を採ることで知られる花王は、新たな経営改革を目指して、日本

企業としては始めてEVAの導入に踏み切った。その導入の契機について、花王の渡辺正太郎元副社長（故人）は次

のように述べている。「海外で投資家向けの広報活動（インベスター・リレーションズ、IR）として、企業の経営

方針や財務内容などを説明していると、外国のアナリストから『花王は何を目標に経営をやってますか』との質問

を受けた。とっさに、『増収増益です』と答えたが、それは国内的評価としては通用し得ても、ヨーロッパやアメ

リカのグローバルな市場ではそれだけでは通用しない。これから国際的な競争に生き残っていくには、競争力の中

身が問われる。それは、最終的には利益の競争力に収斂される。それが、EVAを導入した理由だ」と。

第１表を見て気が付くことは、花王とアメリカの同業種のコルゲートとを較べると、ROEおよび株式時価総額

に大きな格差があるが、EVAでは花王のほうが優っていることである。しかし、Ｐ＆Ｇをはじめユニリーバ、ロレ

アル社と比較すると、いずれの経営指標でも花王のパフォーマンスの劣位は明白である。第２表は、東洋経済新報

社が試みたEVAランキングであり、これはいうなれば「勝手付け」に当るもので、ここにあがっている会社に依頼

されて格付けしたものではない。とはいうものの、第１位のトヨタを筆頭に、日本を代表する優良企業の名前が挙

がっていることは、決して偶然とはいえないであろう。

第１表　時価総額とEVA



４．結びにかえて

米ソ冷戦終結のさきがけとなった1989年の「ベルリンの壁」崩壊から今年で20年になる。旧ソ連の社会主義

経済体制は終焉を迎え、これを契機に東欧諸国は資本主義体制に移行した。そして、1990年代以降は、IT革命を

経てアメリカが経済の覇権国となり、ブッシュ政権のもとに世界の政治、経済、軍事の一極支配の時代となった。

ところが、イラク戦争の泥沼化から抜け出せないアメリカは、2008年10月の世界的金融危機の発端をもたらす

ことになった。これは資本主義体制の危機を未来に暗示する予感すら与えた。

ブッシュ政権下で泥沼化した対テロ戦争や世界的金融危機などにあえぐ世界は、「変革」を掲げるオバマ米大統

領に新時代の幕開けを期待するところが大きい。すなわち、彼が大統領候補に正式に選ばれてから、米国の経済危

機を克服する一つに、グリーン・ニューディール政策によって500万人の雇用を創造すると公式に発言して注目

された。すなわち、今後10年で太陽光や風力発電など再生可能エネルギーに1,500億ドルを投じて、雇用創出を

目指す構想である。地球温暖化対策という長中期的な課題と目先の内需拡大の両方を目指すのである。

「好況よし、不況さらによし」。パナソニック（旧松下電器産業）を創業した松下幸之助はこんな言葉を残した。

危機こそ新たな製品や技術を生み出す好機だというのである。百年に一度といわれる金融危機と世界同時不況の時

代に突入したいま、古い価値観を見直し、新しいパラダイムへの転換が求められている。サステイナビリティ（持

続可能性）よりもサバイバビリティ（存続）が問われる時代において、国家も、企業も、個人も多様化した価値観

がふるいにかけられる。特に、企業の場合には、ゆるぎない成長を謳歌してきた会社が世界同時不況にあって経営

戦略や経営目標の見直しが急を告げている。
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日本のリーディング産業は長い間自動車などの輸出型製造業だったが、急激な円高と米国の景気の減速によって、

これに代わる内需拡大型の新産業の出現が期待されている。環境関連や医薬事業などは成長余力が大きく、こうし

た分野に資金が流れる仕組みが考えられなければならないだろう。この報告では、特に利益計画の復権（リバイバ

ル）に焦点を当てて所見の一端を述べた。

参考文献

古川栄一、松本雅男、柴川林也著「ホテル経営の実態分析と課題」、1967年、日本ホテル協会

古川栄一著「経営学通論」、1979年、同文舘

柴川林也著「財務管理」、同文舘、1977年

柴川林也著「新版　投資決定論」、同文舘、1979年

柴川林也稿「経営理念の転換と起業支援システム」、『ビジネス情報学部紀要』第６巻第２号、2007年

渡辺正太郎（花王副社長に聞く）「EVA導入で大競争時代を生き残る」、『実業の日本』1999年４月号、Vol.102

平坂敏夫編「花王情報システム革命」ダイアモンド、1996年

週刊　東洋経済「EVA 特集」2005年12月３日号



１　三つの会計制度

わが国の会計制度は、金融商品取引法（旧証券取引法）会計、会社法（旧商法）会計そして税法会計（主に法人

税法会計で、税務会計ともいう）の三つの法律に基づいた会計制度が行なわれている。金融商品取引法は、昭和

23年に投資者保護を目的に上場会社等を規制するために制定されたものである1。他方、会社法は、明治23年に

株主と債権者の利害調整を目的に、とくに債権者保護を重視して、すべての会社を規制するために制定されたもの

である2。また、税法は明治32年に始まるが、本格的には昭和40年の改正による課税の公平を理念に法人の所得

税計算を規制したものである。

現在の企業会計制度は、昭和23年当時に証券取引法が制定され、その法の運用のための企業会計基準として翌

年の24年に一般に公正妥当と認められたところを要約した「企業会計原則」が設定されたころから始まる。その

後、昭和37年にすべての会社を規制する商法が債権者保護を重視する財産法的な立場をそのまま堅持しながらも、

「企業会計原則」が取り入れた損益法的計算原理を導入する改正がなされる。これを受けて、商法が強行法規であ

ることから、翌年の昭和38年には当該改正商法との調整により、「企業会計原則」の一部改正がなされた。この結

果、わが国の高度経済成長を背景に、大会社においては商法と証券取引法による情報開示の二元化が行なわれるこ

とになった。この情報開示の二元化は、昭和49年における商法の一部改正による会計監査人監査と証券取引法の

一部改正による公認会計士監査の一元化をはかられるまで行なわれるのであるが、この49年改正の会計制度の一

元化はわが国の20世紀までの会計制度の特徴であるトライアングル体制を益々強化することになってしまったの

である。

ここにトライアングル体制とは、すべての会社に強制適用される商法主導型の配当可能利益確定決算に、税務対

策を優先させた税法会計における確定決算主義が結びつき、これらの経理体制に投資者保護を基本目的とした証券

取引法会計が相乗りした形のわが国特有の経理体系を総称したものである。すなわち、商法、証券取引法および税

法の三つの法規制の連携のうえに均衡を保つことにより、情報開示に関する企業の労力を軽減するという大会社の

経理姿勢がみられたのである。しかしながら、このような経理体制は、日本の企業内容開示に対する不信頼を生じ

させることになり、今日の国際金融制度のもとでは到底受け入れないものであった。

２　日本型会計ビッグバンと会計国際化の波

21世紀に入り、それまでのわが国のトライアングル体制による情報開示制度については、株式を公開している

上場企業に対して国内外から批判が生じ、日本型会計ビッグバンと呼ばれる金融大改革が実施されるようになった。

その特徴は、次のような点にまとめられる。

① 金融商品取引法（証券取引法）会計は、それまでの商法主導型の配当可能利益算定を重視した個別単体決算

中心の会計から、企業内容情報開示を重視した連結決算中心の会計へと移行し、商法（会社法）の影響を受け

ないことになった。

大学院経営管理研究科　教授●廣瀬　郁雄

会社法会計のゆくえ
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② 資産の評価は、取得原価主義会計に時価評価の導入が積極的にはかられている。

