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上武大学教育研究センターは、平成19年４月、大学全体の活性化及び教

育研究の質的向上を目的に発足し、学部横断的に諸活動を展開し、今年度

年報第３号を発刊するに至りました。

今年の活動を振り返りいくつか挙げてみますと、学生・教育授業アンケ

ートの実施・結果・集計・分析、上武大学公開講座の実施・集計、全学合

同ピュアレビューの実施・検討、教育討論会開催、学内研究会と大学基準

協会の認証評価終了などがあります。なかでも、大学基準協会における認

証評価の受審は、全学をあげての最大の課題でした。しかしこれに係わっ

て下さった教員の皆様事務の皆様のご努力のおかげで、無事に通過する見

込がたちました。いくつか指摘された問題点もありますが、この点につい

ては今後少しずつ取り組み改善していきたいと考えております。皆様に心

よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。

今後はますます産学官の協力、大学と地域との連携が重要視される時代

となってきております。この２月にも産学連携・地域貢献活動による地域

振興を目指して“私立４大学連携事例発表会”がありました。「大学の地

域に対する貢献活動や大学を活用した新たなビジネスアイディアの展開を

広く周知し、地域振興に資することを目的としている。」とのこと、上武

大学においてもこの方面により力を入れてセンターの活動をしてくれるこ

とと思います。ますますの活躍を期待しております。
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上武大学において平成19年に教育研究センターが発足してから、足掛け

４年を経たことになりますが、この間、毎月センター会議が開催され現在

の活動状況に対する自己点検、未来にむけての本学の方向性などの論議が

なされてまいりました。センター会議の内容をもとにして平成22年度に行

われた大学基準協会の認証評価に対する準備が整い、その結果として「大

学基準に適合している」認証の通知を受けることができたことは、本学が

全学体制で将来を考え、Plan⇒Do⇒Check⇒Actionのサイクルを回す仕組

みが構築されたことを意味しています。本学に自律的に自らを高めていく

機能が定着したことにより、次回の認証評価作業はポイントもはっきりす

るため簡素化され、過度なエネルギーを要することなしにスムーズに進む

ものと期待されます。この間の、一戸真子センター長をはじめとする教職

員の皆様のご尽力に深く敬意と感謝を申しあげたいと思います。

高校から大学への進学率が50％になる時代を迎えた今、大学は学生教育

に従来にも増して力を入れて取り組むことが社会から要請されています。

入学の時点から卒業まで個々の学生に一貫した方向性をもって指導を行い

社会に送り出すためには、従来の「大学という概念」を新しい概念に作り

替えて具体的な取り組みを進めることが要求されることになり、そこには、

また大きなエネルギーが必要になることでしょう。さらに、「研究」に力

を入れてその推進をはかること、これは大学である以上決しておろそかに

できない命題であることは従来と変わりありません。新しい時代の大学に

於ける教育と研究という二つの使命をどのように調整させて進めていくべ

きか、この答えを一般論として具体的な形にして明示することは難しいこ

とと考えられます。ですが、大学としても個々の教職員としてもこの難し

い命題を常時意識し、具体的な取り組みを繰り返し試みることは、どうし

ても必要な時を迎えました。大学という外部から遮断された環境内に漠然

と日常性をくり返し、マンネリズムの中に居直ることは今や許されない時

代となったのです。

教育・研究に関する取り組みは個々の教職員が日々教育・研究に邁進す

ることを基本とすることは申すまでもありません。その上でさらに、各自

の工夫や検討結果、他大学などで進んでいる本学にも有益な情報などが互

いに話し合われて共有できる仕組みが出来、それが具体的に生かされれば

私達の未来への展望は、また大きく開けてくることと思われます。このよ

うな仕組みを今後どうしたら構築し、生きた形で本学に定着させることが

できるか、教職員各位とご相談をくり返して具体的なアクションに持ち込
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むことをこの１年間の課題としていきたいと考えています。ご協力をどう

かよろしくお願いいたします。
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この度、本学教育研究センター年報・第３号が発刊されることになりま

した。一戸センター長をはじめ、関係する教員・職員の方々のご努力に謝

意を表したいと思います。

我が国は、現在、少子化や失業率増加、景気の低迷、財政赤字など多く

の問題を抱えています。このような厳しい状況のなかで、地方の私立大学

は特にその実力を問われる時代となっています。幸い、本学は本年度に行

われた大学基準協会の認証評価において、若干の指摘事項はあったものの

「大学基準に適合している。」との評価を受け、次への飛躍が期待される状

況となっています。同協会の「新大学評価システム（平成23年度より）」

によれば、「今後の認証評価は大学が受身の立場で点検・評価を受けるも

のではなく、大学自身が質の向上を目指して積極的にさまざまな取り組み

をおこない、その進展度合いや成果、あるいは困難な問題に関して助言を

受ける、という、よりポジティブな形に変わるべきである。」との趣旨の

提言がなされつつあります。このような大学の自主的活動を基本においた

大学評価は大いに歓迎されるものと考えます。

それでは、本学では教育・研究の場でどのような積極的な取り組みが行

われている、あるいは、始まっているのでしょうか。第一には、積極的な

スポーツ活動があります。駅伝部の箱根駅伝３年連続出場、硬式野球部の

全国レベルの活躍、水泳部、テニス部、陸上部、軟式野球部などの活躍は、

学内のみならず群馬県内に大きな元気を呼び起こすことができたと思いま

す。また、吹奏学部も県内では高いレベルを誇っており、定期演奏会でも

多くの聴衆を魅了しました。

これらとともに、大学としての地道な教育・研究活動は大いに進めなけ

ればなりません。これらの中でいくつかの成果を述べてみたいと思います。

（１）看護学部は、過去２年、看護師国家試験において100％あるいはそれ

に近い合格率を残しました。また、「看護の日」の活動で地域貢献もして

きました。これは同学部の教職員の地道な活動がもたらしたものと思いま

す。（２）国際化へ向けての取り組み……これについては、認証評価でも

まだ十分とは言えない、と厳しい指摘があったところであり、我々もその

点を自覚して取り組む必要があります。これに対する取り組みとしては、

海外研修の充実を目指した活動があります。学生諸君の参加数は十分とは

いえませんでしたが、昨年、米国UCLA看護研修（看護学部）や中国・北

京大学訪問（主にアジア地域ビジネス学科）が行われ、参加学生には大変

よい経験になったと思います。今年２月には、スポーツマネジメント学科

を中心とする学生の参加により、米国カリフォルニア州立大などのスポー
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ツ施設・活動に関する研修旅行が行われました。また、昨年秋には、ビジ

ネス情報学部において留学生と日本人学生との間の交流会が行われまし

た。本学としては初めての取り組みであり、今後の展開が大いに期待され

るところです。

しかし、本学と海外の大学との交流事業はまだ不十分と言わざるを得ま

せん。グローバル化した現代世界のなかで我が国が活躍していくためには、

国際語となっている英語・英会話の学習にいままで以上に積極的に取り組

み、コミュニケーションの力を高める必要があります。それは学生諸君の

「就職力」向上にも大きな力を発揮することは間違いありません。

（３）卒業研究や大学院研究の充実……本年１月31日には、経営情報学部

で学部４年生による卒業研究発表会が行われました。本学としては初めて

の取り組みで、学生諸君の生き生きとした発表態度が大変印象的でした。

本学として大きな前進であると思います。それと同時に、学内公開の発表

会を試みたことにより、改善すべき点もいろいろ見えてきました。学生諸

君が主体的に改善に取り組み、さらに素晴らしい発表会ができるよう、努

力していただきたいと思います。また、２月９日には、本学初の試みとし

て、「修士論文最終発表会」が行われました。これは昨年11月３日に行わ

れた「中間発表会」で出されたいろいろな意見やコメントをもとに修士論

文研究を一層充実させようとする取り組みで、大変評価されるものと思い

ます。これらの学生諸君による成果を含めて、２月末には教育研究センタ

ーの主催により「学内研究会」が行われ、興味深い発表をもとに活発な質

疑応答がなされました。

（４）学内研究活動の充実……平成21年度から教員による学内研究費使用

ルールが改正され、審査を基本にした新しいシステムが開始されました。

このシステムは学内の研究活動をより活性化する上でも、また学外の科学

研究費などの競争的資金を獲得する上でも大変有用であり、今後、本学の

教育研究活動を充実する上で重要な基盤となると考えられます。

教育研究センターが、このような地道な活動を支える足場としてさらに

発展されることを大いに期待しています。
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［第１部］ 

教 育 研 究  
センターの 
活 動 及 び  
自 己 点 検  
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はじめに
まず、平成22年度に大学認証評価の受審を控えてい

るため、大学評価基準項目に沿った点検を意識して進

めた。また、具体的な点検・報告書の作成および提出

資料の収集や整理、作成なども行った。本学の自己点

検の特徴として、エビデンスに基づく「評価」という

手法を通してのスパイラルな教育・研究力の改善およ

び向上、組織全体の改善と向上を目指し、大学全体の

質の向上に向けて点検を行うくこととしている。単に

あるべき論や理想ではなく、実際に学生はどのように

大学生活を感じ、どの程度満足しているのか、学生が

授業にどのくらい積極性をもって参加しているか、卒

業してからも本学での学びは活用されているのか、教

員はどの程度自身の講義を評価しているのか、どのよ

うな改善点があるのか、職員はどのように感じている

かなど、学内外における大学の質向上に関わる各登場

人物が参加することにより、具体的な課題や問題点を

明らかにした上で、進歩および改善していくことを目

指している。そのため、多面的なアプローチを実施し

てきた。実施した各活動および内容については、セン

ター活動に協力していただいている教職員が各々分担

し、詳細にまとめてくださっている。執筆していただ

いた教職員の皆様にはこの場をかりて厚く御礼申し上

げたい。引き続きセンター活動に何卒よろしくご協力

をお願いしたい。

自己点検内容の検証－他大学との比較から
今年度の自己点検内容を他大学との比較から検証し

てみたい。平成20年度文部科学省「質の高い大学教育

推進プログラム」採択事業を行った山形大学について

分析することとする。山形大学の新たな試みとしては、

「授業改善から授業開発への新しい FD の展開」とす

るプロジェクトが、高等教育研究企画センターを中心

に進められている。具体的には、汎用性の高い学生主

体型授業のモデルを開発し、それを教員が共有し、

個々の授業担当者が自身の専門性に合わせて改良する

ことによって質の高い学生主体型授業を設計し、実践

することを通して、学生の社会人基礎力（積極性、コ

ミュニケーション力、課題発見、解決能力等）の育成

を目的として授業のモデル化がなされている。全学を

挙げて取り組んでおり、到達目標としては、「社会人

基礎力」の育成であり、その前提として、３段階のス

テップにより開発を行っている。第一期（平成20年

度）：学生主体型授業の調査・研究を行い、汎用性の

高いパイロット授業を開発する、第二期（平成21年

度）：パイロット授業を実施し、改良を加えながらよ

り質の高い授業を開発し、学内に共有化する、第三

期：初年次の全学生を対象とした学生主体型の教養セ

ミナーを開講し、改善を加えながら質の高いものにし、

本取組で得られた成果を全国に発信し、共有化を図る

こと、としている。具体的には、学生主体型授業の開

発・共有として、パイロット授業「未来へのアプロー

チ」を建築学、教育学、化学をそれぞれ専門とする3

名の教員によるリレー式授業として展開している。

「グループ学習→発表→全体討論→相互評価」を基本

として授業を展開し、されに授業外学習を義務付け、

学生の主体的な学習スタイルの確立と単位の実質化を

進めている。

さらに、これらの授業は毎回公開し、授業検討会を

実施、授業を参観した教員、授業に出席した学生、本

プロジェクトメンバーが一緒になり、授業内容、授業

方法、カリキュラム、教育制度、大学生生活等につい

て、広く、かつ深く議論し、討論会の模様をビデオで

撮影し、授業改善に役立てている。また環境として、

ICT の活用による学習支援がなされている。これら

の取組の結果をもとに、初年次の全学生を対象とした

学生主体型の教養セミナーを広く全学的に展開し、学

生の学習到達度の総合的評価と、学生主体型授業の共

11
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有化を図るために、授業の履修生による『課題発表コ

ンテスト』を全学で前・後期に実施し、また学生の主

体的な学習を支援する『主体的学習のための学習手帳』

を全学生に配布している。授業改善ビデオについては

2種類作成されており、「学生主体型授業へのアプロー

チ」および「あっとおどろく大学授業 NG 集」それぞ

れは学外に対しても配信・提供されており、自学のみ

ではなく、広く他大学にも参考になるものに仕上がっ

ている。

年間の取組の評価としては、学生主体型授業の調

査・研究報告、学生による授業改善アンケート、本プ

ロジェクト独自の社会人基礎力評価アンケート、外部

評価委員会などの資料を踏まえて、総合的に点検・評

価している。また積極的に FD ワークショップや FD

シンポジウム、報告書作成、ウェブサイトでの公開、

学術集会や研究フォーラムでの発表などを行ってい

る。もう１点着目すべきことは、基盤教育において、

学内の教員、そして多くの学生に支持され、質の高い

授業を提供してきた優秀な教員に「ベスト・ティーチ

ャー賞」を、新人教員には「ベスト・ティーチャー新

人賞」を授与し、表彰している。

非常にきめの細かいアプローチを行い、ステップご

とに学内において浸透していく仕組みづくりが見事に

行われている。山形大学は、人文学部、地域教育文化

学部、理学部、医学部、工学部および農学部の６学部

から構成される大学であり、学生数は１万人に及ぶ。

キャンパスは、山形市、米沢市および鶴岡市の３地区

にまたがっており、４つのキャンパスにおいて教育・

研究が展開されている。本学と比較してみると、学生

数では規模が異なるが、文理双方の学部がある総合大

学であり、キャンパスも１つではないことは共通して

いる。今年度は、本学においては、２回にわたって、

全学合同ピアレビューを実施した。平成22年度では、

次回の年報で詳細にご報告する予定であるが、授業参

観表を用いたピアレビュー実施後の全学合同の検討会

も実施した。さらに、原則として専任教員全員が１科

目授業を公開し、参観も他学部にまたがって実施して

いる。キャンパスの違いによる参観の難しさや専門性

の違いによる関心度の薄さなどが課題としてあがって

いる。今後は山形大学の取組も参考にしながら、より

本学の教育の質的向上がなされるよう効果的にピアレ

ビューが実施されていくことを期待したい。

おわりに－グローバル化に対応した自己
点検の必要性

今後の自己点検において重要となるキーワードにつ

いて整理しておきたい。まず、本学の自己点検ベース

となっているエビデンスについて考えてみたい。

OECD 教育研究革新センターの報告書によると、医

療の分野に比べ、教育の分野においてはエビデンスの

考え方があまりとられていなかったが、今後はエビデ

ンスに基づいた教育が必要であるとしている。さらに、

エビデンスに基づく教育の実践には、教員の能力開発

が欠かせないとしており、有効な方法は教員研修であ

るとしている。さらにエビデンスに基づく意思決定能

力が向上することが大学全体の質を向上させることに

つながるとしている。本学においては、教育討論会や

学内研究会で研修の機会を提供しているが、今後は教

員全体でさらに理解を深められるよう、また組織のあ

らゆる場面における意思決定につながるよう、研修プ

ログラムの開発を試みたい。

文部科学省から出された諸外国の教育改革の動向

は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中国、

韓国の６カ国について教育改革の動向を分析したもの

である。教育の量的拡大と質的向上の双方が進められ

てきたとしており、質的向上には、高度化と多様化が

キーワードであるとしている。その背景としては、グ

ローバリゼーションの進行や知識主導型経済の浸透、

情報通信技術をはじめとする科学技術の急速な進歩な

ど、近年、教育をめぐる状況は急速に変化しており、

人や物、サービスの国境を越えた移動がますます活発

になることで各国の経済・社会・文化が活性化する仕

組みとなってきた。と同時に、持続的に国を発展させ

るためには高度な知識・技能を有し、しかもその時代

12

上武大学教育研究センター年報　2009 No.3



の変化に合わせて更新し、社会の変革や新たなビジネ

ス創出などに活用できる人材がどの国にも求められて

いるとしている。

中でもアメリカでは、アカデミックな教育と職業教

育の統合に着手しており、教員の研修・評価に関する

改革も行われているとしている。優秀な教員を確保す

るために、離職者の多い若手教員に焦点を当てた取組

として、経験を積んだ教員が個別に支援するメンター

教員が導入されるようになっており、さらに全国規模

で優秀教員を認定しようとする取組が注目されてきて

いると分析されている。優秀教員認定制度は、前述し

た山形大学等において実施が試みられているものであ

るが、わが国において臨床研修医教育などにおいて取

り入れられているメンター制は、医学以外の教育の現

場においても適応すると思われ、効果が期待される。

今後の研修プログラムの検討の中において、メンター

制も一緒に検討していきたい。

グローバリゼーションの流れの中でどのように高等

教育が進んでいくかについてまとめられた OECD の

リポートによると、今後の流れとして「説明責任とし

ての質保証（quality assurance for accountability）か

ら、より高めていくことや改善していくための質保証

（quality assurance for enhancement or improve-

ment）」にシフトしていくことが望ましいとしている。

説明責任を果たすための情報の開示や自己点検は、や

はりどこか自発的ではなく、社会的要請を受けてとい

った感が否めない。その状況下では、業務の増大や疲

労感だけが残り、実際のところあまり効果が期待でき

ないであろう。自己点検による効果を実感しプロセス

の改善を通して、よりよいアウトカムを導き出すこと

ができ、教職員が満足するというサイクルが大学に定

着した時、大学がグローバル化にも対応できる質の高

い柔軟な組織となっていることと思われる。上武大学

もそのサイクルを身につけて、教職員の満足度が高ま

り、国際舞台で活躍でき、我が国の発展に貢献しうる

人材をたくさん輩出できるよう、センターの活動も引

き続き微力ながら進めていきたい。

引用文献

OECD 教育研究革新センター編著、岩崎久美子、菊

澤左江子他訳、『教育とエビデンス－研究と政策の

協同に向けて』、2009、明石書店

OECD, Higher Education to 2030 Volume 2

Globalisation, France, OECD Publishing

文部科学省生涯学習政策局調査企画課、『諸外国の教

育改革の動向－６か国における21世紀の新たな潮流

を読む』2010、ぎょうせい

山形大学『学生主体型授業開発共有化 FD プロジェク

ト』〈http://www.yamagata-u.ac.jp〉2011.1.15
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１．はじめに
大学教育における質保証の問題が重視され、本学で

も教育の質向上をめざしたさまざまな取り組みを行っ

ているが、その一環としてピアレビューを実施してき

た。平成20年度は学部別に行い、平成21年度からは、

全学合同のピアレビューを試行した。各学部の特性や

専門性の違いがある中、全学合同のピアレビューを実

施するには困難も予測されたが、専門性や立場の違い

は多様な価値観に触れ、思考の広がりや柔軟性を育む

機会ともなる。より広い視野に立った質の高い教育の

実現をめざし、まず第一歩を踏み出すこととなった。

２．全学合同ピアレビューの目的・目標
１）目的

学部の特色や専門性を超え、上武大学全体の教育力

の向上・改善を図りよりよい教育の実現をめざすこと

を目的とする。

２）目標

（１）大学教員として豊かな人間性を備え学習者の

人間的成長を育むことができる。

（２）大学・学部の教育理念・目的を個々の教育実

践に反映させることができる。

（３）学生を成長する力を備えた人間として信頼す

ることができる。

（４）学生の主体的学習を育む教育を実践すること

ができる。

（５）学習内容にふさわしい教育方法を実践するこ

とができる。

（６）学生の学力を検証することができる。

（７）より質の高い教育をめざし教育上の課題を明

確にすることができる。

３．実施方法
１）ピア（同僚）について：ピアレビュー開催の趣

旨から、同僚（ピア）を学部や専門性の違いを超

え広く教育のプロフェッションである本学の全教

員とした。

２）実施時期：平成21年６月８日（月）から19日

（金）までの２週間

３）公開授業科目：各学部から４科目の計12科目と

した。

対象科目は、教養、専門を問わないこととし、

web 上で公開授業の担当者を募集した。同時に

各学部４科目の開講が可能となるよう個人的な要

請も行い、表１の通り公開授業科目が決まった。

４）授業参観の方法：授業参観は１教員２回以上、

そのうち１回は所属学部以外の授業を参観するこ

とを基本とした。

５）公開授業に必要な資料等ならびに授業参観時の

記録用紙等について

参観者の授業内容の理解を助けるために次のも

のを準備した。

（１）各科目のシラバス

（２）各公開授業について、その科目全体の中の当

該授業の位置づけならびに授業概要

科目全体の中の当該授業の位置づけ、単元目

標、到達目標、授業内容等について所定の用紙

に記入し事前に提出してもらい、授業開始の前

に参観者に配布した。

平成21年度　調査分析結果報告

平成21年度　上武大学全学合同ピアレビューの試行

教育研究センター兼担 相馬　朝江
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（３）研修用の記録用紙は、ピアレビューの目的・

目標に沿い、教員相互に学び合うための用紙と

して、授業担当者用、参観者用の２種類を用意

した。用紙は、公開授業から何が学べたかを明

らかにするために活用していくことを目的に作

成した。したがって、授業評価を目的としたも

のとは本質的に異なる。

①授業担当者用記録用紙

本記録用紙の構成は、まず、¡目標に関連

する事項、™目標に内包される主な概念、

£授業者が¡、™について授業展開時に意識

したか否か、また意識した場合の程度（かな

り意識していた、少しは意識した、ほとんど

意識しなかった）¢、£について判断した根

拠となる事実や思い、∞、£に関して授業を

通して得られた教育力向上・改善につながる

気づきや提案などである。記述方法は、£は

該当欄に○印をつける、¢、∞については自

由記述とした。

②授業参観者研修用記録用紙

本記録用紙の構成は、¡目標に関連する事

項、™目標に内包される主な概念、£参観者

が授業を参観し¡、™に関する内容を観察で

きたか否か、また観察できた場合の程度（随

所に観察できた、少し観察できた、観察でき

なかった、評価できなかった）、¢、£につ

いて判断した理由や根拠、∞、教育力向上・

改善に結びつく自由な意見・提案などであ

る。記述方法は、参観した科目名、所属学部

のチェック、£は該当欄に○印、¢、∞は自

由記述とした。なお、£に含めた「評価でき

なかった」は、今回のピアレビュー企画の意

図にはなじみにくいが、教員間の合意のもと

で全学的に実施するため最終的に含めること

とした。

（４）記録用紙の提出について

①「授業担当者用記録用紙」：授業日翌日ま

でに教育研究センター

②「参観者研修用記録用紙」：参観授業の終

了時事務室所定の場所

（５）公開授業終了後の授業検討会について

ピアレビューにおいては、公開授業終了後の

討論は学びを深める上では欠かせないが、今回

は諸事情から授業終了後にその機会を設けるこ

表１　公開授業科目



とが困難であった。やむを得ず、ピアレビュー

終了後６月29日に予定されていた全学の教育討

論会でピアレビュー実施結果の報告を行うこと

になっていたため、そこでまとめて意見交換を

行うこととした。

４．実施結果
一部科目の変更があったほかは計画通り実施され

た。

１）授業参観者数

参観者は延べ数79名、学部別授業参観者数は表

２、科目による参観者数は表３の通りである。

２）授業担当者による「ピアレビューの目的・目標

に関わる授業展開上の意図や教育力向上・改善に

向けた提案」用紙の記述内容

（１）「目標（教育力の向上）との関連」「目標に内

包される主な概念」に対する授業展開上の担当

者の意識（表４）

授業担当者の９割近くが目標との関連を意識

しながら授業展開を行っていた。

（２）７つの目標と内包される概念について授業展

開上意識したことの根拠となる事実や思い、な

らびに授業を通して得られた教育力向上・改善

等に関わる気づきや提案についての記述内容の

分析結果

項目ごとに自由記述された内容について意味

をなす文章ごとに整理した。授業者の目標ごと

の記述項目数は表５の通りである。授業展開上

意識したとする判断根拠は12項目から15項目、

授業を通して得られた教育力向上・改善等に関

わる気づきや提案は、６項目から９項目あげら

れていた。

次に、項目ごとの授業者の記述内容のうち、

授業展開上目標内容を意識したと判断する根拠

となる事実や思いは、主に次のような内容であ

った。

（１）人間形成に関しては、基礎的な原理・

原則の理解を導く、科目に繋がる倫理観を理論

と実践に結び付け理解できるよう教授、社会に

出てからも役立つことを意識した授業、教案に

16
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表２　学部別授業参観者数（79名）

表４　目標に関連する内容への授業担当者の意識

表３　参観者数別科目数
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自分自身の学問観を盛り込む、授業中の言葉遣

いや明確な説明など、（２）教育理念・目的の

教育実践への反映に関しては、雑草精神（あら

くさだましい）の尊重、学生たちの目標に向け

モチベーションを高めるための発問や考える時

間を与える、学生の苦手部分の説明強化など、

（３）学生観に関しては、若者の豊かな感性と

向上心を刺激する、質問に応えた学生の考え方

を肯定し様々な考えのあることを認める、既習

知識を表現する機会作りなど、（４）主体性を

育む教育に関しては、学生に考える教材の提供、

学習に興味を持たせる、学生の能力を信じる、

思考過程の重視、小テストや宿題を課し発表の

機会を作る、主体性や創造性を育てるなど、

（５）教育技術に関しては、理論と実践を交え

た講義、現場をイメージしやすい実物教材の提

示、視聴覚教材の活用など、（６）学力検証に

関しては、授業後に書かせた学生の学び、気づ

きの状況、ワークの感想などから理解状況を確

認、小テスト、発問、プレゼンテーションをさ

せる、レポート提出、練習問題の提供、理解度

を確認するため挙手させるなど、（７）質の高

い教育を目指した取り組みに関しては、興味あ

る内容を授業に盛り込む、新情報の提供に努め

る、学生の模範となる、学生とともに学ぶ、毎

回意見・要望を書いてもらい授業に反映させ

る、準備を十分に行う、新しい知識を身につけ

る手法を教えるなどであった。

次に、授業を通して得られた教育力向上・改

善等に関わる気づきや提案についての主な内容

は、（１）人間形成に関しては、知識の伝授に

とらわれずあらゆる場で人間性を育む、体験し

実感させて生きた知識にするなど、（２）教育

理念・目的の教育実践への反映に関しては、持

表５　授業担当者による記述項目数



久力、忍耐力養成に力を入れる、体験談や事例

提示など、（３）学生観に関しては、信じて見

守る、学生の立場に立つ、学生が将来を展望し

学習意欲を高めるよう関わる、発問を増やすな

ど、（４）主体性を育む教育に関しては、授業

を学生と共に作り上げていく、講義の中に演習

方式を取り入れるなど、（５）教育技術に関し

ては、学生と教師の相補関係、学生が真剣に取

り組む教育力、学生に参加させる、考えさせる、

視聴覚教材の活用など、（６）学力の検証に関

しては、学習方法指導、小テスト、課題検討、

事例活用等による理解度の確認など、（７）質

の高い教育を目指した取り組みに関しは、有用

な最新情報の教材を持つ、学びあう姿勢を貫く、

学生の意見・要望を真摯に受け止める、学生の

興味ある内容を課題とする、学生の資質低下、

学力差などを全学的問題として取り上げ改善す

る努力が必要、などであった。

３）参観者による項目ごとの記述内容

各項目に掲げられた内容に関し観察できたか否

かについては、「随所に観察（把握）できた」201

件、「少し観察（把握）できた161件、計362件で

あった。また、観察できたか否かの判断根拠、さ

らに、授業を通して得られた教育力向上・改善等

について自由記述された内容は、授業者の場合の

分析同様意味をなす文章ごとに整理した。参観者

の目標ごとの記述項目数計538の内訳は表６の通

りである。

記述項目数の最も多かったのは、（５）教育技

術に関する93項目、記述項目が少なかったのは

（７）教育課題の明確化に関する38項目であった。

その他項目ごとに記述数の違いはあるが50数項目

から60数項目の記述があった。なお、記録用紙に

は、同じ授業を参観しても詳細に記述されたもの
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表６　授業参観者の記述項目数
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から白紙のものまで、参観者により記述内容、量

には個人差があった。

次に、参観者が目標ごとに観察（把握）欄に記入

した判断の理由や根拠について記述された主な内容

は次の通りである。

（１）人間形成に関しては、豊かな知識、感化力、

教育への情熱、真面目さ、熱心さ、文化の熟知など

教師の人間性、知性、教育に対する姿勢など、（２）

教育理念・目的を教育実践に反映させる努力に関し

ては、将来を展望した授業展開、教育の継続性、学

問の集積性や体系性を踏まえた授業内容など、（３）

学生観に関しては、学生を個人として尊重し育む存

在とみる、信頼する、言葉づかい、課題の達成がで

きる指導など、（４）主体性を育む教育に関しては、

発問、空欄を埋めさせる、考えさせる機会を持つ、

根拠を示す、発言を生かすなど、（５）教育技術に

関しては、準備の良さ、学生参加型、対話型、授業

を柔軟に作り上げる、体験を組み込む、AV 機器利

用、事例提示、わかりやすい教材や使用のタイミン

グ、話術、説得力、パフォーマンス、理論と実践を

交えた講義など、（６）学力検証に関しては、学生

の反応を見ながらの授業、理解状況の確認、学生の

興味・関心ある話題の利用、ミニテスト、発問など、

（７）質の高い教育を意図した教育課題の明確化に

関しては、日常の授業、学生の理解状況を生かしな

がらの教育経験の積み上げ、一生懸命伝えようとし

ている姿勢、意欲をかきたてる授業、理解が不十分

そうなところを強調、質問を繰り返すなどであっ

た。

次に、授業を通して得られた教育力向上・改善等

に記述された主な内容は次のようである。

（１）人間形成に関しては、道徳観や責任感が衰

退していく中での人間教育重視、教員の価値観の押

しつけにならない、学生の受講態度への注意喚起や

指導など、（２）教育理念・目的を教育実践に反映

させる努力に関しては、明るい講義、教師と学生が

親近感を出す工夫、学問の集積性に気付かせるなど、

（３）学生観に関しては、学習の動機づけの工夫、

価値観の多様性を肯定的に受け止める、大人として

扱う、学習態度が気になる学生への指導など、（４）

主体性を育む教育に関しては、学生が視点を変えて

考えられるヒントを与えその反応をみる、主体性・

創造性を育むような刺激を与えるなど、（５）教育

技術に関しては、学生の顔を見ながら進める、説明

時のくせの指摘、時間配分への留意、パワーポイン

トの使用方法、板書の字の大きさ、教室の広さ、学

生の受講態度など、（６）学力検証に関しては、学

生の理解状況確認の具体的方法の提案、（７）質の

高い教育を意図した教育課題に関しては、学生との

やり取りを増やす、授業スピードを上げる、時間内

に答え合わせをする、楽しい授業の工夫などであっ

た。

なお、参加者の記述の中に、観察そのものが難し

い、一回の授業では判断できないなどの記述が計27

件あり、そのような記述の多かった項目は、（７）

質の高い教育を意図した教育課題に関すること９

件、（２）教育理念・目的を教育実践に反映させる

努力に関すること７件、（１）人間形成に関するこ

とは６件であり、記述がなかったのは、（５）教育

技術に関すること、（６）学力検証に関することで

あった。

５．考察
１）「教育力向上・改善」に向けた教員相互の学び

について

（１）目的の到達状況

今回のピアレビューは、学部の特色や専門性の

枠を超え、上武大学全体の教育力の向上・改善を

図りよりよい教育の実現をめざすことを目的とし

て初めて試行された。

授業担当者12名、授業参観者76名（延べ数）計

84名の教員の参加があったが、実施時期が、学期

途中であり授業や会議が並行して行われていたこ

と、２つのキャンパスが離れていること、看護学



部が臨地実習中であったことなど参加したくても

できない教員が少なくなかったことを考えるとま

ずまずの参加状況であったといえよう。

授業者、参観者による記録用紙の分析結果をみ

ると、授業者は、目標（１）～（７）の全てにつ

いて意図的・積極的に授業に取り入れ、学生に伝

えていきたいと考えていた。授業者による取り組

み内容・方法等については、共通する内容も見ら

れるが、独自の着眼点や創意工夫等も示された。

参観者の記録には、科目名、学部名等の基本事項

に未記入のものが含まれていたため、授業者の記

録と参観者の記録をつき合わせた分析は行ってい

ないが、主体性を育む教育、授業技術、学力の検

証など授業者の記述内容と参観者の記述内容には

かなり重なる記述が多い。

また、授業者と類似内容の記述が参観者の別の

項目に記述されているなど、全体的にみて、授業

者が意図的に授業で伝えていきたいと考えたこと

は参観者にも伝わっていたと考えられる。さらに、

授業者の記述にはなかったことが、参観者による

把握内容として多く記述されており、授業者には

新たな気づきにつながったと思う。自信になった

こと、反省になったこと、どちらも今後の授業に

生かされていくことが期待される。また、参観者

も、他者の授業を参観することで、教育力という

視点で多くの気づきを得ており、参考になった点、

改善点共に自分の授業に反映させていくことがで

きよう。

今回の公開授業は、教養科目あり、専門科目で

も基礎となる科目から応用科目まであらゆる科目

が含まれていた。これまでどちらかといえば、各

教員とも他学部や専門外のことに関心を向けるこ

とは少なかったと思うが、どのような授業科目で

あれ、授業者も参観者も共に「教育力」の向上・

改善を目指し相互に学び合うことができ、ピアレ

ビューが目指す方向に第一歩が踏み出せたのでは

ないだろうか。

（２）ピアレビューの方法について

①記録用紙について

今回は、７つの目標それぞれについて、授業

者も参観者も、「教育力」という共通の視点か

ら授業を通して考えたこと学べたことを自分の

言葉で記述する用紙を用意した。授業者には、

記録用紙に必要事項を全て記述していただくこ

とができたが、参観者の方は、同じ授業を参観

しても記述内容、量等にかなり個人差が見られ

た。自由な意見を知ることができたが、一方、

選択肢が用意されたものなどと異なり、書くこ

とへ負担感を抱いた教員もいたと思う。今回、

自由な記述から把握できたことを今後に生か

し、参観者に負担感が少なく授業改善に役立つ

記録用紙を工夫していく必要がある。

また、参観者の記録の中に、「観察そのもの

が難しい」、「一回の講義では判断できない」

「無理である」という記述が２７件あるが、今

回は、把握内容を率直に記述してもらうことを

意図し、記名なしとしたため書いた教員にその

理由を確認することはできなかった。しかし、

主な要因として考えられるのは、¡．本企画の

意図を全ての教員に徹底できないまま実施に踏

み切らざるを得なかったこと、™．テーマが

「教育力」という極めて基本的、包括的、根源

的なものであり、方法も一般的に行われている

「授業を参観し、評価する」というものではな

く、独自性が強かったため、初めての全学的な

取り組みとしては共通認識を得るのが難しかっ

たなどである。

研修用記録用紙は学ぶ手段として用意したも

ので、評価目的としたものではなかったが、実

施直前に最終調整の必要から参観者の用紙に

「評価できなかった」という項目を追加せざる

を得なかった。この点では企画の一貫性を欠く

ものとなった。

②授業終了後に検討会が持てなかったことに関
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して

ピアレビューは、授業後のディスカッション

が相互に学びを深めあう場として重要である

が、今回は各授業後にディスカッションの機会

を持つことができなかった。そのうえ、６月29

日の教育討論会におけるピアレビュー結果の報

告後にまとめて行う予定であったが、時間的な

関係で持つことができなかった。そのため、特

に授業担当者から自分の授業に対する参観者の

受け止め方を知りたいとの要望が出されたが、

今回は、授業担当者に参観者の記述内容を開示

することを前提としなかったため、参観者の記

録を直接授業者に開示することはできず、全体

をまとめた報告・配布資料から判断していただ

くことに留めた。相互に意見交換する中で学び

を深め合うという点からは残念な結果となっ

た。

③２つのキャンパスが離れていることについて

２つのキャンパスを往き来して授業参観を行

うことができたのは一部の教員に限られた。普

段は、他学部のキャンパス、教室に出入りする

ことはほとんどないので、このような機会を持

つことにより、他学部の教室環境、学生の傾向

などを知ることができよい経験となった。しか

し、無理な企画は継続が難しい。今後は遠隔教

室なども活用していく必要がある。

２）学生への影響力の面から

今回は、「教育力」に視点を当てたピアレビュー

であったため、参観者の関心が教師に向く傾向があ

った。教育において重要なことは、教師の教育力向

上が、学生の人間力、学力の向上に結びつくことで

ある。目標に掲げた７つの視点は、日々の授業で生

かされ、それを積み重ねることによって学生に影響

を及ぼし、学生の人間力、学士力が醸成される。

今後のピアレビューでは、今回の経験を基に、各

授業において学生たちに視点を置き、教育の影響が

学生にどのように及んでいるかを確認できるような

取り組みにしていくことを課題としたい。

６．まとめ
上武大学における第１回全学合同ピアレビューの試

行結果は、今後の課題を含め次のようにまとめられ

る。

①平成21年度前期ピアレビューの目的である上武大

学全体の「教育力」の向上・改善を図りよりよい教育

の実現を目指すということについては第一歩が踏み出

せた。

②学びの手段として用意した自由記述式の記録用紙

からは、多くの学びや改善点が把握されたが、記録用

紙は自由度が高く、参観者の一部に負担感を与えたと

思われる。今後は、自由な意見を出してもらうと共に、

負担感の少ないものを考えていく必要がある。

③授業終了後、記憶が新鮮なうちに討論の機会を設

定し学びを深めあえるようにしていく。

④２つのキャンパスが離れているため、遠隔教室の

利用を取り入れ、参加しやすくする。

⑤学習の主体である学生に視点を当て、教育の影響

が確認できるような企画を考える。



０．はじめに
本稿は、平成20年度後期に開講された授業に対する

学生アンケートの結果とその分析について報告するも

のである。

本調査の目的は、教員の授業改善を目指して、授業

改善に資する情報を収集することであった。本調査は、

上武大学の全学部生を対象に、学期末の授業時間内に

実施された。

１．多肢選択型調査項目に関する結果と
分析
多肢選択型調査項目について集計したデータを分析

する。分析には7181件（大学全体）のデータを対象と

した。その内訳はビジネス情報学部が3083件、経営情

報学部が1550件、看護学部が2548件であった。ここで

は、上武大学の全学、各学部の傾向を探るために必要

となる結果を取り上げ、分析した。

（１）予習・準備の平均時間

設問（２）で、「この授業のために毎回平均してど

れくらい予習や準備をして臨みましたか。」が出題さ

れた。結果は次の通りであった。

図１のグラフと表１より、各学部、そして全学にお

いても、授業に臨むにあたって予習あるいは準備をし

ていない傾向がみられる。特に、看護学部の学生の割

合が75％と一番多く、経営情報学部の学生の割合が

61％で３学部の中では最も割合が低かった。そして、

全学でも予習・準備をしなかったと回答した学生が

70％と多かった。

この結果は、上武大学全体として、予習や準備をし

て授業へ臨む学生が少ないことを示しており、学習に

対する意欲が低く、なおかつ学習習慣が確立していな

いことを示唆している。
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平成20年度後期　学生授業アンケート分析報告