③ 会社法会計は、それまでの債権者保護を基本とした配当可能利益規制を後退させ、新しい剰余金分配規制の

体系に整備されている。

④ 税法会計においても、国際会計への調整が一部に見られるようになっている。

⑤ このように会計の国際化を背景に、わが国の会計制度は国際会計基準への標準化（harmonization）、統一

化（uniform）、収斂化（convergence）そして強制化（adoption）が検討されてきている。

このような動きの中で、わが国の商法会計を中心としたトライアングル体制の会計制度も改革を余儀なくされた。

まず2001（平成13）年に、国際会計基準審議会（IASB）やアメリカの財務会計基準審議会（FASB）と並び、

民間組織の財務会計基準機構（FASF）により企業会計基準委員会（ASBJ）が設立された。これ以降、わが国に

おける企業会計基準の開発及び国際的会計基準の動向への対応等は、それまでの政府主体の金融庁（旧大蔵省から

分離）の企業会計審議会からASBJへと重点が移行することになった。すなわち、金融商品取引法による会計は、

ASBJから公表される国際会計基準の動向に基づいた企業会計基準による連結財務諸表の作成が行なわれるように

なった。これを受けて、証券取引法も21世紀に入り何度かの改正をした後、2006（平成18）年にそれまでの縦

割りの業法を見直す観点から、「金融商品取引法」（以下、金商法という）に名称が変更された。

これに対して、商法も1993（平成５）年以降に数度の重要な改正をした後、2005（平成17）年に『会社法制

の現代化』として、それまでの改正を含めたうえで、それまでの商法の会社編と有限会社法等を統合して整理した

「会社法」が制定されるに至った。こうした改正の経緯について、立法当事者である神田秀樹教授は、「ドイツ法系

の立法として出発した日本の会社法は、戦後アメリカ法の影響を強く受けて変容し、その後度重なる改正によって

日本独自の色彩が加味されて今日に至っている。」と分析されている3。

確かに、旧商法にはドイツ法系の企業維持つまり資本維持を前提とした配当利益の算定というものに重点がおか

れてきたが、戦後のアメリカ法とくに大会社の開示規制する証券取引委員会（SEC）によるアメリカ証券取引法

（連邦法）の影響を強く受けるようになってきた。このことは、従来の大会社の不正事件は、倒産してからの商法

による違法配当（いわゆるタコ配当）として経営者が逮捕されることが多かったが、最近においては、カネボウや

ライブドア等に見られるように、証券取引法による企業内容開示違反として経営者の責任が追及されるようになっ

てきたことからもわかるのである。このように、今回の会社法改正は大会社を対象に、従来の配当利益規制よりは

会計ビッグバンや会計の国際化等を背景とした会社内容開示規制に重点がおかれるようになってきたことが理解さ

れるのである。

以上のことから、今回の改正会社法における会計規定に関しては、次のような問題が提起されることになった。

すなわち、

① 会社法が株主と債権者の利害調整を基本目的に、債権者保護による利益配当規制（現在は、剰余金分配規制）

が弱体化した。

② すべての会社を規制すべき会社法が、会計の国際化を必要としない中小会社に対する手当てが弱くなった。

③ 会社法会計の基準とする「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」（会社法431条）の内容が不明確

となった。

そこで、次の会社法会計の本質を検討する前に、金商法と会社法との会計規定に関する基本的な特徴を比較整理

すれば、次のようにまとめることができる。



３　会社法会計の本質とそのゆくえ

会社法（商法）会計が、とくに株式会社について規制する理由には、①会社の財産および損益状況の開示（会社

内容の開示）と②配当可能利益（剰余金分配）の計算の２つがあげられる4。改正前の商法会計においては、この

２つの側面のうち中心をなしていたのは後者の配当可能利益計算規制である。この点については、森川八州男教授

によって、旧商法における株式会社の会計規定が利益配当規制の直接的かつ集約的な現れである旧商法290条第1

項の規定を中心にして、他の諸規定はその具体的な内容を構成する要素としてとらえられていたことや、会社内容

の開示規定もこのような配当可能利益の計算から全く独立しているわけではなく、むしろそれによって制約される

関係にあると指摘されているところである5。

しかしながら、2005（平成17）年の会社法においては、この２つの側面のうちいずれに重点を置いているの

かが不明確な状態となってしまっている。すなわち、前者の会社内容開示規制について、本法で「一般に公正妥当

と認められる企業会計の慣行にしたがうものとする。」（431条、614条）としたうえで、旧商法で規制してきた

資産や負債の評価基準については何も規定されることがなくなった。これは立法当事者によれば、「資産や負債の

評価基準を法律条定めていたのでは、企業会計の変化に対応しようとすると、そのつど会社法の側での法律改正を

しなければならない。そこで、会社法は、資産や負債の評価基準については、法務省令で定めることにしている。」

ためである6。しかしながら、現在の法務省令である「会社計算規則」には、「一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」（３条）と規定し、純資産についての規定は配当

可能限度額規制との関係から詳細にあるが、資産及び負債の評価に関する規定は通則があるだけで、具体的な内容

のものはなくなっている。すなわち、会社内容開示規制については、その規制内容を法務省令に委ねたとしながら

も、具体的には国際会計基準との調整から「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」つまりASBJ等によっ

て公表される「企業会計基準」によらざるを得なく、実質的にはこの面の規制は企業会計に委ねられているといえ

る。ここで問題なのは、ASBJ等によって公表される「企業会計基準」は、最近における国際会計基準へのコンバ

ージェンスもしくはアドプションとして作成されたものであり、上場企業等の大会社には適用できるものの、中小

会社においては負担の大きいものとなっていることである。

他方、もう１つの配当可能利益規制についてであるが、平成13年商法改正後は剰余金分配規制と呼ばれること

になったが、これについてはあくまで会社法固有の規律であることから、本法に分配可能額について規定するとと

もに（会社法461条第２項）、さきの法務省令の「会社計算規則」との調整のもとで計算されるようになっている。

しかしながら、会社法における剰余金分配規制は、規制自体は会社法固有のものであるとしながらも、分配規制の
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基礎となる計数は上記の企業会計に委ねられた貸借対照表等の計数をもとに算定することになっている。すなわち、

「会社法における剰余金分配規制は、規制自体は会社法固有のものであるという立場を維持しつつも、企業会計の

自立性をより尊重するという方向を採用するものであると評することができる。7」のである。いずれにしても、

会社法固有の剰余金分配規制も、国際会計基準の影響を受けて、会社法独自のものからは後退しているといえるの

である。

このように、会社法は20世紀までは税法の課税所得計算と配当可能利益計算とが結びつき、強行法規であるこ

とから、わが国の企業会計制度を導いてきた。しかしながら、21世紀に入り、会計ビックバンと会計の国際化に

よって、その独自性を弱めるようになってきている。これは一つにはすべての会社を規制しなければならない会社

法が、金商法と同様に、上場会社等の大会社について規制しようとするところにあるといえる。むしろ、会社法の

独自性を考えるのであれば、今後の会社法会計のゆくえとしては私見によるが次のようにすべきでる。

① 会社法における会社内容開示規制については、上場会社等の金商法適用対象会社については全面的に金商法

に委ね、金商法が適用されない中小会社等に限定して適用すべきである。

（この点については、法務省と金融庁（旧大蔵省）の職域争いがあるので難しい問題がある。）

② 会社法は、従来の企業維持つまり資本維持を前提とした債権者保護を理念とする配当可能利益計算規定を金

商法会計もしくは国際会計とは独自に構築すべきである。

とくにこの点は会社法上の配当利益計算構造が中小会社等が関心のある課税所得計算と結びつく確定決算主

義会計を確立するにも必要である。

③ 会社法会計は、アメリカの金融志向型の会計ではなく、ドイツの生産志向型の会計を構築していくべきであ

る。

このように、会社法会計が要請する会社内容開示規制と配当可能利益（剰余金分配）計算規制の２つうち、後者

の配当利益計算規制を大会社を含むすべての会社に適用し、前者の会社内容開示規制については金商法適用会社を

除く中小会社等に限定して適用すべきである。また、このような構築をすることによって、見積り計数要素が介入

する時価評価を中心とする国際会計基準の影響をあまり受けない会社法会計独自の配当利益計算構造を確立させる

ことが可能となるのである。

他方、会社内容開示規制については、配当可能利益計算構造と結びつく「一般に公正妥当と認められる企業会計

の慣行」（会社法431条）となる中小会社等に対する会計基準の確立が必要である。その意味では、日本公認会計

士協会、日本税理士連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の民間４団体の共同で、2006（平成18）

年４月に公表された「中小企業の会計に関する指針」は大いに参考になる会計基準である。このためには、今回の

会社法改正により導入された会計参与制度の社会的意義が高く評価され、実務の中で有効に運用されることが期待

されなければならないのである。

〈追記〉

この草稿を仕上げている最中に、上場会社を主な対象に情報開示や会計監査の強化などを促す「公開会社法」の

2011（平成23）年立法化が検討されているとの新聞記事が目を引いた8。しかしながら、「公開会社法」の内容を

私自身がもう少し検討する必要もあるが、すでに述べてきたように、上場会社については金融庁指導の下に金商法

がすでに運用されているにもかかわらず、どうして法務省においても似たような法規制を上場会社等に要請してい

かなければならないのか疑問である。上場会社の企業内容開示制度について、またしても、かつて行なわれてきた



証券取引法上の公認会計士監査と商法上の監査役監査の二元化と同様の問題が、金商法と公開会社法という２つの

法律規制のもとでの縦割り的な二元的行政指導が行なわれかねないのである。この点については、この論稿で問題

としてきた中小会社の会計規定の整備もさることながら、上場会社等の大会社の規制する「公開会社法」について

も今後とも慎重に検討していく必要がある。

（注）

１．金融商品取引法は、2006（平成18）年に有価証券以外にデリバティブ取引等を含めた金融商品全般を規制す

るためにそれまでの証券取引法の名称から変更されたものである。

２．会社法は、2005（平成17）年にそれまでの商法の会社編、有限会社法、商法特例法等を統合して、会社法と

いう名称で制定されたものである。

３．神田秀樹『会社法［第10版］』弘文堂、2008、p.31

４．森川八州男稿「配当可能利益計算構造の検討（一）」会計、第133巻第１号、p.16

５．森川八州男稿「前掲稿」pp.16～17

６．神田秀樹稿「会社法の企業会計への影響」企業会計、2006、Vol.58 No.1、p.28

７．神田秀樹稿「前掲稿」p.29

８．2010（平成22）年１月５日付日本経済新聞。

なお、「公開会社法」については、早稲田大学教授の上村達男氏と弁護士の中村直人氏の「対談　公開会社法と

は何か」（企業会計2009年12月号～2010年２月号）が参考になる。

［参考文献］

桜井久勝『財務会計講義〈第８版〉』中央経済社、2007．

神田秀樹『会社法［第10版］』弘文堂、2008．

稲葉威雄『会社法の基本を問う』中央経済社、2006．

弥永真生『「資本」の会計』中央経済社、2003．
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2009年11月19日はP.F.ドラッカー生誕100年にあたり、現在の世界的な不況下で再び彼が注目されている。