教育研究センター兼担 牧野　智彦・荒井　淑子

図１　予習・準備時間の平均時間
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（２）復習の平均時間

設問（３）で、「復習は毎回平均でどれくらいしま

したか。」が出題された。結果は次の通りであった。

図２のグラフと表２より、経営情報学部を除き、ビ

ジネス情報学部、看護学部、そして全学においても、

約７割の学生は復習をしていないと回答した。その中

で、経営情報学部だけ「しなかった」を回答した学生

が60％であった。しかし、全体的な傾向として、上武

大学では復習をしない学生が多いことが示されてい

る。

表１　設問（２）に対する各学部・全学の割合

表２　設問（３）に対する各学部・全学の割合

図２　復習の平均時間



（３）欠席回数

設問（４）で、「この授業について、あなたは何回

くらい欠席しましたか。」が出題された。結果は次の

図３の通りであった。

図３より、ビジネス情報学部と経営情報学部は類似

した傾向を示していることがわかる。「欠席なし」、

「１・２回」の項目を回答している学生が65％で、

「３・４回」まで含めると85％強に至っている。一方、

看護学部は「欠席なし」の項目が約80％を示しており、

「欠席なし」、「１・２回」の項目を回答しているのは

90％を超えている。そして、全学でみても、「欠席な

し」、「１・２回」の項目を回答しているのは70％を超

えている。

以上の図３から、各学部と全学両観点から、上武大

学の学生は、授業への出席に対する意識が高い傾向に

あることがわかる。
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図４　授業への意欲

図３　欠席回数
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（４）授業への意欲

設問（８）では、「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。」を出題した。結

果は図４の通りである。

図４より、各学部、そして全学においても肯定的な

反応を示す学生は50％に至っていない。表３をみると、

ビジネス情報学部は48％、経営情報学部は46％、看護

学部は47％、そして、全学では47％であった。しかし、

否定的な回答（「どちらかと言えば意欲的でなかった」、

「意欲的でなかった」）は、ビジネス情報学部では９％、

経営情報学部では10％、看護学部では12％、そして、

全学では10％であった。これは、上武大学の学生は各

学部を問わず、全学として、授業に意欲的に取り組む

傾向にあることを示唆している。

（５）さらなる勉強の意欲の喚起

設問（18）で、「この授業によって刺激を受け、さ

らに勉強したくなりましたか。」を出題した。結果は、

次の図５の通りである。

図５より、各学部とも、さらなる勉強の意欲の喚起

について、肯定的な反応（「勉強したくなった」、「ど

ちらかと言えば勉強したくなった」）の割合が低いこ

表３　設問（８）に対する各学部・全学の割合

図５　さらなる勉強の意欲の喚起



とがわかる。特に、ビジネス情報学部、経営情報学部

はいずれも40％程度に留まっている。そして、両学部

とも、中間的反応（「どちらとも言えない」）の方が肯

定的反応よりも多かった。このように、両学部は設問

（18）について類似した傾向を示している。また、看

護学部は肯定的反応が47％で、50％に達していないが

中間的反応よりも多かった。

また、図５と表４より、全学でも、肯定的反応が

42％と５割に至っておらず、中間的な反応よりも低い

ポイントだった。

（６）教員の説明

設問（11）で、「教員の説明はわかりやすかったで

すか。」が出題された。結果は、次の図６の通りであ

る。

図６より、教員の説明のわかりやすさについて、肯

定的反応（「わかりやすかった」、「どちらかと言えば

わかりやすかった」）は、ビジネス情報学部が46％、

経営情報学部が47％、看護学部が49％、そして全学が

47％と、各学部だけでなく、全学でも50％に至らなか

った。しかし、否定的な反応（「どちらかと言えばわ

かりにくい」、「わかりにくかった」）は、ビジネス情

報学部が11％、経営情報学部が11％、看護学部が16％、

そして、全学で13％であり、肯定的反応の方が多い。

よって、学生は、当該授業において、教員の説明が

分かりやすいと思っている傾向がある。各学部間を比
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表４　設問（18）に対する各学部・全学の割合

図６　教員の説明のわかりやさ
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較すると、ビジネス情報学部と経営情報学部は類似の

傾向を示しているが、看護学部は、他学部に比べて、

否定的な反応が多い傾向にある。表５にみるように、

看護学部の学生の16％は、否定的な反応を示してい

る。

（７）板書やプレゼン用ソフトの見やすさ

設問（13）で、「板書やプレゼン用ソフトは見やす

かったですか。」を出題した。結果は、次の図７の通

りである。

図７より、各学部、全学ともに、肯定的反応（「見

やすかった」、「どちらかと言えば見やすかった」）が

一番多かった。その中で、ビジネス情報学部だけが

47％と、肯定的反応が50％に至らなかった。一方で、

看護学部は55％と、３学部の中で最も高かった。

また、否定的反応（「どちらかと言えば見にくかっ

た」、「見にくかった」）について、ビジネス情報学部

が12％、経営情報学部が10％、そして看護学部が11％

であり、否定的反応よりも肯定的反応の方が多かった。

これは、各学部とも設問（13）について肯定的な傾向

があることを示している。

そして、全学でも、肯定的な反応を示す割合が51％

と、全設問の中で最も高く、否定的な反応も11％であ

った。これは、全学でも、設問（13）について肯定的

表５　設問（11）に対する各学部・全学の割合

図７　板書、プレゼン用ソフトの見やすさ



な傾向があることを示している。

２．自由記述に関する結果と分析
自由記述の分析対象は、ビジネス情報学部が287件、

経営情報学部が133件、そして、看護学部が231件の

651件であった。自由記述を、【肯定的回答】と【否定

的回答】に分類し、その傾向を分析した。以下、授業

改善上、配慮する必要がある項目を取り上げることと

する。

（１）肯定的回答

全学の傾向として、一番多かったのは、授業が「わ

かりやすい」であった。これは３学部の学生が記述し

ていた。その他に、３学部の学生が共通に指摘してい

る観点として、「いい授業だった」、「よかった」があ

った。

次に、「楽しかった」や「面白かった」という意見

が多かった。これは、ビジネス情報学部での記述が一

番多かった。ビジネス情報学部の学生は、教員に対す

る評価を記述しているところに特徴がある。中でも、

「やさしい先生」、「親切な先生」、「素晴らしい先生」

など他学部では見られない記述が目立った。

また、全体的な傾向として、当該授業が今後の将来

に役立つ、授業内容の理解に役立つなど、「役に立っ

た」も多かった。特に、ビジネス情報学部、経営情報

学部に多く見られた。一方で、看護学部の学生は、

「さらなる勉強に興味を持った」という意見を多く記

述していた。この意見は、他の２学部では少数に留ま

っていた。

最後に、看護学部では、「DVD、ビデオ、資料を使

ったこと」、「プリントや資料が見やすいこと」が指摘

されていることころに特徴がある。この点に関して、

設問（14）で、「教科書、資料、ビデオなどの教材は、

授業理解の上で役に立ちましたか。」が出題され、設

問（14）について、看護学部の肯定的反応が56％で一

番高かった。これは、多肢選択型調査と自由記述調査

の結果が整合していることを示している。

（２）否定的回答

否定的回答で、最も多かったのは「板書の字が汚い、

字が見えにくい」であった。ビジネス情報学部と看護

学部で、この意見が多かった。

次に多かったのが、「わからない」「わかりにくい」、

そして「説明がわかりにくい」であった。これも、ビ

ジネス情報学部と看護学部で多かった。

そして、看護学部に目立った意見として、「教員間

の連携が悪い」や「授業になっていない」、「授業の段

取り・計画性」などがあった。また、プリントが見に

くい、使いにくい等、配布資料についての否定的な指

摘が多かった。

最後に、少数意見ではあったが、二点の配慮事項が

明らかになった。第一に、学生の質問に適切に答えな

いという指摘と、生徒から指摘された誤りを修正しな

いという指摘である。これは、教育に対する教員の資

質、姿勢に関わる問題であり、授業改善へ向けて十分

に配慮する必要がある。
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表６　設問（13）に対する各学部・全学の割合
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第二に、暴言、罵声、馬鹿にしている等々、ハラス

メントに関する指摘である。この件は、いかなる理由

があろうとも、決してやってはいけないことである。

教員が再度確認し、十分に注意しなければならない。

３．因子分析・重回帰分析に基づく授業
アンケートの結果分析
ここでは、授業アンケートの設問（６）から（19）

に関して、「授業の理解と満足に対してどのような要

素（要因）がどのくらい影響しているのか、その影響

度合いを解析した。

したがって、設問（７）「授業の内容を理解できま

したか」と、設問（19）「この授業に全体的に満足で

きましたか」の結果を独立変数として解析した。なお、

各設問は、「肯定的回答（５点）」から「否定的回答

（１点）」の順序尺度で聞いているが、１点から５点の

得点差の大小に意味を持つため、間隔尺度として扱っ

た。その中で、設問（９）「授業の難易度」と設問

（10）「授業の進行速度の質問項目」は、③の「丁度よ

かった」が最もよい得点と考えるなら、他の質問項目

の得点配置と異なってくるため、今回の解析では、こ

の設問項目を除外した。その結果、因子分析では、

9550件回収した中で7170件が有効回答となった。

また、重回帰分析では、（13）、（14）、（15）の各設

問で「０」と回答した学生のデータを除外し、１点か

ら５点のいずれかに回答のあったデータを対象とし

た。したがって、因子分析をかけた7170件の中から、

（13）、（14）、（15）の各設問で「０」と回答した学生

のデータを除外し、１点から５点いずれかに回答した

6464件を分析対象とした。

（１）因子分析

初期解の推定には、一般化した最小二乗法を用いて、

因子の回転としてオブリミン法を用いた1)。そして、

因子数の決定においては、カイザーガットマン基準

（固有値を１以上の因子を採用する）やスクリープロ

ット基準（固有値の低下が穏やかになる手前までの因

子）では一因子となったが、一因子では分解意味づけ

が煩雑になるため、因子の意味づけに納得のいく四因

子に決定した。

回転後の因子負荷量は、次頁の表７の通りである。

第２因子の「ノートやメモをとった」の設問項目は、

因子負荷量が0.506と低く、共通性も0.268と低いため

第２因子から除外した。したがって、第３因子の

0.803以上の因子負荷量が、因子意味づけの判断基準

とした。

因子分析の結果、第１因子は「教材の工夫」、第２

因子は「学習の意欲」、第３因子は「授業内容の質」、

第４因子は「教員の態度」と解釈された。

まず、第１因子は「教材の工夫」に関する設問項目

の集まりと解釈された。設問（15）「教員は質問に適

切に答えていましたか。」は、学生からの質問をうま

く利用して教材化して学生に返すと考えれば、第１因

子の「教材の工夫」と関連している。また、他の２つ

の設問（13）「板書やプレゼン用ソフトは見やすかっ

たですか。」、設問（14）「教科書、資料、ビデオなど

の教材は、授業理解の上で役に立ちましたか。」に関

しても、第１因子と関連している。そして、クロンバ

ックの信頼係数α＝0.897であり、0.8以上を示してお

り、３つの設問項目は内的整合性を持つと言える。

なお、「理解に役立つ教材」、「質問に対する教員の

適切な対応」は第３因子にも高い負荷量を示している。

さらに、「質問に対する教員の適切な対応」は第４因

子の「教員の態度」へも高い負荷量となっている。

次に、第２因子は「学習の意欲」に関する設問項目

と集まりと解釈された。しかし、第２因子については、

設問（６）「ノートやメモをとったか。」を除外したた

めに、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。」だけとなった。

そして、第３因子は、学生の学びに対する達成感や

モチベーションを刺激する質的要素をもつ因子の集ま

りと考え、「授業内容の質」に関する設問項目の集ま

りと解釈された。第３因子については、設問（17）

「教養や専門の知識を深めたり、技能を身につけたり



する上で、この授業は役に立ちましたか。」、設問（18）

「この授業によって刺激を受け、更に勉強したくなり

ましたか。」、そして設問（16）「教員の熱意を感じま

したか。」が、第３因子と関連する設問項目である。

そして、クロンバックの信頼係数α＝0.891で、0.8以

上を示しており、（16）、（17）、（18）の３つの設問は

内的整合性を持つと言える。

最後に、第４因子は、「教員の態度」に関する設問
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表７　因子分析の結果

表８　KMOおよびBartlettの検定

表９　因子相関行列
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項目の集まりと解釈された。第４因子について、設問

（11）「教員の説明はわかりやすかったですか。」と設

問（12）「教員の声は聞き取りやすかったですか。」が

関連する設問項目である。クロンバックの信頼係数

α＝0.855で、これも0.8以上を示しており、（11）、（12）

の２つの設問は内的整合性を持つと言える。

そして、表８より、KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）

測度は0.935で、Bartlettの球面性検定はｐ＜0.001で有

表10 ステップワイズ法による重回帰分析

表11 分散分析

図８　「授業に対する満足感」と「授業内容の理解」への４因子の影響度



意となり、因子分析適用の妥当性が保障された。

また、表９より、因子相関行列では、相関係数｜ｒ

｜＞0.9のような高い相関係数を示すものは見当たら

ないが、第１因子「教材の工夫」と第３因子「授業内

容の質」は、ｒ＝－0.805と高めで、強い相関関係に

あることを示唆している。

（２）重回帰分析

ここでは、因子分析によって明らかになった４つの

因子の中で、「満足できる授業」と「授業の内容を理

解できた」ことに寄与する因子は何かを明らかにする

ために、重回帰分析を行った。結果は表10の通りであ

った。

また、表11より、分散分析の結果、「満足できる授

業」においても、「授業の内容を理解できた」におい

ても、有意（Ｐ＜0.01）であり、Ｒ2 についても、い

ずれの従属変数とも0.5以上で、適合度は高いと評価

した。

前頁の表10の重回帰分析の結果、「満足できる授業」

に関して、「授業内容の質」が0.565（Ｐ＜0.001）と一

番高く、「満足できる授業」に最も寄与していること

がわかる。一方、「授業の内容を理解できた」に関し

て、「授業に意欲的な取り組んだ」が0.458（Ｐ＜0.001）

と最も高く、「授業の内容を理解できた」に最も寄与

していることがわかる。そして、重回帰分析の結果を

表すと次の図８になる。

４．考察
アンケートの集計結果の分析、自由記述の分析、そ

して、因子分析と重回帰分析の結果を踏まえて、第一

に、学習意欲の向上、第二に、学習習慣の確立、第三

に、教育方法（指導技術等）、最後に、授業に対する

学生の傾向について考察し、本学の授業改善の方策を

論じる。

（１）学習意欲の向上

学習意欲の向上は、小学校、中学校、そして、高等

学校においても、教育上重要な課題であることが、平

成20年３月と平成21年３月に改訂された学習指導要領

からも伺える。今回のアンケート調査より、上武大学

の全学的な傾向として、意欲的に授業に取り組んでい

る様子は、さほど見られなかった。しかも、当該授業

を受けてさらに勉強したくなったことについても、肯

定的な反応は低かった。

授業内容の理解状況について肯定的な反応は５割に

至っていない状況を考えると、授業内容について学生

が理解できるようにするための方策を考えることに終

始し、学習意欲の向上まで手が回らないのが実情であ

る。

他方、当該授業内容について関心を引き付けるため

に、授業の入り口での意欲向上への手立てをしたとし

ても、その後の意欲の継続、さらには、授業が終わっ

た段階でさらに勉強をしてみたいという。授業後の意

欲向上については軽視しがちである。

このように、学習意欲の向上のためには、授業全体

の入り口、中間、出口での学習意欲の向上を講じる計

画を立て、場面を設定しておく必要がある。

（２）学習習慣の確立

現在、我が国の小学校、中学校、そして高等学校に

おいて、学習習慣の確立は重要な命題となっている。

これは、各学校段階の学習指導要領第一章総則の中に

記されていることから明らかである。しかし、これは、

学士力の育成の視点から、初等・中等教育段階に留ま

らず、高等教育機関である大学においても、学習習慣

の確立は重要な命題となっている。この視点から、本

学の学生は、授業に臨むにあたっての予習や準備、あ

るいは授業の後の復習をしない傾向があり、残念なが

ら、本学の学生は試験期間以外での、普段の学習習慣

が確立されていないと言わざるを得ない。

よって、こうした状況を改善するには、学生による

日々の努力、挑戦はもとより、宿題とまではいわない

が、教員側からも毎回課題を課すなど、テスト期間以

外でも当該授業の内容について学習する機会を設定す

32

上武大学教育研究センター年報　2009 No.3



33

上武大学教育研究センター年報　2009 No.3

ることも一つの方策と考えられる。

（３）指導技術、教育方法

この視点に関しては、特に、本学学生による自由記

述をもとに考察する。自由記述をよむと、学生が授業

において何を求めているのがみてとれる。確かに、少

数であるが本質的な意見もある。

おそらく学生が望む授業は、分かりやすい授業であ

る。この観点から、自由記述をみると、授業改善のポ

イントが明らかになる。第一に、映像や写真等を効果

的に使用すること。これは、対象とする内容について

イメージを持たせるため、リアル感を湧かせるために

効果的である。

第二に、プリントやスライド、パワーポイントの使

用等、資料やプリントを準備すること。それも、資料

の見やすさに配慮する必要がある。これは、アンケー

ト調査でも板書の字の見にくさが多く指摘されてい

る。このような準備をせずして、授業内容を理解する

能力がないといって、学生に責任を転嫁するのは問題

である。また、配布プリントも穴埋め形式にするなど、

各授業の内容が整理されるように工夫すれば、学生も

復習しやすい。

第三に、授業の意図や本時の目的を学生に明示する

こと。学生の自由記述で、「授業ではどこが大事なの

か、ポイントがわからない」、「この授業で何をさせた

いのか、何を教えたいのかわからない。」等々、授業

の意図や目的が不明確なまま授業を行っているケース

があるようである。

毎回の授業での目的が明確でなければ、その授業で

学生が設定した目的を達成したのかどうかを評価する

ことも、目的を達成するためのアプローチも考えるこ

とができない。したがって、上述した学生の切実な叫

びを引き起こす授業になる。

（４）授業に対する学生の傾向

授業をするに当たって、学生が授業に満足すること、

学生が授業の内容を理解することは、主たる目標の一

つである。大学において、このような目標を達成する

ために、学生が授業に満足する要件は何か、学生が授

業内容を理解する上で何を必要とするのかといった、

学生が期待することを予め把握しておくことは必要で

ある。これらは、授業を構想する上で不可欠な情報で

ある。

まず、重回帰分析より、「満足できる授業」に関し

て、本学の学生は「授業内容の質」が重要と考えてい

る。具体的には、授業において教員の熱意が伝わるよ

う配慮する必要がある。淡々と授業をこなすといった

授業では、本学の学生は満足しないということがわか

る。そして、授業を受けて、知識や技能を身に付ける

ことができるようにするには、学生に身に付けて欲し

い知識や技能は何であるかを明確にしておかなければ

ならない。一方、知識については、授業の中で何度も

取り上げ、繰り返し問い続けることが考えられ、他方、

技能についても、繰り返し実践させたりする機会を、

授業の中に組み入れていくことが考えられる。さらに、

授業を受けて、もっと知りたい、勉強したいと思える

ような授業に、学生は満足するのである。これについ

ては、授業内容の理解度も大いに影響する。なぜなら

ば、授業の内容がある程度の理解がないと、更に知り

たいという欲求は出てこないからである。

そこで、設問（７）「授業の内容を理解できました

か。」のアンケート調査の結果をみると、各学部、そ

して全学においても肯定的な回答は50％に至らなかっ

た。しかし、否定的な回答はビジネス情報学部が12％、

経営情報学部が14％、看護学部が16％、そして、全学

では14％であり、各学部、あるいは全学では肯定的な

回答の方が多かった。これは、上武大学の学生は授業

内容について理解していると思っている傾向にあるこ

とを示唆している。これが示唆することは、更なる学

習への意欲の準備はできているということである。

一方、「授業の内容を理解できた」に関して、重回

帰分析より、「授業の内容を理解できた」には、「学生

の意欲的な取り組み」の寄与が高かった。つまり、授



業の内容の理解については、「授業内容」、「教員の態

度」、「教材の工夫」など、教員側の問題だけではなく、

「学生側の要因」が大いに影響しているのである。先

に議論したように、学習意欲をいかに向上させるかが、

本学の授業改善へ向けた一つの柱となる。今後は、本

学の学生の学習意欲を、何によって高めるか、あるい

は、どのようなことで学生の意欲が殺がれるのかを解

明し、本学の授業改善につなげたい。

５．おわりに
本学では、シラバスに到達目標が記述されている。

これは評価を目標準拠で行うことを意味している。目

標準拠評価における評価とは、学生自体が自らの理解

状況を的確に把握し、さらなる学習への意欲を喚起さ

せるものでなければならないし、なおかつ、教員が自

らの指導（授業）の改善に資する情報を得るために行

う教育活動である。この意味で、指導と評価は一体と

して考えなければならないのである。

この視点から、再度、各授業のねらい、それに対す

る評価規準、そして評価方法を検討し、授業を見直す

必要がある。そこから改善の方策を探る手掛かりが見

出されるのではないかと思われる。

最後に、今回のアンケート調査では、学生が正しく

マークできなかったため、欠損データが2400件に上っ

た。せっかく時間を割いて調査を実施したにもかかわ

らず、多くの貴重なデータが無駄になった。こうした

状況への早急な対応が必要である。欠損データに関わ

って、アンケート調査の実施方法の改善もさることな

がら、調査票自体、各設問内容についても見直す必要

がある。設問の問い方が回答する学生にとって、判断

しづらかったり、何を問われているのかが伝わりにく

かったりしたことも、その理由として考えられるから

である。これら調査票（質問内容、問い方）も含め、

調査の実施方法等について検討し、修正することが今

後の課題である。

注

１） シャピロ・ウィルク検定Shapiro-Wilk testで正

規性の検定を行ったが、すべての標本で有意確

率.000となり、ｐ＜0.001で有意となり「正規分布

に従わない」ということになった。そこで、天井

効果と床効果を確認したところ、回答に明らかな

偏りがないことが確認できたため、一般化した最

小２乗法を用いて初期解の推定を行った。

６．引用・参考文献
財団法人大学基準協会（2009）．大学評価ハンドブッ

ク．財団法人大学基準協会．

文部科学省（2008）．小学校学習指導要領．東京書籍．

文部科学省（2008）．中学校学習指導要領．東山書房．

文部科学省（2008）．中学校学習指導要領解説　総則

編．ぎょうせい．

文部科学省（2009）．高等学校学習指導要領．

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-

cs/youryou/kou/kou.pdf, (参照2009-03-09)．
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１．はじめに
FD 活動の一環として授業の内容及び方法の改善を

図るための組織的な研修及び研究に資することを目的

として、３学部合同の授業アンケート用紙を開発し、

Ｈ20年度より学生による授業アンケートを実施してか

ら３年が経過しようとしている。本学で開発した授業

アンケートの検証の一環として、Ｈ20・21年度の学生

による授業アンケート結果を比較検討した。本学の授

業アンケートの信頼性や妥当性を検討し、授業アンケ

ートの検証及び授業改善につながる知見を見出すこと

を目的としている。

２．方法
１）対象

ビジネス情報学部・経営情報学部・看護学部の３学

部の学生を対象に実施されたＨ20年度及びＨ21年度の

授業アンケート結果であり、平成20年度14,595件（ビ

ジネス情報学部6419件、経営情報学部3203件、看護学

部4973件）、平成21年度14,719件（ビジネス情報学部

6902件、経営情報学部3028件、看護学部4789件）、２

年間の総件数は29,314件である。

２）授業アンケート結果のパターン比較による安定性

の検討

本学で開発した授業アンケートは、学生の実態を表

しているのかについて検討するため、Ｈ20・21年度に

おける全学的な各設問に対する授業アンケート結果の

パターンについて比較し、授業アンケートの安定性に

ついて検討した。両年における対象（母集団）は異な

っているため、安定性が認められることは、Wording

（言い回し）や授業アンケートの構成そのものによる

影響が少なく、授業アンケート結果が学生の特性や反

応を反映したものと判断する一つの指標であると考え

ることができる。

（１）設問内容の分類

設問１～６・８は学生の行動特性や授業に対する

参加や意欲に関する設問であり、設問７・９～19は

教員の授業デザインや進行・技術・態度・成果に関

する設問であるため、前者を「学生の特性」、後者

を「授業に対する学生の意識」とした。

（２）パターン比較に用いる指標

①「学生の特性」を示す設問は、設問によって回

答形式が異なっている。１及び５は複数回答と

なっており、設問６及び８は、順序尺度による

５段階評価である。このため、設問２～４、６、

８は、回答結果の構成比を、設問１、５はデー

タより選択肢ごとの肯定率を算出した値を判断

材料とした。

②「授業に対する学生の意識」の設問７、９～19

は、順序尺度による５段階評価のため間隔尺度

とみなし、各設問の平均値を判断材料とした。

また、各学部別にも検討した。

３）因子分析による授業アンケートの信頼性・妥当性

の検証

探索的因子分析を介して授業アンケート内容の相互

関係の実証的な検証から、授業アンケート内容の信頼

性及び妥当性を評価した。分析対象とした質問項目は、

順序尺度評価となっている11項目（設問番号７・８・

11・12・13・14・15・16・17・18・19）である。設問

番号９・10に関しては、順序尺度のスケールが他の設

問と異なるため分析から除外した。また､設問６は因

子抽出後の共通性が低く、分析結果に影響があったた

め､分析から除外した。分析は、統計分析ソフトウェ

本学における授業アンケートの信頼性・妥当性の検討
－Ｈ20・21年度学生による授業アンケート結果比較から－

教育研究センター兼担 堀込　由紀・竹内　芳衛・竹内　成生



ア SPSS Ver.12を活用した。

４）内容妥当性の検討

文部科学省の「大学における教育内容等の改革状況

について」1) の調査報告の中の｢授業アンケートにおけ

る評価項目（Ｈ20年度）｣に挙げられている13項目

（表７参照）と本学の授業アンケート項目を比較した。

３．結果
１）授業アンケート結果のパターン比較による安定性

の検討

検討の結果以下のような特徴が認められた。

（１）「学生の特性」では、Ｈ20・21年度両年の全

学的な視点での構成比・肯定率に大きな変化は

なく、２年にわたって同様の結果を示した（図

１～７参照）。このため、Ｈ20年度及びＨ21年

度における全学的な学生の行動特性は類似して

いると考えられた。また、Ｈ20・21年度では母

集団の違う対象であるにもかかわらず、類似し

ている（変化がない）ことから、学生の現状を

反映しているものと考えられる。

36

上武大学教育研究センター年報　2009 No.3

図３　設問３

図２　設問２

図１　設問１
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図４　設問４

図５　設問５

図６　設問６

図７　設問８



（２）「授業に対する学生の意識」を示す設問７、

９～19においては、全学部及び各学部とも、２

年のデータのパターンはほぼ酷似していた（図

８～11参照）。

これにより、「学生の特性」「授業に対する学生の意

識」の２つの視点からの全学的な回答パターンは類似

していた。また、「授業に対する学生の意識」におい

ての学部ごとの回答パターンも類似していることか

ら、本学の授業アンケートには安定性が認められ、学

生の特性や反応を反映した結果であると考えられた。

２）因子分析による授業アンケートの信頼性・妥当性

の検討
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図８　設問７・９～19（全学部）

図９　設問７・９～19（ビジネス情報学部）

図10 設問７・９～19（経営情報学部）

図11 設問７・９～19（看護学部）
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学生による授業アンケート結果における因子分析の

妥当性を確認したところ、KMO 測度はＨ20度・Ｈ21

年度共に0.93であり、バートレットの球面性検定も共

にｐ＜0.01で、有意に単位行列とは異なり因子分析を

提供させることの妥当性が保証された（表１）。初期

解の推定には主因子法を用い、因子の回転としては､

因子間の相関を想定してプロマックス回転を用いた。

因子数は、スクリープロット基準を参考にし、４因子

とした。

回転後の因子負荷量から、Ｈ20年度・Ｈ21年度とも

に同じ４因子が抽出された（表２・３参照）。第１因

子は、設問16・17・18・19であり、教員の熱意を感じ

たか、さらに勉強したくなったか、知識・技能を身に

付ける上で役に立ったか､満足したか等の設問が構成

要素となっており、「授業の質」を示す因子と考えら

れた。設問16の「教員の熱意」は満足や刺激、学生の

動機付けと密接に関係していることがうかがえる。第

２因子は、板書やプレゼン用ソフトウェア教材の見や

すさ、教科書・資料・ビデオが役立ったかなどが含ま

れ、「授業の工夫」を示すと考えられた。第３因子は、

学生の授業への意欲と理解についての構成要素が含ま

れていることから、「学生の理解行動」を示す因子で

あると考えられる。設問７の「授業内容を理解できま

したか」は、一見教員側の要因であるとも捉えられる

が、学生は、自らの要因としてこの設問に回答してい

る傾向があると考えられた。第４因子は、教員の説明

や声など、教員の｢授業技術｣に関する因子であると考

えられた。

各因子の Cronbach のα係数を確認したところ、Ｈ

20・Ｈ21年度ともに0.8以上であり、各因子間の内的

整合性に関しては問題なく、信頼性が認められ、また

両年とも同様の結果から、因子妥当性も示唆された

（表４参照）。両年の因子相関行列を確認したが、とも

に因子間において0.8以上の強い相関関係は認められ

表１　KMOおよびBartlettの検定

表２　Ｈ20年度　因子負荷量



なかった（表５・６参照）。ある程度の相関をもちつ

つも、内容が一致するような因子は認められず、４因

子それぞれが意味を持っていることを示唆している。

以上の因子分析結果から、授業アンケートのうち、

回答形式が順序尺度評価である設問11項目に関して

は、内的整合性が保たれた内容構成であることから、

その信頼性について示唆された。また、母集団の違う

２年の分析結果がほぼ同一であったことから、その妥
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表４　４因子に属した設問及び Cronbach のα係数

表５　因子相関行列（Ｈ20年度） 表６　因子相関行列（Ｈ21年度）

表３　Ｈ21年度　因子負荷量
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当性についても示唆された。

３）内容妥当性の検討

文部科学省の「大学における教育内容等の改革状況

について」1) の調査報告の中の｢授業アンケートにおけ

る評価項目（Ｈ20年度）｣に挙げられている13項目

（表７参照）と本学のアンケート内容を比較した。ほ

ぼ同様の内容であったが、本学の授業アンケートの設

問項目にないものは「シラバスと実際の授業の関係」

「教室の広さ、空調などの物理的環境」であった。

４．総合評価と今後の課題
本学の学生による授業アンケートは、Ｈ20年度・Ｈ

21年度の全学的な比較からは安定性が高く、さらに、

回答形式が順序尺度評価である設問を対象とした因子

分析結果は、内的整合性が保たれた内容構成であるこ

とから、その信頼性・妥当性について示唆するもので

あるといえる。また、母集団の違う２年のデータで、

結果が酷似していることから、本学の学生の実態・反

応を反映したものであり、その信頼性は高いと考え

る。

２年間のデータから学生像や授業に対する反応を知

ることができた。本学の「学生の特性」は、予習や復

習をしないという学生が約７割であった。意欲的に授

業にのぞんだ学生は５割弱いるが、どちらでもない学

生が４割、意欲がなかったとする学生が１割存在して

いる。しかし、欠席回数は、欠席なしが４割強、１～

２回が３割であり、学部間でやや差があるもののおよ

そ７～８割の学生が大学の授業によく出席しているこ

とから、主体的に学ぶ意欲は低いとしても、授業に参

加している姿勢が認められた。いかに興味をもたせ、

意欲を喚起するかが教員に問われているといえる。

また、「授業に対する学生の意識」で、他の項目に

比べて平均値が高い評価となったのは設問16「教員の

熱意」設問18「技能や資格取得に役に立った」であっ

た。教員の姿勢や、取り組みに対する評価とみなされ

る。他の項目に比べて平均値がやや低い評価となった

のは、学部間で若干の差はあるものの、設問13「板書

やプレゼンの見やすさ」14「教科書・資料・ビデオは

役立ったか」15「教員は質問に適切に答えたか」であ

り、因子分析では「授業の工夫」として一つのカテゴ

リとなって表現されている項目群である。授業改善に

つながる学生からのメッセージであると受け止めるこ

とができると考える。

今回の検討からみえる本学の授業アンケートの課題

は次の２点が挙げられる。１点目は、因子分析から除

外した３つの設問である。設問６は、「ノートやメモ

を取ったか」であり、学生の授業の受講態度を問う設

問であるが、因子分析における共通性が低かったため

に除外した。その理由のひとつには、学部間の構成比

がやや異なっており、その理由として、演習や実技が

多い場合には評価が低くなる可能性があることから、

設問の Wording の再検討が必要であると考えられた。

また、設問９「授業の難易度はどうだったか」、設問

10「授業の進行速度はどうだったか」は、中央値が最

表７　授業アンケートにおける評価項目



も良い尺度となっており、他の設問とは尺度設定が異

なっている。

課題の２点目は、授業アンケート全体として複数の

回答形式で構成されていることである。選択回答形式

と順序尺度が活用されている。また、選択回答形式で

は、単一回答と複数回答の混在している。目的に応じ

た回答形式を選択していく必要はあるが、尺度はでき

るだけ統一していくほうが、学生も回答しやすく教員

も結果を理解しやすくなると思われる。今後は、実証

的に学生の実態や授業成果、その関連性を説明できる

ように授業アンケートを改良していくことが必要であ

ると考える。

文部科学省の調査報告の中の｢授業アンケートにお

ける評価項目（Ｈ20年度）｣と比較して、本学の授業

アンケートにない項目は「シラバスと実際の授業の関

係」「教室の広さ、空調などの物理的環境」であった。

シラバスは、授業デザインが表現され、大学設置基準

にも明記されているものである。「教室の広さ、空調

などの物理的環境」に関しては、本学で実施している

「学生満足度調査」に含まれているもので、授業アン

ケート開発時に除外された項目である。しかし、授業

ごとに、授業環境を良好に保つことは学習を促進する

ことにつながるため、これら２項目については追加す

るべきかを検討する必要があるかもしれない

前述の文部科学省の調査結果に対し、「現在の日本

の大学における学生による授業アンケートにおいて、

重視されるべき授業内容（content）よりも、伝え方

（context）の方に重きがおかれている」2) との指摘もあ

る。また、学生は学びの主体であり、「「授業」とは、

教員だけが制作している過程ではなく、その過程では

学生自身が内包され参加している。その意味では、授

業アンケートには、学生自身の自己評価を含むもので

ある。」3) との主張もある。授業改善に活用していくこ

とを念頭に置いた、体系的な授業アンケートへの改善

をすすめていく必要がある。

引用文献

１）文部科学省高等教育局　大学振興課大学改革推進

室「大学における教育内容等の改革状況について」、

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/0

4052801/__icsFi les/af ie ldf i le/2010/05/26/

1294057_1_1.pdf より

２）津川　秀夫・星野　真弓・吉村　信彦他「授業ア
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る授業アンケートの現在」東北大学出版会、88-89、

2010
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はじめに
上武大学は1968年（昭和43年）に商学部を礎として

開学され、1971年度に初めての卒業生を輩出して以来、

2008年までの開学40年間で多くの人材を社会に送り出

してきた。本調査は、開学40周年を迎えた2008年に本

学の全卒業生を対象として実施された。本調査では、

上武大学を母校とし、実社会で活躍する人物が本学を

どのように評価し、更には今後の大学に何を期待する

かについて意見を聴取することとした。これによって、

本学卒業生が入学時、卒業時、そして現在において望

む大学教育の在り方や教育・生活環境、種々のサポー

ト体制、社会貢献などについて把握し、その年次推移

を捉えることで、教育活動をはじめとした上武大学の

在り方を検討する材料として利用するものとする。

アンケート実施方法ならびに回収数
本調査は本学の卒業生を対象とし2009年１月30日－

２月27日の期間、FAXにてアンケーが実施された。

本調査における調査用紙の最終回収数は175件であっ

た。

アンケート項目
アンケートは記名式とし、記名内容は氏名、卒業年

月、性別、所属学部（大学院）とした。また、質問項

目は１．入学時の教育・学生生活への期待、２．（１．

項目に対して）在学時に実現した項目、３．教育に関

する施設、設備、備品の評価、４．学生生活全般に関

する施設、設備、備品の評価、５．教員・職員の相談

体制、６．就職・進学時に採用・進学先が評価したと

表１．入学時の期待、在学時に実現した項目

表２．進学・就職に採用先が重視したと思われる項目、実際に現在役立っている項目

平成20年度　全年度卒業生一斉アンケート　集計結果

教育研究センター兼担 竹内　成生



思われる内容、７．（６．項目に対して）現在の仕

事・生活で役立っている知的・社会的財産、８．現在

の働き方、９．現在の業種、10．上武大学の改善点、

11．自由記述による大学へのメッセージとした。尚、

項目１．２．および６．７．は５件法とし、項目３．

４．５．は３件法にて作成された。この他、就労形態、

業種、改善点についての項目は選択式回答とした。ま

た、質問項目の一部に自由記述を採用した。質問紙の

詳細は付録１の通りであり、質問１．２．ならびに質

問６．７．の項目要旨を表１．ならびに表２．に示

す。

アンケート集計結果
１．有効回答数ならびに集計方法

総回収件数175件のうち、未記入・誤記入などを除

外した有効回答数は163件であった。各学部別の回答

数は表３．に示した通りであり、その内訳はビジネス

情報学部（商学部含む）113件、経営情報学部45件、

看護学部２件、大学院（経営管理研究科）３件であっ

た（表３）。

本報告では、まず全体集計結果について概観する。

次に、年次推移傾向を検討するために（ａ）1972-

1984年卒業者、（ｂ）1985-1989年卒業者、（ｃ）1990-
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表３．全有効回答数と所属別回答数

表４．卒業年次の総回答数と所属別回答数

図１　アンケート回答者の就業形態
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1994年卒業者、（ｄ）1995-1999年卒業者、（ｅ）2000-

2008年卒業者の５グループに分けることとした。各年

次グループにおける回答者数と所属は表５．の通りで

あった。尚、本調査の集計検討において一定年次での

グループ分けを採用しない理由は、１．一定年次のグ

ループ分けでは、各年次グループ間でのサンプル数の

等質性が保てないため、２．ビジネス情報学部、経営

情報学部、看護学部、大学院、学科の設立、新校舎設

立といった本学における代表的な教育体制の変革・環

境整備などの要因を検討するためとした。

表４．に示すとおり、所属学部（大学院）間で有効

回答数に大きな差異が認められた。よって、本調査報

告では学部間の特徴には言及せず、全体傾向ならびに

年次推移傾向を取り上げるものとする。

２．全集計結果報告

回答者の属性は図１ならびに表５．の通りであった。

就業形態では『正社員』が最も多く、53％（82名）、

次いで『自営業』20％（31名）、業種では『製造

業』・『サービス業（飲食除く）』がともに14％（38

名）、『公務』が11％（28名）であった。

２－１．入学時の期待と在学中の実現に関する検討

全回収データによる「入学時の期待」に関する質問

項目では（図２）、肯定評価（評定４－５）は『大学

生活を楽しむ』、『友人を得る』、『社会的視野・経験を

広げる』、『将来の熟考時間・機会を得る』が最も多く、

４項目ともに約80％（130名前後）が強い期待を抱い

て入学していたことが示された。これに対して、あま

り期待していなかった項目（評定１－２）では『進学

情報・人脈を得る』、『学生生活支援を得る』、『国際交

流・研修参加』であり、およそ40％（約70名）－50％

（約80名）が入学時には、期待していないと回答した。

入学時に抱いた期待に対する「在学中の実現」に関

する質問項目では（図３）、肯定評価（評定４－５）

は『大学生活を楽しむ』、『友人を得る』、『社会的視

野・経験を広げる』、であり、入学時の期待に対応し

て３項目ともに約70％（110名前後）が実現したと回

答した。『将来の熟考時間・機会を得る』は56％（90

名）であり、入学時期待の高かった他の３項目に比較

して、実現度が低かった。一方、入学時にあまり期待

していなかった項目に対する実現度では、『学生生活

支援を得る』が期待の低さに対応した結果となった

（評定１－２：54％（84名））。加えて、期待も低かっ

表５．アンケート回答者の職種
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図２　全回収データによる入学時の期待に関する評価

図３　全回収データによる在学中の実現に関する評価
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たものの、更に「実現出来なかった」と評価した項目

（評定１－２）は『進学情報・人脈を得る』、『国際交

流・研修参加』であり、各々72％（117名）、58％（84

名）であった。なお、上記項目以外の項目においては、

入学時の期待に対応した結果であった。

２－２．就職・進学時の採用先評価ならびに実生活に

おける知的・社会的財産に関する検討

次に全回収データによる「就職・進学時に採用・進

学先が評価したと思われる内容」ならびに、「現在の

仕事・生活で役立っている知的・社会的財産」に関す

る質問項目の傾向について集計結果を報告する。尚、

両質問項目は本学が学生に与えうる知的財産・対人関

係・社会的スキル財産に関するニーズを直接的に問う

図５　全回収データによる現在の仕事・生活で役立っている知的・社会的財産

図４　全回収データによる就職・進学時に採用・進学先が評価したと思われる項目



項目であることから、本報告２－１項における５段階

評定と異なり、肯定的評価である評定３－５までを

「重視された」、「役立っている」項目として検討する

こととした。

図４に示すように、採用・進学時には『教養』、『資

格・免許』、『友人・人脈』の３項目について50％（約

80名）以上が「重視された」と回答した。一方、「重

視されなかった」項目は『教職員交流』であり、およ

そ70％（約110名）にのぼった。

同様に実際の生活で役立っているものに対する質問

項目でも同様な傾向が認められたのに加え、『専門知

識・技能』に関しては、63％（96名）が「役立ってい

る」と回答した（図５）。

２－３．教育施設・生活設備・相談体制に関する検討

全回収データの最後に「教育施設・生活設備・相談
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図６　全回収データによる教育施設・生活設備・相談体制の評価

図７　入学時の期待に関する平均評点の年次推移
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体制」に関する評価について報告する。肯定的評価で

ある「普通」まで含めると、全３項目に渡って80％

（約130名）前後が満足しており、「不十分」の評価は

20％程度に留まった。しかしながら、「十分」と評価

したのは、36％（教育施設・設備）、42％（学生生活

設備）、23％（教育相談体制）とばらつきが認められた。

３．年次別集計結果報告

年次別推移を検討するために前述したグループ間で

の集計結果の検討を行なった。検討対象の質問項目は

「入学時の期待」、「在学中の実現」、「就職・進学時に

採用・進学先が評価したと思われる内容」、「現在の仕

事・生活で役立っている知的・社会的財産」、「教育施

設・生活設備・相談体制」とした。なお、各質問項目

の評価は全て肯定的－否定的の強度を示す間隔性を有

する尺度であることから、年次別による平均評点の推

移を検討することとした。

３－１．入学時の期待と在学中の実現に関する年次検

討

「入学時の期待」では、全体集計で認められたよう

に『進学情報・人脈を得る』、『学生生活支援を得る』、

『国際交流・研修参加』は低いまま推移していた（図

７）。これに対し、その他の項目では緩やかではある

ものの、右肩上がりで期待が増加していた。特に、

『教育指導』、『知識教養』、『専門知識・技能』に関す

る期待はいずれも0.5ポイント以上上昇しており、学

生の知的財産に関する期待の増加が示された。

「在学中の実現」においても、「入学時の期待」と

同様に、ほぼ全て項目が右肩上がりの傾向を示し、そ

の中でも『知識教養』、『教育指導』、『専門知識・技能』

の実現において、1990年代以降の伸び率が著しい（図

8）。また、期待と異なる特徴的な項目として、『資

格・免許』、『教職員交流』の伸び率が1995年代以降、

著しいことが示された。

３－２．就職・進学時の採用先評価ならびに実生活に

おける知的・社会的財産に関する年次検討

「就職・進学時に採用・進学先が評価したと思われ

る内容」においても、同様に全ての項目で右肩上がり

の傾向が認められ、特に近年では1995年代以降『国際

交流・研修参加』が重要視されるようになってきてお

り、1990年に比べ1ポイントの上昇が認められた（図

９）。

図８　在学中の実現に関する平均評点の年次推移
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図９　就職・進学時に採用・進学先が評価したと思われる内容の平均評点の年次推移

図10 現在の仕事・生活で役立っている知的・社会的財産の平均評点の年次推移
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図11 教育施設・生活設備・相談体制に関する平均評点の年次推移

図12 2000-2008年度卒業生における入学時の期待と在学中の実現項目の関係



また、「現在の仕事・生活で役立っている知的・社

会的財産」においても右肩上がりの傾向が認められた。

本質問項目における特徴的な推移は『出身ゼミ』、『資

格・免許』、『専門知識・技能』であり、いずれも1995

年以降に大幅な上昇が見られ、1990年代に比して1ポ

イントの上昇が認められた（図10）。

３－３．教育施設・生活設備・相談体制に関する年次

検討

他の質問項目と同様に本質問項目においても年次別

では右肩上がりの傾向を示した（図11）。特に『学生

生活設備』ならびに『教育施設・設備』に関する評価

は1995年代以降に大幅な改善が見られ満足度の上昇が

認められた。

まとめ
全集計結果から本学卒業生は、『大学生活を楽しむ』、

『友人を得る』、『社会的視野・経験を広げる』、『将来

の熟考時間・機会を得る』といった期待を入学時に抱

く傾向が強いことが示された。一般傾向として、社会

において自己の適所に所属する前の最終的な準備期で

あるモラトリアム期間（Eriksen、1958）を大学で過

ごすことは知られており（下山、1992）、大学が学生

自身の自己形成の場として機能することは重要であ

る。本調査における期待度の高い項目が示すとおり、

学生の多くは大学を自己形成の場として捉えているこ

とが伺える。一方、期待の高いこれら項目が在学中に

実現できたかという質問に対し、『大学生活を楽しむ』、

『友人を得る』、『社会的視野・経験を広げる』といっ

た３項目において実現できたと多くの卒業生が回答し

た。以上のことから、概ね学生の自己概念の形成の場

としての役割を本学は果たしているものと考えられ

た。

同じく全集計結果において、就職・進学先が採用時
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図13 2000-2008年度卒業生における進学・採用時の評価と実生活での有用性評価の関係
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にどのような内容を重要視したかという質問では、

『教養』、『資格・免許』、『友人・人脈』が重要視され

ていると示された。これに加え、実際の生活で役立っ

ている社会的・知的財産に関する質問項目では『専門

知識・技能』とする回答が多かった。資格・免許、専

門知識といった項目は、近年の中小企業における若年

層の採用時には教養、資格・免許、専門知識・技能な

どが重要視されるという報告（労働政策研究・研修機

構、2008）に合致しているものと考えられた。

教育施設・生活設備・相談体制に関する質問項目に

関する全集計結果は、概ね学生の満足は得られている

ものの、『教育相談体制』評価において、「十分であっ

た」と回答した比率が他の２項目に比べ低いことが示

された。

以上の結果を踏まえて年次別の傾向を検討した結

果、学生の期待、在学時の実現、就職・進学の際の評

価、実生活における社会的・知的財産、教育施設・生

活設備・相談体制に関する質問項目のいずれにおいて

も右肩上がりの改善傾向が示された。特に『教育指導』、

『知識教養』、『専門知識・技能』、『資格・免許』に関

する評価では、学生の期待と在学時の実現、就職・進

学の評価、実生活での社会的・知的財産といった複数

の質問項目において1990年代、1995年代からの改善傾

向が強いこと、ならびに2000年代以降も多くの項目が

持続的に上昇していた。1990年代以降の卒業生と本学

の関係では経営情報学部の開学、経営管理研究科の開

学、伊勢崎キャンパス改築、ビジネス情報学部への改

称、看護学部開学といった時期と重なることが特徴で

ある。

これら評価について、2000年以降の動向について精

査したものが、図12、図13である。図12は入学時の期

待と在学時の実現との関係性を示したものであり、４

領域は期待の高低と実現の高低からなる。本学へ寄せ

る学生の期待と実現との関係から、近年の学生は『就

職情報・人脈』、『サークル・部活動』への期待に対し

て、卒業時に十分な満足が得られていないことが伺え、

改善点であると考えられた。また、教職員が積極的に

関与できる事柄である『専門知識』、『資格・免許』、

『知識・教養』、『教職員との交流』については改善傾

向にあり、概ね学生は満足しているものの、更に充実

を図っていくべきである。図13は進学・採用時の評価

と実生活での有用性の関係を４領域で示したものであ

る。この関係から、実生活での有用性において『専門

知識』、『教養・知識』、『資格・免許』が重要であるこ

とが示された。一方、人生の重要な転機である就職・

進学では『教養・知識』、『資格・免許』、『国際交流・

研修』が重要であると示された。実生活での有用性は

低いものの、『国際交流・研修』の経験は採用時には

評価される可能性があり、注力すべき点であると考え

られる。

本調査の結果から、近年における卒業生の評価は上

昇傾向にある。しかしながら、常に変化する学生、お

よび社会からの要望に応えるためには、専門知識や幅

広い教養を提供するという大学としての本分の向上の

みならず、就職を意識した資格、経験、情報をいかに

して提供するかが重要である。

加えて、近年の新卒者採用時に企業が重視している

「学生の行動特性」にも注目すべきである。報告によ

ると、採用時に課題達成志向、コミュニケーション能

力、自己コントロール能力といった学生の行動特性を

重視する企業が増加している（岩脇、2009）。したが

って、学生が自己の適所に所属する前の最終的な準備

期を過ごす大学が、彼らの『友人関係』構築や『視

野・経験』を積める場として十分に機能することにも

配慮すべきである。

引用・参考文献

Erikson, E. H. （1959） Identity and the life cycle.
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企啓吾（訳編），『自我同一性』, 1973, 誠信書房

下山晴彦（1992）大学生のモラトリアムの下位分類研

究　－アイデンティティの発達との関連で－．教育

心理学研究，40，121-129．
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学 生 満 足 度 調 査 分 析

教育研究センター兼担 竹内　芳衛

（５件法：期待よりはるかに良い、期待より

良い、大体期待通りだ、期待より良くない、

全く期待はずれだ）

・自分の学びたい科目や講座がある

・開講科目に多様性がある

・ユニークなカリキュラム構成がなされている

・最新の研究成果を学べる機会がある

・少人数の学生が、先生の顔を見ながら講義を

受ける機会がある

・教え方に工夫がある

・おもしろい授業が受けられる

・学問を体系的に教える

・具体的、応用例を取り上げる

・実習・実験を豊富に取り入れている

・学生の理解度をみながら講義を進める

・専門知識が深められる

・幅広い教養知識が得られる

・社会で役立つような実学が学べる

・講義や演習が（国家）資格取得に役立ってい

る

・先生は研究室訪問を歓迎してくれる

・自分が教わりたい先生から学べる機会がある

・人間的に魅力のある先生に出会える

・尊敬できる教授陣がいる

・教授陣が専門分野で社会的評価をうけている

（２）施設・設備

施設・設備について、次の５項目である。（３章で

は、各項目を［ ］内のように表記する）

上武大学の教育の施設・設備についておたずね

します。主に利用するキャンパスについて、以

１　はじめに
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、上武大学は、平成

21年１月に学生満足度調査を実施した（福嶋．2010，

ｐ.16）。本稿では、その集計結果について報告する。

２　調査の概要等
調査は、上武大学の学部生および大学院生を対象と

して、平成21年１月に実施した。ビジネス情報学部と

経営情報学部では、ゼミ単位で実施し、学生が回収し

て厳封することに、看護学部では、学年ごとに全体授

業で教育研究センター長が説明を行って調査票を配布

し、事務室教学課に回収ボックスを設けることにした。

調査票は、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され、設問は、属性、教育、施

設・設備、学生生活と環境・支援、教育・学生生活の

総合評価と、その他の改善点や意見・要望等で構成さ

れている（福嶋．2010，ｐ.16）。

本稿で集計の対象にしたのは、以下の46項目であ

る。

（１）教育

教育について、次の20項目である。

上武大学の教育についておたずねします。上武

大学の教育に関する以下の項目は、あなたが入

学前に抱いていた期待に比べると、「期待通り

ですか」、それとも「期待はずれですか」。最も

近い番号を１つ塗りつぶしてください。
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下の設問にお答えください。

（３件法：はい、どちらともいえない、いい

え）

・あなたは、社会および科学の変化に伴い、教

育内容・方法に適した物品が整えられている

と思いますか［教育内容・方法に適した物品

が整えられている］

・あなたは、自己学習がしやすいように教室等

が整備されていると思いますか［自己学習が

しやすいように教室等が整備されている］

・あなたは、小グループで演習できるように施

設設備（シミュレーション・遠隔授業装置な

ど）が整備されていると思いますか［小グル

ープで演習できるように施設設備が整備され

ている］

・あなたは、講義室（含実習室）の環境は整備

されていると思いますか（室温・明るさ・マ

イクの音量・AV 機器など）［講義室（含実

習室）の環境は整備されている］

・あなたは、コンピュータ設備は整備されてい

ると思いますか［コンピュータ設備は整備さ

れている］

（３）学生生活と環境・支援

学生生活と環境・支援について、次の20項目である。

（３章では、各項目を［ ］内のように表記する）

上武大学での学生生活と環境・支援についてお

たずねします。該当する項目のみ回答してくだ

さい。

（３件法：はい、どちらともいえない、いい

え）

・あなたは、ゼミやチューター制度に満足して

いますか［ゼミやチューター制度に満足して

いる］

・あなたは、「シラバス」を活用していますか

［「シラバス」を活用している］

・あなたは、「履修要項・学生便覧」を活用し

ていますか［「履修要項・学生便覧」を活用

している］

・あなたは、学生生活や学習上で困ったことが

ある時相談できる教・職員がいますか［困っ

たことがある時相談できる教・職員がいる］

・あなたは、上武大学に学生カウンセラーがい

ることを知っていますか［学生カウンセラー

がいることを知っている］

・あなたは、自分に人権問題が発生した時、相

談する窓口があることを知っていますか（ハ

ラスメントなど）［人権問題が発生した時、

相談する窓口があることを知っている］

・あなたは、大学内がバリアフリーになってい

ると思いますか［大学内がバリアフリーにな

っている］

・あなたは、保健室が利用しやすいように整え

られていると思いますか［保健室が利用しや

すいように整えられている］

・あなたは、上武大学独自の奨学金や外部諸団

体の奨学金制度が充実していると思いますか

［独自の奨学金や外部諸団体の奨学金制度が

充実している］

・あなたは、協力ハイツ制度が充実していると

思いますか［協力ハイツ制度が充実してい

る］

・あなたは、大学周辺および学内が安全のため

の配慮をされていると思いますか（駐車場、

外灯など）［大学周辺および学内が安全のた

めの配慮をされている］

・あなたは、上武大学からの部活動やサークル

活動への援助が充実していると思いますか

［部活動やサークル活動への援助が充実して

いる］

・あなたは、学園祭が充実していると思います

か［学園祭が充実している］

・あなたは、上武大学で行われている国際交流
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（４）教育・学生生活の総合評価

教育・学生生活の総合評価について、次の１項目で

ある。（３章では、［ ］内のように表記する）

上武大学の教育・学生生活の総合評価をお聞か

せください。

（３件法：はい、どちらともいえない、いい

え）

・あなたは、総合的に大学生活に満足していま

すか［総合的に大学生活に満足している］

３　集計結果
（１）教育

教育の20項目それぞれについて、「期待よりはるか

に良い」を５点、「期待より良い」を４点、「大体期待

通りだ」を３点、「期待より良くない」を２点、「全く

期待はずれだ」を１点として平均値を計算した（図

１）。

活動の内容が充実していると思いますか［国

際交流活動の内容が充実している］

・あなたは、上武大学の共用スペースが清潔に

保たれていると思いますか［共用スペースが

清潔に保たれている］

・あなたは、キャリア・サポート室のサポート

が充実していると思いますか［キャリア・サ

ポート室のサポートが充実している］

・あなたは、学部事務室の対応について満足し

ていますか［学部事務室の対応について満足

している］

・あなたは、友人等、人的交流に満足していま

すか［友人等、人的交流に満足している］

・あなたは、学生食堂に満足していますか［学

生食堂に満足している］

・あなたは売店に満足していますか［売店に満

足している］

図１　教育



20項目の中で平均値が最も高かったのは「先生は研

究室訪問を歓迎してくれる（3.29）」、２番目は「自分

が教わりたい先生から学べる機会がある（3.15）」、３

番目は「人間的に魅力のある先生に出会える（3.11）」

であった。

平均値が最も低かったのは「最新の研究成果を学べ

る機会がある（2.58）」、２番目は「実習・実験を豊富

に取り入れている（2.65）」、３番目は「学生の理解度

をみながら講義を進める（2.68）」であった。

（２）施設・設備

施設・設備の５項目それぞれについて、「はい」を

３点、「どちらともいえない」を２点、「いいえ」を１

点として平均値を計算した（図２）。

５項目の中で平均値が最も高かったのは「コンピュ

ータ設備は整備されている（2.44）」であり、平均値

が最も低かったのは「小グループで演習できるように

施設設備が整備されている（2.09）」であった。

（３）学生生活と環境・支援

学生生活と環境・支援の20項目それぞれについて、

「はい」を３点、「どちらともいえない」を２点、「い

いえ」を１点として平均値を計算した（図３）。

20項目の中で平均値が最も高かったのは「友人等、
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図２　施設・設備

図３　学生生活と環境・支援
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人的交流に満足している（2.41）」、２番目は「共用ス

ペースが清潔に保たれている（2.29）」、３番目は「ゼミ

やチューター制度に満足している（2.28）」であった。

平均値が最も低かったのは「人権問題が発生した時、

相談する窓口があることを知っている（1.49）」、２番

目は「学生食堂に満足している（1.60）」、３番目は

「保健室が利用しやすいように整えられている（1.66）」

であった。

（４）教育・学生生活の総合評価

教育・学生生活の総合評価の１項目について、「は

い」を３点、「どちらともいえない」を２点、「いいえ」

を１点として平均値を計算した（図４）。平均値は

2.09であった。

４　調査内容についての考察
上武大学の学生満足度調査は、１章に記載したとお

り、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い

る。他の大学でも、同じような調査を実施しているの

で、本学の調査と比較することにした。

いくつかの大学が「学生生活実態調査」という名で

調査を実施しているが、ここでは、岐阜大学と京都大

学の２例について（岐阜大学 大学教育委員会．2010、

京都大学 学生部 学生生活実態調査委員会）、その調

査項目と本学の調査項目とを比較した。本学の調査に

はない項目を、いくつか挙げる。

２例とも、家計の状況、アルバイトの状況、入学の

動機、卒業後の進路、学外を含む課外活動の状況など

に関する調査項目があり、これらは本学の調査にはな

い項目であった。

５　まとめ
調査の結果をみると、教育と施設・設備については、

それぞれの項目間に平均値の差はあまりみられなかっ

た（図１、図２）。一方、学生生活と環境・支援につ

いては、やや項目間に平均値の差がみられた（図３）。

教育・学生生活の総合評価については、平均値は中央

の値である２に近い2.09であった（図４）。

本稿では、項目間で平均値を比較するにとどまり、

値そのものを評価することはできなかった。これのた

めには、年数をあまり置かずに、同様の調査をする必

要がある。また、他と比較して平均値が特に小さい項

目については、既に上武大学では改善方策がとられて

いるが、その効果を測定するためにも、１、２年内に、

同様の調査を実施することが必要である。その際、他

大学の例を参考に、新たな調査項目を加えることも考

慮すべきであろう。

［参照文献］

岐阜大学 大学教育委員会．“2010年度学生生活実態調

査報告書”．岐阜大学．2010-10-06．http://www.

gifu-u.ac.jp/download.rbz?cmd=50&cd=1555&tg

=11，（参照 2011-01-13）．

京都大学 学生部 学生生活実態調査委員会．“平成21

年度 京都大学学生生活実態調査”．京都大学．

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education/campus/

report/documents/chousa_h21.pdf,（参照 2011-01-

13）．

福嶋亘子．平成20年度 教育研究センターの活動内容．

上武大学教育研究センター年報「大学の質の向上を
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図４　教育・学生生活の総合評価



Today the environment surrounding universities

are rapidly changing. So it came to be expected of the

university to play various roles. Moreover, the needs

of society and students have become diversified. To

catch them are essential for the university’s develop-

ment. Table 1 shows the number of universities and

students. According to this, we could realize that pri-

vate universities have accounted for about 80% of all

universities and have had about 80% of university stu-

dents. Private universities have played important

roles both qualitatively and quantitatively, and have

greatly contributed to the development of Japanese

higher education.

Jobu student satisfaction survey was executed aim-

ing to understand student’s needs. The result is

shown below.

Methods

The survey was done in January, 2009, and used the

questionnaire sheet. The respondents to a survey

were all Jobu university undergraduate and postgrad-

uate students.

Questionnaires were designed as shown in Figure 1. 

Results

Number of total answers was 1184. Demographics

of answer were shown in Table 2. The features of each

category are following.

Concerning Education

Items evaluated to have satisfied it from the expec-

tation before entering the university are the following

seven items among all 20 items.

It is the order from 1 to 7 and the satisfaction rating

is a high item.

1. The teacher welcomes the research room visit.

2. It is possible to meet humanly an attractive

teacher.

3. There is a chance to be able to learn from the

teacher whom I want to learn.

4. There are respectable Professors.

5. There is a chance for the few students to get a

lecture in while seeing teacher’s face.

6. The Professors have received the society’s valua-

tion by the specialized field.

7. Expertise can be deepened.

Facilities and Equipment

It questioned by five items (enhancement of the

computing facility and enhancement of the mainte-

nance of the lecture room environment, the mainte-

nance of the classroom for the self-learning, the main-

tenance of the equipment along an educational con-

tent, and the seminar room for a small group). 

As for the enhancement of the computing facility, the

satisfaction rating was the highest.

Student life and Environmental Support

Items evaluated to have satisfied are the following

ten items among all 20 items.

It is the order from 1 to 7 and the satisfaction rating

is a high item.

1. Satisfaction with personal exchanges such as

friends.
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Jobu Student Satisfaction Survey  2009

Director of Jobu Education and Research Center Shinko Ichinohe
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2. The common space of the university is kept clean.

3. Satisfaction with the seminar or tutor system. 

4. The list of the study requirement and the student

manual have been used.

5. An original university and outside scholarship

systems have been enhanced.

6. The university’s original and the outside scholar-

ship system have been enhanced.

7. The syllabus has been used actively.

8. The career support room is useful.

9. The system of cooperation apartment is useful.

10. The correspondence of the faculty office is good.

Overall Satisfaction

The result of overall satisfaction was shown in

Table 3. The students of 30% or more were satisfied,

the students of 20% or more were dissatisfied. And

the group of satisfactory became a lot of results that

were a little compared with the group of dissatisfacto-

ry. The students to whom whether satisfied or dissat-

isfied it was not decided were exceeding 40%.

Free Description answer  

The following question was freely answered besides

the question item.

Question: What is your wishing to try to enhance

the student life at this university?

The following contents were included in the

answer.

a: Student venture business

b: Study circle

c: Training trip

d: Exchange as an overseas volunteer

e: Exchange with another university

f: Exchange with another faculty

g: Friendship with the senior

Discussion

In the report of HEFCE in England, the student sur-

vey consists of six “areas” covering: teaching, assess-

ment and feedback, academic support, organization

and management, learning resources and personal

development. And the overall satisfaction score was

80 % in both 2005 and 2006, increasing to 81 % in the

2007 survey. According to this result, it is needed that

our concept model should be revised. It was suggested

to have to examine the device that improved student’s

overall satisfaction rating at the whole university. 

Meeting diverse social expectations and demands,

universities and other institutions of higher education

have been requested to properly fulfill their roles.

MEXT seeks to the universities three directions to

become “distinctive universities”. ①Advancement of

education and research,②Individualization of higher

education, ③Activation of management. It will be nec-

essary to aim to become the only university by under-

standing and using student’s needs more adequately

in the future.
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Note

Higher Education Funding Council for England

(HEFCE) distributes public money for teaching and

research to universities and colleges. In doing so, it

aims to promote high quality education and research.

The Council also plays a key role in ensuring account-

ability and promotion good practice.
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点検評価
◇認証評価

平成22年度に大学評価を受審するにあたり、点検・

評価報告書の作成及び提出資料の収集・作成等を行っ

た。

◇自己点検

本年度の自己点検活動は、授業アンケート、全学合

同ピアレビュー及び前年度に実施された各アンケート

調査の集計分析と次年度に向けて地域・企業向けのア

ンケートの開発を行った。

５月に開催された教育討論会で、教育研究センター

長より下記のような図が示された。

この図は、「評価という手法を通してのスパイラル

な教育力の向上」ということで、いろいろな評価を複

合的に行いながら、螺旋状に教育力をあげていくこと

を目的とし、それぞれの評価結果を各学部で有効活用

して改善につなげることを目指している。

本学では教員自身による授業評価、１年間の教育計

画と実施の結果・評価及び改善報告書、学生の授業評

価、同僚である教員相互のピアレビュー、また教員と

学生の授業評価のマッチング結果などを通して、様々

な視点から授業改善に向けた取組を行っている。

今後も実施結果を検討し、卒業生アンケートや授業

アンケートの年次比較の結果なども検証し、引き続き

教育力の向上につながるよう取り組んでいく。

平成21年度　教育研究センターの活動内容

教育研究センター係長 福嶋　亘子



教育・研究支援
◇教育討論会

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、平成21年度上武大学

教育討論会～エビデンスに基づく教育力の向上と改善

～が開催され70名を超える教職員が参加した。

第１部は学士力の検証というテーマで、鈴木学長よ

り「大学の認証評価　─この機会をいかに生かすか─」

というタイトルで講演が行われ、教育研究センター兼

担教員からの報告、高崎キャンパス教学課の君嶋課長

補佐からの文部科学省「大学における教育内容等の改

革状況について」の報告が行われた。

第２部は学生中心の質の高い大学を目指してという

テーマで、パネルディスカッションが行われた。就職

委員会連絡会議の座長である白井晴男教授から就職支

援の強化のための総合的な学生支援プログラムについ

て紹介があり、続いて平成20年度に実施された学生満

足度調査の分析結果に基づく学生支援について教育研

究センター兼担の竹内芳衛講師から説明があった。そ

の後、各学部の学生指導委員長と両キャンパスの事務

長によりディスカッションが行われた。
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◇学内研究会

平成22年３月16日（火）10：30～17：10高崎キャン

パス３号館305教室において平成21年度上武大学学内

研究会が開催された。100名を超える教職員及び大学

院生・学部学生が参加した。

今回は午前中からの開催とし、講演、産官学連携、

修士課程・学士課程修了者による研究発表、分科会の

４部構成で実施された。

第１部では本学の鈴木学長の「日本の大学教育」と、

澁谷副学長の「私の経験した大学における知的財産の

諸問題」の教育と研究に関する２つの講演が行われ

た。

第２部の産官学連携では環境分野における社会連繋

と新価値創造というテーマで、サンデンファシリティ

株式会社の石倉氏よりサンデンの環境への取組みと、

サンデン株式会社の里見氏から新しく設立されたサン

デン環境みらい財団等の紹介が行われた。

引き続き本学看護学部の高橋ゆかり准教授により、

平成21年度のぐんま地域・大学連携協議会の事業で、

太田市の課題に他大学と連携しながら取り組んでいる

モデル事業の途中経過についての発表が行われた。

第３部では、経営管理研究科２名、ビジネス情報学

部３名、経営情報学部１名の学生が研究発表を行った。

昨年は院生のみであったが、今年度は学部学生の研究

発表も行われた。

第４部では３つの分科会が開かれた。分科会１では

シーズに向けた研究紹介ということで、学内募集を行

い、研究シーズや、過去の研究成果を他学部や他領域

と共同展開してみたいと考えている研究について、５

名の先生が発表を行った。分科会２では経営情報学部

の谷崎教授より、平成20年度の学内研究会で好評だっ

た「ドラッカーと日本の経営」に引き続き、「ドラッ

カー理論の実践と予言」というテーマで発表が行われ

た。分科会３では平成21年度後期の全学合同ピアレビ

ューの報告及び検討が教育研究センター兼担教員によ

り行われた。

学内研究会　分科会１



連携・その他
◇ダイヤモンドペガサスとの産学連携

昨年、プロ野球チームダイヤモンドペガサスとの産

学連携でビジネス情報学部の小野里真弓講師のゼミが

ファン実態調査を行った。本年度も前年の調査を続け

るとともに、経営情報学部メディアマネジメント学科

の栗原信征教授と白井雅人教授のゼミを加え、各ゼミ

に所属する学生が写真撮影や取材、編集作業等を分担

し球団の発行する「ペガサスニュース」の制作を行っ

た。

◇伊勢崎市との連携・協力

平成20年10月24日（金）に締結した伊勢崎市教育委

員会との連携・協力について、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った。

具体的には、「教育改革・いせさき未来会議」委員

として連絡協議会への参加や、伊勢崎市学校保健会総

会講演会で看護学部の一戸真子教授が「健康教育につ

いて」の講演を行い、経営情報学部の樽井勇之准教授

が情報教育主任研究協議会で「電子情報でつくるこど

もたちの未来－電子コミュニケーションを通じて－」、

伊勢崎市商工事業伊勢崎市ひとづくり・ものづくり連

携協議会で「インターネットの技術的進化がもたらす

ものづくりネットの可能性」の講演を行った。

◇第４回産学官連携推進会議　パネル展示

平成21年６月22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。

◇ぐんま地域・大学連携協議会

昨年度設立された「ぐんま地域・大学連携協議会」

の事業の地域・大学モデル事業への参加と交流・大学

等連携講座（温泉学への誘い）の講演を本学教員が行

った。

地域・大学モデル事業では、「事業所の子育て支援

策と労働環境の整備に係る自治体の役割」という太田

市の課題に本学の看護学部高橋ゆかり准教授が群馬パ

ース大学、共愛学園前橋国際大学とともに取り組んだ

もので平成22年３月12日（金）に開催されたぐんま地
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域・大学連携協議会総会で成果発表会が行われた。

また、連携促進事業として行われた大学等連携講座

は「温泉学への誘い」ということで、温泉をテーマに

して県内の複数大学の先生方が連携して講演を行っ

た。本学では看護学部一戸真子教授が「温泉入浴と慢

性疾患」というタイトルで講演を行った。

◇上武大学公開講座に関する受講者アンケート調査

昨年度末に地域の皆さんのご協力の下、公開講座に

関するアンケート調査を実施し、今年度の公開講座の

プログラムが作成されたのをうけて、平成21年度上武

大学公開講座の開催にあたり、受講者アンケートを実

施した。

今回は次年度のプログラムの参考とさせていただく

ため、実際に受講してみての感想や講座の時間や時期

などについて記入していただいた。

受講者は複数回開催の講座も含め延912名で、アン

ケートの回答者は125名であった。

主な集計結果は下記の通りである。年齢は50代から

60代が多く男性の割合が多い。住まいは両キャンパス

の周辺がほとんどであるが県外からも参加して下さっ

ている。受講のきっかけは、知識教養を高めるためが

一番多く、日常生活や仕事に役立てるためとのことで、

歴史や介護、簿記などの講座に参加された方が多かっ

た。また今後については、更にレベルアップするため

の講座や、教養を深めるための講座等の希望があげら

れている。

これらの結果をふまえ、より多くの方にご参加いた

だける公開講座を実施していきたい。

講演「温泉入浴と慢性疾患」
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出版物等
◇センター会報Fine vol.3

◇上武大学教育研究センターホームページ

http://www.jobu-erc.jp/
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［第２部］ 