ドラッカーの著書は国内で現在までにダイヤモンド社発行のものだけでも400万冊以上販売され、３年前に亡く

なったにも関わらず、その人気は変わらない。

なぜ日本でこれほどドラッカーの本が読まれているのか、それはドラッカー自身の研究歴と日本の経営学発達の

歴史と関係している。戦前の日本の経営学はドイツ経営経済学の影響が大きく、戦後はアメリカ経営学の導入が積

極的にすすめられた。ドラッカーも若い頃ドイツで学び、戦後アメリカへ渡りアメリカ経営学の研究を行った。こ

のようにドラッカーの経営研究の過程が日本の経営学研究と重なっていることと無関係ではない。

ドラッカーはオーストリアに生まれ、父親はオーストリア、ハプスブルク家の官吏でJ.A.シュンペーターと個人

的に親しく、ドラッカー自らシュンペーターの後継者であるというようにシュムペータはドラッカー理論に大きな

影響を与えてきた。1918年に帝国は崩壊しドラッカーは成人してからドイツでジャーナリストとして活動したが、

ヒットラーを批判して追われる身となりイギリスを経てアメリカへ脱出した。イギリスでは偶然日本の文化に触れ

る機会があって、そこからドラッカーは日本に関心を持つようになった。

日本の経営学は、昭和30年代、スーパーマーケット、マーケティング、という新しい言葉とともに合理的なア

メリカ企業の合理的な経営手法が導入され、アメリカ経営学研究が中心となった。戦前ドイツ経営経済学の大きな

影響を受けてきた日本の経営学にとってドラッカーは日本人にわかりやすく解説出来る数少ない研究者であった。

ドラッカーの著書の多くが学術研究書のような形式をとらず、経営学の解りやすい解説書のように出来ている。

これは翻訳者である上田惇生氏の努力に負うところも大きいのだが、読みやすく著書のいたるところに日本人に共

感できる解説をしている。現代経営学を歴史的発展段階の中で理解しようとするドラッカー経営学の理論は、若い

ころドイツ歴史学派の潮流の中で研究したことによる。ドラッカーが注目されるもう一つの理由は、未来学者、予

言者として未来の社会を言い当てることである。それもドラッカーが過去から現在、そして未来と見渡せる大きな

歴史的な視点を持っていたからに他ならない。

アメリカの経営学は現実的で、ドラッカーのような歴史的視点は希薄である。ドラッカーは、そうしたアメリカ

のネオリベラリズムの動向には批判的で、特にレーガノミックス以降のアメリカ経営学とは距離を置くようになっ

た。ドラッカーはアメリカの経営学の主流からは遠ざかり、アメリカの経営学者からも注目されることもなくなり、

ドラッカー自身も経営学者とは名乗らず、社会生態学者であると公言してきた。

現在世界経済は、サブプライムローン破綻に始まる、アメリカ発の世界同時不況の最中だが、多くのドラッカー

ファンの人々は、もしドラッカーが生きていたならば、アメリカ経営学の失敗は何が問題で、今何をどうすればよ

いのか、応えてくれるのではないかと思うのである。

大学院経営管理研究科　教授●谷崎　敏昭

ドラッカーと日本の経営
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１　はじめに

米国では、会計原則審議会（Accounting Principles Board，以下APBと略す）意見書16号および17号が設定

される1970年以前には、無形資産、特に暖簾に対して単一の会計処理を要求する基準は存在しておらず、複数の

処理が等しく認められていた。会計基準が存在しない1944年以前は、実務の多様性はさらに広かったと推測され

る。

1944年に無形資産に関する初めての会計基準である会計研究公報（Accounting Research Bulletin，以下

ARBと略す）24号が設定され、無形資産会計に関する会計処理の選択肢を具体的に規定した。その契機として

1929年の大恐慌が挙げられる。

大恐慌前まで、暖簾の認識は合併をもって取得されたものに限られなかった。最も典型的なものが、広告支出が

暖簾に計上可能であるというKesterの主張であった。原価主義が徹底していなかったことが、このような会計処

理が支持されていた要因の１つとして挙げられる。その後、大恐慌を契機として原価主義が定着するに至ると、広

告支出の資本化や自己創設暖簾の計上は認められなくなった。

また、大恐慌により投資家が著しく損害を受けたことで、投資家保護の動きが強まり、証券取引諸法の制定や証

券取引委員会（Securities and Exchange Commission，以下SECと略す）の設置が行われた。また、投資家保

護の手段として財務諸表公開制度を有効に機能させるための会計基準設定の必要性が認識され、アメリカ会計士協

会（American Institute of Certified Public Accountants，以下AIAと略す）による会計基準の設定が開始された。

このような動きを経て、1944年に初めて暖簾を含む無形資産に関する会計基準であるARB24号が設定される

に至る。ARB24号は会計処理の選択肢を具体的に規定してはいるが、単一の会計処理を要求するものではなく、

複数の処理を等しく認めるものであった。

本論文では、米国の暖簾会計の変遷を、19世紀末からARB24号設定までの期間に焦点をあてて概観する。そし

て、その時代の経済的・社会的背景のもとで、どのような会計実務が行なわれていたか、会計理論が展開されてい

たかを考察し、それがどのようにARB24号の形成に繋がっていったかを検討する。

２　時代背景

２－１　社会環境

２－１－１　トラスト問題の発生

19世紀末から20世紀初頭にかけて大規模な合併運動が生じ、それに伴い大規模株式会社が多数出現した。これ

らの企業は独占的価格を行使し、鉄道に対して裁量的な運賃を強制することになるのではないかと広く恐れられた。

また、大規模株式会社の出現は多くの人々の目に個人主義的な独立企業の間での競争を善とする「アメリカの信条」

への挑戦であると映った。これらの大規模株式会社を懸念する動きは、一般に「トラスト問題」や「反トラスト運

動」という名前を与えられている。

２－１－２　トラスト問題の収束

第１次世界大戦以前に大きな社会問題であったトラスト問題は、1914年のクレイトン法と連邦取引委員会法の

成立によりひとつの解決を見出し、反トラスト訴訟は減少した。

一般大衆の間でのトラスト問題への視点も変化した。1920年代も合併運動が生じたにもかかわらず、それに対

する強い反発は見られなかった。
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暖簾会計の議論においても、トラスト問題が大きな社会問題とされていた20世紀初頭は、Hatfieldなどの論者

の多くがトラスト問題について何らかの言及をしていたのに対し、この時代の論者であるCouchmanとYangは、

両者ともトラスト問題へ言及していない。暖簾の議論における1920年代は、トラスト問題との関係が希薄化し、

それゆえ本来の意味での暖簾を扱うことができるようになった最初の時代であったと理解することができよう。

２－２　会計環境

２－２－１　専門職団体の発展

19世紀の後半の産業の発展や諸外国からの投資の増大にともない、会計士業務への需要は高まりを見せるよう

になる。1887年に、米国で形成された初の全国的な職業会計士の専門職団体であるといわれるアメリカ公認会計

士協会（American Association of Public Accountants，以下 AAPAと略す）が発足した。AAPAは、1916年に、

全員参加が各州の会計士協会に基づいた分権的な組織から全会員が個人として参加する集権的組織のAIAへと転換

し、倫理規定を改訂するなど専門職の組織化を強めていった。その後1921年に、これらの組織の集権化や倫理規

定の改訂に反発する中西部の会計士を中心としてアメリカ公認会計士協会が形成された。1936年にAIAとアメリ

カ公認会計士協会が合併するまで、両機関は激しく対立した。大恐慌を経て1930年代後半に至るまで一般的な会

計基準が作成されなかったのは、この分裂状態の継続が大きな要因のひとつであった。

２－２－２　会計基準設定への動き

1929年の株式市場の崩壊を契機とする大恐慌とその後の不況は、原価主義の台頭と定着をもたらした。最も顕

著な変化は、企業買収以外の手段による暖簾の計上が否定されるようになったことであろう。大恐慌以前には、

Kesterのように、大規模な広告支出を暖簾として計上する可能性を肯定するものが存在した。それが、取得原価

としての性質を持たない広告支出を計上することはもはや支持されなくなったのである。

大恐慌によって投資家が著しい損害を受けたことにより、投資家保護の重要性が認識され、投資家保護を目的と

して証券法（1933年）および証券取引法（1934年）が相次いで制定され、その執行機関としてSECが1934年

に設置された。さらに、投資家保護の手段として財務諸表公開制度が有効に機能するためには、企業が準拠すべき

会計基準を設定することが必要になる。ここでSEC自らが権威ある会計基準を設定することも可能であったが、

会計団体の発展と会計士の地位の向上という基盤が存在したため、専門家たる職業会計士団体に設定作業が委ねら

れることとなった。1936年には、G. O. Mayを委員長としてAIA内部に会計手続委員会（Committee on

Accounting Procedures，以下 CAPと略す）が設置され、職業会計士団体による会計基準の設定が開始された。

このような動きの中、無形資産について初めての会計基準であるARB24号が形成されたのである。

２－３　制度環境

２－３－１　会社法

1912年の会社法改正まで株式の割引発行は会社法上禁じられていた。発行される株式の額面価額が、払い込ま

れる資産の価値を決定したのである。したがって、株式の額面総額と、受け入れられた有形資産の時価との差額が

資産として計上されなければならなかった。

このような額面主義にはいくつかの弊害が発生した。その第1が過大資本化であり、これは、多数の株式の発行

を期待するが、それを額面で売却できないことから生ずるという。第２が資産の過大評価であり、その結果として
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の株式水割りである。これらの弊害の解決方法がいくつか試みられたが、そのひとつが額面価額を持たない株式の