教 育 研 究  
及 び 連 携  
Education，Research　  
　　　and Collaboration



１、はじめに

大学は、これまでに得られた知識を次の世代に伝える教育の場であるばかりでなく、過去の知識を乗り越え、問

題を解決するために新しい知識や方法を探し、確立していくための学問の場・チャレンジの場である。そのなかで、

理系や医系においては数十年前の基礎研究中心の研究活動から、基礎とともに応用開発を目指した研究活動へと大

きく変化しつつある。この変化は、遺伝子レベルの変化を含めて生物学が進歩し、病気の成因への理解が著しく進

んだことが背景にあると考えられる。従って、大学自身、また、大学に属する教員・研究者は、そのような研究成

果の応用への理解も十分持っている必要がある時代となった。今回は私の体験した例を中心に述べたい（図１）。

２、薬の開発と知財

応用研究、具体的な例でいえば、ある病気に対する新しい薬の開発は、通常、製薬企業の活動によることが多い。

その際は、以下に述べるような多様な段階を必要とする。

１）病気の一部、あるいは、病気全体に類似したモデル系の確立。（細胞レベル、あるいは、マウスなどの生物個

体レベル。）

２）そのモデル系を利用した、治療のための薬剤のスクリーニング。

３）候補の薬物（低分子化合物や、抗体などのタンパク質製剤）の大量精製法の確立。これには副作用などを生じ

る危険性のある不純物の徹底した除去法の確立が必要である。

４）候補薬物のヒト以外の生物に対する作用・副作用の慎重な検討。

５）健康な人、あるいは、患者の参加による安全性の検討（臨床第１相試験）。この試験は候補薬物の量をかなり

減らして行う。病気に対する効果の観察も行うが、第一の目的は人に対する安全性が確認できるかの点である。

６）さらに、徐々に量を増やして安全性と効果を検討する（臨床第２相試験）。

７）統計学的に十分な結果が得られるための、かなり大規模な最終的臨床研究。治療を目的とする病気の患者さん

多数に参加を依頼し、これまでの標準治療と比較して候補薬剤が優位に治療効果をもつかを二重盲検法（患者

側・医師側どちらにも、どの薬剤を使用したか通知しない方法）により検討する（臨床第３相試験）。

このような過程を経て新しい薬剤が世の中に出るために、製薬企業としては巨額な資金が掛り、数百億円から

1,000億円程度必要とも言われる。その後、薬剤を販売して利益を得て資金を回収し、また利潤を挙げるには、

開発途中で他社が参入し難い条件が重要である。すなわち特許により独自開発の権利が確保されていなければ、リ

スクのある薬剤開発をすることは出来ない。

大学は、従来、基礎的研究を主とし、その成果は速やかに公開して世界に利用できるようにすることが基本であ

った。しかし、現在では研究の発展とそれによる生物や細胞、病気の理解が進んだ結果、新しい研究成果は知的財

産として特許などの権利を確保しながら公表する方が、病気の治療に役立つ、すなわち、創薬につながることが現

79

平成21年度　学内研究会より

私が経験した大学における知的財産権の諸課題

上武大学　副学長●澁谷　正史
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実の姿となっている。これを「トランスレーショナル　リサーチ（以下TRと略）」と呼ぶことが多い。

世界的に、多くの国では大学の研究費は公的資金（税金）でまかなわれている。将来、ある特定の企業の利益に

なる可能性が高い特許申請は大学本来の趣旨に合うのか、また、発明・発見を行った研究者に特許や知的財産の確

保をもとに報酬を支払うことが妥当かどうかは議論の残るところである。しかし、それらの道を閉ざし、特許や知

的財産を確保しないことにより、結果として創薬の道が閉ざされることは、結局は納税者や世界の人々により良い

治療法、新しい薬を届けることができなくなることを意味している。これらを背景に、1980年にバイドール法が

米国で施行され、大学における知財・特許の確保とその企業へのライセンシング、研究者個人へのフィードバック

などが認められることとなった。日本版バイドール法は1999年に施行されている。

３、事例－１（国立大学独立法人化以前）

私個人は1979年に米国に癌研究のために留学したが、そのころより癌発症の原因とされるウイルスや細胞内プ

ロト癌遺伝子（癌遺伝子の候補遺伝子）の異常が世界的に明らかになり始めた。本来は正常な遺伝子であるにも関

わらず、異常が重なり癌をおこす、いわゆる癌遺伝子に変化することがある（図２）。そのような癌遺伝子を正常

な細胞に導入すると、細胞を癌化させることができる。そのことは、癌遺伝子の働きを抑えることのできる薬剤が
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開発されれば、少なくとも一部の癌を治療できることを示唆している。私が留学した当時は、まさにヒトの癌遺伝

子が発見され始めた時期であり、当初は特許や知的財産の議論はほとんどなかった。しかし、1980年代以降、前

述したような議論が進んでいくこととなる。

以前の私の研究室（東大医科学研究所）においては、1980年代はヒトにおける癌遺伝子の研究に集中し、新規

の癌遺伝子を複数発見することができた。ただし、当時の国立大学ではTRの考え方や知財部は全く広がっておら

ず、そのため私自身も知識がなく特許申請などは行わなかった。一方、1990年に新規の細胞受容体（受容体型チ

ロシンキナーゼ、Flt-1と命名）を発見し、それが血管を造るタンパク質の重要な受け手（鍵と鍵穴でいえば、鍵

穴の部分）であることが世界的に明らかになると、状況は大きく変わっていくこととなる。それまでの制癌剤は、

癌細胞自身を殺すことを最大の目的として造られている。それらは一定の成果を挙げたが、それだけで癌を克服す

ることは出来ていない。そこで、癌が増殖するのに必須と考えられる癌組織内の血管新生を標的にすれば、癌を

「兵糧攻め」にすることができるのではないか、との考えが生まれた。いわゆる「腫瘍血管」と呼ばれるこれらの

新しい血管は、癌が成長するために必要な酸素と栄養の重要なルートであり、それを抑えることにより癌の成長・

増殖を遅らせ、癌と共存できる可能性がある（図３）。血管新生因子とその受容体（我々の発見した受容体とその

関連受容体）は、腫瘍血管新生の中心的なシステムである可能性が考えられたが、我々のグループを含む世界の研

究により、このシステムはまさしく癌の血管新生に極めて重要な役割を果すことが次第に明らかとなった。

製薬企業の視点からは、血管新生因子と受容体システムの抑制剤はそのまま新規の制癌剤となる可能性が高い。

私自身、この受容体遺伝子を発見した1990年には、公開を優先して知的財産（特許）を確保することはしなかっ

た。これが最良の判断だったかは今でも不明であるが、この遺伝子配列をもとに米国では新規制癌剤の開発が現在

でも続いている。この遺伝子自身について、特許申請は行わなかったが、その後、我々のグループは、この受容体

や関連する受容体の研究に極めて有用な培養細胞（受容体発現細胞株）を作ることに成功した（図４）。

この細胞株についても知財部などの状況が成熟しておらず特許申請を行わなかったが、現実には同じ細胞株の作

成には膨大なエネルギーと時間を要する。そのため、1995年頃より、世界中の企業および大学研究者からこの細

胞株の使用依頼を受ける事となった。基礎研究者は別として、企業としてはこの細胞株を利用することにより、血

管を抑える新規制癌剤の開発やスクリーニングを非常に効率的に行う事ができる。私としては、公的研究費（税金）

で作成できた細胞株を無償で企業に渡すことはやや納得しにくい面があった。そこで、当時はまだ大学に知的財産

部が作られていなかったが、企業の提案を受け入れ、使用料を大学（すなわち国）へ納入してもらうこととし、そ

の事務的対応を私自身が中心で行った（図５、６）。その結果、10数年の間に欧米企業、国内企業からの使用料収

入はかなりの金額となり、それはいったん国庫に納入されたあと大学の私の研究に一定のルールの範囲で利用でき

ることとなった。奨学寄付金の形で研究室の基礎的整備に非常に役立ったことを記憶している。

４、事例－２（大学の独立法人化以後）…特許申請に関わる３例。大学知財部との関わり

私が企業と共同発明をおこない、企業から特許申請を行った例は10件以上になるが、私自身が代表発明者とな

り特許申請をおこなった事例は３件である（図７）。そのうち、１件目は完全に申請を取り下げ、２件目は国際特

許も一部確保しつつマーケティング中であり、３件目はTRとして少しづつ前進している状況である。これらは全

て国立大学が独立行政法人化した後であり、大学知財部からの特許申請である。

１件目は新規の細胞株に関するものであったが、特許申請費用がかかる割には希少価値（独自性や将来性）が少

ないと考えられたため、途中で断念した。ただし、一部の企業研究部からは依頼があり、使用料を大学へ支払う契
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約のもとで利用してもらっている。使用料は、大学毎にシステムが若干異なるが、一部は大学内の私の研究室費用

に、一部は実施補償金として研究者にフィードバックされている。

２件目は、現在でもさまざまな用途が期待されるもので、是非、特許を確保したいと思わせるシーズ（将来性の

ある新規発見）であった。日本経済がまだ活力のあった時期に特許申請をしたため、企業からもある程度の援助が

期待できたが、途中から経済事情が悪化し、それに伴い資金的には大変苦しい状況となった。しかし、国内特許の

みで国際特許が得られていない場合には企業側からはほとんど魅力を感じなくなると一般に言われており、そのた

め何とか国際特許申請を試みた。自己負担も含めて一部の国際特許を確保したが、残念ながら経済は世界的に回復

せず、また私自身（大学自身）によるマーケッティング、すなわち企業への売り込みも十分な成果が得られていな

い状況である。打開するべく、努力を続けている。３件目は、TRが進行しつつあるものであるが、これについて

は次回に報告したい。

いずれの例も、大学の知財部が確立していたために、全体として手続きは速やかに行うことができた。大学内で

はほぼ定期的に知的財産やベンチャー企業に関する勉強会が開かれる状況となっており、私にも大変役立った。ま

た、「大阪バイオコンペ」など、大学のシーズに関する企業向け発表会も全国規模で行われるようになっており、

少しづつ、大学と企業とのコミュニケーションの場も生まれている。但し、新しく企業を立ち上げる「起業」に対

する資金援助（ベンチャーキャピタル）は、かなり冷え込んだ状況と言われている。これを解決するためには、起

業する側の計画立案能力の向上と、キャピタル側の長期的資金確保および指導力の向上、の両面からの改善が必要

と思われる（図８、９）。

５、まとめ

私の経験した事例を中心に、最近の大学における知財、およびTRへの取り組みについて紹介した。大学の基礎

研究も応用開発研究と非常に近い時代となり、ビジネス感覚が問われるようになってきた。その際にはある段階で

企業へのセールス・マーケティング（売り込み）が必要となるが、私の現在考える結論は以下の３点である。（１）

現時点においても、大学においては優れた基礎研究をすることが極めて重要である。なぜなら、学会発表・欧文論

文発表などにより自らの研究グループの実力と新規性、信頼性を世界の大学と企業に発信することが可能となるか

らである。（２）その上で、研究者は知的財産確保にも意欲的に取り組む必要がある。具体的には、重要な発見を

した場合には、タイミングを逃さず、大学知財部と相談するべきである。私立大学も地域連携の中に知財のシステ

ムを確立し、特許の確保を行う必要があり、それは産学連携にも繋がっていく。（３）研究者は発見の内容や意義

を一番理解しているが、現実にはマーケティングの時間を取ることが非常に難しい。大学知財部と連携し、知財部

を大いに活用して特許申請後のマーケティングを行い企業にシーズを渡すことが重要である。それによって１例で

も成功例が出てくれば大学自身も資金を得ることができ、また、他の研究者の理解も得られると期待される。
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Ⅰ．はじめに

親の出産・育児と子どもの健やかな成長を社会全体が支えていく、言わば“子育て支援社会”をつくることは、

少子化への対策であるだけでなく、資源循環型社会、市民協働社会、男女共同参画社会等と並んで、成熟した、安

定的に持続・発展する社会の構想軸の１つとなるものである。勤労者が出産･育児と就労を両立できる環境条件の

整備は、そうした子育て支援の重要課題の一つである。それは、必要な人材を安定的に確保し活用するという点で、

事業所にとっても重要である。

本研究は、保育サービス、相談、学習や交流や遊びの機会提供、経済的支援、ファミリーサポート事業等の子育

て支援策を実施してきた太田市が、勤労者が出産･育児と就労を両立でき、事業所が人材を確保・活用して発展的

に活動していける地域社会の形成を、次の重要な子育て支援課題と認識して発意され、「平成21年度群馬県地域大

学連携モデル事業」として実施されたものである。

本報では、本研究で実施した「仕事と子育ての両立支援に関する調査」の結果に基づき、太田市内における事業

所の子育て支援策の実態と、事業所の労働環境の整備に対する意識について報告する。

Ⅱ．目　　的

太田市内の事業所における、仕事と子育ての両立支援のための制度等の導入と運用の実態、および事業所の労働

環境の整備に対する意識を明らかにし、太田市における子育て支援行政との協働に向けた、事業立案のための基礎

資料を得ることを目的とする。

Ⅲ．方　　法

１．調査対象および調査方法

太田商工会議所登録の従業員10人以上、の事業所および新田商工会会員の株式会社計891事業所を対象とした。

調査は独自に作成した質問紙を用い、料金後納郵便による郵送法で実施した。調査対象事業所の選定および調査票

の郵送等は、太田市福祉こども部子育て支援室の協力を得て実施した。調査期間は2010年１月２日～２月25日

であった。

２．調査内容

１）基本情報（Ｑ１・Ｑ２）：業種および従業員の構成を尋ねた。

２）次世代育成支援対策推進法に基づく企業行動計画（以下、行動計画）の策定の有無と実施運用状況（Ｑ３）：

仕事と子育ての両立支援制度の実施運用状況では、育児休業制度および育児短時間勤務制度の導入状況と直近
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3年の利用実績を尋ねた。

３）仕事と子育ての両立支援制度等の導入・運用状況（Ｑ４～Ｑ９）：

育児休業制度および育児短時間勤務制度について、直近３年（平成19・20・21年度）の男女別の利用者数

を尋ねた。また、従業員が利用できる制度の導入の有無については、「既に導入済み」「導入検討中」「導入予定

なし」の３件法とした。さらに「既に導入済み」と回答した場合には、直近３年間の利用・対応実績を「かなり

ある」「すこしある」「全くない」の３件法で尋ねた。尚、育児休業制度および育児短時間勤務制度以外の項目で

は、乳幼児をもつ従業員が利用できる制度と小学生の子どもを持つ従業員が利用できる制度に分けた。

４）仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識（Ｑ10）：

11項目について「そう思う」から「そう思わない」の４件法で尋ね４点～１点を配した。

５）仕事と子育ての両立支援のための事業所外（地域）資源の活用（Ｑ11）：

他の事業所、行政、あるいはNPOや住民グループ、その他の事業所外の子育て支援資源との連携、および活

用している仕事と子育ての両立支援のための制度や活動の有無と具体的内容を尋ねた。

６）市内事業所が地域資源を共同利用する両立支援制度に対する意識（Ｑ12）：

両立支援の取り組み９項目について、「有用と思う」から「有用と思わない」の４件法で尋ね４点～１点を配

した。

３．分析対象および分析方法

調査票を郵送した891件のうち、有効回収された204件を分析対象とした（有効回答率：22.8％）。

基礎集計の後、仕事と子育ての両立支援制度等の導入状況と、仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備

に対する意識の関連を分析するために、両立支援制度等の導入状況を独立変数、制度導入・整備に対する意識を従

属変数にした重回帰分析を行った。

尚、基礎集計において、仕事と子育ての両立支援のための事業所外（地域）資源の活用に関する設問（Ｑ11）

は有効回答が無かったため分析から除外した。

Ⅳ．結　　果

１．基本属性

１）業種：

製造業が72件（35.5％）と最も多く、次いで建設業および卸売・小売業26件（12.8％）の順であった（図１）。

２）従業員の数と構成

従業員数は、11人～20人（24.9％）が最も多く、次いで21人～30人（18.3％）、31人～40人（9.1％）で、

従業員数の記載のあった197件のうち、66.0％が50人以下であった。また、従業員の性別構成比は、男性

74.8％、女性25.2％であった。さらに、正社員・正職員の割合は男性では87.9％、女性では40.3％であった。

３）行動計画策定の有無

次世代育成支援対策推進法（2007）に基づく企業行動計画を策定実施しているのは25件（12.3％）であった。

そのうち同法に基づく「子育て支援企業」の認定を受けているのは９件であり、計画策定事業所の36.0％であった。
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２．仕事と子育ての両立支援制度等の導入・運用状況

１）育児休業制度

導入状況をみると、制度内容は「法定通り」が83.3％であり、「法定を超える」は8.9％であった。また、適用

対象は正社員のみが70.4％を占め、正社員以外に適用していたのは22.2％であった。直近３年間の利用実績は、

全体で女性98.3％％、男性1.5％であった。

２）育児短時間勤務制度

導入状況をみると、制度内容は「法定通り」が79.0％であり、「法定を超える」は8.0％であった。また、適用

対象は正社員のみが70.9％を占め、正社員以外に適用していたのは19.7％であった。直近3年間の利用実績は、

全体で女性46.4％、男性0.5％であった。

３）乳幼児をもつ従業員が利用できる制度

事業所が導入している、乳幼児をもつ従業員が利用できる制度における、利用実績は図２の通りであった。

導入済み制度で多かったのは、「原職相当職への復帰の明記」（71件）、「短時間勤務」（62件）、「配偶者出産休暇」

（61件）、「子どもの看護休暇」（60件）であった。そのうち利用実績が多かった制度は、「原職相当職への復帰の

明記」「配偶者出産休暇」であった。「子連れ出勤の容認」は導入済み事業所が11件であったが、10件で利用実績

が見られた。

４）小学生の子どもを持つ従業員が利用できる制度

事業所が導入している、小学生の子どもをもつ従業員が利用できる制度における、利用実績は図３の通りであっ

た。導入済み制度で多かったのは、「子ども看護休暇」（33件）、「短時間勤務」（26件）、「授業参観・学校行事休

暇」（25件）、「フレックスタイム」（21件）であった。そのうち利用実績が多かった制度は、「授業参観・学校行

事休暇」「子ども看護休暇」であった。「教育手当その他の経済的支援」は導入済み事業所が８件であったが、６件

86

上武大学教育研究センター年報　2009 No.3

図１　事業所の業種
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図２　乳幼児をもつ従業員が利用できる制度の利用実績

図３　小学生の子どもをもつ従業員が利用できる制度の利用実績



で利用実績が見られた。また「在宅勤務」は２件の事業所で導入されていたが、利用実績は見られなかった。

また、制度はないが運用上柔軟に対応していることについて尋ねた結果、47件が記述回答した。その半数近く

が「看護・学校行事など要望に応じて柔軟に休暇取得や勤務の変更・調整を行っている」（20件）、次いで「有休

休暇で対応」（10件）であった。

３．仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識

仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識の平均得点は図４の通りであった。「就労継続に

必要」「事業所の社会的責任」の得点が最も高く、「人材確保に必要」「労働意欲向上に有用」「多様な従業員能力の

活用に有用」「社会的信用や評価獲得維持に有用」と次いだ。「従業員間に不公平が生じる」の得点が最も低かった。

４．市内事業所が地域資源を共同利用する両立支援制度に対する意識

市内事業所が地域資源を共同利用する両立支援制度に対する有用性を尋ねた結果、平均得点は図５の通りであっ

た。「仕事と子育ての両立やワーク・ライフ・バランスに関するホームページ」「制度の導入整備等についての担当

者の研修、相談」「従業員のための、仕事と子育ての両立やワーク・ライフ・バランス、キャリア形成に関する相
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図４　仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識

図５　市内事業所が地域資源を共同利用する両立支援制度に対する意識



談」「保育所・学童保育を補完するサービスや活動」では得点が高く、「事業所内保育所」「事業所内学童保育施設」

の得点が低かった。

５．仕事と子育ての両立支援のための制度導入状況が制度整備に対する意識に与える影響

両立支援制度等の導入状況を独立変数、制度導入・整備に対する意識を従属変数にした重回帰分析を行った結果

は以下の通りであった。

乳幼児を持つ従業員が利用できる制度において、５％水準で有意な影響を与えていたのは図６の通りであった。

仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識に有意な影響を与えていたのは、「短時間勤務」「育

児サービス費用補助」「転勤への配慮」「男性従業員の育児休暇取得促進」の４項目であった。また、制度を導入し

ている事業所ほど、「子育て期の従業員のキャリアロスを防ぎ、能力の開発・発揮・蓄積を促進する」「男女の雇用

機会均等を進め、多様な従業員の能力を活用していく上で有用である」「事業所としての社会的責任である」とい

う意識が高い傾向にあった。さらに、制度を導入している事業所ほど「自ら必要だというより、法律にしたがって

導入した」「事業所としてメリットよりも負担が大きい」「子育て中ではない従業員との間に不公平が生じる」とい

う意識が低い傾向にあった。

また、小学生を持つ従業員が利用できる制度において、５％水準で有意な影響を与えていたのは図７の通りであ

った。仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識に有意な影響を与えていたのは、「在宅勤務」

「転勤への配慮」「育児等退職者への再雇用」の３項目であった。

また、「転勤への配慮」「育児等退職者への再雇用」制度を導入している事業所ほど、「従業員の就労継続のため

に必要である」「子育て期の従業員のキャリアロスを防ぎ、能力の開発・発揮・蓄積を促進する」「従業員の労働意

欲の向上に有用である」「事業所としての社会的信用や評価の獲得維持に有用である」という意識が高い傾向にあ
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図６　乳幼児を持つ従業員が利用できる両立支援制度導入状況が制度整備に対する意識に与える影響



った。しかし、「在宅勤務」制度を導入している事業所ほど「事業所としての社会的信用や評価の獲得維持に有用

である」という意識が低い傾向にあった。

Ⅴ．考　　察

１．太田市の事業所における特徴

本調査において有効回答の対象となった事業所の６割以上が従業員50人以下であり、業種では製造業と建設業、

卸売・小売業で６割を占めていた。太田市の産業大分類別事業所数は平成18年10月現在で、非農林漁業が

10,659件であり、卸売・小売業、飲食店・宿泊業、製造業、建設業の順に多く、これらの従業者総数は

113,142人と、小規模事業所が中心であった1）。これらの結果から、本調査の分析対象となった事業所の業種お

よび従業員規模は、太田市において標準的であり、太田市の事業所における子育て支援策の実態を概観し考察する

ことに値すると判断した。

２．仕事と子育ての両立支援制度等の導入・運用状況

育児休業制度と育児短時間勤務制度は、共に８割程度の事業所が法定通りに導入しており、法定を超えて導入し

ていた事業所は１割に満たなかった。また、制度の適応対象は、共に７割程度の事業所が正社員のみとしており、

正社員以外に適用していた事業所は２割程度であった。更に、直近３年間の利用実績は、共に女性従業員の利用が

殆どであり、男性従業員の利用実績は育児休業制度で９事業所であった。

平成18年に内閣府が行った「企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究」の報告2）における、

両立支援策の導入状況や利用状況をみると、男性従業員や非正社員の利用は女性従業員や正社員に比べ低くなって

おり、両立支援策を女性従業員や正社員のみならず、男性従業員や非正社員も利用している企業のほうが、効果が

見られる傾向があると指摘していた。本調査でも導入状況や利用状況は同様の結果であり、非正社員への両立支援

策適用の遅れは顕著であった。近年では雇用者の３人に１人が非正社員であるといわれており、非正社員のワー

ク・ライフ・バランスを整えることは急務である。男性従業員と非正社員の利用促進を促す工夫の必要性が示唆さ
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図７　小学生の子どもを持つ従業員が利用できる両立支援制度導入状況が制度整備に対する意識に与える影響



れた。

乳幼児をもつ従業員が利用できる制度の利用実績では、「原職相当職への復帰の明記」「配偶者出産休暇」「短時

間勤務」が多かった。前出の内閣府調査において、両立支援策の経営への効果として短期・長期ともに効果が高い

のは、「女性従業員の定着率が向上した」と「意欲や能力のある女性の人材活用が進んだ」の二つであり、女性の

人材活用に関する項目であったと報告2）しており、女性従業員の定着と人材活用は、企業における両立支援策で最

も期待すべき事であると同時に、一定の成果を上げていることが明らかになっていた。本調査でも「原職相当職へ

の復帰の明記」においては、導入および利用実績ともに特に多かったことから、両立支援策として実用性の高い制

度であったことが示唆された。また、制度導入の割合に比べて利用実績が多かった「子育て出勤の容認」は、女性

従業員の定着や人材活用の側面よりも、子育て支援の側面が色濃くでた制度であると考えられる。これは従業員規

模の小さい事業所ならでは可能である両立支援策であり、事業所における子育て支援策を検討する上で有益な示唆

を得られたといえよう。

小学生の子どもを持つ従業員が利用できる制度の導入は、乳幼児をもつ従業員が利用できる制度の導入に比べ、

全体的に少ない傾向にあった。小学生の子どもを持つ従業員が利用できる制度の導入では、「子どもの看護休暇」

が最も多かったが、利用実績は50％程度であった。また、利用実績の割合が高かった制度は、「授業参観・学校行

事休暇」「教育手当その他の経済的支援」「転勤への配慮」であった。これらは、小学生は乳幼児に比べ傷病罹患の

機会が減少するため、看護休暇制度よりも授業参観や学校行事休暇制度を利用する従業員が多かったためと推察で

きる。また教育費などの経済的支援や転校を避けるための転勤への配慮など、子どもを取り巻く環境へ配慮した制

度の利用が多いことが明らかになった。

３．仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識

仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識では、「就労継続に必要」「事業所の社会的責任」

「人材確保に必要」の得点が高かった。このことから事業所の多くが、仕事と子育ての両立支援の制度を整備する

ことは、人材確保や就労継続に必要であると同時に、社会的責任であると認識していることが明らかになった。

平成15年に成立・公布されたのが、次世代育成支援対策推進法では、301人以上（平成23年４月１日以降は

101人以上）の労働者を雇用する事業主は、行動計画を策定し届け出なければならないとし、雇用する労働者が

300人以下（平成23年４月１日以降は100人以下）の事業主には、同様の努力義務があるとされる。また行動計

画は、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための、雇用環境の整備等について事業主が策定するものであった。

本調査ではこの行動計画を策定した事業所は25件のみであったが、行動計画を策定していない事業所も含め、仕

事と子育ての両立支援のための制度導入や、整備の必要性を認識していることが明らかになった。

４．市内事業所が地域資源を共同利用する両立支援制度に対する意識

両立支援の取り組みに対する有用性について尋ねた結果、「仕事と子育ての両立やワーク・ライフ・バランスに

関するホームページ」「従業員のための、仕事と子育ての両立やワーク・ライフ・バランス、キャリア形成に関す

る相談」の有用性を高く評価していた。両立支援推進の障害となるものについて尋ねた調査3）で、最も多かったの

は「業務の性質上、業務分担・分散が難しい」というものであり、費用負担や人員確保に制約がある中での仕組み

作りが課題となっていた。またそれ以外に、「全般的な周知・理解不足」や「休暇等の取得に対する抵抗感」など、

従業員側の理解に関する問題も指摘していた。これらを踏まえると、次世代育成支援対策推進法施行に伴う、事業
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所における両立支援策の導入状況の周知や、制度利用の促進に向けて情報提供の機会が少ないことを、事業所も懸

念していることが伺える。従業員数の少ない事業所においては、これらを周知するためのホームページ作成や研

修・相談会の設定は困難であり、地域資源を共同利用することで活性化したいという意識が強いことが明らかにな

った。また、事業所が共同で利用する両立支援の取り組みの多くについて、有用性を高く評価していたことから、

太田市においては、ソフト面の整備に向けた、共同利用型両立支援ネットワークを構築していく必要性も垣間見ら

れた。

また、事業所内保育所や事業所内学童保育施設の有用性に比べ、病児保育の有用性が高かった。これは、太田市

内の保育所等では待機児童がほとんど見られないことから、事業所内保育施設の需要は比較的低かったと推察され

る。しかし、太田市域においては、病児・病後児の保育を行う施設が少ないことから、これらを補う病児保育施設

の有用性が高かったと推察される。病児・病後児保育の状況を調査した結果4）では、子ども世話をするために仕事

を休むことは困難であったと回答したものは80％を超え、病児・病後児保育を利用したいと答えたものも75％以

上を占めていた。また、病児保育に求める施設では、医療機関に併設した保育室の希望が最もかった。これら病

児・病後児保育に関する他の調査5）でも同様の傾向が見られていた。太田市においても、地域の特性とニーズに合

わせた両立支援策の検討が必要であり、事業所と医療機関が連携し共同利用できるような保育施設の提案など、制

度整備に向けたネットワーク構築の必要性も示唆された。

５．仕事と子育ての両立支援のための制度導入状況が制度整備に対する意識に与える影響

乳幼児を持つ従業員が利用できる制度において、仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識

に有意な影響を与えていたのは、「短時間勤務」「育児サービス費用補助」「転勤への配慮」「男性従業員の育児休暇

取得促進」の４項目であった。中でも、「短時間勤務」「育児サービス費用補助」は、「事業所としての社会的責任」

であり、「男女の雇用機会均等を進め、多様な従業員の能力を活用していく上で有用である」と、事業所としての

メリットの認識にも影響を与えていた。太田市の事業所においては「短時間勤務」の導入・利用実績共に比較的多

い傾向であったが、「育児サービス費用補助」の導入は５件とわずかであった。「育児サービス費用補助」の制度は、

両立支援レベルアップ助成金（育児・介護費用等補助コース）を利用することも可能であるが、これらの情報が周

知されていないことや、一部事業主負担となるなど経済的な基盤の影響も推察される。

小学生を持つ従業員が利用できる制度において、仕事と子育ての両立支援のための制度導入・整備に対する意識

に有意な影響を与えていたのは、「在宅勤務」「転勤への配慮」「育児等退職者への再雇用」の３項目であった。

中でも、「育児等退職者への再雇用」は、子育て期にある従業員のキャリアロスを防ぎ、従業員の就労継続によ

り、能力の開発・発揮・蓄積を促進するとの認識に影響を与えていた。育児等退職者の再雇用制度の導入は、子育

て支援策の拡充という視点だけでなく、事業所においても人材確保と人的初期投資削減、社会的信用の獲得などメ

リットが多く、事業所と従業員の双方にとって有用な制度であることが示唆された。

Ⅵ．おわりに

本研究では、太田市福祉こども部子育て支援室の全面的ご支援のもと、太田市内の事業所における子育て支援策

の実態と労働環境の整備に対する意識について調査し、分析を行った。

分析にあたり、事業所の従業員規模や行動計画策定の有無により、制度の導入・利用実績や労働環境整備に対す

る意識に違いがある可能性は予測できていた。そのためこれらの分析結果は、本稿ではなく日本地域政策研究6）の
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論文に委ねることにした。また、仕事と子育ての両立支援のための制度の中でも、まだまだ利用実績が少ない男性

従業員の育児休業取得促進に向けた考察についても、同論文に委ねた。

本研究では、太田市内の事業所における、仕事と子育ての両立支援のための制度等の導入と運用の実態、および

事業所の労働環境の整備に対する意識を明らかにし、太田市の子育て支援行政との協働に向けた事業立案のための

基礎資料を得ることを目的としていた。調査を通じて、次世代育成支援対策推進法に基づく企業行動計画の策定・

実施をはじめ、太田市内における事業所の、仕事と子育ての両立支援の取組みと制度整備に対する認識の現状が把

握された。

これらの結果から、制度の導入よりも制度を利用しやすい風土の形成が重要であることが示唆された。また、制

度利用を活性化させるためには、太田市の子育て支援行政と事業所等が協働し、両立支援を推進していくためのネ

ットワーク構築が課題であるとの示唆を得られた。

尚、ネットワーク構築に向けた構想は、別途「事業所の子育て支援策と労働環境の整備に係る自治体の役割」研

究の、平成21年度群馬県地域大学連携モデル事業報告書7）に委ねた。
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１．人口減少期の地方都市

1990年代より、郊外に大型店ができることにより、都市部の空洞化が問題となってきた。これは地方の都市に

より顕著な問題であり、公共交通網が十分に整備されないうちに車社会になったことに起因する。一家に車２台と

いうのが当たり前の群馬県も例外ではなく、高崎、前橋、伊勢崎、桐生などの商店街がシャッター街となってしま

った。

高崎や前橋など群馬県の都市においては、周辺または他県からの流入による人口増加はほとんど望めない1。市

町村合併により数字上の人口増はあるが、中心部の人口漸減は避けられない状況にある。ここでのまちづくりを考

える上で、従来の「地域活性化＝経済活性化＝人口増」という図式で捕らえずに、「生まれ育った人々がその地域

で住み続けたい、または、いつかは戻りたいと思えるような魅力あるまちにする」ことを考えるほかはないと思う。

本稿は、前橋・高崎商店街の現状と地域イベントによる町おこしの現況を概観し、町おこしにおける産学連携の

あり方について研究課題を提示することを目的とする2。

２．前橋中心商店街

前橋中心商店街ではシャッターの下りたままの店舗がいくつかある。シャッターは、「中央通り」よりも北側に

ある「弁天通り」の方が目立つ。それらのほとんどが不動産業者の管理下にあり、店舗としての活用を待っている

状態である3。

前橋市では、「前橋市中心市街地活性化基本計画」を平成12年に策定し、その後時代に合わなくなった部分を再

検討し平成17年には「まちづくりにぎわい再生計画報告書」により、５つの拠点の整備、10のビジョン、15の

事業計画を10年後に向けて策定した。リヴィン跡地に公民館、店舗、こども図書館、子育てひろばなどの多目的

スペースとして前橋元気プラザ21が作られたのはこの再生計画によるものである。

ここでまちづくりの一環として行われている地域イベントには３種類あり、行政が主体となって行う前橋まつり

などと、市民団体が中心となって行うチンドン屋コンテストなどの企画、商店街自体が企画する大売出しなどであ

る。これら３者の連携を取らずに行われていることが問題であり、例えば行政が主催して小中学校を巻き込んで行

う前橋まつりでは、テキヤの屋台がアーケードを埋め尽くして売上を持っていってしまうような状況がある。この

時は商売にならないので店を休む商店主も多いそうだ。逆に商店街が主催するイベントでは、宣伝がうまくいかず

に人が集まらないという状態である。

３．高崎中央銀座商店街

アーケードが設置されている高崎中央銀座商店街では、シャッターが下りたままの店舗が多い4。高崎市では、

商店街活性化のため、商店街の情報や空き店舗情報などをWeb上にも公開している5。それによると、この地区で

は店舗数21、空き店舗５となっている（平成22年３月１日現在）。あわせて26となるが、かつては60を超える
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店舗があったとことからすると数が合わない。実際、シャッターの下りた店は５店舗どころではない。実は空き店

舗の５という数字は、不動産屋の管理下にあってすぐにも出店できるものを指しているのである。

廃業した大部分の店舗は、ガレージや物置など住居の一部になってしまっている。中には、シャッターを開けた

ら玄関が現れるような完全に個人宅となってしまっているものさえある。当然ながらこのままでは貸し店舗とする

ことは不可能である。

近くで喫茶店を営む人は、「店頭に品物を置いておけば売れたバブル期に小金を溜め込んでおり、いずれは景気

がよくなることを願って住居の一部として利用している人が多い。他人に店舗を貸すつもりもなく、また貸すこと

も不可能な状態」と話してくれた。
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４．創造都市

まちづくりを成功させるためには広義のアート（芸術・文化）が重要な役割を果たす。創造都市とは、「人間の

創造活動の自由な発揮に基づいて、文化と産業における創造性に富み、同時に脱大量生産の革新的で柔軟な都市経

済システムを備えた都市（佐々木雅之2001）」であると規定されている。創造都市論によるまちづくりの成功事

例をみるといくつかの共通点がある6。

１．歴史的な町並みや建物など地域固有の歴史と文化の価値が高いこと

２．経済的な拠点と文化的な拠点が隣接している（コンパクトシティ）こと

３．大きな大学がある（顧客マーケティングなどの専門知識を提供できる）こと

４．市民団体などの人的なネットワークがあること

１と２の条件は、クリエイティブな人材が互いに接近して活動を行い、クリエイトする空間をつくれるかどうか

という部分に関連する。地域そのものが観光ビジネスとしても価値のあることも重要である。自然、文化、歴史、

伝統、風習、特産品、デザインなど地域の自然資本・文化資本が整っていること、つまりは町そのものに魅力があ

ることが必要である。４の人的なネットワークはまちづくりの主体となるもので、商店街組合とともに各団体間に

ゆるやかなつながりがあることが必要である。地域に自然資本・文化資本があり、住民が主体となるだけでは、当

事者の自己満足的な独りよがりに終わってしまう可能性がある。ここに、専門知識を提供できる大学が必要とされ

る。

高崎、前橋については上記の条件の１と２は満たしている7。それならば、上武大学が各ゼミを通して学生を巻

き込む形で積極的にまちづくりに参加し、専門知識の提供と人的ネットワークの構築（条件の３と４に相当）を行

えばよい。

５．地域イベントによる町おこし

上武大学がどのように地域貢献していくか。大学の生き残りのためにも地域に愛される大学になる必要性は十分

認識されていると思う。しかしながら、現状ではスポーツ以外の上武大学の中身が見えない。まずは、学生の活動

する場を商店街に設けること。また、ゼミを中心にまちづくりのイベントに積極的に参加すること。これらの活動

が報道されることで上武大学の中身が見えるようになり、学内も活性化すると思われる。

地域の文化イベントを行うことが直接の経済効果を生むわけではないが、住民の満足度が向上し、クリエイティ
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ブな人材が中心市街地に住むようになればそこにまちづくりの種が生まれる。少なくとも中心街の魅力を高めて行

くことには十分貢献する。

筆者が部長を勤める本学吹奏楽部では、一昨年より夏至の日に高崎の空き店舗を利用して行われる音楽イベント

「フェト・ド・ラ・ミュージック」に参加している。参加２年目であるが、メインの音楽集団として活躍した。学

生の満足度も高いのでこの活動を継続して行うとともに、夏至の日に限らず空き店舗での演奏、ストリートミュー

ジック、喫茶店などでのコンサート活動に広げて行きたいと考えている。

６．研究課題

町おこし、まちづくりにおいて大学が地域にどのように関わるか、そのためにはどのような基礎資料が必要であ

るか。以上2点について方向性を述べておく。

１．地域イベントへの参加・企画・運営

学生を巻き込んだ形で地域イベントへの参加・企画を行うことであるが、まずは既存のイベントへの学生

の参加から始めるのが良いと考える。人的ネットワークを構築していくなかでまちづくりへのアイデアを出

し上武大学独自の地域イベントを行うことを目標とする。地域の自然、文化、歴史、芸術などまちづくりの

元となるものを「発掘」、育成していく。

２．高崎または前橋商店街の実態調査

空き店舗状況、人通り、消費者アンケートなどを実施し、まちづくりを進める上での基礎資料とする8。

こうした活動による効果として地域貢献、学内活性化、大学の知名度上昇などがあり、地域密着型の大学として

上武大学のイノベーションとなることを期待したい。
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まちづくりにぎわい再生計画プロジェクトチーム（2005）「まちづくりにぎわい再生計画報告書」
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高崎商店街マップ　http://www.npogunma.net/takasaki-shop/（2010年３月１日）