発行であった。

無額面株式の発行を認める会社法が1912年に初めて議会を通過した後、立法は急速に展開し、1927年までに

39州において無額面株式の発行が認められるようになった。無額面の発行に際して会社は、資本を資産の評価額

に応じて決定することができるようになった。

２－３－２　連邦所得税法

アメリカ合衆国では合衆国の成立以降、憲法上、連邦レベルでの所得課税を行うことは不可能であったが、

1913年の憲法修正第16条により、連邦レベルでの所得課税が可能となった。連邦所得税法の1917年法に創設さ

れ1921年に廃止された戦時超過利潤税は、課税年度における投資資本に対する利益率が、戦前期（1911年から

1913年）における投資資本に対する利益率を超過する場合、超過利潤に対して課税される租税であった。戦時超

過利潤税は、投資資本利益率に応じた累進税となっているため、投資資本の計算が税額決定に非常に重要な意味を

有する。無形資産の名目額表示は、無額面株式を認める会社法の設立によって可能となったが、このような表示は

1910年代にはそれほど見られず、無額面株式を発行するものの、巨額の無形資産を計上する会社が見られた。こ

の要因として最も考えられるのが戦時超過利潤税であった。

また、1926年に下された暖簾の償却額の控除を否定するという決定も暖簾の会計に影響を及ぼした。暖簾の償

却額の控除可能性についての最初の判例であるRed Wing Malting事件に対して下されたこの決定は1993年、法

律により明示的に償却が認められるようになるまで維持され続けた。このことは、費用として暖簾を定期的に償却

する実務が20世紀前半までほとんど見られなかったことの一因であると推測される。

３　暖簾会計の実務

３－１　大規模合併運動における無形資産の計上実務

合併時に無形資産を計上する際、資本化額の半額を７％優先株式に残り半額を普通株式とする実務が行われた。

旧所有者には、リスクの低い優先株式がその額面価額と等しい金額だけ支払われる。かつ、譲渡した優先株式と同

額の普通株式もボーナスとして支払われた。発行される株式の額面価額が払い込まれる資産の価値を決定するので、

株式の額面総額と受け入れられた有形資産の時価との差額は資産として計上されなければならない。つまり、競争

による浪費の節約等により超過利潤が期待されるとし、この超過利潤への期待として無形資産の存在が擬制された

のである。このようにして擬制された無形資産は、貸借対照表上では、しばしばその存在を明示的に示す形ではな

く、有形固定資産の価値に含む形で計上、つまり、「水増し」されていた。これは、この時期に設立された会社の

多くが、市場において独占的地位を占め将来の独占利潤を獲得する可能性が高いために「水増し」された有形固定

資産に対しても減価償却費を計上しうる見込みがあったためであるといわれている。

３－２　無額面株式の広まりの中での無形資産計上実務

これまでに見られたような実務は額面主義の広まりの中で生じたものであり、「水増し」などの弊害が見られた。

これらの弊害の解決方法のひとつが額面価額を持たない株式の発行であった。額面の撤廃は、結果として過去の株

式会社組織に伴う弊害の多くを除去すると考えられた。

無額面株式の発行を一般事業会社に対して認める会社法は、1912年４月15日、ニューヨーク州において初め
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て議会を通過した。これ以降立法は急速に展開し、1927年までに39州において無額面株式の発行が認められる

ようになった。実務において直ちに広範に利用されるようになったわけではなかったが、時を経るにつれて普及し、

1916～21年の普通株式発行の約半数が無額面株式により行われ、1926年後半から1927年前半の１年間には、

普通株式発行の90％、優先株式の35％が無額面であったという。

無額面の発行に際して会社は、資本を資産の評価額に応じて決定することができる。株式数が資本化額を決定す

るものではなくなるため、意図的な資産の過大評価がなくなることが期待されるようになるのである。また、全額

払い込みという条件を満たした上で、受け入れ資産の評価に応じて資本金額を決定することができるため、無形資

産を計上する必要性がなくなるのである。

３－３　暖簾の計上後の処理

無形資産、特に暖簾は、会社設立後に合併による買入れによらずに、新たに貸借対照表に計上される３種類のケ

ースが見られた。第１が、資産の除却損や欠損が、当期の利益や剰余金に賦課されるのを避けるため、暖簾に借記

することにより貸借対照表に現れるケースである。第２が、事後的に名目価額の暖簾が計上される場合である。第

３が、事後的な評価により、暖簾が新たに貸借対照表上に認識される（自己創設暖簾が認識される）ケースである。

一方、計上後の処理については、一部の例外を除けば原価のまま繰り越されるか切り下げられるかのいずれかで

あった。なお、計上後の処理には、有形固定資産に混入された無形資産が独立の科目に分離されるか否かという問

題も含むとする。

（１）有形資産に混入された無形資産の分離

大規模合併運動において設立された会社は、多額の無形資産を含んでいるといわれる一方、多くの会社において

はこれを独立した科目の下に計上しなかった。1910年までに無形資産が科目上分離されなかった会社が無形資産

を分離するようになるのは、ほとんどが1930年代に入ってからであり、これはSECの要求によるものだと思われ

る。

（２）原価での繰り越し

無形資産の処理について資本に全く影響を与えない方法が、この原価で繰り越す方法であるが、全体として無形

資産が繰り越された会社は非常にわずかであった。

（３）無形資産の切り下げ

全体的特徴として、無形資産の切り下げが1920年代および1930年代、特に1920年代後半より1930年代前

半の10年前後において顕著な現象であったことがわかる。1929年までは、利益あるいは利益剰余金、あるいは、

再評価剰余金を用いて無形資産を切り下げる場合が多く、資本剰余金あるいは資本金を用いることは比較的少数で

あったことがわかる。

ところが、1930年以降、経済が大恐慌に陥ると、利益剰余金での切り下げが見られなくなると同時に資本剰余

金を用いた切り下げの件数が激増した。多くの会社は、急激な不況により、無形資産を切り下げるに足る利益剰余

金を確保できなくなる一方、収益性の実態に合致しなくなった巨額の無形資産を処分する必要性に迫られ、減資手

続きが採られた。資本金が資本剰余金へと振り替えられ、当該剰余金をもって無形資産が切り下げられた。他方、

SECが設立された1935年以降は、利益剰余金による切り下げの件数も増大するようになった。

（４）規則的な償却

1970年以降2001年に会計基準が変更されるまで、米国では暖簾の規則的な償却が強要されていたが、この時
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代に費用として暖簾を定期的に償却する例は見られなかった。ただし、特許勘定については、完全な規則性が見ら