注

１　平成20年度の群馬県社会増加率は－0.09であった。

２　平成22年３月の発表時点での報告に留める。

３　平成21年12月現地調査時点

４　平成21年12月現地調査時点

５　高崎商店街マップ　http://www.npogunma.net/takasaki-shop/

６　塩沢由典・小長谷一之（2008）P43

７　高崎では、「高崎駅を境に西側の地点に経済拠点は集中しており、また文化拠点も密接な関係にある（堀口将

英2010）。」群馬音楽センター、高崎シティギャラリー、もてなし広場といった文化施設と商店街の距離が近い。

また高崎市が新たに建設する芸術・コンサートホールの予定地の１つがもてなし広場であり、ここに建設され

ればさらに文化施設が集中することになる。前橋では、商店街と市民文化ホール、ベイシア文化ホールとの距

離があるが、前橋プラザ元気21が近くにあり、ホールと図書館などを備えている。また商店街の中にも席数は

少ないが貸し出し可能なホールがあり、イベントなどに利用されている。前橋文学館、広瀬川美術館など文化

的な施設も近い。

８　前橋では2006年に消費者アンケートが行われた（ぐんま信用金庫2006）。
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はじめに

異常気象に代表されるように、地球全体が温暖化で急速に変化してきている。このもとになっていることは何と

いっても第一に世界人口の増加であろう。紀元元年ごろの世界人口は約２億5000万人であったとみられ、世界人

口が増加し始めたのは1650年ごろからであり、産業革命を経て増加のスピードが速まったとされている1）。２億

5000万人ということは現在アメリカ合衆国の人口が約３億人であるので、陸地面積は当時とそれほど変わってい

ないことからすれば、アメリカ合衆国１カ国分の人口が地球全体に拡散していたということになり、二酸化炭素排

出の問題や環境破壊の問題が起きていることは容易に理解可能なことである。これまで増加の一途を辿ってきてい

る世界人口は、国連推計によると2010年10月現在約69億人であり、１億人以上の人口を有する国は日本を含め

て11カ国である（中国、インド、アメリカ合衆国、インドネシア、ブラジル、パキスタン、ロシア、バングラデ

シュ、ナイジェリア、日本、メキシコ）。第二次世界大戦終結後、すでに65年以上が経過した。その間いくつかの

戦争が起きており、一部不安定な国家の存在やテロの脅威はなくなっていないが、人々が自由に地球上を安全・安

心に移動できるようになってきたことが本稿のテーマである「ヘルスツーリズム」を論じる必要性に関する背景要

因の一つとなっている。

本稿で論じる「ヘルスツーリズム」について、David2）は著書「Health Tourism」の中で、「ヘルスツーリズム

の歴史は古く、水やスパなどを求めて古代ギリシャ時代から静養に人々は出かけていたが、一部の特権階級のみで

あり、次第に貿易などの振興により層が変化し、現代のような中産階級の多くの人々が移動するようになった」と

しており、「マイノリティ・ヘルスツーリズムの歴史は古く、モダニティと中産階級化が現在のヘルスツーリズム

を創りあげた」と分析している。現代においては、Health Tourismの用語には、単に健康の保持・増進を目的と

したツーリズムのみではなく、西洋医学を中心とする病院医療をビジネスととらえ、「健康回復のためのメディカ

ルツーリズム」としての意味合いが強くなっている。本稿においては、できるだけそのあたりについても論点を整

理してまとめていきたい。

日本における現状

現在、我が国においても、「ヘルスツーリズム」の議論が盛んになってきた。続く不況により、すっかり疲弊し

てしまった日本において、国家戦略の中にヘルスツーリズムを推進する考え方が組み込まれてきた。2009年12

月に閣議決定された「新成長戦略（基本方針）」では、ライフ・イノベーションによる健康大国戦略が打ち出され

た3）。本戦略では、2020年までの目標としては、「医療・介護・健康関連サービスの需要に見合った産業育成と雇

用の創出、新規市場」を目指しており、具体的な施策としては、①医療・介護・健康関連産業の成長産業化、②日

本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進、③医療・介護・健康関連産業のアジア等海外市場への展

開促進となっている。理由は以下の通りである。「我が国は、国民皆保険制度の下、低コストで質の高い医療サー

ビスを国民に提供してきた結果、世界一の健康長寿国となった。世界のフロンティアを進む日本の高齢化は、ライ

99

上武大学教育研究センター年報　2009 No.3

ヘルスツーリズムを活用した健康な街（Healthy City）づくり

看護学部　教授●一戸　真子



フ・イノベーション（医療・介護分野革新）を力強く推進することにより新たなサービス成長産業と新ものづくり

産業を育てるチャンスでもある」。すなわち、日本が世界に誇れる点は何と言っても、男女ともほぼ世界一の健康

長寿国であるということ、そして現在高齢化の進行が世界に類を見ないスピードで進行しており、この２つの「世

界一の長寿」と「世界一のスピードの高齢化」を上手くマッチさせることに成功すれば、これは世界のモデルにな

るという意味合いとなる。と同時にこの２つが成功している社会の中には、かならず医療・介護・健康関連サービ

スの成長なくしては成立しないとの考えに立ち推進するということである。さらに、具体的な施策のうちの３点目

である「医療・介護・健康関連産業のアジア等海外市場への展開促進」については、以下のようなシナリオの展開

を予測している。「医療・介護・健康関連産業は、今後、高齢社会を迎えるアジア諸国等においても高い成長が見

込まれる。医薬品等の海外販売やアジアの富裕層等を対象として健診、治療等の医療および関連サービスを観光と

も連携して促進していく。」とあり、まさに「ヘルスツーリズム」を進めることを打ち出している。ここで気にな

ることは、現在国内における社会保障費が増大の一途を辿っており、国民皆保険制度の維持に苦慮している現状で

あることを一緒に検討する必要があるのではないだろうかということである。産業としての成長の中で、国民の生

存権をしっかりと保障しながら検討を進めなければ、標準的な医療を受けることは国民の権利であるという理念が

崩れてしまい、勝ち組のみ質の高い医療を受けることができるという構図は日本が世界に誇れる社会保障制度とは

言えない。同時に検討する必要性を強く感じる。

続いて、2010年６月の具体的な『新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～』では、ライフ・イノベーシ

ョンによる健康大国戦略に加え、「観光立国・地域活性化戦略」が打ち出され、観光は少子高齢化時代の地域活性

化の切り札として重要であるとし、観光立国の推進が重要であるとした4）。我が国は、自然、文化遺産、多様な地

域性等豊富な観光資源を有しており、観光のポテンシャルは極めて高いとしており、外国人のみならず、日本人に

とっても魅力的な観光メニューを提供することができるとしている。本シナリオでは健康産業と観光産業を別にし

ているが、まさにセットにしたものが、「ヘルスツーリズム」であり、今後の日本の成長の鍵を握るといっても過

言ではないであろう。

2010年９月には、「新成長戦略実現に向けた三段構えの経済対策～円高、デフレへの緊急対応」が続いて閣議

決定された5）。この中では、「医療・介護分野での需要・雇用創出」について、国際医療交流を促進するため、「医

療滞在ビザ」の設置、同行者への発給の便宜および入院目的で長期滞在する者の在留資格の取り扱いについて、平

成22年中に措置を講じる」こととされた。そして2010年12月17日外務省は2011年１月より「医療滞在ビザ」

を創設すると発表した。これによって治療等で来日を希望する外国人にとって一層利用しやすいものとなることが

期待されている。しかし、この件について、日本医師会では、「医療滞在ビザ」には、旅行会社等、民間資本が関

与することが明示されており、営利企業が関与する組織的な医療ツーリズムには反対であるとしている6）。さらに、

日本医師会は、「医療ツーリズムで日本を訪れる富裕層の外国人は、全額自己負担で診療を受け、現金やカードで

支払う。医療機関からすればレセプトの請求をする必要がなく、現金収入にもなる。診療報酬上の点数よりもはる

かに高い金額を設定することもあるだろう。そして全額自己負担で、高い診療費を支払う外国人患者は優先的に扱

われることになる」ことを危惧している7）。平成はじめには１万以上あった我が国の病院数は今では約8500とな

っており、年間数十から百程度の病院が姿を消していることを考えると、日本医師会の提示している問題点はこれ

から起こりうることと思われる。医療の標準化や医療連携、地域格差、機能分化やIT化の遅れている我が国の医療

事情の中で、メディカルツーリズムが推進されていくことにはまだ整理しなければならない課題が山積みであり、

早急な検討が望まれる。
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ヘルスプロモーションの重要性と健康な街づくり（Healthy City）について

健康について考える場合、まずヘルスプロモーション（Health Promotion）という考え方が重要となってくる。

医療や保健に関する国際機関であるWHOはこれまで健康に関する様々な取組や情報発信を行ってきている。中で

も1986年オタワ憲章はヘルスプロモーションに関する原点と言える8）。ヘルスプロモーションに関する最初の国

際会議がオタワで開催され、そこでは2000年までにそして2000年以降も健康を達成するための実行可能な憲章

を提示した。オタワ憲章では、ヘルスプロモーションは次のように定義されている。「ヘルスプロモーションは、

人々が自らの健康を改善したり、コントールすることを可能にするプロセスである。」またオタワ憲章では健康の

前提条件として以下の8項目が必要であるとしている。

①平和／②非難する場所があること／③教育／④食物／⑤収入／⑥安定した生態系／⑦持続可能な資源／⑧社会

正義と公正さ

Healthy Cityの定義についても、ＷＨＯがリーダーシップをとってきている。1997年7月第４回インドネシア

ジャカルタで行われたヘルスプロモーションに関する国際会議において、「21世紀に向けた指導的健康増進の宣言

（Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21stt Century）」が採択された9）。この宣言に基づ

き、健康都市化のプログラムを進める都市や各国のコーディネーター、NGO、学術団体、学会などが参加して

「健康都市連合（Healthy Cities）」が発足した。［健康都市連合憲章（Charter of the Alliance for Healthy Cities）］

が掲げられており、そこでは、目的をヘルシーシティーアプローチ（Healthy Cities approach）を通して、個人

やグループが自身の生活の質を向上できるようにすることであるとしており、さらに健康都市の定義を以下のよう

にしている。「健康都市（Healthy Cities）とは、継続して都市の物的・社会的環境の改善を行い、人々は互いに

助け合い、生活のあらゆる局面で自身の最高の状態を達成するために、都市にある様々な資源を幅広く活用し、さ

らに発展させていく都市である。」またここで重要だとされているのは、ヘルシーセッティング（Healthy

Settings）であり、これは社会生活の中で人がまとまって活動する空間が総体として健康促進を支える物的・社会

的環境を整えていることを指すこととしている。健康促進を支える諸環境が必要であるということになる。日本で

は千葉県市川市が認められており、近年「健康都市市川宣言」（2008年10月25日）を出している。

通常は、この健康都市を示す指標は、都市に住む住民の健康指標（健康寿命、死亡率、罹患率など）によって示

されることが多いが、本研究による健康都市は、都市に住む住民のみではなく、広く健康環境を整えることにより、

ツーリズムを通して広くは世界中の人々の健康促進への働きかけが可能となる都市ということとしてとらえたい。

また、単に健康都市ではなく、「健康医療都市」とすることにより、健康と医療とがより接近し健康な状態と病気

の状態が分断されるのではなく、連続性のあるものとして捉えることが重要であると思われる。最新の診断学や検

査方法、治療法に基づく高度な医療と、毎日の健康保持増進のための諸環境は、人間の幸福にとって両輪となって

いく。その意味において健康都市には、医療の質の高いことも同時に求められることになる。

観光立国基本法と群馬県における取組

観光立国基本法

具体的なヘルスツーリズムの実施については、近年日本全国の各市町村において取組が活発化してきている。

2007年１月より「観光立国推進基本法」が施行された。1963年に制定された「観光基本法」の全部を改正し、

「観光立国推進基本法」に改めることにより、観光を21世紀における日本の重要な政策の柱として明確に位置づけ

ることを目的としている。第二条「施設の基本理念」は、以下の内容とされている。
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第二条　観光立国の実現に関する施策は、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、地域の住

民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進

することが、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるという認識の下に請ぜられなければならな

い。

２ 観光立国の実現に関する施策は、観光が健康的でゆとりのある生活を実現する上で果たす役割の重要性にかん

がみ、国民の観光旅行の促進が図られるよう講ぜられなければならない。

３ 観光立国の実現に関する施策は、観光が国際相互理解の増進とこれを通じた国際平和のために果たす役割の重

要性にかんがみ、国際的視点に立って講ぜられなければならない。

４ 観光立国の実現に関する施策を講ずるに当たっては、観光産業が、多様な事業の分野における特色ある事業活

動から構成され、多様な就業の機会を提供すること等により我が国及び地域の経済社会において重要な役割を担

っていることにかんがみ、国、地方自治体、住民、事業者等による相互の連携が確保されるよう配慮されなけれ

ばならない。

下線部分に書かれているように、観光立国の実現が、地域社会の発展に不可欠であり、健康的でゆとりある生活

の実現に観光の果たす役割があるとしている。今後の地域の発展には、「観光」、「健康」というキーワードが重要

であることが理解できる。さらに、第二十一条には「観光旅行者の利便の増進」、第二十三条には「新たな観光旅

行の分野の開拓」について明言されている。

第二十一条　国は、観光旅行者の利便性の増進を図るため、高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する観光

旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設および公共施設の整備及びこれらの利便性の向上、情報通信技術を活用し

た観光に関する情報の提供等に必要な施策を講ずるものとする。

第二十三条　国は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農業漁業に関する体験活動等を目的

とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行その他の多様な観光旅行の形態の普及等観光宣伝活動の

重点的かつ効果的な実施、国内における交通、宿泊その他の観光旅行に要する費用に関する情報の提供、国際会議

その他の国際的な規模で開催される行事の誘致の促進、外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内の

サービスの向上その他の外国人観光旅客の受け入れ体制の確保等に必要な施策を講ずるものとする。

第二十一条からは、健康な人々の健康増進のみではなく、高齢者および障害者にとっても積極的に観光を活用し

て健康増進に取り組めるよう利便性を図ることとしている。さらに外国人についても促進する方向性を打ち出して

いる。また、第二十三条からは、新たな観光旅行の分野として、「心身の健康の保持増進のための観光旅行」すな

わちヘルスツーリズムの分野の開拓の必要性が述べられている。

この「観光立国推進基本法」に基づき、政府が観光立国の実現に関するマスタープランである「観光立国推進基

本計画」を策定している10）。基本計画の中で、本稿に関連する部分についても触れているので、紹介したい。「観

光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成」の一つとして、「温泉その他文化、産業等に関

する観光資源の保護、育成及び開発」が取り上げられており、温泉の保護および適正な利用の確保が必要であると

している。具体的な計画内容は以下の通りとなっている。
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温泉は、古くから国民の療養、保養及び休養等に広く利用されてきている貴重な自然資源であり観光資源である

が、拡大する温泉利用が資源枯渇のおそれを増大させている可能性があることから、温泉の保護対策の充実を図る

ための調査研究等を推進する。また、我が国が本格的な高齢社会を迎え、より一層温泉の利用が増加することが見

込まれることや、多様化する国民のニーズに対応するため、利用者が好みの温泉の種類や温泉地を容易に選択でき

るよう、温泉の成因等の科学的な情報を発信するとともに、利用者にとって魅力ある温泉地をつくり、はぐくむた

めの施策を展開する。

温泉の積極的な活用と、正しい利用促進により健康増進につながるとしており、まさに「温泉療法」も一つのヘ

ルスツーリズムの一つに位置づけられていることが理解できる。また、高齢社会においては温泉の効果的利用が健

康の保持・増進に繋がることも期待されている。我が国の温泉の数は3000箇所を超えており、世界一の温泉所有

国であることを考えると、世界一の長寿には温泉が一定の役目を果たしていることが推測される。今後は健康との

関連性についてのエビデンスの構築により温泉と健康の関係について科学的アプローチが進むことが期待される。

さらに、基本計画では、観光立国推進基本法において触れられている新たな観光旅行分野＝ニューツーリズムの創

出・流通については、「エコツーリズム」、「グリーン・ツーリズム」の各推進に加え、「ヘルスツーリズム」の推進

を打ち出している。内容については、以下の通りである。

ヘルスツーリズムとは、自然豊かな地域を訪れ、そこになる自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身とも

に癒され、健康を回復・増進・保持する新しい観光形態であり、医療に近いものからレジャーに近いものまで様々

なものが含まれる。旅行の健康への効果・影響の医学的かつ実証的な解明を進めるとともに、それらを含めた旅行

中の感染症等への医学的対応等について、一般旅行者や旅行業者の知識を向上させる。

ここからわかることは、我が国におけるヘルスツーリズムの定義と捉えることができ、自然や温泉、健康的な食

などを複合的に組み合わせ、健康を回復・増進・保持する新しい観光がヘルスツーリズムであり、その中には医療

的なものも含まれるということになる。

ヘルスツーリズムの現状

次にヘルスツーリズムの現状についてヘルスツーリズム研究所において分析されたデータがあるので概観してみ

たい。ヘルスツーリズム研究所は、現在NPO法人日本ヘルスツーリズム新興機構として活動を続けている。当機

構は2006年設立され、翌年内閣府の認証を受け、活動している11）。機構が示すヘルスツーリズムの定義は、「健

康・未病・病気の方、また老人・成人から子供まですべての人々に対し、科学的根拠に基づく健康増進（EBH:

Evidence Based Health）を理念に、旅をきっかけに健康増進・維持・回復・疾病予防に寄与するもの」として

おり、この定義にもとづくヘルスツーリズムに貢献すべく緒活動を行うことが機構の目的であるとされている。同

機構が2007年に行った調査によると、ヘルスツーリズムは全国230余箇所で展開されており、現在進行中のヘル

スツーリズム事業のキーワードを①温泉（温泉療法）、②運動、③食、④健康診断、⑤転地療法、⑥森林浴・自然

体験、⑦美容、⑧教育、⑨アニマルセラピー、⑩バリアフリー、⑪その他に分類すると、②運動、①温泉（温泉療

法）の順に多くなっているとしている12）。具体的な運動プログラムとしては、ウォーキング、ハイキング、トレッ

キングが最も多く、続いて体操、ヨガ、太極拳、水中運動、水中トレーニング、マリンスポーツなどとなっている。
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同じく2007年に実施されたインターネットを活用した全国規模で20歳以上の男女1000名を対象とした調査結果

によると、旅行をする際に「健康の維持や心身のリフレッシュなど健康の要素を取り入れたい」と望む人は、「積

極的に取り入れたい（19％）」、「一部取り入れたい（65％）」を合わせて84％と多くなっており、旅行の目的に

は健康増進を期待していることが伺える。また、旅行に健康要素取り入れ意向者が試しにやってみようと思う健康

活動としては、「温泉」が８割弱で最も多く、続いて「森林浴などの森林セラピー、自然体験」が５割以上で上位

を占めており、このほかには「整体、マッサージなどのプログラム」が続いている。人々は、圧倒的に健康を取り

入れたヘルスツーリズムといえば、「温泉」をイメージしていることがわかる。さらに、ヘルスツーリズム（国内）

の潜在市場規模は約4.1兆円と推計され、この数値は国内旅行全体の潜在市場規模のおよそ４分の１を占め、ヘル

スツーリズムの成長性に大きな期待が寄せられると分析している。

群馬県における取組

群馬県においては、日本のがん治療の中心とする「がん治療立県」構想があり、群馬大学医学附属病院における

がん重粒子線治療をメインにメディカルツーリズムもセットで県の活性化を目指す動きがある。群馬大学では、重

粒子医学に関する国際的教育・研究・診療拠点の形成を目指して、平成17年に群馬大学重粒子線医学研究センタ

ーが設立され研究が開始された13）。平成19年には群馬県と共同で、群馬大学医学部構内に、最新の重粒子照射施

設を設置することとした。平成22年より実際の治療が開始されている。重粒子線治療は、“切らずにがんを治す”

治療法として、患者のQOLの向上が期待されている治療である。実際の治療においては、現在「先進医療」とし

ての位置づけとなっており、健康保険適応外となっているため、照射回数によらず一律「314万円」と高額にな

っている。群馬県では、県民が群馬大学に設置された重粒子治療施設において治療を受けるため、本人やその家族

が治療費を金融機関から借り受けた場合、その利子の一部を補助する制度を設けて支援を開始している。重粒子線

によるがん治療は、日本が誇る最先端医療技術であり、群馬県のみではなく、日本全国、世界レベルでの治療を展

開することが期待されている。県外および国外の場合には、患者やその家族も含めて、地域の協力が必要となって

くる。まさにメディカルツーリズムのプログラムが必要となる。現代はまだ開始後それほど年月が経っていないが、

近いうち、適応症例が増加し、連携が上手くいくようになると、地域全体で受け止める必要性が高まってくる。そ

こで群馬大学の所在地である前橋市に「健康医療都市・前橋」構想が掲げられており、検討が続けられてきた。こ

れまでの経過については、森下著「大学の「知」を活用した新たな地域活性化」に詳細に述べられているので、参

照されたい14）。著者は「健康都市前橋」を中心とした地域活性化を目指した、平成21年度地方の元気再生事業

「高度医療拠点を契機にした健康ツアー（ウェルネスツーリズム）整備事業化プロジェクト」に産学連携活動とし

て携わり、プログラムの開発および検討、調査票の開発および分析に携わった。詳細については報告書を参照され

たいが、一部についてご紹介したい15）。本プロジェクトの目的は、中心市街地で展開する健康情報発信拠点「いき

いきまちの駅」設置と医療機関・周辺温泉地等と連携した「ウェルネスツーリズム」を一体的に実施することによ

り、健康に対する市民の意識の高揚を図りつつ、前橋プラザ元気２１に集まる方々を外へ誘導するきっかけの拠点

として街中のにぎわいを回復させ、あらゆる人々が集う健康医療都市形成を行うこととしており、著者は後者の

「ウェルネスツーリズム」の開発を行った。ウェルネスツーリズム事業は、病院、大学等の支援による事前健診の

実施、健康増進プログラムの提供による健康意識の向上、平成22年３月に治療開始予定の群馬大学の重粒子線が

ん治療施設等へのツアーを実施し、経費・収益性およびPR方法等を検討し事業化に向けた課題や事業のスキーム

の確立を行うこととし、具体的には以下の４点を目的とした。
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①大学・病院等の医学的見地からのウェルネスプログラム供給体制の検討

②ウェルネスツアー運用体制の検討

③重粒子線がん治療施設視察ツアーの実施体制検討

④事前健診の実施や健康増進プログラム提供およびツアー実施

上記目的にそって実施されたツアーは、以下の通りである。

（Ａ）「あなただけの赤城山トレッキング」～あなただけの山歩きを応援します～

（Ｂ）「前橋の観光と最先端医療・治療施設見学の旅」

（Ｃ）「動物たちと遊んでみよう」～友だちづくりの第一歩

（Ｄ）「前橋の観光と最先端医療・治療施設見学の旅」

（Ｅ）「前橋発・最先端の放射線技術を探る」

（Ｆ）「50代からの『暮らし』をつくる旅」

（Ｇ）モニターツアー：湯の街伊香保「あなたも安心トレッキングツアー」

（Ｈ）健康づくりウオーキングスクール“上毛電鉄沿線　前橋むかし物語ウォーク”

それぞれのプログラム内容およびスケジュール、実施結果については、報告書を参考にしていただきたいが、上

記各ウェルネス事業から得られた効果は以下の９点に整理された。

（１）特色あるツアーの開催

（２）医療機関との理解・連携の進展

（３）温泉地と都市連携の進展

（４）エージェント（バス事業者）の意識改革

（５）農産物生産者との本格的な連携の実現

（６）障害者等への受け入れに対する支援体制の構築

（７）健康の意識付けが図られた

（８）地域で支え合うネットワーク作りへの意識変化

（９）鉄道事業者と沿線地域が連携した新しい事業が開始

それぞれのツアーの広告不足や天候などの影響もあり、十分な参加人数を確保できないツアーもあったが、実際

に実施したことの意義は大きいと思われる。今後は実施により明らかになった課題の克服と効果をさらに発展させ

るべく工夫を繰り返し、今後益々需要が高まるヘルスツーリズムの普及・啓発に繋がることが期待される。

今後の方向性としては、具体的にプログラムに組み込むことが可能なサービスの切り口として以下のような視点

が考えられるので、それぞれを組み合わせ、心身ともにより健康となることに貢献可能なヘルスツツーリズムの展

開と普及が求められよう。群馬県においても下記を満たす様々な環境やサービスが提供可能となっていると思われ

るので、継続的に発展することを望みたい。
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①動物介在による効果

②花のもつ効果

③自然のもつ効果（山、空気、樹木他）

④温泉利用による効果

⑤食事の工夫による効果

⑥運動による効果

⑦ボランティアや信頼できる人の存在の有無による効果

⑧快適な安眠の場の確保による効果

⑨音楽の効果

⑩笑いの効果

⑪絵画などの効果

終わりに－個々人のヘルスマネジメント能力が求められる時代の到来

グローバル化が単に理念や理想としてではなく、現実的なこととなった今、本研究テーマであるヘルスツーリズ

ムもグローバルな展開が急進展する可能性が高い。今後は日本人という価値と、１人の国際人という双方の立場か

ら、もう一度地域を見直し、と同時に自らの健康状態を分析する能力が求められてくことと思われる。すなわち、

自身の健康の保持・増進にとって、どのようなことが効果的であるか、どのような環境が必要であるかについて一

人ひとりが自分なりの視点をもって地域社会を見つめなおすことが強く求められてくることを意味する。ヘルスマ

ネジメント能力が高い人々の多くいる都市こそが健康都市（Healthy City）と言えると思われる。各々が健康の視

点から地域を評価し、ツーリズムを活用することにより、自らの健康増進の能力を開発し、比較の視点を身に付け

ていくことこそが、日本において今後質の高いヘルスツーリズムが醸成される秘訣であると思われる。
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はじめに

今、またP.F.Drucker（以下ドラッカー）が大きなブームとなっている。岩崎夏海著『もし高校野球の女子マネ

ージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』がAmazon.comで長期にわたって上位を占めている。こ

れに併せてドラッカーの『マネジメント』が同様に上位にランクされている。2009年11月、ドラッカー生誕

100年ということで各出版社がドラッカー特集を組んだのがきっかけである。

日本の著名な企業経営者の中にもドラッカーファンが多く、それはドラッカーが経営コンサルタントとしての業

績があって、コンサルタントとしての魅力とともに、さらにもう一つの側面は未来学者としての実績がある。ドラ

ッカーの述べた予測が正確であることから、最高の未来学者と紹介されることがある。しかし彼自身は、未来学者

ではないと断言している。ドラッカーの予言者としての実績は、ドイツでヒットラー政権の崩壊（1939年）、日

本の台頭を予想（1960年）、バブル経済の予測（1980年）、ソビエト崩壊の予言（1989年）、のほか、まだ現実

にはなっていない将来について数々の予測を立てている。

ドラッカーはこうした言動について、「未来はすでに起こっている」のであって未来を予言するのではなく、す

でにすでに起こった未来を知らせたにすぎないと説明している。すでに起こったことの帰結を見ているので、ドラ

ッカー自身にも未来は分からないという。ソ連の崩壊を予言した時も「情報化の中にあって、あのような体制が続

きえないことは、誰にでもわかったはずである。ソ連や東欧諸国には、西側の情報がたくさん入っていた。」と述

べている。1

こうしたドラッカーの予言の中でも日本社会に対する事柄は、日本は明治維新に匹敵する改革が必要であるとか、

新しい分野への進出が日本経済を活性するから市場を開いて新規参入者を増やせ、グローバル化に備えよ、移民の

問題を真剣に考えよ、知識労働者の生産性を上げよ、日本経済の停滞は長引くなどといったことも述べている。

一方、ドラッカーの記述の中には、いくつか矛盾した部分があり、ドラッカー批判の多くは、こうした問題であ

る。例えば日本的な経営文化についてなくしてはいけない重要なものと記述しながら、他ではグローバル化の中で

変えなければならない、という記述がある。これはドラッカーの活躍した時期が長いこと、マネジメントの考え方

が時代とともに変化するものであると考えるドラッカーにとっては、とくに矛盾する問題とは考えていない。何よ

りアメリカ経営学研究者は、日本の研究者のように理論の一貫性を求めてはいない。実用主義的なアメリカの社会

科学では現在の時点で最適なものを追求する姿勢を持ってきた。以上のことを理解したうえで、本論ではドラッカ

ーの数ある著書を引用し、彼の主張を明らかにして、ドラッカー理論とは何か検討し、また多くの日本人と交友関

係にあったドラッカーが、日本に対してどのような提言をしたのか、そして現在の停滞した社会についてどのよう

な見解を持っていたのか明らかにする。

いずれにしてもドラッカーの著書が、いまだにたくさん読まれている理由は、混乱する日本の社会や停滞する経

済の中で、これから先どうなるのかという不安の解答を、ドラッカーに求めているからなのであろう。知的好奇心

が高く、高学歴者の多い日本人は一般的な解説では満足せず、より詳細な知識を欲している。こうした役割は本来、
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日本の経営学研究者が、国民に解りやすく解説すべきことなのだろうが、そうした役割をドラッカーが果たしてく

れた。

第１章　マネジメント

第１節　ドラッカーのマネジメント論

ドラッカーのマネジメントに対する定義は、マネジメントを経営管理とは見なさず、目標を達成するため、ある

いは成果をあげるための手段のことを意味している。経営管理は組織を中心に研究し、組織を維持管理することが

重要であるが、マネジメントでは組織で働く人間を中心に研究する。経営コンサルタントでもあるドラッカーは、

働く経営者や労働者が何をすればよいのか解明してきた。ドラッカーのマネジメント論は、時代とともに変化して

いて、その定義も変化している。経営管理は普遍的な理論を前提に分析できるものであるが、マネジメントの定義

は一律ではない。このことに関してドラッカーは、マネジメントの真髄と認識されていたものが陳腐化し、現実と

乖離し始めたのは、マネジメントが成功した結果である。実際この半世紀、マネジメントは科学以上に優れた成功

を収めている。2と、現実の世界の変化がマネジメントを変えたのだと主張する。

ドラッカーは「マネジメントを創った」人物として取り上げられることも多く、最初に日本へマネジメントの考

え方を紹介した人物である。マネジメントの理論や原則をはじめて体系的に適用したのは、企業ではなく公的機関

である。アメリカではじめてマネジメントを体系的かつ意識的に適用したのは、テディー・ルーズベルト時代の陸

軍長官エリフ・ルートである。彼はマネジメントの諸原則をアメリカ陸軍の再編成に適用した。3

経営管理が組織を中心にした考え方であるのに対し、マネジメントは目標達成のためのあらゆるゆる施策である

ならば、その原理の中心は人間にある。達成しなければならない目標を理解し、そのために必要な人材と何をしな

ければならないのか、何ができるのか、やるべき仕事の手順、役割分担、などいずれも、携わる人間の能力に左右

される。そこからリーダーは戦略を導きだし、成功に結び付けなければならない。そこでマネジメント研究におい

て、人間に対する研究が重要になってくる。

ドラッカーはかなり早い時期から、現在の混乱した世界の到来を予測していたようである。現在の不況を、一時

の景気後退ではなく、イノベーションを必要とする時代の変革期と論じている。過去に明治維新と、戦後の改革と

いう大きな変革期を乗り越えてきた日本は、いま再び同様の改革を迫られている。しかし、それは戦後日本が成功

したシステムを破壊しなければならないかもしれない。成功したシステムを壊すことは困難を伴い、あらゆる組織、

あらゆる部署で改革が必要になると論じている。マネジメントとイノベーションが、ドラッカーマネジメント論の

特徴である。

イノベーションといえばシュンペータであるが、ドラッカーは自らをシュンペータの後継者と述べている。（シ

ュンペータとドラッカーの父親は親交があり、ドラッカーが幼いころ、自宅にシュンペータが訪ねてきたという。）

したがってドラッカーのイノベーション論は基本的にはシュンペータのそれを踏襲している4。そのうえでドラッ

カーは、イノベーションを行うためには第一に機会を分析し①予期せぬこと、②ギャップ、③ニーズ、④構造の変

化、⑤人口の変化、⑥認識の変化、⑦知識の獲得、の７つの機会について分析すること。第二にイノベーションは

知覚的な認識でもあるので外に出て、見、問い、聞くこと。第三に焦点を絞り単純なものにすること。第四に小さ

くスタートすること。そして第五に、最初からトップの座をねらわなければイノベーションとはなりえず、自立し

た事業とさえなれないという。5ここにドラッカー経営学の特徴が現れていて、具体的で実践的なイノベーション
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の方法が語られている。

第２節　ドラッカーマネジメント論の批判について

ドラッカー理論には矛盾が多い、というのが多くのドラッカー批判の中心である。このことに対してドラッカー

の活動が長期にわたる上、著作数も多く批判の対象になることもあるが、全体にドラッカーのマネジメント論は時

代ともに多くの人々に共感されてきた。

まず、なぜドラッカーが日本でこれほど多く受け入れられてきたのかといえば、第一にドラッカーが青年期に社

会科学をドイツで学び、戦後アメリカにわたりアメリカ経営学の影響を強く受けたことにある。日本の社会科学も

戦前はドイツ経営経済学から社会科学を学び、戦後はアメリカ経済学に大きく傾倒していった。戦後のアメリカ経

営学をドラッカーの著書を通して学ぶことで私たちは理解しやすかったのではないだろうか。

アメリカの社会科学は「制度論」を前提にしていて、これはプラグマティックなアメリカ社会科学の特質である。

社会科学は自然科学のような普遍的な原理とか原則などは存在しない。同じ現象でも、時代が変わり背景が変化す

れば、その評価も変化するものであって、そのことは私たちも日常的に感じてきたはずである。「制度論」は自然

科学の「種の起源」つまりダーウィンの進化論を社会科学に適応させた考え方である。環境に適合した種は発展し、

逆に環境に適合しないものは衰退する。これを経営学に適応すると、環境に適合している企業は発展して巨大化し

成功するが、衰退する企業はすでにこの社会で役割を終えた企業と理解される。したがって、不況期に経営不振の

企業や、倒産寸前の企業に国家資金を投入する行為などはまったく不本意なことである。日本が、かつてバブル崩

壊の時期に、倒産寸前の金融機関や大規模小売店に対して多額の公的資金を投入した結果それが今日、日本政府の

財政赤字として私たちに重くのしかかっている。一方、リーマンショックのときのアメリカ政府の対応は、企業の

自己責任という基本的な方針を守っているように見られる。

このようにアメリカ経営学を前提に考えると、ドラッカーにとって一貫した理論などは問題にならない。時代が

変化したのだから、マネジメントも変わると考えている。

第２章　ドラッカー経営論の実践

第１節　リーダーシップ論

これからの労働者は一人ひとりがプロフェッショナルにならなければならない。そしてプロフェッショナルが仕

事をするために組織が必要になる6、と述べている。組織としてはプロジェクト組織のようなものを想定している

と思われる。小惑星探査衛星「はやぶさ」の例に見られるようにプロジェクト組織の成功例は近年増加している。

プロフェッショナルは知識によって仕事を行う。プロフェッショナルは組織に依存しない。いずれもドラッカーが

よく使う言葉であるが、組織において組織の目標を達成させるためには組織のリーダーとしての存在が重要である。

リーダーに求められる資質は、判断力、統率力、実行力、人物的魅力などなど、ありとあらゆるものがリーダー

に必要な特性として、あげられるようになった。仕事の特性とリーダーの資質が適合すれば、誰でもリーダーとし

ての仕事をすることは可能である。「リーダーである」ことが目的ではない。あくまで組織の目標を達成すること

が目的である。それには絶えず「組織の目的は何か」を明確にさせなくてはならない。目的に適わない｢何か｣を、

自分もしくはメンバーがしたとすれば、それはリーダーの責任である。もちろん、時代の変化によって組織の目的

も変わる。だから、常にメンバーと共に“目指すに足る目的”を掲げ直さなくてはならない。それが今日「リーダ
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ーである」ことの最も重要な使命である。時代の変化によって組織の目的も変わる。だから、常にメンバーと共に