れるわけではないが、定期的に償却する例が見られた。1920年代に入ると特許は償却される例が増加しているた

め、計上した無形資産の科目名を特許とすることにより、定期的な償却が必要となり、他方、暖簾等、それ以外の

科目とする事によって償却を不要であるとすることが可能であったように思われる。

４　暖簾会計の理論

４－１　原価主義定着前の理論－1910年代－

４－１－１　Henry Rand Hatfieldの所説（1910年）

Hatfieldによると暖簾は、「営業上の関係の価値、つまり競争相手の誘引にもかかわらず、現在の顧客が購買を

続けるであろう蓋然性の価値」と定義される。そして暖簾の購入は資産となることを認めているが、買入れによら

ない暖簾については、厳しく除外されるとし、その資産性を否定している。その理由として保守主義が挙げている。

暖簾の評価について、その評価が正当化されるのは、事業に投下された資本額に対する正常利益率に加えて、そ

の購入者に利益を保証する何らかの譲渡性のある権利が存在するからであり、権利が存在しない場合、暖簾は存在

していない、あるいは、著しく過大に評価されたということになる。このような実務は決して正当化されるもので

はないし暖簾が存在しない場合には株式割引と表示すべきであると教示している。

償却について、おそらくもっとも満足のゆく解決策は、通常、その評価の際に見積もられた年数に比例して暖簾

を消却（write off）することであると述べ、これがまた保守主義を口実にして正当化されるという1)。

４－１－２　Roy B. Kesterの所説（1918年）

暖簾についてKesterは、「暖簾には立地、店舗、評判、人格、名称などに関連するあらゆる優位性が含まれると

いう。しかし、これらの優位性は、新たに確立された競合企業以上の収益力が存在しないならば、だれも旧企業の

暖簾に支払を行わないであろう。暖簾の本質は、通常以上に利益を稼得することができる能力に存している」と述

べる。

暖簾の認識について、一般に買入暖簾のみの認識が認められるという。したがって拠出あるいは購入した有形資

産価値と発行した株式の額面価額との差額をあらわすものとして暖簾を評価する方法は全く支持されないとする。

資本の欠損を隠すために暖簾を用いることは不適切で誤導するだけでなく、また詐欺的であり、これは株式会社に

「水」を注入する際に好まれる方法であるという。

しかしながら、Kesterは買入による取得ではなく、暖簾の価値を適切に帳簿に計上することができる場合がた

だひとつ存在するという。それは、大規模な広告を行った場合であり、このような広告を行った場合、当該支出と、

通常の取引量を維持するのに必要であろう金額との差額を暖簾への支出とし、計上できるとする。

暖簾の本質は超過利益を稼得する能力であるから、その価値は企業利益に応じて変動する。暖簾は減損せず、価

値が変動するだけであり、また、これらの変化を帳簿に計上することは慎重でもなくまた一貫もしていないため、

最良の方法は暖簾を常に原価の数値で保持することであるという。

また、特許、フランチャイズ、暖簾という無形資産は、頻繁に疑わしい、あるいは違法な目的に用いられてきた

ため、それ自身でグループとして明確に表示され、有形資産価値とまとめられてはならないと開示を説いている2)。
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４－２　原価主義定着前の理論－1920年代－

４－２－１　Charles B. Couchmanの所説（1924年）

企業を営業状態にするには非常に大きな費用を要するが、企業が順調に動くようになったら、「慣性」と呼ばれ

るものを企業が積み上げているので、企業の営業を維持するのに必要な費用や努力は、企業を開始するのに必要な

場合より小さい。それゆえ、組織が何らかの活動に入ろうとしているとき、時々すでに慣性の法則を獲得した企業

を買収することが選好され、このような企業の純資産簿価以上の金額を喜んで払うという。会計においてはこの金

額が暖簾と呼ばれるという。

効果が当期以降にわたって継続する異常な広告費の暖簾としての資本化も否定し、暖簾の計上を買入暖簾に限定

している。

償却に関しては、通常は必要ではないと述べる。すなわち、暖簾の切り下げによって損失が生じる場合や株主の

通常の配当が行えなくなる場合には、暖簾の切り下げは好ましくないとする。また、利益が通常の配当を満足させ

ることしかできない場合には、暖簾の切り下げは正当化されるが、このような場合には超過利益が存在せず、切り

下げには資本の減損を伴うこととなる。他方、利益が十分で配当要求を超過する場合、暖簾の価値は正当化され暖

簾を切り下げる理由がなくなると、その理由を述べている3)。

表１　HatfieldとKesterの所説の比較
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４－２－２　J. M. Yangの所説（1927年）

Yangは暖簾について次のように述べている。暖簾概念は、経営環境の変化に伴い、愛顧（patronage）から超

過利益の資本化へと拡張した。超過利益が存在する場合、暖簾やその他の無形要因の存在は保証されるが、個々の

要因の価値を決定するには超過利益の各要因への帰属が必要となる。しかし、実際にはそれぞれの要因の超過利益

への貢献を分離する正確な方法は存在しない。それゆえ、すべての無形要因を包括した、超過利益の資本化という

広い暖簾概念が正当化されるという。

非買入暖簾については資産と認識されるべきではないとする。無形資産の測定には超過利益の帰属の作業が必要

となるが、実際にはそのような帰属は不可能である。また、無形資産は企業全体が売却されるまで価値が実現され

ず、継続企業として経営される限り、確かな価値を持つことは稀である。従って、非買入無形資産は会計上資産と

は認識することができないとする。

買入暖簾については資産として認識することができるという。買入れの場合、実際に投資が行われ原価が支払わ

れたという点に注目して、無形資産の認識が可能であると結論づける。

償却については、無形資産は、取得価額を決定する際に超過利益を資本化するのに用いた期間にわたって償却さ

れるべきであるとしている4)。

４－３　原価主義定着後の理論

４－３－１　A. C. Paton and Littletonの所説（1940年）

Paton and Littletonは暖簾について、ある企業が特に優越した収益力を持っており、このような優越性が、特

許などに表わされている特定の独占的な認可などで説明できない場合、その企業は暖簾を持っているとする。

大規模な広告支出およびその他の支出で将来の収益形成のために費やしたものを暖簾として計上するという主張

は支持するに足るほどの妥当性を備えていない。一般にそのような費用の将来に対する影響は不確定であり、この

ような処理は財務諸表の信頼性を損なうとする。

償却については、次のように述べている。「法人所得税法上、暖簾の原価は原則として償却されるべきではない

表２　CouchmanとYangの所説の比較
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という立場がとられてきたが、この立場は不健全である。あるゴーイング・コンサーンを購入する価格のうちに含

まれている暖簾の原価は、本質的には、推定超過収益力をその時の現価に割引した額である。したがって購入され

た暖簾は後に具体化するはずの利益の一部分に対する借方額を事前に認定しているものにほかならない。したがっ

て、暖簾のために費やされた額はあらかじめ代償を払い込んでいない利益を測定できるように―支払額決定の計算

の基礎として用いられた期間内に―全額収益に賦課しなければならない。」5)

４－３－２　G. O. Mayの所説（1943年）

G. O. Mayは、「無形資産」という言葉は、会計において、文字どおり無形であるすべての資産を意味しないで、

暖簾や比較的高い収益力の諸項目を意味するという。そして、この前提のもと、その処理について次のように主張

している。「無形資産の償却あるいは除去を要求する提案は、その基礎を会計に、あるいは出資者への顧慮におく

よりも、社会政策の概念においていることは明らかであるように思われる。巨額の資本的投資が破産ないし任意の

清算の理由によって、毎年、記録から消滅せざるをえないということを観察することは、それゆえ、適切である。

……多くの場合、無形資産は、その帳簿価値が不適当とみられるゆえに切り下げられたということを念頭におくこ

とは重要である。経営者は、記録数字を静止したままにおくことや未実現の増価を帳簿に記録することを等しくき

らって、資産を名目的数字にまで調整して、もしその必要が生じた場合には実際価値をそのときに決定されるにま

かせた。無形資産の償却のために、純粋に恣意的な基礎のほかは見出しえないこと自体が、償却を強制的なものに

することに反対する強い論拠である。……この全般的な問題について明瞭になったと思われる結論は、無形資産の

償却は許容されるが強制されてはいないということである。」

また、「会計において、固定資産―有形のもの、無形のもの、同様に―は、価値ではなく原価の基礎に基づいて

表示され、……投資者が無形価値に対して実際に支払うところのものは彼が株式を買うとき支払う価格によって決

定されるということができるであろう。」と、無形資産を原価で評価することを主張している6)。

表３　Paton and LittletonとMayの所説の比較
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５　おわりに

以上、米国の暖簾会計の歴史的変遷について概観した。米国会計学者の所説を比較検討するため、図解したもの

を参考資料として添付している。

1944年のARB24号は、無形資産の会計処理について、単一な処理を規定するのではなく、複数の処理を認め

ていた。Paton and Littletonが原価主義を主張している中、ほぼすべての実務を容認するような形で複数の処理

が認められたのは、Mayなどの実務家からの意見を反映していると推測される。

会計基準は会計実務から帰納的に、会計理論からは演繹的に確立される。会計基準の変遷を研究する際には、理

論と実務の双方からのアプローチが不可欠である。さらに、実務に影響を与える社会環境や制度環境も視野にいれ

る必要がある。

このような総合的な視点に立ち、今後はARB24号制定後から現在に至るまでの米国暖簾会計の変遷を研究して

いく所存である。

１）清水（2003）p.35̃36.

２）清水（2003）p.41̃43.

３）清水（2003）p.52̃54.

４）清水（2003）p.54̃62.

５）中島省吾訳（1958）p.152̃153

６）木村重義訳 p.163̃178
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はじめに

いわゆるハコモノ行政の賜物で全国には大小約5000の音楽ホールがある。しかしながら、ほとんどのホールで

は音楽の専門家はおらず、自治体からの出向者によりなされており、音楽ホールを生かしきれていない状態が散見

される。音楽と経営のわかる人材が必要とされているわけで、こうした人材を上武大学で輩出できるようにするた

めの方法について考える。

１．上武大学吹奏楽部の地域連携

上武大学吹奏楽部は1991年に創部したが、徐々に部員数が減り2002年ごろには数名の部員が活動しているよ

うな状況となった。2005年１月に現在の山本佳弘監督に就任してもらい部の建て直しを図った。同年４月にわず

か５名の部員でスタートしたが、同年12月のアンサンブルコンテスト群馬県大会にて金賞（県代表）となるなど

活躍し、2006年２月には第１回定期演奏会を開催した。また、2008年には吹奏楽コンクール群馬県大会で代表

となり西関東大会に初出場、アンサンブルコンテストでは、木管四重奏が県代表、西関東代表となり全国大会に出

場するなど活躍した。

毎年11月に行われる合唱や吹奏楽を中心とした音楽祭「ふれあいコンサートin新町」については2005年度より

実行委員として関わりその企画・運営を行った。2008年には「高崎フェト・ド・ラ・ミュージック」への参加を

打診され、協力して行った。2008年に吹奏楽の祭典である第１回「ミュージック高崎ジャパン」が開催されたが、

2009年からはその運営に関わるよう依頼されている。2009年には、群馬県内の中学・高校のアンサンブルチー

ムを上武大学に集めてレクチャーコンサートを開く予定でいる。

こうした学生が主体となった地域連携を大学の特色とし、学生募集と学生の就職先の確保を考え次のようなプラ

ンを提案する。

２．音楽マネジメントコースの設置

音楽ホールの企画・運営に携わる人材の育成のため、メディアマネジメント学科に「音楽マネジメントコース」

を設置する。既存のカリキュラムに「音楽プロデュース論」、「音響・照明実習」など数科目を置き、不足部分は専

門ゼミで補うことにする。設備は既存の三俣記念館ホールが利用できるのでコストもあまりかからず実現できるも

のと考える。音楽大学などにこのようなコースを設けている大学もあるが、経営系の大学で設けている例はまだな

いと思われる。主な就職先が地方自治体となることを考えるとマネジメントの専門家を養成できる経営系の大学に

設置することが適切であろう。

＜参考文献＞

フェト・ド・ラ・ミュージック実行委員会「フェト・ド・ラ・ミュージック企画書」、2008年

経営情報学部　准教授●植松　盛夫

音楽で地域連携を

シーズ・地域連携
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ミュージック高崎ジャパン実行委員会『ミュージック高崎ジャパン2009』高崎市市長公室文化課＜http://home-

page3.nifty.com/mtj/PC/index.html＞2009年８月31日
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大学に於いて技術を保有していてもそれを活かす場がなければ何の役にもたたない。また実社会で求められる形

を以て提供することが社会貢献となり、結果として大学の存在価値を高めるものであろう。今回は、インターネッ

トを利用したシステムを地元と試行錯誤しながら開発している過程で見えてきた産学連携に関する本学の課題と今

後の方向性を考えてみたい。

そもそも何ゆえ連携が求められるのか。企業側から見れば新技術に対するライセンスや、専門会社に開発を依頼

した場合の費用等負担の軽減が大きいのかもしれない。大学側から見たらどうなのであろう。連携を行うことで、

自身の理論検証とともに業種ノウハウの取り込みや、地域への密着、人材育成等得る物は多い。しかしそこには大

きな落とし穴も存在する。

窓口と分野

個々に連携を始めることは容易である。しかし折衝やマネジメント、実務を学内作業と併行して行えば負担に伴

い効率が著しく低下する。また不足するスキルが存在した場合どうであろう。問題の切り分け等余分な時間を費や

し速度低下が連携を破綻への道へと歩ませることになる。もし全体の調整窓口を設置し機能させれば、より高いス

キルを保有する教員を連携させ解決への道を歩ませることができるかもしれない。調整窓口とは電話番ではない。

連携担当者が本来の作業を行う為にそれ以外の作業を分担し作業負荷を低減させることが目的だ。前提として学内

全体の意識改革も必要となる。自分の分野から少しでも外れると「私には出来ません」と連携を拒む風潮は学生に

も飛び火する。

連携時にも問題は発生する。要望を纏めていく過程で優先度が不明確となり必要なのか希望なのか徐々に曖昧と

なる。これは責任、決定権の所在が明確ではないことから発生する。しかし複数企業と作業を行う場合、お互いの

立場が等価である為に往々にして発生する問題である。これを回避する意味でもお互いの意思決定代表の存在は不

可欠であろう。

人材育成

指導者に、机上ではなく、先ず行動し模範を見せるスキルが求められるであろう。これは学生との信頼関係に直

結する。大学の大きな目的は研究と人材育成であるが、連携という場を以て学生時代から理論と実務に接し理解を

深めさせる努力が必要である。これは一部のゼミで実施することは難しい。自分だけ負担が増えることをよしとせ

ず、大半の学生は楽な方へと流れるのだ。大学全体が活動することにより、それが当たり前だという環境を作り出

さねば回避しきれない。

学生を投入させる場合には時間的制約も多い。事実３年次からの登用では技術の習得に１年以上必要とし、意識

不足からなのか人員の不足とあいまって実質作業時間は数カ月、成果物も不完全となる。これが担当者の負担増へ

と繋がり、より連携速度を低下させる要因となっているのだ。連携に関する大学全体の意識向上が可能であるなら、

経営情報学部　准教授●黒澤　廣宣

技術の種・連携の課題
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能力のある人材の発掘も可能となり問題回避できるのではないだろうか。結果としてより高いスキルを持った学生