“目指すに足るリーダーシップは重要である。しかし、それは今日宣伝されているものとはいささか異なる。それ

は、いわゆる「リーダーの資質」などはほとんど関係ない。「カリスマ性」はもっと関係ない。平凡で退屈なもの

である。その真髄は行動にある。第一に、リーダーシップそれ自体は、良いことでも望ましいものでもない。それ

は手段である。何のためのリーダーシップであるのかが重要である7。（高い生産性をあげる組織は、リーダーが部

下の人間的側面と目標思考的な作業チーム形成を図る『部下中心型』のマネジメントを行う。低い生産性の組織は

リーダーが常に生産性を挙げるよう圧力をかけようとする『仕事中心型』のマネジメントを行っている。）

第２節　人事・人材育成

ドラッカーは人事の基本原則として次の4項目を挙げている。①人を正しく判断できるものはいない。②ある人

間を仕事につけた結果、そのものが成果を上げられなかったならば、それは私が間違ったのである。③組織におい

て権限と責任のある地位にある者が能力を発揮できるようにすることは、トップの義務である。④トップが行う決

定のうち、人事ほど重要なものはない。したがって、人事は正しく行わなければならない。そして人事の手順につ

いては、①昇進や異動の決定において最初の手順は、与えるべき仕事の内容を徹底的に分析すること。②徹底的に

分析したあとは、何人もの有資格者を候補として検討すること。③次に候補の評価について徹底的に検討すること。

④次に候補者一人ひとりについて、一緒に働いたことのある何人かと話をすること。そして最後に、⑤新しいポス

トにつけたものを呼びつけてこういうべきである。「地域のセールス・マネジャーになってから三ヶ月がたつこの

新しいポストで成功するためには何をしなければならないと思うか。一週間か10日良く考えて書いてきてくれ。

ただし、今ここで、はっきりといっておかなければならないことがひとつだけある。それは今度の昇進をもたらし

た君のやり方というのは、この新しいポストでは、ほとんど役にたない。」

ここでも重要となるのは人間についてである。そうであるならば、その目標達成に必要な人材を育てなければな

らない。人材育成にとって重要なことは、①何度でもチャンスを与えること。②新参者に新しい仕事を与えてはな

らない。③強みを評価する。よくやった仕事は何か、よく出来そうな仕事は何か、さらに何を学ばせ、何を身につ

けなければならないか、彼、あるいは彼女の下で自分の子供を働かせたいと思うか、そうであるならなぜか、そう

でないならなぜかということについて熟慮すべきである。

人事がうまくいかなかったからといって、異動させられた者が無能だということにはならない。その人事を行っ

た者が間違ったに過ぎない。人事異動がうまくいかなかったときは、強みを発揮させるべく再移動を行う。明日を

担う人材の育成に貢献する。そのためには何が必要か。人材育成の風土とシステムを不断に改善していく。知識産

業の成否はどこまで知識労働者をひきつけ、とどまらせ、やる気を起こさせるかにかかっている。人の育成にあた

って最も有効な方法は先生役をやってもらうことである。8

こうしたリーダーに対する厳しい見解は、目標の実現にはリーダーの能力が問われ、その責任も部下ではなく、

リーダーにあるからである。リーダーは部下一人ひとりの能力を把握し、その能力に応じた仕事を与え、リーダー

の責任において目標を達成しなければならない。

第３節　ドラッカー経営の実践

日本で最初にドラッカーの著書が紹介されたのは1956年『現代の経営』である。しかし一般に知れ渡るように

なったのは1969年の『断絶の時代』で、これ以降ドラッカーの著書が多く読まれるようになった。さらに、『現
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代の経営』が出版されて経営学者ドラッカーの名声は日本で高い評価を受けるようになって、ドラッカーを読んだ

ことがない人までドラッカーといえば「顧客の創造」という言葉が知られるようになった。

ドラッカーが経営コンサルタントとしてアメリカのビッグビジネスであるGMやGEの経営にアドバイスを与え

ていたことが、日本の経営者に評価され日本を代表する多くの経営者と交流を深め、このころからドラッカーは

「経営の師」として仰がれるようになった。その中にはパナソニックの松下幸之助氏、ホンダ自動車の本田宗一郎

氏、ソニーの盛田昭夫氏などの名前も見られるが特にイトー・ヨーカ堂の伊藤雅俊氏、オムロンの立石一真氏、日

本電気の小林宏氏、資生堂の福原義春氏なども、頻繁にドラッカーと面談している。伊藤雅俊氏は数億円の資産を

ドラッカー・スクールに寄付し、伊藤氏の名前を冠した講座まである9。ドラッカー・スクールはカリフォルニア

州のクレアモント市にあって、ドラッカーのマネジメント論の実践者としての人材育成を行っており、日本人学生

も多く在学している。

近年ではユニクロの柳井正氏がドラッカー経営学を実践して成功した、と話題になった。柳井氏は「本質的にビ

ジネスは昔も今も古今東西変わっていない。ドラッカーは本質を付いたことを書いていて、その中で我々にとって

ここに書かれていることはどういう意味なのかと考えれば、おのずと戦略が出てくる。」そしてドラッカーの「顧

客の創造」をヒントにヒートテック製品の成功があったと述べている。さらに最近では作家の糸井重里氏も自らの

ブログで「はじめてのドラッカーをはじめる」を掲載し、どの小説より面白かったと述べている。

ドラッカーの経営理論を、実際の企業経営にどのように生かしていくのか、各地で開かれている「ドラッカー研

究会」には多くの企業経営者や管理職の人たちが参加して体験談や成功例、失敗例などが語られている。また、多

くのドラッカー本が出版され、コンサルタントやドラッカー研究者による講演会も数多く開かれてきた。

第３章　知識社会

第１節　ポスト資本主義

ドラッカーは「イディオロギーとしてのマルクス主義を破壊し、社会システムとしての共産主義を破壊したのと

同じ力が、資本主義をも老化させつつある。」10と、現代社会について考察している。欧米の先進国ではすでにポ

スト資本主義社会が始まっていて、すでに現代社会は資本主義とはいえない。これはシュムペータのいう、「成功

するが故の資本主義の崩壊」と通ずるところがある。

その理由として「基本的な経済資源、すなわち経済用語で言うところの『生産手段は』もはや資本でも資源（土

地）でも労働でもない。それは知識である。知識社会における最も重要な社会勢力は『知識労働者』となる資本家

が資本の生産的使用者への配賦の方法を知っているのは、知識経営者であり、知識専門家であり、知識従業員であ

る。」11従来、資本主義社会では、生産手段は資本家のものであって、労働者は自らの労働力を資本家に売ること

で収入を得るという説明であった。ドラッカーは知識社会において、最も重要なものは知識であるが、この知識は

必ずしも資本家のものではなく「知識労働者」のものであるところに知識社会の特質があり、それが今までの社会

との大きく異なっている。そこに資本主義的生産関係の終焉と、それと代わって生み出される新しい時代である知

識社会の誕生について説明している。したがって、知識社会においては人間が最も重要な資本としての要素であっ

て、人こそビジネスの源泉であると説明している。12

知識社会の到来こそ、ポスト資本主義と理解することができるのか、さらに検討の必要もあるし、知識労働と肉

体労働が同居するような状況もあるとドラッカー自身も言うように先進国で起こっている重要な問題である。
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第２節　知識社会の誕生

途上国においてはまだ当分、肉体労働が仕事における重要な地位を占めるが、先進国においてはもはや単なる肉

体労働の生産性の向上ではない。すでにわれわれは、そのための方法を知るにいたっている。これからの中心的な

課題は、知識労働の生産性の向上である。すでに先進国では、知識労働者が労働力人口の中核を占めている。おそ

らくアメリカでは、全労働力の五分の二に達する。他の先進国も急速に増大しつつある。そしてまさに、それらの

人たちの生産性にこそ、先進国の生存と繁栄がかかっている。13 知識労働者は知識労働のみに関るのではなく、実

際にはきわめて多くの知識労働者が、知識労働と肉体労働の両方を行う。そのような人たちを、とくにテクノロジ

スト（高度技術者）と呼ぶ。

テクノロジストには、きわめて高度の知識を使う人たちがいる。脳内動脈瘤の恐れのある切除手術の前には、高

度の知識を要する事前診断に数時間をかける。手術の最中にも、高度の理論的な知識と判断を必要とする。しかし、

手術自体は肉体労働である。迅速性、正確性、規格性が要求される反復的動作からなる肉体労働である。しかもテ

イラーの手法によって分析し、組み立て、身につけるべき肉体労働である。14 そして知識労働者の生産性が競争の

鍵になると述べている。知識社会では、労働者一人ひとりがプロフェッショナルとして活動する。プロの知識労働

者がプロとしての仕事をするために組織が必要になる。経営者はこうしたプロの知識労働者に依存するようになる。

そして、こうした仕事をプロデュースし、組織を上手に運営し、目的を達成するために必要なのがマネジメントな

のである。病院を経営する経営者にとってヒト・カネ・モノの生産要素の中で、最も重要なのは「ヒト」、つまり

医療従事者である。彼らは知識労働者であり、その知識を利用することで仕事を行う。彼らは自分の仕事をするた

めに病院を利用する。自分の仕事ができないようであるならば、すぐに別の職場に行くであろう。経営者は労働者

を自由に支配することができなくなった。

アジアでは日本だけが知識社会であり、日本、韓国、中国を同一目線で見るのは誤りといえる。経済を規模だけ

で見ることが基本的に間違えで、質の問題のほうがより重要である。途上国ではまだ、労働者が自ら所有する労働

力（肉体労働）を経営者に売って、給料を貰う関係のまま留まっている。

ダイヤモンド社から出版されているドラッカーの翻訳は上田惇生氏である。上田氏は日本のドラッカーといわれ

るほどドラッカーの考え方をよく理解していて、次のように指摘している。企業は金儲けを目的にしてはいけない。

自らの使命をよく理解し、結果として金が儲かるようなシステムを構築すべきであると指摘する。とくに資本主義

的な組織と知識社会における企業組織の違いをこのように表現している。

今後数十年にわたって、先進工業国におけるマネジメントの主要な任務は、知識を生産的なものにすることであ

る。……マネジメントは文化であり、価値観と信条の体系でもある。……マネジメントとは、それぞれの社会が自

らの価値観と信条を生産的なものにする手段である。……マネジメントは、経済的、社会的発展をもたらす。経済

的、社会的発展は、マネジメントの結果である。15 製造業はかつての農業と同様に従事者数が減少し、日本では近

年急速に減って、全労働者中製造業従事者は20％程度で、今後さらに欧米並みに15％を切るであろう。それは製

造業が不要であるとか、時代遅れとか言うのではなく、農業が重要であるように製造業も重要な産業であることに

変わりはない。そしてサービス業を中心にした知識社会の到来という時が来たのである。
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第４章　新しい産業の誕生

第１節　非営利組織の誕生

マネジメントは営利企業のためのものだけではなく、非営利組織にとっても重要な考え方である。最近のアメリ

カでは営利組織の誕生よりも、非営利組織のほうが多くの誕生している。非営利組織は、今まで営利組織にはでき

なかった仕事を行うことができる。営利組織は利益とか、資源の獲得など何かの見返りがなければ活動することは

できない。それに対して非営利組織の場合は、基本的にそこで働く人はボランティアなど、奉仕である場合が多く、

利益を度外視して活動することもできるため、その活動範囲は営利組織よりも広く多面的である。そして非営利組

織で労働を提供する人は、知識労働者である場合が多い。ここで働く知識労働者は、組織に命令されて働くことは

しない。それより、ここで働く労働者は自分の持っている能力や知識を、どこの組織で発揮したら良いのか考えて

いる。組織に合わせて働くのではなく、自分の技術や知識などの労働能力を利用できる組織がどこであるのか考え

て働くのである。もし、その組織が自分に合わないと考えたなら、彼らはすぐにその組織を捨てて、自分に合う新

しい組織を捜すはずである。

西欧の場合、日曜学校など宗教活動を通してボランティア活動など頻繁に行ってきた歴史がある。多くの人が教

会で毎週無償の奉仕を行っている。日本でも地域によっては古くから地域の奉仕活動が行われているところもあり、

最近では若者によるボランティア活動が活発になり非営利組織に対する認識が広まってきた。

第２節　情報産業の発達

現代社会では情報産業が重要な地位を占めているわけだが、ドラッカーは現代社会が情報を正しく使いこなして

いないと述べている。つまり、コンピュータの多くが間違った使い方をされている。すなわち人間に情報を与える

ことによって人間を解放するのではなく、情報の管理により多くの時間を割くことを正当化させるために使われて

いる。

その原因は明らかにコミュニケーションの欠如にある。つまりいかなる情報が、誰によって、何のために必要と

され、その意味は何であるかについて合意も決定もないことにある。言い換えれば、情報爆発こそ、われわれがコ

ミュニケーションに取り組まねばならなくなった最も差し迫った理由である。事実マネジメントと従業員、企業と

政府、教授と学生、この両者と大学当局、生産者と消費者等、今日われわれのまわりの恐ろしいほどのコミュニケ

ーション・ギャップは、情報の増加に見合ったコミュニケーションの増加がないことを反映している。

ドラッカーは情報をコミュニケーションが前提となって初めて意味を持つと考えている。コミュニケーションは

他者との意思の疎通であるが、今日このコミュニケーションの発達がないまま情報の爆発が起きてしまった。コミ

ュニケーションは知覚することであり、期待することである。人間は知覚したいと思うものを知覚し、見たいと思

うものを見、聞きたいと思うものを聞く。期待されないものは知覚さえされず、目にも入らない。したがって、コ

ミュニケーションを成立させるためにはコミュニケーションの受け手が、何を見ることを期待し、何を見ることを

期待しているかを送り手側が知らなければならない。そうして初めて、受け手の期待を利用できるか、いかなる期

待を利用できるかを知ることができる。

つまり、コミュニケーションは受け手が何者かになり、何かを行い、何かを信じることを要求する。コミュニケ

ーションは、常に動機に働きかける。コミュニケーションは受け手の願望・価値観・目的に合致すれば強力になる

が、もし合致しなければ、まったく受け入れられないか、せいぜい抵抗されるだけである。
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コミュニケーションは知覚することであり、情報は論理である。したがって情報は純粋に形式的であり、意味を

持たない。情報はコミュニケーションを前提にしている。ところが私たちは突如として膨大な情報を手にする能力

を持つにいたった。16 しかも、私たちは内部の情報しかもっていない。必要なことは、それら内部の情報の増大や

改善ではない。外部の情報の獲得である。情報産業が極めてアンバランスな状況の中で情報産業はいま始まったば

かりなのである。「もはや、AT&Tの素晴らしいベル研究所でさえ、いかに優れた仕事をしようとも、電気通信産

業が必要とするすべてのものを供給することはできない。同じように素晴らしいIBMの研究所も、IBMのコンピュ

ータが必要とするすべてのソフトウェアや半導体を供給することはできない。衣料製品も、今や、有機化学、薬理

学、遺伝学、分子生物学、物理学、電子工学から生まれている。」17

第３節　日本の産業とその展望

ドラッカー人気のもうひとつの側面は、今後日本の産業がどのように展開するのか、どのような産業が、より発

展の可能性があるのかその方向性を指し示す部分である。それは①新しい農業の発展、②海洋産業の発展、③材料

産業の発展④メガロポリスの発展、などである。

農業に関しては日本の場合、戦後の農地改革以降ほとんどイノベーションを行わず、極度に政治利用される形で

保護されて国際競争力を失い、後継者もなくなり耕作できなくなった農地が放棄され荒れ放題になってしまった。

そして、農地法の改正が行われ、企業の参入を許すことになった。ここでようやく農業が生業ではなく産業として、

バイオテクノロジーや、ナノテクノロジー、あるいはIT産業などと共同で開発していく基礎ができた。海洋産業に

関しては、海に囲まれた日本は今後さらに海洋を利用した産業を開発しなければならない。海水にはあらゆる物質

が含まれていて、さまざまな資源が利用可能となる。あとはこうした技術の開発と実現可能な範囲までのコストダ

ウンが要請されている。

資源の問題では近頃、レア・アース問題で騒ぎになった経緯もあり、材料産業の開発も急がれる。宇宙ステーシ

ョンを利用する形で、従来地球上にはなかった物質の開発などが進められている。今後こうした日本の材料産業が

活発になっていく。メガロポリスについては、今後さらに地方の衰退が進み、都会の住宅事情が悪化することを示

している。

第５章　ドラッカーと日本

第１節　グローバル化と日本

ドラッカーはアメリカ経営学の潮流とは一線を画し、本人自ら、社会生態学者と述べているように経営学者であ

ることを否定している。ドラッカーはレーガノミックス以後のアメリカ経営学を批判し、次第に経営学から離れて

社会科学者として高所から社会全体を見渡すという研究スタンスを持ち続けてきた。

財政赤字と貿易赤字の「双子の赤字」を計上したアメリカ経済は、高金利政策と古典経済学的な自由放任経済で、

世界中の資本をアメリカに集め、その資本を使って世界中に投資し、繁栄を謳歌してきた。経済の世界から国境を

取り除けば、アメリカが赤字であろうが黒字であろうが、それは意味を持たなくなる。このことで経済の世界は統

一され、共通のルールで経済が運営されるようになる。ドラッカーによると通貨は国民国家の支配から逃れ、グロ

ーバルな存在になった。もはや通貨は、国民国家が支配できるものではない。国民国家が協調しても支配できるも

のではない。いかなる中央銀行も、もはや通貨の流れを支配できない。せいぜい金利を上下させることによって通
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貨の流れに影響を与えようと試みることができるだけである。19

そこでアメリカは、他国に対しても同様の規制緩和と経済の自由化を実行するように要求し続け、いわゆる経済

のグローバル化を推し進めてきた。この要求を受け入れた国には優遇策をとって取引を増やし、反対する国は冷遇

する措置を実行している。ドラッカーはこうしたアメリカの政策に対して批判的な見方をしてきた。

アメリカのこうした政策で、金融資本は余剰資本を吸収して開発途上国に投資することで大きな利益を上げ、途

上国も経済発展の機会が与えられ、ドバイのように世界のどこよりも巨大な開発と発展を実現することができたの

も事実である。一方、こうした経済のグローバル化は資本の集中を早め、強い国や企業はますます強く、弱い国は

ますます弱体化し二極化する可能性が指摘されている。また、経済の統一が今まで培われてきた企業文化や国家の

アイデンティティを弱めるのではないかと懸念されている。

日本の場合、こうしたグローバル化を受け入れることを拒否しているために外国人投資家が日本市場を無視し、

結果として株価の低落と経済の停滞を招いている。ドラッカーはこの経済のグローバル化でアメリカは絶対的に有

利に立ち、そのことが1930年代のように不平等が絶望を招くことを心配している。

第２節　日本の強み

ドラッカーは日本の強みについて「日本の企業文化」であると述べている。200年以上続く企業は3100社もあ

り、それは世界中にある、古くから続く長い歴史を持った企業の四分の一が日本にあるということである。世界一

老舗が多いということは、培われた企業文化が存在し、それが日本の強みであった。グローバル化がこうした日本

の強みを取り去り、日本独特な経営手法を否定することになるのではないかと懸念している。

ドラッカーは「日本の企業文化は捨てる必要ない20 」あるいは、「日本は欧米に染まることなく、日本らしさを

大切にしながら、世界とともに進化していくべき」21 であると述べ、逆にこうした日本の企業文化を武器にして世

界で活躍するべきであると主張してきた。現在の日本はグローバル化と企業文化の維持を両立することができるの

か模索している。グローバル化が求められる現代社会であるが、経済が同じルール、同じ文化、そして世界共通の

価値観ですすめる必要はないというのがドラッカーの考え方であろう。一方でドラッカーは日本に対して「明治維

新並みの大きな改革」を受け入れるように進言している。日本は過去に2回社会的変革を受け入れ、明治維新と戦

後改革を実行してきた。今また、こうした社会革新を行わなければならない時期が来たと断言する。22 矛盾するド

ラッカーの日本に対する提言は、現在の日本を象徴している。日本の経営文化を守ることと、グローバル化の受け

入れは果たして両立できるのだろうか。日本が「日本の強み」で世界と競争しなければならないというドラッカー

の言葉を整理してみる。

第一に、古くから続く歴史と文化、そして高い教育レベルについては「日本は江戸時代すでに高水準の識字率を

世界で最も早く達成した国のひとつでした。さらに、明治時代になっても、侍の世界の信頼関係が近代企業組織へ

と受け継がれました。それは日本の大きな強みです。」23 と述べているようにヨーロッパとは異なる文化で経済発展

を成功させた。

西欧以外で初めて近代化に成功したのは、明治以後、発達の前提としての文明があったからに他ならない。第二

に、集団主義の文化の存在についても興味深い見方をしている。「日本にはもうひとつ大きな強みがあります。そ

れは「ケイレツ」です。ここの企業の集まりでありながら、他の企業の見通しや経験を共有できる。時流に逆行し

ていると思われるかも知れませんが、私はこの長所を失ってほしくないと心から願っています。」24 批判されてきた

日本の「ケイレツ」までもドラッカーは日本の強みであるという。第三に、戦後日本の経済が発展する中で、培わ
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れてきた日本的経営も日本の強みであるという。「日本には、長期的な展望を持って仕事に取り組むという、信じ

られないほどの強みがあります。アメリカでは四半期ごとに結果を出さなければならないが、耐え難いプレッシャ

ーです。日本でも四半期決算の開示が求められるようになりました。また、法人間の株式持合いもあまり感心され

ることではないというのが一般的な認識です。ただし、近視眼に陥り、長期的な視点が失われてしまっては元も子

もありません。」25 賃金体系も日本の強みであった。しかし、高等教育を受けた者の数が過剰となり、さらに増大を

続けている現状にあって、肉体労働者、事務職、経営管理者の間に差を付けている制度をどう修正すべきであろう

か。

このように日本の強みではあるが、現在の時点ではどれも強みには思えない状況になっている。終身雇用制につ

いても、確かに日本の力の源泉のひとつである。それは日本の労働者に対し、世界に類のない心理的安定を与えて

きた。しかし今後は、終身雇用制のもとにある従業員、とくに熟練した従業員を昨日の産業から明日の産業に移送

させていかなければならない。そのとき日本は、終身雇用制をどのように見直すべきであろうか。昨日の大企業が、

世界市場において開発と途上国の低賃金労働力と競争し、生き残るためには自動化を進めなければならない。その

時企業は、終身雇用制をどうすべきであろうか。26

日本の強みと同時に「弱み」についても触れている。「日本ほど素早くイノベーションを実現したり、変化に対

応したりする術を心得ている国はありません。このことは製造業に限らず、あらゆる分野に当てはまります。ただ、

金融機関だけが唯一の弱点でしょうか。これまで過保護に過ぎました。」27 過保護ということでは日本の農業も同じ

ことが指摘することが出来る。そして「アジアにおいて日本が果たすべき役割は、17～19世紀初頭にかけてヨー

ロッパでイギリスが果たした役割に近くなる。日本の最大の利点は東洋にも西洋にも属していないことです。日本

は常にアウトサイダーの立場でした。日本は、いわば本社のような機能を果たすようになると考えます。」

そして日本の現在の停滞について「日本に関しては、現在の停滞も、少子高齢化の弊害も早くから問題にしてき

た。何より、明治維新、戦後の改革、そしてこれから始まる三回目の改革も必ず成功するだろう」と予言した。そ

してその方向性も示してきた。現在の停滞と混乱の時代に、もしドラッカーが生きていたならばどのような助言を

してくれたであろうか。そう考える多くの人々によって、現在のドラッカー・ブームは起きている。ドラッカーは

亡くなる直前まで日本の再生を信じていた。「今日本は非欧米諸国との競争に直面しています。そこで問題になる

のは、日本が欧米との競争とその対処法に慣れてしまっていることです。新しい競争相手は、韓国や中国です。イ

ンドも間もなくでしょう。」28

ドラッカーが口癖のように話していたことは「強みで戦いなさい。あなたの強みは何ですか。」ということであ

った。国家でも、企業でも、個人でも同じであるが自分たちの「強み」を常に自覚しておく必要がある。そしてこ

の「強み」を武器にして仕事をしなければならない。

第３節　日本の課題

①人口問題と雇用

ドラッカーがこうした問題を取り上げるとき、最初に問題にするのは人口問題である。彼の著書には人口問題が

たびたび取り上げられていて、あらゆる諸問題の中で最重要であるとされている。年代順に、『イノベーションと

企業家精神』では「産業の外部で起こるあらゆる変化のうち、人口構成の変化ほど明瞭なものはない。人口構成の

変化とは、総人口の増減のみならず、年齢構成、性別構成、雇用状況、教育水準、所得階層等の変化のことでもあ

る。いずれも不明瞭たりえないようなものばかりである。しかも、その近い将来における変化も予測しやすい。」
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『乱気流時代の経営者』でも「今日、所得、さらにはライフスタイルさえ、購買の動機ではなく、制約要因に過ぎ

なくなりつつある。人口の構造変化による新しい市場区分の登場が、インフレとさえ関わりなく、消費市場におけ

る大きな動因の一つとなっている。」『明日を支配するもの』では少子化の問題を取り上げ、日本だけではなく、先

進諸国において集団自殺同様の様相と述べている。そして、「最も深刻なのが日本である。定年が早く、労働市場

が硬直的であり、しかも大量移民を経験したことがない。」この少子化を教育の充実によってチャンスに変えなけ

ればならないと述べている。『ネクスト・ソサエティ』でもアメリカ以外の先進国では少子高齢化が進み、人口問

題の権威ニコラス・エーベルスタットの論文を引用しつつ「今後50年間、日本は年間35万人の移民を必要とし、

労働人口の減少を防ぐためにはその倍を必要とする」という。

人口問題が人口構成に大きな影響を与え、その結果として雇用形態が変化するが、日本には労働者階級の文化が

なく、終身雇用制を続けてきたため労働市場さえもない。こうした状況で、現在の日本の製造業は海外へと移転し、

先進国の中で突出して多かった製造業従事者の労働移動が問題となっている。

②知識労働者の増大

ドラッカーの言う「知識労働者」は一般的な知識や教養のことではなく、もっと専門的な知識のことである。こ

のような一般知識から専門知識への重心の移行が、新しい社会を創造する力を知識に与える。29 知識社会では専門

知識が、一人ひとりの人間の、そして社会活動の中心的な資源となる。いわゆる経済学の生産要素、すなわち土地、

資本、労働は不要になったわけではないが、二義的になる。それらは、専門的知識があれば入手可能である。しか

も、簡単に手に入れられる。とはいえ、この専門知識はそれだけでは何も生まない。他の専門知識と結合して、初

めて生産的な存在となる。知識社会が組織社会となるのはそのためである。企業であれ、企業以外の組織であれ組

織の目的は専門知識を共同の課題に向けて結合することにある。30

日本社会では、ほとんどの日本人が高等教育を受け知識社会における変化に対応しようと準備している。そのた

め肉体労働や単純作業を回避し、こうした労働は外国人労働者に委ね、専ら知識労働に特化しようと考えているよ

うに思われる。一方、ほとんどの企業が無意識であろうが、19世紀の雇用主と同じように、組織が社員を必要と

している以上に社員が組織を必要としていると信じ込んでいる。それは知識労働者の側も、いまだ組織と労働の関

係が変化していることに気が付いていない。知識労働者と組織の関係はまったく新しいもので、今までのように組

織のために働くことによって組織から支払いを受けるものではなくなる。知識労働者は組織に依存しない。知識労

働者と組織の関係は、ボランティアとNPOの関係と同じようにまったく新しい関係である。知識労働者が生産手

段である知識を所有している。知識労働者が知識労働者としての仕事をするために組織が必要なのであって、組織

と労働者の関係が変化すると考えられる。

③製造業の縮小

アメリカでもヨーロッパでも製造業の従事者は、全労働者の15％程度であるが、日本とドイツでは、その比率

がまだ高い。近年の不況と構造改革さらに製造業の海外移転により、日本でも急速に製造業の労働者数は減少して

きたが、それでもまだ高く今後さらに製造業従事者数は減少していくであろう。それは農業労働者と同じような推

移を辿ることになる。自動車産業や、家電、重化学工業が日本の経済を支えてきた時代は間もなく終わり、知識労

働者の時代に取って代わる。

特にトヨタやソニーのようなグローバル化した大企業は、その市場も日本国内よりも海外において大きな市場を

持っている。トヨタの年間自動車生産台数は700万台で、そのうち日本で販売されたのは100万台程度であり、

多くは海外の市場に依存している。いわば、トヨタにとって重要なのは海外の市場であって、こちらを優先せざる
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を得ないのである。グローバル化された企業は、日本の企業ではなく世界の企業なのである。世界中に広がったネ

ットワークでクルマを生産し、世界の人々に製品を提供している。したがって、そこから得られる利益はトヨタの

ものであっても、日本のものではなく企業活動を行った現地の労働者に賃金が払われ、現地の政府に税金が払い込

まれる。日本経済に占める製造業の割合はますます小さくなっていくのは必然である。

これからの製造業が、かつての農業ほど生産量を増加させることはない。逆にかつての農業ほど富と雇用の創出

者としての地位を失うこともない。しかし信頼すべき推計によれば、2020年には先進国の製造業の生産量は今日

の倍以上になるが、その雇用は就業者人口の12％あるいは10％に縮小するという。この点に関してわからない国

が日本である。日本には、いわゆる労働者階級の文化というものがない。日本は上方への社会移動の手段としての

教育にも敬意を払ってきた。しかし日本社会の安定は、雇用の安定、特に大規模製造業における雇用の安定に依存

するところが大きかった。いま、その雇用の安定が急に崩れつつある。しかも日本は製造業の全就業者人口の四分

の一という先進国では最高の水準にある。労働市場といえるものも、労働の流動性もないに等しい。社会心理的に

も、日本は製造業の地位の変化を受け入れる心構えができていない。日本は20世紀の後半、製造業の力によって

経済大国の地位を獲得した。31

これ以外にもドラッカーは日本が対処しなければならない課題として、近代産業の老化、自動車産業の衰退、ホ

ワイトカラーの縮小、企業秩序の崩壊、プロフェッショナルの時代、そしてグローバル化の進展などについて答え

を出さなければならないと述べている。

ま　と　め

本稿では、ドラッカーの経営論について論じてきた。しかし、ドラッカーは自身について、あえて経営学者では

ないと述べ自分は社会生態学者であって経営学者よりも一段上に立って社会を鳥瞰し、現在社会で起こっているこ

と、あるいはこれから起こることについて解説してきたという。ドラッカーはアメリカ経営学の現在の潮流に疑問

を感じていたのではないだろうか。特にレーガン以降のアメリカ経営学については全く同意していない。

したがって、ドラッカーはアメリカ経営学の理論からは離れて独自の経営論を展開し、その扱い範囲も社会科学

全般から文化論に至るまで含めた理論構成となっている。特にドラッカーの理論については『ポスト資本主義社会』

で明らかなように現代社会について、先進国においてはすでに「知識社会」に移行していると考えている。それは

資本主義社会における生産要素が、土地、資本、労働、あるいはヒト・カネ・モノといわれてきたが、知識社会に

おいて知識は労働者の側が所有する時代になっていると言うことである。このことは現代社会がすでに資本主義社

会とは異なる状態に移行し始めたと考え、現代先進国は「ポスト資本主義社会」と理解できるのである。そしてこ

のポスト資本主義における人間関係や組織との関わりについて研究を深めていった。

知識社会では一人ひとりがプロフェッショナルとして仕事を進める。そしてこのプロフェッショナルがプロとし

ての仕事を進めるために組織が必要となっていく。専門知識労働者が中心となって仕事を始めている組織は、すで

にいくつか見られる。大病院では専門的知識を持った多くの医療関係者によって仕事が進められている。病院の経

営者は設備を用意することは出来ても、それぞれの分野に詳しい専門家の助け無しに運営をすることは出来ない。

高度な教育を受け高度な知識を持った医療関係者が揃ってそれぞれの知識に基づいた技術を利用して、初めて医療

行為が可能になるのである。そしてこの知識は、この組織で働く人自身のものであり、病院のものではない。この

ように知識社会では知識が非常に重要な地位を占め、発展途上国の組織とは明らかに異なるものである。途上国で

は今でも労働は肉体労働が中心で、労働者は自らの労働力を経営者に売却することで収入を得ている。知識労働者
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は自分がプロフェッショナルとしての仕事が出来なければ、仕事が出来るところに移動する。経営者は彼らを繋ぎ

とめるためには、彼らに相応しい仕事を用意しなければならない。

一方、世界の経済や企業経営に大きな影響を及ぼしているのはグローバル化である。グローバル化の本質は経済

の世界から国境を取り除き、同じルールで同じ価値観を持ち、運営していこうとするものである。結局、知識社会

が古い経済体制のままである途上国経済を支配下におさめ、それが二極化社会を生み出すことになる。

グローバル化に対し日本はどのように対処したらよいのか、グローバル化の本質や進む方向はある程度分かって

いるものの、それに日本がどのように対応するのか、ドラッカーは明らかにしていない。ただ、日本は明治維新と

第二次大戦後の二度の大きな変革を乗り越えて成功を収めた国である。数々の変化を上手に対応することが可能な

国であるというだけである。日本はこれから明治維新に匹敵するほどの大きなイノベーションが必要で、成功した

システムの変更にはたいへん大きな代償も伴うが、多分それも成功するであろうと、明るい見通しを述べているだ

けで、現在の日本のおかれている状況からどのように立ち上がればよいのか、そこまでは論じていない。

注
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３　『マネジメント・フロンティア』201ページ。

４ シュンペータのイノベーション論について「新結合」といわれる経営者による革新が重要でそれは①新しい製

品の開発、②新しい市場の開発、③新しい製造方法の開発、④新しい仕入先の開発、⑤独占の形成あるいはすで

に独占されている市場の独占の打破、をあげている。

５　『プロフェッショナルの条件』197～201ページ。および『イノベーションと企業家精神』55～57ページ。
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７　『未来企業』145ページ。

８　『経営者の条件』1995年、96～133ページ。

９　伊藤雅俊氏はドラッカー・スクールに300万ドルの校舎と2000万ドルの寄付を行った。
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１．はじめに

平成21年６月３日に大学入学センターおよび文部科学省主催の「平成21年度大学入学者選抜・教務関係事項連

絡会議」が開催され、私は教学担当者として出席した。「平成21年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡会議」の

大半の説明は「平成21年度大学入学者選抜」に関する内容であり「教務関係」については、時間的には短いもの

であった。その「教務関係」の内容では、「大学における教育内容等の改革状況について」の説明があり、今回は

その内容について報告することにしたい。

まず、今回の「大学における教育内容等の改革状況について」の説明内容は、平成19年度基礎データ（平成19

年５月１日現在）を元に作成された内容であり、大項目は、１．カリキュラム改革の実施　２．授業の質を高める

ための具体的な取組状況　３．大学の国際化に向けた取組状況　４．「開かれた大学」への取組状況　５．自己点

検・評価、教員の教育面の業績評価等の実施状況　６．その他　の６項目と各大項目の中には小項目があり、資料

に沿って説明された。

また、文部科学省の方は「必ず行うように」との指示ではなく、「行った方が望ましい。」という言い方であり、

「強制ではない。」と強調していたが、内容的には行って欲しいといっていることに間違いはないと思われる。その

ことを踏まえての報告としたい。

２．報告内容

大項目１から６の中に小項目も複数あるので、詳細については「平成21年度大学入学者選抜・教務関係事項連

絡会議」で配付された「大学における教育内容等の改革状況について」の資料をご覧頂くことにして、文部科学省

の方が特別に説明していた（大事であると思われる）内容についてのみ報告させていただきたい。

大項目２の『授業の質を高めるための具体的な取組状況』の小項目『シラバスの作成状況』説明で、「準備学習

等について具体的な指示や準備学習等に必要な時間を記載している大学は全体の半数以下にとどまっている。」と

のことであり、明記することが望ましいとのことであった。

このことは、本学シラバスには記載が無い事項である。今後の検討項目であると思われる。

大項目２の『授業の質を高めるための具体的な取組状況』の小項目『学生による授業評価の実施』説明で、「国

公私立全体で571大学（約77％）において、全体的な学生による授業評価を実施している。」と説明した後に「結

果の公表について教員のみでの把握ではなく学生や外部にも情報を公開することが望ましい。」とのことであった。

公表の方法は具体的には述べていなかったが、現在本学で考えられることとしては、HPや大学案内、紀要など

の出版物になるかと思われる。

大項目２の『授業の質を高めるための具体的な取組状況』の小項目『厳格な成績評価の実態』説明で、「GPA制

度は主に学習指導や奨学金・授業料減免の基準として活用されており、進級判定や卒業判定の基準といった踏み込
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んだ活用は少数にとどまっている。」さらに、「積極的にGPAを活用して学生の質を高め卒業させて欲しい。」との

ことであった。

現状としてビジネス情報学部と経営情報学部では、GPA制度を導入しているが、GPA制度で進級判定や卒業判

定を行っていない。また、その様なことを行うには卒業要件の変更等が必要になり直ぐに行えるものではないので

検討事項であると思われる。

その他に大学院の関係で、「学位取得に伴う不祥事など絶対に無いように学位審査体制等を確立し実行すること

が望ましい。」とのことであった。

大項目２の『授業の質を高めるための具体的な取組状況』の小項目『FD』・『SD』説明では、「FDの実施は

664大学（約90％）、SDの実施は560大学（75％）の大学が実施している。一方で、教員相互による授業評価を

実施している大学については、少数にとどまっている。」とのことであったが、本学はFD・SDおよび教員相互に

よる授業評価を実施しているのでこれに関しては問題ないと思われる。

大項目４の『「開かれた大学」への取組状況』の小項目『アドミッション・ポリシー』説明で、「アドミッショ

ン・ポリシーを規定している大学は多くあるが、規定している大学のうち、求める学生像だけでなく、高等学校段

階で取得しておくべき内容・水準を規定している大学は少ない。具体的な規定をつくる必要がある。」この内容に

ついては「行って欲しい」という言い方であった。また、入試関係説明でも説明があった内容である。

大項目４の「開かれた大学」への取組状況』の小項目『大学における情報の積極的な提供に関する取組』説明で

は、「定員割れなど色々な理由があり、公表できないこともあると思われる。」と前置きしたうえで、「在校生数・

入試状況・シラバス・財務諸表・教員の研究状況等はホームページで情報提供することが望ましい。」とのことで

あった。

この内容については、本学HPや大学案内等で公表できる内容であるので検討事項であると思われる。

大項目５の「自己点検・評価、教員の教育面の業績評価等の実施状況」説明で、「自己点検・評価、教員の教育

面の業績評価等の結果から研究費や給与額を算出したことによって良い結果が出ている大学がある。」とのことで

あった。

本学においては、自己点検・評価、教員の教育面の業績評価等の結果から研究費や給与額を算出していないが、

今後は必要に応じては、検討事項であると思われる。

３．まとめ

以上の内容が、特に説明を行っていた事項である。

この「大学入学者選抜・教務関係事項連絡会議」については毎年行われている会議であり、私も何度か出席して

いるが、以前は国公立大学が中心に教育内容改革を行っていた印象であった。しかし、認証評価等の関係もあると

思われるが、本学も含め各大学とも色々な教育内容改革を行っている。学生にとって質の高い教育を提供するため

には、先生方だけの教育内容改革ではなく、職員も含め、さらには学生も取り入れた教育内容改革にならなくては

いけないと感じた。

【参考文献】

文部科学省、「大学における教育内容等の改革状況について」、2009年３月31日
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１．はじめに

2008年の米国に端を発した金融危機は世界的に連鎖し、日本の実体経済に深刻な影響を及ぼし、その影響を受

けて新規学卒者の内定取消しが発生し社会問題化した。卒業前の内定取消しは学生にとって極めて大きな打撃とな

り、社会全体にも大きな不安を与える。文科省では内定取消しを受けた学生に対して、各大学に対して適切かつ速

やかに支援する、同時に各大学の就職支援の取組みを強化し、きめ細かな就職支援を実施するとの要請があり、そ

の一貫として「学生支援推進プログラム」の公募が発表された。

平成21年度文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」（学生支援推進プログラム）の公募に対して、上武大学

では「社会的ディマンドに対応した人材育成教育プログラム」をテーマに応募し採択された。当プログラムは学士

力と教育力の向上を図り、社会で役に立つ能力と資質を持つ人材育成に資することを目的に、主に就職活動中及び

就職活動を控えた３～４年生を対象に就職支援プログラムとして実施した。

２．学生支援推進プログラムの事業内容

本プログラムの事業内容は就職支援のためのサービス基盤を拡充し、各種就職講座の開発および充実を図り、学

生の立場に立った就職支援活動の一層の充実と実施を行う支援事業とした。事業内容は以下の６事業から構成され

ている。

（１）「キャリアサポート室の環境の充実」：学生の立場に立った就職支援のための情報メディア機器の導入などに

より、学生自らが情報メディア機器を操作、活用できる環境の充実を図り、キャリアカウンセリング等の就職支援

のための利用しやすいキャリアサポート室の環境を整備する。

（２）「キャリア・就職相談の充実」：キャリアカンセラーを配置し、学生から進路や就職に関する相談を受け、

個々の学生にあった適切な指導・助言を行う。

（３）「キャリア・就職支援活動の調査・研究」：他大学や研究機関における実践的なキャリア教育や就職支援の取

組の実例を調査・研究し、本学の学生の就職支援活動の充実・発展に寄与する。

（４）「就職支援講座の実施」：就職時に社会が必要としている能力を育成することを目的として、学生１人ひとり

の能力、特性に応じた就職支援講座を実施する。

（５）「キャリアカルテ情報システムの構築」：学生一人ひとりについてキャリア活動や希望職種に関する情報をキ

ャリアカルテ情報としてデータベースに登録し就職支援に活用して自己実現を図れるようにする。

（６）「スポーツを通した地域企業との連携―CSR研究会の実施」：本学を取り巻く地域への運動部の選手と地域

企業の連携により企業のCSR活動に寄与できる仕組みを研究し、アスリート系学生の派遣やボランティア活動お

よび社会奉仕を通し、就職先の開拓に繋げていく。
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３．プログラムの組織体制と実施スケジュール

当プログラムは平成21年度から３年間、文科省から支援をいただく大きなプログラムであり、大学全体で取り

組むべき課題である。そのため理事長、学長のリーダーシップのもとに、実際の活動推進組織として次のような学

生支援推進プログラム運営委員会（図１）を立ち上げた。

初年度のプログラム実施スケジュール（図２）は以下の通りで、平成21年11月から開始された。

４．学生支援推進プログラムの展開

昨今の就職環境は大変厳しい状況におかれている。

現状の就職支援体制は３年次の後期から就職ガイダン

スが始まるが、この時点では企業が求める社会人基礎

力を含めた能力、社会が必要とする能力の修得は難し

く、就活スキルが不十分のままでは内定を取ることが

できず、就職先が決まらないまま社会に出てしまう学

生もいる。このような状況を解決するためには、大学

全体で支援する体制が必要になってきている。今回の

就職支援プログラムでは学生が就職活動に臨むにあた
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図１　学生支援推進プログラム運営委員会

図２　平成21年度　学生支援推進プログラム　実施スケジュール

図３



り、学生一人ひとりのこれまでのキャリア情報を収集した上で、【ホップ】→【ステップ】→【ジャンプ】の３つ

の手順（ステップ）（図３）を踏んで、学生の就職活動を全面的に支援していこうとするプログラムである。プロ

グラムの推進は大学内部の人材だけでは難しく、外部のキャリアコンサルタントや採用活動などの人事経験者の支

援を得て学生の指導にあたってもらい、学生が就職戦線に自信をもって臨めるように、３つのステップの展開プロ

セスを準備した。学生支援推進プログラムの展開の手順と概要は以下の通りである。

【第１段階：ホップ】キャリアインタビューによるキャリアカルテ記録の作成（図４）

就職活動にあたり全学生に対してキャリアインタビュー

を行い、学生の就職への意欲、心構え、取組み方、希望す

る業界や企業など、就職活動を支援する基礎となる情報を

「キャリアカルテ情報システム」を使ってキャリアカルテ記

録（５．参照）に蓄積し、これに基づいて学生一人ひとり

の就職や進学の支援に活用する。

「キャリアカルテ情報システム」は学生の学内・学外の

あらゆるキャリア活動や就職活動に関する情報をキャリア

情報としてキャリアカルテ・データベースに収集し、就職

支援活動に活用する。

【第２段階：ステップ】学生の就職力向上を目的に実践的な就職講座の開講

実業界の人事や幅広い職務の経験者を講師に迎えて、キャリアカウンセリング、面接トレーニング、ビジネスマ

ナー、コミュニケーション力など就職活動に直結する実践的な支援講座、資格取得を目的としたキャリア取得講座

を提供する。主な支援講座は次の通りある（図５）。
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図４

図５　主な支援講座の一覧



【第３段階：ジャンプ】就職活動を直接支援する仕組みと活動

就職活動を直接的に支援する活動で以下のような事業

（図６）を実施している。

①キャリアカンセラーによるキャリアカウンセリング

②採用面接の経験者による面談シミュレーション（訓

練）の実施

③Web求人情報（Unicareerシステムなど）による求

人検索、求人票による職業・企業紹介

④学内・学外のパーソナルネットワークやハローワー

クのジョッブサポーターによる職業紹介

⑤上武大学企業説明会の開催（平成22年度約80社参

加）、学内個別企業説明会開催

⑥県内および首都圏で行われる学外企業説明会へのバ

スツアーの実施

⑦平成22年度より外部キャリアコンサルタントを雇用し、ジョッブサポーターと提携して新卒者の採用企業の

開拓と企業紹介を実施

以上のような直接的に就職活動を支援することにより学生が志望する職業や企業に出会える多くの機会を提供する。

５．キャリアカルテ情報システムの構築と活用

学生一人ひとりのキャリア活動情報＜学生のプロフィール、キャリア進捗状況（部活、資格取得など）、進路希
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図６

表１



望、内定・就職状況、就職支援講座の受講状況、キャリアインタビューなどのキャリア活動記録＞を「キャリアカ

ルテ記録」として構築されたキャリアカルテ情報システムのデータベースに蓄積して就職支援に活用する。キャリ

アサポート室の担当者は学生への就職支援において「キャリアカルテ記録」画面（表１）を参照し、都度発生する

学生のキャリア情報を記録して就職支援活動に活用する。

６．キャリアインタビュー＜ホップ＞

プログラムの主要な目的である就職力向上のために何が就職支援として効果的であるかを検討した中で、就職支

援の前提として、まず就職活動に直面している３年生全員（240名）に対してキャリアインタビューを行って、

学生の就職に対する考え方、意欲、現在行っている活動、活動する上での問題や課題などを把握し、同時に希望者

に対して模擬面接トレーニングを行って、社会に出る準備や社会性がどの程度ついているかを検証し、その結果を

受けて就職支援の取組みのあり方を検討、確認することにした。

（１）キャリアインタビューの背景

これまでの大学における就職支援は、就職活動を主体にして希望する学生に対してのみ、その都度サポートする

という支援体制であった。特に担当ゼミの学生に対する就職指導は教員によって相当のばらつきがあり、内定を多

く獲得したゼミとほとんど内定していないゼミもある。最近の経済環境の悪化により、就職活動が益々厳しくなっ

てきた現状に対して、学生の主体性や担当ゼミ教員だけに任せているだけでは、卒業時に就職先の決まっていない

学生を送り出してしまうことになる。このような現状から大学のキャリア・就職支援のための積極的で且つ一人ひ

とりの学生に対応したきめ細かい具体的な支援対応策が求められるようになっている。

当プラグラムの【ホップ】段階として、主役はあくまでも学生であるという観点から、「先ずは学生一人一人の

現状把握とニーズを確認した上で、それにもとづくキャリア支援を行うことが効果的、かつ学生の満足を得られる」

ことから、対象３年生全員に対してキャリアインタビューを行い、学生の現状を把握するプログラムからスタート

させた。

インタビューにおいては積極的に就職活動している学生と、そうでない学生を見極め、特に後者の学生に対して

は重点的に支援が必要である、ということがキャリアインタビューの背景にあった。

（２）キャリアインタビューの目的と内容

キャリアインタビューに当って、学生に配布したガイドライン「個人別キャリアインタビュー実施に当たって」

の概要は下記の１）～３）であり、学生のインタビューに対する動機づけを意識したものとなっている。
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１）インタビューの目的

自分の目標とする「将来のキャリア、職業・就職」の実現に向けてのスタートであり、今回の話し合いは、キ

ャリアサポート室及び教員が、皆さんの就職活動を支援する基礎となる情報として使用します。それ以外の目的

では使用しません。皆さんを採点したり、評価したりするものではありません。

☆☆☆　スケジュールを最優先して、可能な限りインタビューを受けること!!☆☆☆

２）インタビューの内容

①面接の練習ではありませんから、自分のありのままを率直に出してください

②卒業後の進路・キャリアに関して、自由に相談・話合いを行います

③社会人、企業・会社、ビジネス、職業、職種などに関して、大先輩と考えて不安なこと、分からない点を質

問して教えてもらいます

④面接官から、皆さんにアドバイスが与えられますので、必ず期限を守って、行動してください。（例）・キ

ャリアサポート室から連絡がありますから指示に従ってください（XX月XX日迄）

・資料を貰いにキャリアサポート室へ行ってください（XX月XX日迄）

⑤常識として、メモを取るように心がけてください

３）面接官について

①面接官は全員、企業の出身者で、マネジャーとしての部下育成経験と新卒採用面接の実践経験があります。

講師全員の氏名と携帯番号を記載してあります

②時限内は、教室に待機しております

（３）キャリアインタビューの実施

１）担当面接官のキャリア：人材開発コンサルタント　５名

全員が企業マネジメントの経験（SE部長、営業部長、マーケティング部長）を持っている

・新卒採用面接、新入社員研修講師、新入社員を自分の部下として指導・育成の実践

・お客様企業の人事担当面接官の指導養成、新卒採用面接の実施（アウトソースビジネス）

２）インタビュー内容＜インタビューワークシートを使用＞

・「学生生活は楽しいですか？」 ・「ゼミはいかがですか？」

・「部活、サークル活動はいかがですか？」 ・「卒業後の進路は就職、進学ですか？」

・「きょうのインタビューの目的は、……」 ・進路希望は？

・就活状況は？（４つの基準で評価　Ａ：活動中、Ｂ：関心あり、Ｃ：関心なし、Ｄ：未定）

・明日から何をするつもりか？　・質問はありませんか？

[学生からの代表的な質問例]

・服装はどんなものがよいのですか？　　　・エントリーシートを添削してもらえませんか？

・自分に向いている仕事がみつかりません　・長所、短所が良く分かりません。

・面接では何を聞かれるのですか？　　　　・就職活動の手順を教えてください。

・営業と販売はどう違うのですか？　　　　・適性検査はどんな問題が出るのですか？

・資格がありませんが就職できますか？
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[面接官への積極的な質問例]

●　仕事・職種の内容？　　　●　企業・会社とは？　●　会社ではどんな生活？　●　教えてほしいこと？

●　就活上のリクエストは？　●　大学への要望　　　●　ゼミの先生への要望　　●　困っていること

●　キャリアセンターへの要望

３）基本的なアドバイス

①自分が好きな仕事をさせてもらえないことが多い

②自分に合った仕事はすぐには分からない（見つからない）

③入社したら希望の部署に配属させてもらえないことが多い

→5000万人の会社員は、皆我慢して働いているのだから、退職してはダメ!!

④スポーツ部の学生は、自分の強み（スポーツ経験）を生かして勝負（営業職）

⑤学問（真理の追究）と仕事のスキルは、一致しないケースが多い。

→新入社員研修で教えてくれるから心配しなくてよい

⑥資格はないより持っていたほうが良い

⑦ビジネスは正解がない

⑧人脈、先輩、紹介等は積極的に活用する

⑨どうしたらよいか分からない学生はキャリアサポート室へ相談に行くこと

⑩「がんばります」だけでは、何も進まない

４）インタビューから見えた就職活動状況（図７）とその効果

インタビューでは学生の就職に対する取り組みスタンスを４つのレベルで質問をした。

・Ａ．Active（積極的に活動中）

・Ｂ．関心あり（活動していない）

・Ｃ．関心なし（傍観者的）

・Ｄ．Inactive（未定・何もなし）

質問でＡと答えた学生（54%）は自主的に活動でき、大学側の

就活に対する支援があまり必要ないグループと思われる。

一方、Ｂ（45%）、Ｃ、Ｄと答えた学生数は例年からみて非常

に多いことが予想された。就職率向上のためにはこのＢ，Ｃ，Ｄ

のグループの学生に焦点を当て、就職支援を手厚くする必要があ

り、実際のインタビューからもそのような結果になっている。例

年、就職には関心があるが活動はしていないか、全く関心がなく活動もしていないグループは、４年生の後半にな

って、あわてたり、就活を諦めるてしまっている。早期の就職活動への支援が必要なる学生群である。就職支援で

はこのような層の学生を早めにピックアップし、個々の学生毎に支援対策をとることが必要になる。

実際のインタビューを通して、学生は企業の現場経験者と話合いながら、仕事や会社・職業に関して生の実態を

知り、自分のキャリアを考える疑問点・不安を解消できたと答え、全体的に大変好評であった。キャリアインタビ

ューの結果から学生の就職活動への取り組みに対する刺激とトリガーとして効果があったと思われる。

（４）キャリアインタビューを通して企業実務者から見た大学教育への期待

１）教職員の積極的な関与が、学生の就職･就業への意欲やモチベーションにつながるので、更なるコミュニケ
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図７

就職活動状況：意欲レベルの分布
（３年次12月時点）



ーションを行っていただき、学生の満足度を高めて欲しい

２）ビジネスには正解がない。つまり、自分で解を見つけ出すことの連続である。自ら学ぶ、自ら行動する教育

方法を、積極的に採り入れて欲しい

３）ビジネス･コミュニケーションのポイントは、業界･業種･職種を問わず

・相手の話すことを、正しく理解する（傾聴力）

・相手にわかり易く、納得してもらえるよう伝える（理由が大切）

・簡潔に筋道を立てて説明する

・そのためには「ロジカル･シンキング」のスキルが必須である

採用面接の質問は、殆んどが「何故ですか？」「その理由は何ですか？」の連続であり、日頃から意識して学生

に働きかけて欲しい

４）大学の勉強と異なり、仕事はチーム･組織で行うことが多いので、チームワークを醸成するカリキュラムを

検討して欲しい

５）上武大学の強み･特徴を活かす就業力としての方策、支援体制

・スポーツマネジメント学科の学生はセールス専門職

・留学生は、グローバルに通用するスキル

・県内･地域企業との更なるインターンシップの連携

・OB/OGや父兄との連携を強化し総力を挙げてキャリア支援･就職活動の支援に取り組んで欲しい

７．就職支援講座の実績＜ステップ＞

就職支援講座として実施した講座のカテゴリーは大きく次の３つに分類できる。

①就職活動に直接結びつく就活講座：自己分析、面接シュミレーション、ビジネスマナーなど

②資格取得を目的とした講座：販売士試験対策講座、基本情報技術者試験対策講座等

③キャリア・就職に関する相談：キャリアインタビュー、キャリアカウンセリングなど

各講座の実施状況（表２）と学生の反応は以下の表の通りである。
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表２　就職支援講座の実施状況一覧
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面接シミュレーション
実習風景

ビジネスマナー実習風景



８．キャリアカウンセリングの意義

日本の雇用慣行は「終身雇用、年功序列制、企業別労働組合」の時代から社員個々のキャリアデベロップメント、

エンプロイアビリティの時代に入った。大学における教育、進路・就職相談もこの波への対応が必要になっている。

若者の就業状況は７－５－３、即ち「３割の大学卒の学生は就職して３年以内に退職する」の現状である。その１

要因として、小学校から大学までに望ましい職業観、基礎的な職業技術を身につける教育を受けずに職業を選択せ

ざるをえない結果とも考えられる（文献（２））。近年、大学教育においては大学初年次からのキャリア教育と同時に

職業選択（適職）や進路についての相談や手助けの専門的なキャリアカウンセリングの導入が進んでいる。上武大

学では１年生、３年生に対してキャリアデザインの授業を実施しており、平成22年度より「学生支援推進プログ

ラム」の導入によって、キャリアカウンセラーを雇用して、学生のキャリアや就職に関する相談に当たっている。

（１）キャリアカンセラーの支援内容

キャリアカウンセリングの支援内容は一般的には以下の点があげられる（文献（１））。

①学生の就職やキャリアに関するカウンセリングを行う。具体的には、就職活動や職業選択について不安や疑

問に思っていることを引出し傾聴しアドバイスする

②適職の見つけ方として＜VPI職業興味検査、キャリアマトリックス＞など適職検査ツール＜アセスメント・

ツール＞を使って適職の探し方、ツールから得られた結果のアセスメント（評価）を実施・解釈・利用する

③求職活動の支援として、ハローワークなど公的職業紹介への橋渡し、パーソナルネットワーク＜私的な職業

紹介＞を活用して学生に職業や求人情報を紹介する

④心理的、精神的に問題を抱えている学生に対する支援や心理カウンセラーなど専門家の支援を仰ぐ

⑤求職活動に必要な書類＜履歴書・エントリーシート＞の書き方や自己分析の方法を指導する

⑥効果的な模擬面接指導を行う

（２）キャリアカウンセリングの実績

上武大学では初めての外部のキャリアカウンセラーの導入であった。平成21年度では12月以降の短期間の実績

であったが、支援を受けた学生の人数や評価は比較的良好であった。22年度においては年間通してキャリアカン

セラーの支援を継続している。平成21年度の実績は以下の通りである。

・累計カウンセリング実施人数：　91名、日数：15日間　・カウンセリング時間：30～45分（一人）

・学生の評価：満足度：4.5（５点満点）

・学生にとって良かった点（主な感想）

－学生が具体的な面談目的をもって臨んだため、具体的なアドバイスが得られた

－これからの就活でやるべきことがわかった

－悩みを聴いてくれて就活の不安や疑問、健康の不安が解消できた

－就活のモチベーションをあげる良い機会であった

９．キャリアサポート室の整備と拡充

キャリアサポート室は学生が自由に入室して、必要とする就職やキャリアに関する相談やカウンセリングを受け、

又必要な就職に関する情報を得られ、自由に利用できる環境を整備することが必要である。当支援プログラムでは

下記の点を重点的に整備、拡充を行った。

①キャリアや就職の関する相談受付、求人情報紹介、キャリアカウンセリングの実施
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②キャリアカンセリングや就職相談のためのカウンセリング室の整備・拡充（図８）

③企業情報や求人情報を検索できるIT環境、必要な書籍やメディアの整備・拡充

④キャリアカウンセラーの養成：平成22年度は２名がキャリアカウンセラー資格取得

⑤就職活動に必要な各種提出書類（履歴書やエントリーシート）の作成支援

⑥グループワークやプレゼンテーションを実習できる設備・環境の整備（図９）

10．おわりに

上武大学においては文科省支援GP「学生支援推進プログラム」は始めてのケースである。支援最終年度である

平成23年度、およびそれ以降の支援のあり方について、プログラムの支援内容、運営方法、学生への影響や効果、

学内・学外へのPR、文科省支援終了後の継続形態など、次の課題があげられる。

（１）学士力、就業力向上のための施策

大学初年次からの基礎学力向上に向けた取り組み、キャリア教育・職業教育として社会で働ける力＜就業力＞を

育成することを狙った教育カリキュラムへの組み込みと実践

（２）キャリアポートフォリオに基いた学生一人ひとりの４年間のキャリア管理

キャリアポートフォリオ（キャリアカルテシステムの拡充版）に基いて、個別学生の入学時から卒業までのキャ

リアカルテ（履歴）によるキャリアカウンセリング及び就職相談
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キャリアサポート室のイメージ図
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（３）就職活動の直接的支援の強化・改善

上武大学企業説明会（２月実施）、学内個別企業説明会、学外企業説明会バスツアーの実施など学生が企業の第

一線の先輩と触れ合う機会を提供して、企業で働くことの意味ややりがいなど、就活意識の向上を図る

（４）ニーズにあった実践的・実学的な就職支援講座の提供（SPI講座等）

（５）キャリア相談やキャリアカウンセリングによる就職活動の支援

学生のキャリア発達に応じたキャリア教育、きめ細かいキャリア相談、キャリアカウンセリングによる適職発見

や職業紹介、等の支援体制を強化し学生の就職に対するモチベーションを向上させる

学生にとって就職環境は選ぶ時代から選ばれる時代へと変化しており、多くの学生が希望する職業につけるため

には、就職支援という狭い枠組みの中で考えるのではなく全学一体となって「社会に役立つ人材育成」という視点

からの教育システムの改革が求められている。

[参考文献]

（１）日本マンパワー、「キャリアカウンセラー養成講座１」

（２）仙崎　武他、「21世紀のキャリア開発」、2004年、文化書房博文社
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はじめに

筆者が工事契約会計をテーマに選んだのは、企業会計基準委員会（Accounting Standard Board of Japan, 以

下「ASBJ」という）が国際会計基準（International Accounting Standards / International Financial

Reporting Standards, 以下「IAS」、「IFRS」という）との収斂化（convergence）の中で平成19年12月27日に

企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」（以下「本会計基準」という）及び企業会計基準適用指針第

18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」を公表したことが大きな理由である。本会計基準では国際会計基

準と同様に、原則として工事進行基準を適用することになった。ただし進捗部分について成果の確実性が認められ

ない場合は、工事完成基準を適用する。この論文のテーマは①通常の販売やサービス提供の収益認識と工事契約に

おける収益認識の違い、②国際会計基準への収斂化や四半期財務報告制度の導入という状況が主導している中で、

工事進行基準を原則化することについての実務的、理論的な検討である。

１　工事契約会計の現状と問題点

「工事完成基準」とは、工事が完成し目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法を

いう（基準第６項（４））。これに対して「工事進行基準」とは、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における

工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいう（基準第６項（３））。

従来、企業会計原則の第二損益計算書原則三のＢや注解（注７）で、工事進行基準と工事完成基準の選択適用を

認めていた。1997年の（財）建設業振興基金、建設業経理研究会による「建設業経理に関する実態調査」からも

わが国では工事完成基準の採用が多かったことがわかるi。工事進行基準を採用しない理由は税金の資金的手当て

のギャップから延納になってしまうこと等があげられる。わが国の完成工事高の大きい大手ゼネコン４社（清水建

設、鹿島建設、大林組、大成建設）の平成19年３月期から平成21年３月期の工事進行基準の適用範囲はバラバラ

だった（表１参照）。

このため、同じような請負工事であっても、企業の選択によって異なる収益の認識基準が適用される結果、財務

諸表間の比較可能性が損なわれる場合があるとの指摘があった。同じ業界で会計処理が異なると投資家にとって望

ましくない。

その後、本会計基準が適用された平成21年第１四半期から４社とも会計処理基準に関する事項の変更を行った。

進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基

準を適用している。本会計基準が適用され国際会計基準のように原則として工事進行基準が採用されるはずだった

が、各社の工事進行基準の適用率は低く国際会計基準には遠い現状である。「成果の確実性」とは客観的でなく、

主観的で四半期報告書にも適用の基準が書かれていない。つまり「成果の確実性」には曖昧さ、解釈の余地があり、

企業の自由裁量に委ねられているのである。
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２　わが国の企業会計制度における工事契約会計の変遷

わが国においては収益の認識基準は原則として実現主義が採用されている。企業会計原則は昭和29年修正で工

事完成基準を「これは通常の実現主義の基準の適用にほかならない」として原則的な適用基準と推察できる。昭和

49年修正でこの文言を削除した。これにより工事進行基準、工事完成基準とも実現主義となったと解釈できる。

また、次のような理由により工事進行基準も実現主義の適用形態であると捉えることができるii。①長期請負工事

は受注契約であるため、確実に取引の相手方に引渡しが行われると解釈できるため、財・用役の引渡しという要件

を満たしていると解釈できること②実務的に、工事の開始時及び引渡し時のみならず、中間期にも工事代金を受領

するため、工事の進捗度と正確に対応しているわけではないものの、対価としての貨幣性資産の受領という要件を

満たしていると解釈できること

嶌村剛雄教授によれば、収益（価値増加）の実現については、ａ流動資金（または支払手段充当性）による裏付

けを重視する見解と、ｂ価値増加の確定性（あとで取り消されることのない客観的事実）を重視する見解がある。

ａ説が狭義説、ｂ説が広義説と呼ばれる。つまりｂ説によるときは、仮に流動資金による裏付けがなくとも、企業

における経済価値の増加の事実があとで取り消されることのない事実としてあらわれ、また金額的に測定可能であ

れば、価値増加が確定したもの、つまり実現したものとして扱うiii。企業会計原則の昭和49年修正で狭義説が後退

し、広義説が強くなっている傾向があると筆者は考える。

さらに、ASBJが平成18年12月に公表した討議資料「財務会計の概念フレームワーク」で、収益及び費用は、

投下資金が投資のリスクから解放された時点で把握されると新たな概念が紹介されている。本会計基準第40項で

も、「投資のリスクからの解放」という概念を用いて成果の確実性を説明しようとしている。しかし、工事契約に

おいて成果の確実性が認められるのはいつの段階なのか明確にしていない。このように曖昧なので第１章で指摘し

た問題点が本会計基準で解決されていないとわかる。

３　国際会計基準と米国会計基準における工事契約会計の概要

国際会計基準（IAS）第11号「工事契約」では、工事契約の成果を信頼性をもって見積ることができる場合に

は、工事進行基準を適用する。信頼性ある見積りが困難な場合でも、発生済みの原価の回収可能性が高い限り、発
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表１　主要ゼネコンの完成工事高の計上基準



生済原価と同額の収益を計上しなければならない。これは工事原価回収基準と呼ばれている。

米国の建設業会計の代表的なガイドブックは、米国公認会計士協会（American Institute of Certified Public

Accountants, 以下「AICPA」という）編の「建設業に関する産業別監査・会計指針」、“Construction

Contractors”（1997年5月改訂）であり、本書が中心的な拠り所とするのは、AICPAが1955年に公表した会計

研究公報（Accounting Research Bulletins: ARB）第45号「長期建設契約」及び1981年に公表した解釈趣意書

（Statement of Position: SOP）81-1「建設業、およびいくつかの種類の製造業の契約の履行に対する会計処理」

である。これらが現在まで米国の基準として実務の拠り所となっている。

米国会計基準は、工事進行基準が望ましい処理であるとした上で、工事契約の結果について信頼性をもって見積

ることができる場合には、工事進行基準を適用する。工事契約の結果について信頼性をもって見積ることができな

い場合には、工事完成基準を適用するとしている。米国でも、工事進行基準と工事完成基準の両方法が収益認識基

準となっている。しかし、それぞれの基準の適用の条件、根拠、理由が明示され、いずれの基準を適用すべきかを

判断しなければならない。まず、米国基準の基本は工事進行基準にある。

日本基準は工事進行基準を原則としながらも、前述の通り、「成果の確実性」に曖昧さ、解釈の余地があり、企

業の自由裁量に委ねられている。日本基準の「信頼性」「合理性」も抽象的な概念と言わざるをえない。このこと

から、日本に工事進行基準を定着させるためには、工事進行基準適用の根拠、条件、理由を明確にしなければなら

ないだろう。

また、企業側では、工事の進捗管理が重要である。工事の進捗管理とは、受注した工事の進捗過程とともにマネ

ジメントの手法を的確に駆使し、効果的な工事管理を促進するものである。工事の進捗管理を実践化するためには、

組織の内部統制機能を本格的なものにすることが必要であるiv。

４　工事契約会計の展望

米国財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board: FASB）は2002年９月の「ノーウォーク

合意」により国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board, 以下「IASB」という）と共同

歩調を始めた。つまり、世界最大の資本市場を持つ米国で使用されている米国会計基準とIFRSとのコンバージェ

ンスを実現することによって、高品質な一組の世界会計基準を実現しようとする戦略を採用したv。

わが国がIASBとのコンバージェンスを進める契機となったのは、EUによる同等性評価である。EUは、2003年

12月採択の目論見書指令と2004年12月採択の透明性指令により、2005年１月からEU域内の上場企業の財務諸

表にIFRSの適用を義務付け、2009年１月から外国企業にもこの規定を適用することとしたvi。EU域外企業の使用

する会計基準についてIFRSとの同等性評価作業が開始された。日本企業もEU域内の証券市場に上場し、又は、

EU域内で資金調達活動を行っていることから、日本基準も対象となったvii。そして2005年７月に同等性評価作業

の助言を行う欧州証券規制当局委員会は、日本の会計基準について全体として同等としつつも、26項目の差異を

指摘し、差異を排除するように求めた。同等性評価を得ようとする日本がこの差異の解消に向けて努力し、2007

年８月にIASBと「東京合意」に至った。

企業会計審議会が平成21年６月に「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書（中間報告）」を公表

した。IFRS強制適用の判断の時期は、状況次第で前後することがあり得るが、とりあえず2012年を目途とする

としている。強制適用対象は、上場企業の連結財務諸表を対象とする。

IFRSは原理原則を明確にする原則主義（principle-based）に基づいている。米国基準や日本基準のように細則
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を設けるのではなく、会計処理の原理・原則を示すことに重点を置き、詳細な規則は設けられていない。例えば、

現在開発が進められている新しい収益認識基準では、履行義務が消滅した時点で収益を一義的に認識する包括的な

会計基準を策定しようとしている。工事契約では顧客が資産の建設中は当該資産に対する支配を獲得しないような

契約となっている場合、現行実務よりも収益認識時点が遅くなる可能性があるviii。

一方、日本はIFRSをアドプション（adoption, 強制適用）する方向にあるが、現行のIAS第11号は、工事進行

基準を原則としている。前述のように「成果の確実性」は解釈の余地があり、企業の自由裁量に委ねられている。

この隔たりをどう埋めたらいいのかが残された課題である。

注

i 山浦久司「建設業の収益認識基準」『建設業の会計制度に関する調査研究報告書』建設業経理研究会、財団法

人建設業振興基金刊、1997年５月、９頁

ii 財団法人　財務会計基準機構『収益認識に関する調査』2003年、100頁

iii 嶌村剛雄『財務諸表論の重点詳解』中央経済社、1984年、117～118頁

iv 東海幹夫・若松昭司『改訂　実践工事進行基準の戦略的活用方法』清文社、2009年、12頁

v 山田辰己「IFRS設定の現状と展望」『企業会計』中央経済社、2009年１月号、52頁

vi 平松一夫「コンバージェンス後のわが国会計基準の展望」『企業会計』2009年１月号、26頁

vii 新井武広「EUにおける同等性評価項目へのASBJの取組み」『季刊会計基準』2009年３月号、40頁

viii 辻野幸子「特定の工事契約や製品保証等に影響　収益認識プロジェクト」『旬刊経理情報』2009年５月号、17
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リーマン・ブラザーズ破綻後の世界的景気沈滞の中で、中国においても経済対策の一環として金融緩和が行われ、

その結果として不動産など資産価格が暴騰しています。現在の中国の状況は、1985年のプラザ合意の円切り上げ

て輸出が低迷し、内需拡大のため行った低金利政策がバブルを引き起こし、1980年代後半の日本の経済状況と類

似した点があると思われます。中国経済が日本と同じ様に資産バブルに陥る危険性はあるのでしょうか。今日は、

主に不動産市場に焦点を当て、現在の中国不動産市場の状況とバブル発生当時の日本の状況と比較し、その共通点、

相違点を整理してみたいと思います。

バブルの形成過程における共通点

1985年のプラザ合意以降、日本では急速な円高が進んで景気が沈滞し、内需拡大の必要性から金融緩和が行わ

れました。（図表１）銀行貸出は1985年から1990年代前半にかけて倍増し、その大半（GDPの40－50％相当）

が不動産市場に向けられた。

2005年以降、中国は景気拡大を背景に不動産ブームが加速していましたが、（図表２）2008年に入ってリー

マン・ショックが直撃、第４四半期には市況は暴落した。しかしながら、政府の金融緩和により状況は再び一転、

（図表３）不動産市況は2009年に入って上昇した。（図表４）これに対して、政府は銀行貸出を抑制した。

日本のバブルの特徴

日本では、バブルの主役は商業用不動産であり、個人向けの住宅ローンは銀行貸出増加額全体の２割に過ぎず、

バブル崩壊後の不良債権も、商業用不動産に集中していました。一方、居住用不動産における不良債権の発生は限

定的なものに限りました。日本において、不良債権問題は長期化し、問題解決には約15年かかりました。その理

由は、まず（１）バブル発生が高度成長期の後に起きたこと。当時の日本の現在成長率は３－４％程度に過ぎず、

不動産の需要は、すでにピーク過ぎていたと思われます。（図表５）また（２）商業用不動産の価格が1985年か

ら1991年の６年間で５倍も上昇し、投機的色彩きわめて濃厚でした。さらに（３）一般企業も土地購入や過剰設

備投資でレバレッジを上昇させていたため、バブル崩壊が企業部門のファンダメンタルズ悪化につながったなどの

理由が挙げられます。

中国の状況

中国では、中長期的サイクルから見た実体経済の状況が、当時の日本とは大きく違いました。高度成長は今後長

期間にわたって続くと推測され、さらに重要な点として。現在の中国の居住用不動産に対する需要は、欧米や日本

におけるものとは質的に違うということを理解する必要があります。中国では長期にわたって、居住用不動産が圧

倒的に不足しており、供給が需要に追いつくには、相当の時間がかかると考えられます。また、この５～６年の中

長期的な価格推移を見る限り、約10％の経済成長を勘案すれば、日本及び米国のサブプライム危機に比べて、ま
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だ許容範囲と見ることができます。

（図６）中国の金融システムについて見ると、銀行の健全性がこの５年間で顕著に改善しています。

今後の課題

国民に対する良質な住宅の供給は、中国政府にとって重要な政策課題であります。特に、中間所得層向けに大量

の住宅を安価に供給することは、最大の課題と言えるでしょう。しかしながら、現状を見ると、不動産開発は富裕

層を対象の高額物件が中心で、一般人民向けのいわゆるマス・マーケットは販売額全体の一割程度に過ぎません。

高額物件が多いのは、開発に伴う利幅が大きいためで、土地を放出している地方政府は歳入を拡大するために、高

額物件向けプロジェクトを優先する傾向があると見られます。高額物件には、海外の投資資金も流入しており、こ

れが不動産価格全体を押し上げることになれば、国家の政策を阻害することになります。よって、国家全体の中長

期的な住宅政策と、地方政府や不動産開発業者の短期的な事業戦略とのバランスを配慮しながら、中長期的に安定

した市況を保持することが肝要であります。
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１　はじめに

近年の経済・経営環境におけるグローバリゼーションの進展は、企業活動の多国籍化、資本市場のグローバル化

をもたらし、各国の企業の経済活動、さらにはグローバルな会計制度にも多大な影響を与えている。

国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board : IASB）は、世界の国々で適用される、高