を輩出することに繋がることになる。

負担

現在の環境では時間や費用に於いて個人負担は否めない。そもそも連携に関する仕組みが定められていないから

に他ならないからだ。机上だけではない評価基準も不可欠となる。連携は時として長期に及ぶことになるが、担当

者のモチベーションを低下させない為にも早期の策定が望まれる。

まとめ

先ずは全員が自分自身で取り組む行動を作り出す必要があるのではないか。それを学生指導に活かし連携に取り

込んだ結果、担当者間の情報交換という場を以て本当の産学連携に結びつかせることが可能であろう。また併行し

て箱物とならない仕組みづくりを意見交換の場の中で行う必要があると考える。
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はじめに

大学における研究活性化にはどのような要素が必要であろうか？大学の認証評価機関の一つである大学評価・学

位授与機構の『高等教育に関する質保証関係用語集』1) によれば、高等教育の質（Quality of Higher Education）

は以下のように定義されている。

「高等教育の質は多義的な概念（multi-dimensional concept）であり、高等教育の利害関係者（stakeholders）

が、学生及びその保護者、将来の雇用者、教職員など多様であるため、それぞれの利害関係者に対する質を単一概

念で図ることは容易ではない。ただし、高等教育の質を評価する際には、例えば大学ではどのような活動を行い、

適切に機能しているか、またどのような特色を有し関係者（stakeholders）にとって価値があるかといった諸活

動の質を分析・評価することになる。」

ここから言えることはすごくあたり前のことであるが、研究も教育同様、いかに自己評価のシステムを作り、い

かにスタンダードを用意して複雑に評価したとしても、実際の関係者すなわちステークホルダーへの還元があって

はじめて効果が検証できるということであろう。学問分野によりステークホルダーはそれぞれ若干異なるはずであ

る。しかしながら地域をはじめとする実社会の状況や真に抱えている課題や問題点を把握することは必要である。

学会活動をはじめとして、積極的に専門性を高めることは当然のこととしておのおのの研究者が取り組んでいるこ

とと思われるが、個々の研究がどのように実用化に向けて近づくのか、社会の中に変化をもたらすのかなどについ

ての理解を深めるには、大学の社会への積極的な参加は非常に重要と思われる。

地域に参加し、地域を知ることが研究活性化には必要

研究活性化に向けて、今改めて産学連携の必要性、企業研究の必要性、学内の学部横断的研究の促進などを強調

させていただきたい。Brent2)らは、科学（Science）の本質（Nature）について、「“科学（science）”という言

葉の語源はラテン語で“知ること（knowledge）”を意味する。ギリシャ哲学では、“知ること（knowledge）”は、

単なる意見（opinion）とは大いに異なる。」と言っている。さらに現代においては、「科学（science）の中に

我々は、何が真実（true）で本物（real）か、何がその逆かを区別する方法についてのアイディアを付け加えた」

としている。“知ること（knowledge）”は、科学（science）を通して信頼されることを手に入れたとも言ってい

る。単に意見を述べるのではなく、“知ること（knowledge）”が科学の第一歩であるならば、私達が現に生きてい

る地域社会および互いの研究を理解し、人々のニーズや現実生活について知ることは研究活性化には求められよう。

企業を理解すること：サンデン（Sanden）

本学の所在地である伊勢崎市にある群馬県地元企業としてサンデン（Sanden）がある3)。現在世界23カ国、52

拠点をもつグローバル企業であり、独自の質改善活動STQM（Sanden Total Quality Management）を展開して

いる。さらに、企業倫理を重視し、赤城フォレストをはじめとした環境への取組を積極的に進めており、企業責任

教育研究センター長●一戸　真子

研究活性化と社会参加
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（アカウンタビリティ）を果たしている。産業界における評価も高く、2002年には日本品質管理受賞、2007年

デミング賞受賞をはじめ、1998年、2000年、2006年にはデミング実施賞を受賞するなど数々の取組が評価さ

れている。またすでに群馬県立の高校との連携による自然体験活動プログラムの開発など産学（高校）連携による

地域貢献も行っている企業であり、様々な角度からみて参考になることが多い。サンデンの10原則を見てみると、

５つの基本原則（１．良き企業市民、社会との調和、２．人権尊重、３．環境、４．企業倫理、５．安全衛生）の

他、５つのステークホルダーに対する基本姿勢（６．お客様、７．社員、８．株主・投資家、９．地域社会、10．

取引先）が策定されている。利益重視の資本主義社会の中における企業であるが、しっかりと地域社会に対する配

慮が求められていることに注目したい。「９．地域社会」では「世界各地域の慣習や文化を尊重するとともに、地

域社会の発展や文化の向上に貢献します」としており、企業の果たす役割の中にしっかりと位置づけられている。

大学においても、とりわけ研究に関して言えば、一見あまり地域社会に対しては目を向ける必要性が薄いような感

もあるが、重要なステークホルダーの一つである地域社会との交流は新たな研究の芽の発見や研究の更なる発展な

どには必要と思われる。サンデンから学ぶことは大きいと思われる。企業研究をはじめとし、今後より積極的な産

学連携を促進できるよう、センターの活動を強化していきたい。

終わりに：金沢工業大学の紹介を通して

最後に他大学ではあるが、金沢工業大学について紹介し、本稿を締めくくりたい。金沢工業大学は、今最も注目

されている大学の一つである4)。朝日新聞出版発行の大学ランキング2010では、各大学の学長からの評価におい

て、教育分野では全国第１位、研究分野では第18位、総合では第２位と非常に高い評価を得ている。また、各高

校からの評価では中部地域では第２位、全国でも18位、各事務局長からの評価も第１位であり、事務職員力が優

れている大学と評価されている。教育の特徴としては、KITの教育を取り入れ、学生一人ひとりが自己実現の目標

を持ち、主体的に行動できる「学生が主役の大学」として全学的に取り組んでいる。研究についてもKITの研究と

して、高度な環境で研究ができる「産学共同教育研究」を推進し、産学連携で「夢と心と技を持つ」技術者・研究

者を育成している。さらに、学生を“顧客”と位置づけ、今学生に必要なことは何かを考え、各種の施策を展開し

ており、全国の大学ではじめてのCS室（顧客満足度推進室）の設置や、独自の自己成長型教育プログラム「アク

ロノ－ル・プログラム」の実施など、達成感にもとづく学生満足度の向上に全学的に取り組んでいる。こうした取

組に対し、国内の大学としてはじめて顧客視点から組織全体を運営する“卓越した経営品質の仕組み”のある企業

を表彰する2006年度「全国企業品質賞大賞」を受賞している。ここから言えることは、教育の現場においても、

企業と同様、さまざまな質向上への取組が教育・研究双方における大学全体の活性化につながっていることである。

高等教育の質向上には、冒頭にも述べたように、種々の利害関係者に対する真摯な取組が求められる。本学がグロ

ーバルレベルにおいて評価される日が近いことを祈って今後の活動を続けたい。
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