品質で単一の会計基準を開発することを使命として、英米の会計基準設定の専門家を中心として活動してきた。こ

うした状況下で、欧州連合（EU）では2005年から上場企業の連結財務諸表はIFRSに準拠して作成することが要

求され、また日本でも2010年３月期から連結財務諸表に国際財務報告基準（International Financial Reporting

Standards：IFRS）が任意適用されることがこの度決定した1）。また、世界最大の資本市場を有する国であるアメ

リカ合衆国においても、国内企業にもIFRSを強制適用する案が公表されている。

本論文のテーマは、日本における会計基準の変更、すなわち、IFRSの適用によって生じる日本企業の経営や財

務報告に対する影響を予想し分析することである。その最終目的に至るには、IFRSの歴史、目的、仕組み、およ

び各国の導入状況などを検討する必要がある。それらを検討した後、日本基準の概要、金融ビッグバン、日本と国

際会計基準の差異分析、国際的調和と日本の対応を検討した後に、最終的に、IFRS導入による日本企業の経営の

変化、上場会社・非上場会社への影響、業種別の影響、財務指標に与える影響、Ｍ＆Ａ戦略および会計に与える影

響、およびIFRSの「原則主義」指向の影響を検討する。

２　国際会計基準の設定経緯、目的、および各国の導入状況

国際会計基準とは、国際的な証券市場に上場する会社が自らの財務諸表の作成においてに使用することが認めら

れる、国際的に通用する会計基準のことである。2001年以前までは、国際会計基準といえば、各国の公認会計士

団体等の国際的な組織体であった国際会計基準委員会（International Accounting Standards Committee : IASC）

の公表してきた、強制力のない会計基準の体系を指していた2）。そこに、IASCが2001年に主要国の基準設定主体

を巻き込み、IASCが国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: IASB）に改組された以

降、基準設定活動を引き継いだことから、それ以降では、国際会計基準とはIFRSのことを指すようになった。し

たがって、今日IFRSとは、IASBの設定したIFRS、IASBの前身であるIASCの設定したIAS、国際財務報告解釈指

針委員会（IFRIC）の発行した解釈指針および、その前身である、解釈指針委員会（SIC）の発行した解釈指針の

合計４種の会計ルールから構成されている。

（１）経緯

国際会計基準の設定経緯については以下の通りである。IASCは、1973年に日・米・英・西独・豪・仏など９

カ国の会計士団体により設立され、現在のIFRSの原型となる国際会計基準（International Accounting

Standards :IAS）を継続して作成してきた。しかしこの段階では、理想とする世界統一基準を作ろうという試み

が始まったばかりで、基準の認知度を高める意図が強く、実務でそのまま使える基準ではなかった。とくに多くの
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代替処理を認めていることから、財務諸表の比較可能性という点で問題があると指摘されてきた3）。

その後、1980年代後半から、米国の証券取引委員会（Securities and Exchange Commission: SEC）や財務

省などの証券監督当局、証券取引所などから構成される証券監督者国際機構（IOSCO）の支援の下、「比較可能性

改善プロジェクト」が進められた。この改善状況を踏まえて、2000年にIOSCOが国際会計基準への支持を表明し

た。これを契機として新たな段階（国際的証券市場での本格的な世界基準の採用）へ入り、実務で利用できるグロ

ーバルな会計基準としてのIFRSに対する注目が一気に高まった。2001年には、IASCはIASBへと組織を改編され

た。このIASBは会計士だけでなく、多くの利害関係者（主要欧米各国の基準設定主体からの派遣者）を含めた組

織となった。ここで、組織の役割や目的が変わり、単なる理想的な基準の設定ではなくて、実際の実務で用いられ

る統一基準作りに邁進することになった4）。

2005年には、EU域内の上場会社にIFRSは強制適用され、2006年には世界で最大の証券市場を有する米国の

基準設定主体である米国財務会計基準審議会（FASB）との間に基準のコンバージェンス・プロジェクトを行う覚

書（MOU）を締結した。現在、米国は海外企業のIFRS適用を容認しており、問題は米国国内企業のIFRS適用の容

認さらには強制適用を目標として動いている。

（２）IASBの設立目的とIFRS導入状況

IASBの設定の目的については、その定款において以下のように規定されている。

１．高品質、理解可能、かつ強制力のある国際的な会計基準の単一セットを開発する。

２．基準の利用と厳格な適用を促進する。

３．各国の会計基準とIFRSを収斂（コンバージェンス）させることにより、双方の基準の品質を高める

IASB創設後わずか４年の間に、世界100カ国がIFRSの導入や採用の広がりを見せた背景には、欧州連合（EU）

の政策執行機関である欧州委員会が2005年より、EU域内すべての上場企業にIFRS使用を義務づけたことが、世

界標準としてのIFRSへの流れを決定づけることになった。その後、IASBがIFRSをEU以外の国にも積極的に広め

ることに力を入れたことが戦略的に優れていた点であった。その背景には、経済等の米国一極集中に対抗するとい

うEU側の政治的思惑もあったのである。2005年以降、香港やオーストラリアなどIFRS導入国・地域は増加し、

2009年当初時点では、100以上の国や地域でIFRSの採用が容認されている（強制適用ではない）。また、2000

年以降台頭してきたBRICs（ブラジル・ロシア・インド・中国）などの新興国でもIFRSの採用が決定している5）。

３　日本の会計基準と国際会計基準の比較

ここで、日本基準としてIFRSを採用（アドプション）を検討する前に、日本基準の特徴、IFRSと日本基準との

差異、IFRSの日本基準とのコンバージェンスの状況について検討する。

（１）日本基準の特徴

日本型会計基準について、いくつかの共通の特徴が指摘されている6）。

その１つの特徴は、日本の会計はたびたび利益計算が保守的である点である。保守主義は、企業会計原則の７つ

の一般原則の１つをなし、日本の企業会計では、利益を控え目に計上する実務が指摘されている。たとえば、自家

建設に伴う借入金の金利は原則として、資産の原価に算入されず、発生時に費用として処理しなければならない。

有価固定資産の減価償却に関しても日本企業は概して短い耐用年数を使い、定率法など加速度償却法を選好する傾

向にある。さらに、日本の企業会計では、対応原則を用いて種々の将来費用に対して、偶発債務を設けることがで
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きる。概念フレームワークに拠って資産負債概念を定義する英米会計においては、偶発債務の計上は一般に日本の

会計基準よりも厳格である。日本の企業会計に見られる、このような保守主義会計は、一部は、商法や税法の規定

に影響されたものであろう。しかしながら、より重要なことは、日本の企業会計の保守主義は、その実態をなす日

本企業の経営行動と結びつけて評価すべき点である。欧米諸国では、株式投資の主な目的は、配当やキャピタル・

ゲインによって最大なる経済的リターンの獲得を図ることである。他方、日本では、友好な取引関係の維持といっ

た非経済的リターンが大株主にとってはより重要である。これは、投資リターンの最大化が日本企業にとって重要

ではないことを意味するものではない。重要な点は、日本企業の経営者は短期的な株式市場の動向に影響されず、

長期的な見方に立ち投資や意思決定を行う傾向がある。

日本企業のもう１つの特徴として、ディスクロージャーの不徹底が指摘される。たとえば、セグメント情報の開

示については、従来、産業別、地域別に経常利益などの情報開示が求められているが、日本基準では、産業別セグ

メント情報の開示について重要性の基準による免除規定を設けている。産業別セグメントの決定は経営者の判断に

委ねられており、業務内容別の開示規定では強制されていない。このような、開示の欠如もまた、先の日本型金融

システム、つまり、メインバンク制と株式相互持合とに密接に関連付けられるであろう。系列内の企業相互間の

日々の情報の共有が長期的関係を育成する重要な鍵をなす。これは、メインバンクについて特に当てはまる。ビジ

ネス・パートナーとしてのメインバンクは、グループ企業の企業活動をモニターし、必要な場合、種々の救済手段

を提供することによって重要な役割を持つ。その責任を果たすべく、メインバンクはグループ企業の企業情報に完

全かつ継続的にアクセス可能でなければならない。そのような日本特有の経営環境のもとでは、欧米諸国に存在す

るような大きな情報の非対称性は存在しておらず、公に対する完全な情報ディスクロージャーは必ずしも必要とさ

れない。それに対して、公に対する情報ディスクロージャーは、欧米諸国では効率的市場を形成するのに不可欠な

条件である。このことは、個人投資者が日本のような経営環境のもとでは重要性を持たないことを意味するのでは

ない。重要な点は、日本企業に関する企業開示制度の仕組みは、多かれ少なかれ、日本型金融システムの特性に関

連づけられて理解する必要がある。

（２）金融ビッグバンと新会計基準の設定

日本においては、1993年以降、金融制度改革が着実に実行に移されていった。それ以前までに世界的に金融の

自由化・グローバル化が急速に進展していたために、旧来のテンポで金融自由化を進めていくと日本の金融制度が

世界的な動きの中で取り残されてしまうことが懸念されたが、日本は当初その改革の実行に際して、国内の金融秩

序を配慮したうえで段階的・漸進的に進めるという方針が採用された7）。

しかし、わが国金融・資本市場の一段の活性化を図り、また1200兆円にのぼる個人金融資産の有効活用を図る

ために、日本は金融・証券取引にかかわる各種の規制の大胆な緩和・撤廃が緊急の課題として浮上することになっ

た。そこで、わが国の政府は、1996年11月、2001年を最終期限として金融制度の抜本的な改革を行うことを表

明した。この金融制度改革は、1986年10月にイギリスで実施された「ビッグバン」と呼ばれる証券市場改革に

なぞられて「日本版ビッグバン」と称された。この日本版ビッグバン構想では、東京市場を2001年３月末までに

ニューヨーク、ロンドン並みの①フリー（市場原理が働く自由な市場）、②フェア（透明で信頼のできる市場）、③

グローバル（国際的で時代を先取りする市場）な国際金融市場とすることが目標とされた8）。

日本版ビッグバンに盛り込まれた金融・証券取引規制の緩和・撤廃措置は、内外資本取引等の全面自由化、証券

市場改革のほか、銀行業務にかかわる規制の一段の緩和など、きわめて広範多岐にわたっていた。この規制緩和・
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撤廃措置の過半は、証券会社の免許制から登録制への移行、会社型投資信託の創設、証券総合講座の導入など証券

市場に関連したものからなっていたが、そういった措置の大半は1998年12月までに実行に移された。また、

1999年10月には株式委託売買手数料が自由化されたほか、業態別子会社に対する業務制限が撤廃されるなど、

日本版ビッグバンは2001年初頭までにほぼ完了した。また日本版ビッグバン策定当初、金融サービス法の制定の

課題については、2001年に金融商品販売法が施行された後、2006年の証券取引法の金融商品取引法への包括的

改正によって完了された9）。

この期間中、証券市場の規制緩和のインフラとして会計基準の国際的調和化と会計制度改革が大いに推進された。

新たな会計基準を設定する必要性から、連結財務諸表、キャッシュ・フロー計算書、研究開発（Ｒ＆Ｄ）、退職給

付、金融商品、および外貨換算などの新会計基準が審議され公表された。これらの基準設定はいずれも、会計基準

の国際的動向との整合性を意図としたものであり、「フリー、フェア、グローバル」といった資本市場重視の考え

方に立つものであった。また長い間、大蔵省の管轄下にあった主な金融行政は、当時の大蔵省の不祥事もあって、

1998年に金融監督庁（総理府の外局）に移行された後、2000年に新たに金融庁として改組された。そして、

2001年の中央官庁再編の実施により、金融庁は内閣府の直接の外局となり、金融行政全般にわたる包括的な権限

が与えられ今日に至っている。会計ビッグバンで公表された日本基準の適用開始は、上述したように、IASBの発

足に重なっており、国際的な会計の動向、すなわちIFRSの世界的採用に向けての動きに連動しているものであり、

それまでの個別財務諸表中心、損益計算書（純利益）重視、取得原価主義、税法主導といった日本の会計の特徴を

根本的に変革し得る契機となったといえる10）。

（３）日本版ビッグバン以後の日本基準と国際会計基準との差異

上述のように、1996年以降いわゆる金融ビッグバンの一環として、日本の会計基準・開示制度は大幅に改訂―

「会計ビッグバン」と呼称―され、IFRSとの調和化が大きく促進された。その結果、連結、退職給付、税効果、金

融商品、固定資産の減損等において日本基準はIFRSとの実質的差異は著しく削減され、調和化が図られてきた。

しかし、その反面、金融商品や企業結合その他いくつかの会計基準において、日本基準は、IFRSのみならずアメ

リカFASB基準とも相違している。また、基本的な観点として、IFRSには概念フレームワークが明示的に存在する

のに対して、日本基準にはそれが明示されていないこと、IFRSの会計ルールは原則主義であるのに対して、日本

基準は細則主義（細かなルールを規定に入れる方針）であることが挙げられている。

ここでは、2004年時点での日本基準とIFRSとの間の主要な差異を以下指摘する11）。

１つ目に、金融商品の会計基準に関して大きな差異がある。日本基準（1999年）では、デリバティブや売買目

的有価証券等に対して時価会計を導入するとともに、ヘッジ会計の導入を公式的に認めた。しかし、IFRSすなわ

ちIAS第39号「金融商品：認識と測定」では、売却可能金融資産は公正価値で測定し、その変動額は株主持分変

動計算書を通じて、直接、資本の部で処理されるのに対して、日本基準ではそれに相当する「その他有価証券」は

時価で評価し、評価差額はすべて資本の部に計上するか、評価益は資本の部に計上し、評価損は当期の損失として

処理するか、いずれかの方法が選択される。次いで、IFRSでは債権は減損テストによって帳簿価額を割引現在価

値まで評価減しなければならないのに対し、日本基準では債権は貸倒見積額の算定方法により、「一般債権」、「貸

倒懸念債権」、「破産更生債権等」３つに区分して、貸倒見積高が算定される。さらに、ヘッジ会計の方法として、

IFRSでは大きく公正価値ヘッジとキャッシュ・フロー・ヘッジに大別されるのに対して、日本基準では繰延ヘッ

ジ会計を原則的方法とし、時価ヘッジ会計の適用も認められている。また、日本基準では、金利スワップに関して
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キャッシュの受け払いの純額を借入金の支払利息に加減する特例処置が認められている。

２つ目に、企業結合会計基準では、日本基準（2003年）とIFRSとの間で会計処理方法やのれん（goodwill）の

取り扱いにおいて大きな差異がある。一定の厳しい規準を満たす必要性が存在するとはいえ、日本基準では持分プ

ーリング法の適用は許容されている。日本基準では、企業結合を「取得」と「持分の結合」に分類し、前者にはパ

ーチェス法、後者には持分プーリング法を適用するのに対して、IFRS第３号では、すべての企業結合についてパ

ーチェス法を適用し、持分プーリング法の適用は認められていない。日本基準では、特定の基準を満たす場合にの

み、持分プーリング法の適用が認められている。パーチェス法の適用に伴って生じるのれんについては、日本基準

では正ののれん、負ののれんとともに20年以内の期間で規則的に償却しなければならない。IFRS第３号では、正

ののれんについては償却してはならず、毎年または事象や状況変化により減損テストをしなければならない。また、

負ののれんはIFRSでは認識されない。

３つ目に、リースの会計基準に関して大きな差異がある。日本基準（1993年）では、ファイナンス・リースは

原則として通常の売買取引に準じて処理されるが、所有権移転外ファイナンス・リース取引（通常のリース）につ

いては、通常の賃貸借取引の方法に準じて処理する特例措置が認められている（ただし、所有権移転外ファイナン

ス・リースの割引現在価値の注記開示が必要）。それに対して、IFRSでは、ファイナンス・リースはすべて、通常

の売買取引の方法に準じて処理されるためにオンバランス化される。

４つ目に、国庫補助金の会計基準に関して大きな差異がある。日本基準では、国庫補助金は一般に受入時に利益

として認識するが、固定資産の取得の場合、圧縮記帳が認められる。それに対して、IFRSでは、国庫補助金は補

償される関連費用と対応して処理するために、必要な期間にわたり規則的に利益として認識する。

これらが2004年時点での日本基準とIFRSとの主要な差異であったが、これでも1996年頃から行われた一連の

会計基準改革（通称「会計ビッグバン」）によってIASとの差異は著しく削減されたのであった。その成果があっ

たとして、日本は、この日本基準の体系で満足するのか、あるいはさらにIFRSとの差異を解消に努めるべきなの

であろうか。また、日本基準は現状のままとして、必要なIFRSの基準を個別に導入すべきなのであろうか、ある

いはIFRS全体をそのままアドプション（採用）するべきなのか。結果として、日本はIASBからの強力なアプロー

チがなされたこともあって、さらに基準のコンバージェンス・プロジェクトを進める判断を下した。

（４）コンバージェンス・プロジェクトの進展

2005年３月、IASBと日本の企業会計基準委員会（ASBJ）との間で基準のコンバージェンスについて一定の合

意が形成され、日本はIASBとのコンバージェンス・プロジェクトに公式的に着手することになった。その際、同

時に、EUによるIFRS基準の同等性の評価などを契機に、ASBJは在外子会社の会計方針の統一、ストック・オプ

ションの費用処理、棚卸資産の評価基準の会計基準を公表した。そして、2007年に入って、資産の除去債務、工

事契約、金融商品の公正価値開示、セグメント情報等についての公開草案、論点整理を相次いで公表して、IFRS

との差異を一部解消する努力をした12）。

このような中、IASBのトゥイーディー議長が2007年８月に来日し、2005年３月から開始している日本基準と

IFRSのコンバージェンスを加速化することの合意（「東京合意」）が行われた。そこでは、同等性評価に関連して、

欧州証券規制委員会（CESR）が技術的助言により補正措置を提案している項目について2008年までに解消する

か会計基準が代替可能となるように結論を得ること、さらに、これまで両者で識別されてきた日本基準とIFRSと

の間の差異のうち、残りの差異については2011年６月30日まで解消を図ることが合意され、新たに時間軸が設
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定された。この東京合意を受け、ASBJは、新たなプロジェクト計画表を2007年12月に公表した。この計画表で

は、短期（EUによる同等性評価に関するプロジェクト項目）、中期（既存の差異に関するプロジェクト項目）、中

長期（IASB/FASBのMOUに関連するプロジェクト項目、新たにより適切な基準を設定するもの、「動く標的」）の

３つに区分して、基準のコンバージェンス活動が取り組まれることが明らかにされた13）。

2007年以降のASBJの精力的な活動によって、2008年までに短期項目、2010年までに中期項目のコンバージ

ェンスが大方達成されることになり、差異の縮小化がはかられたといっていいだろう。

４　IFRSによる日本企業への影響

（１）グローバル経済における日本経営

1980年以降の金融規制の緩和の実施や国際的な要請によって、日本は徐々に伝統的な関係重視型システムから

業績指向型システムへの転換が求められるようになった。このような経営環境の変化の中で、特に日本金融システ

ムの根幹的変化に対するいくつかの重大な兆候が注目される。1990年の不動産バブル崩壊以降、日本の株価は大

幅に下落してしまい、したがって日本企業の資本調達コストの優位性は大きく失われた14）。さらに、国際決済銀行

（BIS）の自己資本比率規制および低迷する日本の経済状況により、企業間の持合株式に関する維持コストは高す

ぎるものとなった。そして、バブル経済の崩壊により日本の銀行は巨額額の不良債権を抱えたために、一部の銀行

はキャピタル・ゲインの獲得を狙って持合株式を売却した15）。さらに、金融全体に占める銀行融資の比率が減少す

るとともに、グループ企業に対するモニターとしてのメインバンクの役割も縮小し始めた。その時点では、日本で

も自己資本利益率（ROE）等の収益性が重視されなければならないという認識をもつ経営者が徐々に増大した。

2000年代初頭に起こった米国のエンロンやワールドコムなどの経営破たんを契機として、世界的な広がりをみ

せた会計不信が生じ、また一時的なＭ＆Ａ取引に水をさした。米国はこのような財務不正を根絶する目的で、

2002年サーベインズ・オクスリー法を成立させた。とはいえ、そのような大きな破綻が起きた後もグローバル経

済は依然継続的に進展しており、資源に乏しい日本の大企業としては、海外から原材料を輸入したり、海外で部品

生産を行ったり、海外に高品質の商品を販売して収益をあげるという構造のなかで高収益（高い資本利益率）の獲

得をめざした経営を行うという状況に変化はない。

（２）上場会社か非上場会社かによる影響

IFRSという新基準は、すべての企業、すなわち大企業であろうと中小企業であろうとその適用を強制される見

通しではない。端的にいえば、たとえば、東京証券取引所などの金融商品市場に上場している会社、一般的には大

規模公開企業に対してその適用対象が限定される。ただし、東証マザーズ市場に上場しているような中小の新興企

業は、規模に関係なく上場している点でその適用を強制される。一方、上場会社の財務公開は連結財務諸表によっ

て行われるものであるために、中小企業といえども、上場会社の子会社、あるいは関連会社に該当する会社は、日

本基準ではなくてIFRSの適用をいずれ余儀なくされるであろう。最終的には、日本の金融庁の政策判断によって

2011年頃にIFRSの強制適用対象会社の範囲が明確に決まることになるが、現在、日本基準を適用している上場

会社すべては、IFRSの強制適用はまぬがれないであろうことから、現時点でIFRSとの差異のある会計領域、たと

えば、金融商品、企業結合、リース、国庫補助金のほか、収益認識、廃止事業等の領域においての処理、および詳

細な注記開示が要求される点などが大きな影響を受けるであろうと予想される。

非上場会社に対しては、おそらくIFRSは任意適用扱いとなるであろうが、（コンバージェンスがより進展した）
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日本基準が適用されると考えて良いだろう。したがって、基本的には非上場会社についてはIFRSの間接的な影響

だけが及ぼされると思われるも、上場会社の子会社および関連会社は規模にもよるが実質的に影響を受ける範囲に

入ると思われる。

（３）業種別の影響（製造業、流通小売業について）分析

多くの企業（特に、上場会社）では、IFRSの適用によって会計の前工程である業務システム（販売管理、在庫

管理、購買管理）に大きな負担がかかるであろうが、ここでは、IFRSの日本企業への導入によって生じる会計問

題ついて考察を進めよう16）。ここでは主に、製造業と流通業について検討する。

①製造業

製造業において影響の出てくる論点として、研究開発費の取り扱いが挙げられる。日本基準において研究開発費

は、研究開発活動と将来の収益との対応関係が不確実であるため一括費用に処理されるが、IFRS（IAS第38号

「無形資産」）においては、「研究」の段階と、「開発」段階に分け、「研究」段階に係る支出は発生時に費用処理さ

れるものの、「開発」段階にかかる支出は、一定の要件を満たした場合に「無形資産」として資産計上する必要が

あり、使用可能な期間において償却が行われる。

研究開発は、たとえば、（ｉ）基礎研究、（ii）応用研究、（iii）プロトタイピング（試作品を作る）、（iv）操業テ

ストに分けられるが、一般に、（ｉ）および（ii）は、IAS第38号における「研究」の定義に合致するため、発生時

に費用として認識されなければならないとされている。一方、（iii）および（iv）の、開発局面における支出は、将

来の経済的便益の実現可能性など、IAS第38号に規定される要件を満たした場合、資産計上される可能性がある。

実務において、「研究」段階と「開発」段階の峻別、資産計上要件の検証資産の使用可能期間の算定等について

判断を要する局面が多く、また資産性を実証するための文書の作成も必要となる。このように実務レベルでの作業

負担は増えることが予想されるものの、クロスボーダーでの業界内の認識および測定を精緻に行うことが今後益々

重要になると考えられる。

もう１つ、IFRSと日本基準の相違点で製造業に影響を与えるのが収益の認識基準である。日本基準では、「実現

主義」の原則に従うことが規定されているが、実現主義の具体的な考え方については特に定められておらず、商品

等の販売、または役務の提供によって実現してきたものに限るとされている。一方、IFRS（IAS第18号「収益」）

での収益の認識は、経済価値が実質的に移転したか、物品に対する有効な支配を保持しているかどうか等、取引の

実態をより厳密に判断することが要請されている。たとえば、ある製造業者が販売会社に量販を行う際に買戻し契

約が存在する場合、製品の物理的な引渡しがあったとしても、実質的なリスクと経済価値は移転していないと判断

され、売上計上が否認される可能性が生じる。このようなケースでの売上計上については、日本基準においても通

常、会計上の判断を伴うが、その判断の基準がIFRSではより厳密になる。

さらに、収益認識において必要となるのが、販売取引における構成要素の分解である。IFRSにおいて収益の認

識基準は、通常、個々の取引に適用される。したがって、形式的には、一つの契約であっても、取引の実質を見た

時、複数の取引要素に分解することが適切とみなされる場合には、収益の認識も分けて行うことになる。たとえば、

機械の販売に際し、物品販売後の一定期間のアフターサービス契約が含まれている場合、売り手の受領した対価は

物品の販売対価とアフターサービスの対価とに分解し、後者については繰延計上を行ったうえで、所定のサービス

期間に認識されることになる。このような、影響を踏まえ、IFRSの適用にあたっては、取引先との販売契約内容

や販売取引の構成要素の分解・見直しが必要となる可能性がある。
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②流通小売業

収益の認識基準の相違は小売業にも影響を及ぼす。優良顧客の囲い込みのため、スーパー、量販店などの流通小

売業で幅広く取り入れられているポイント制度（顧客ロイヤルティ）について、IFRSでは厳密な会計処理が求め

られる。上述のように、IFRSでは取引の構成要素ごとに収益を認識することが要請されるため、このようなポイ

ント制度については、売上として受領する対価を、売上時に提供したサービスの対価と、付与されたポイントが使

用されることにより将来提供される商品・サービスの対価に区分し、将来提供される商品・サービス部分について

は、将来のポイント使用時に企業がその義務を果たすまで負債として繰延べられることになる。つまり、ポイント

制度等の関連サービスについては、収益認識が遅れる可能性が生じる。

また、小売流通業の店舗形態についてもIFRS特有の論点が存在する。小売業においては、もともと自社が所有

していた建物（店舗）や、その他会社特有の什器や備品等をいったん第三者に売却しオフバランス化した後、当該

資産をリース契約によって借り戻して使用する契約が比較的多く見られる。このような「セール・アンド・リース

バック」取引において、ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかの判定をこれまで以上に厳密に行う

必要が生じてくる。セール・アンド・リースバック取引に関して、日本基準では、オペレーティング・リースとし

て会計処理されてきた取引であっても、IFRS適用により、取引の実質が重視されて、ファイナンス・リースとし

て処理されることが起きる。リース資産のリスクおよび経済価値が借手側（小売業者）にあると判断される場合に

は、借手がファイナンス・リースとして資産計上する必要が生じる。リース資産の会計処理の違いによって影響を

受ける可能性のある流通小売業者においては、早い段階で自社リース資産の棚卸し（精査）や契約書およびその実

質的な取引内容の見直しを行う必要がある。

以上、製造業と流通小売業という２つの代表的な業界におけるIFRSの影響を例示したが、会計基準の大幅な変

更は、単に会計処理や財務諸表作成にとどまらず、企業の全社的な事業戦略にもかかわる重要な環境変化といえる。

これまでの細則主義の日本基準とくらべ、原則主義のIFRSには詳細な指針（ガイダンス）が用意されていないた

め、経営者および企業内実務家は、自社の属する業界の実務慣行等を考慮しながら、自社の会計方針を基本とした

判断を行って、なぜそのような判断に至ったかの説明責任が増大していくことになる。

（４）財務指標に与える影響

IFRS適用の検討にあたっては、自社の連結財務諸表の作成基準を日本基準からIFRSに変更した場合の財務的な

影響を十分に分析する必要がある17）。一般に大規模な上場企業が経営目標として重視する財務指標としては、貸借

対照表から見た安全性を示す「自己資本比率」と、損益計算書から見た収益性を示す「経常利益」が代表的である。

以下この２つの代表的な財務指標が、IFRSの適用によりどのように影響するのかを見ていく。

①自己資本比率

総資本における自己資本の割合を示した自己資本比率は、企業の財政状態の安全性を示す指標として、投資家、

金融機関、監督官庁等が常に注目し監視している。

自己資本比率（％）＝（総資本―他人資本）÷ 総資本　×　100

IFRSと日本基準では、いくつかの主要項目で負債と資本の区分が異なるので注意が必要である。特に金融商品

に関する負債と資本の定義についてはIFRSと日本基準でいくつかの相違がみられる。たとえば、日本基準におい
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ては、企業が発行する金融商品が負債あるいは資本に区別されるか否かは、会社法の規定に従って決定されている。

したがって、IFRS（IAS第32号）で金融負債として取り扱われる可能性のある優先株や、プッタブル普通株式

（あらかじめ決定された価格およびあるいは、特定日時に、買い手側が売り戻すことができる証券）であっても、

株式の形態をとっている限り、純資産の部の株主資本に区分されることになる。なお、新株予約権は、金融資産の

額と株式数が固定されている場合にも該当しないものとして純資産の部に独立して計上されることになる。そこで、

IFRS適用を検討する企業は、保有する金融商品の経済的実質を見直し、IFRS上、負債と資本のいずれかに区分さ

れるのかを確認することがもとめられる。その結果、重要な財務指標のひとつである自己資本比率が少なからず影

響を受けることがある。

②重要な利益指標

多くの日本企業にとって損益計算書から見た財務指標である経常利益は、企業の健全な収益性を示す指標として

重視されている。一方、IFRSでは、損益を「経常」と「異常」に分ける概念はなく、「経常損益」、「特別損益」に

相当する項目が存在せず、最終的に「包括利益」をもって企業の一期間における財務業績を表示する。したがって、

損益計算書の全体についてもIFRSと日本基準では大きな相違点がある。

具体的には、日本基準において損益の最終数値とされている当期純利益が、IFRSにおいては損益計算の一過程

に過ぎなくなり、当期純利益の後、金融商品の時価評価や為替換算調整勘定による換算差額を含めた、「その他の

包括利益」を合算した形で「包括利益」を表示する包括利益計算書を作成することになる。そのため、本業からの

損益の重視から、企業資産の時価を反映する損益の重視へと、業績評価の尺度が大きく変わることになる。

上記のことから、これまで経常利益をもって収益性の指標としてきた日本企業は、IFRSへの移行により、今後

はその他の包括利益として金融商品の時価評価や為替換算調整勘定のボラティリティが高まることを見据えて、経

常利益指標からグローバルに認識される指標（たとえば、営業利益段階の利益）へと切り替えていくことを検討す

る必要がある。

（５）Ｍ＆Ａ戦略に与える影響

世界の人口が増加する中で日本の人口は長期的に減少を続けており、国内経済における構造的な低成長化を決定

的なものとしている。これに伴い、多くの日本企業はその成長の活路を海外に求め、積極的に海外での生産や事業

を展開している。近年このようなクロスボーダーでのビジネスの高まりにより、国内における生き残りをかけた業

界プレーヤーの統合、つまり内需型企業再編が進むとともに、海外からの日本企業の買収、日本企業の海外企業買

収、さらには日本企業の海外子会社が現地企業を買収するケースなど、多種多様な形態でＭ＆Ａがグローバルに展

開されている。日本の慣行において、広義のＭ＆Ａでは、買収、合併、および提携を含んでいるが、狭義のＭ＆Ａ

は買収と合併を意味するものとして使われている。2008年では米国に端を発するサブプライム金融危機で、特に

投資ファンド主導の大型案件の件数は減少したものの、米国金融機関の一連の経営破綻による業界の再編成など、

これまで例を見ない大規模でグローバルなＭ＆Ａが展開された。このように企業の存続に不可欠な戦略となった

Ｍ＆Ａにおいては、投資家や買い手企業、および売り手企業も、事前の資産評価や価格交渉の段階までは神経をと

がらせているものの、買収・合併後のモニタリングや業績評価をおろそかにしているケースも少なくない。また、

企業の買収・合併後の時価総額の伸び率が業界平均を割るなど、Ｍ＆Ａが失敗に終わるケースも多くあるのが現状

である18）。このような状況の中、企業がその成長戦略としてＭ＆Ａを成功に導いていくためには、投資判断から実

行までの段階だけでなく、買収・合併後の事業の管理を含めた長期的な視点を持つことが重要である。
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また、IFRS適用の全般的な効果について考慮する必要がある。連結財務諸表をIFRSベースで作成することは、

つまりＭ＆Ａにおいて会計的に世界同一の土俵にのったことを意味する。これにより、比較可能性が向上して企業

価値の評価に不可欠な数値分析が容易になるので、潜在的買収企業は、潜在的被買収企業の財務状況をより正確に

理解できるようになる。

一方、全企業は世界の投資家から厳しい視線に常にさらされることになり、非効率な経営は淘汰され、経営の透

明性と経営者の説明責任がこれまで以上に要求されることになるであろう。これにより、世界の資金の配分が最適

化され、資金移動も加速することが期待される。資本市場においてこのような効率化が進むことにより、クロスボ

ーダーでのＭ＆Ａは今後さらに活性化することが予測される。これは、IFRSの適用自体がＭ＆Ａを加速させると

いうよりは、今日の企業成長戦略としてもはやＭ＆Ａが避けて通れないものとなっている一方、IFRSの適用によ

りＭ＆Ａにかかる事務負担やコストが大幅に軽減されることになり、結果的にＭ＆Ａが加速しているものと考えら

れる。IFRSという共通会計言語を用いることにより、企業の意思決定はより迅速になるであろうと考えられてい

る。加えて、買収・合併後においても業績評価のものさしが統一されることで、経営のモニタリングや投資採算の

評価が容易になり、Ｍ＆Ａの成否管理という観点からも買収・合併後の成功に寄与するところが大きいと期待され

ている。

（６）Ｍ＆Ａ等の会計に与える影響

ここで、IFRSの適用によって生じる日本企業の企業買収および合併、無形資産（のれん、その他）、リストラ引

当金に関する会計上の影響に関して以下検討する19）。

①企業結合会計

Ｍ＆Ａには、様々な手法がある。日本の結合会計基準では、これらの手法のうち、取得と被取得企業の支配関係

が明らかな企業結合「買収」として、被取得企業の時価をもとにパーチェス法で会計処理をすることが要請されて

いる。しかし、いずれの結合当事企業も他の結合当事企業に対する支配を獲得したとは合理的に判断できないよう

な取引に対しては、一定の条件を充たすものを「持分の結合」として、資産・負債を簿価で引き継ぐ持分プーリン

グ法が容認されている（ただし、改正された企業結合基準により、持分プーリング法の廃止が決定している。）。

IFRS（IFRS第３号）では、持分プーリング法の適用を禁止しており、企業結合は全て「取得法」を適用して会計

処理をするよう要請している。IFRS第３号「企業結合」では、企業結合の会計処理について規定しているが、そ

の中で、取得日において取得企業は、取得した識別可能資産、及び引き受けた負債、並びに被取得企業の非支配持

分を、のれんとは区別して認識しなければならないと規定している。

②のれんの認識と測定、および償却

IFRS第３号では、のれんとは、企業結合により取得した資産のうち、独立して識別できず、個別に認識される、

将来の経済便益を示す資産であると定義されている。取得法に従って会計処理される企業結合の際、現行のIFRS

第３号に従うと取得企業の買収対価（企業結合の取得原価）と被取得企業の識別可能な資産・負債及び偶発債務の

正味の公正価値に対する取得企業の持分割合相当額との差異が、のれんとして無形資産に資産計上される。なお、

IFRS第３号は2008年１月に改訂されており、2009年７月１日以降開始事業年度より、のれんの測定方法が変更

となり、取得企業は自社の持分とともに非支配持分ののれんも含めた金額を総額で認識することも認められること

になった。

のれんは、日本基準においては、時の経過とともにその資産価値が減少するという考え方のもと、20年以内の
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その効果の及ぶ期間にわたり、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却することが規定されている。これ

に対し、IFRSではのれんは毎期定期的な償却はせず、毎期減損テストの対象となる。IFRSを採用した際の影響と

して、買収・合併のディール後の会計期間における定期的なのれん償却費が発生しないために、毎期の損益に対し

てはプラスの効果がある。しかし反面、減損が発生している場合には、一時に多額の減損損失が計上される可能性

が生じる。日本基準を適用している場合においても、減損が発生している場合は減損損失の計上は必要ですが、定

期的なのれん償却費が発生しなくなる分、Ｍ＆Ａにおいては、ディール後における取得企業の収益性をより精緻に

モニタリングしていくことが重要となる。また、Ｍ＆Ａによるシナジー効果である超過収益力が減少していないか

どうかを定期的に評価し、維持する企業努力も必要となります。さらに毎期の決算で行うこの減損テストはＭ＆Ａ

自体の成否の評価としても重要な情報を提供している。

③その他の無形資産の認識

IFRSに基づいた無形資産の範囲は広く、Ｍ＆Aの際に認識される、ビジネス上競争優位をもたらすブランドや顧

客リスト、受注高、フランチャイズ契約、データベース等も、将来の経済的便益をもたらす可能性は高く、その価

値を信頼性を持って測定できる場合には、すべて無形資産として認識することとされている。これに対し、日本基

準では、より限定的な認識要件が規定されていたが、2008年12月に公表された改正企業結合会計基準において、

IFRSへの歩み寄りが図られた。これにより、今後は日本基準においても、結合後の企業の貸借対照表には、企業

の将来の収益力を反映させた金額が計上されることとなるので、企業経営者はＭ＆Ａにかかる財務的な影響やディ

ール後の業績について、これまで以上に精密な判断や分析を求められることになるであろう。

④リストラ引当金

多くのＭ＆Ａの場合、結合後企業の組織を合理化するため、様々なリストラ策が実施さる。IFRSでは、企業が

リストラを余儀なくされたことを証明でき、当該リストラ計画に着手するか、その実施で影響を受ける人々に計画

の主要部分を公表してその計画の実行可能性が高い場合において、リストラ引当金を計上することになる。当該取

扱いは、企業結合においても同様であるが、引当金の計上用件を満たすことができない場合には、その計上はでき

ない。なお、日本基準においては、企業結合に係る特定勘定として、取得後短期間で発生することが予想される費

用又は損失として、リストラ関係の引当金が計上されることが認められている。

（７）IFRSの「原則主義」指向の影響

企業は事業活動をする上で、子会社に加えて、関連会社、あるいはジョイント・ベンチャーを設立することがあ

る20）。その際に企業集団の財政状態・経営成績を報告するために親会社が連結財務諸表を作成する場合、こうした

関連会社等に対する投資を適切に評価して、投資損益を連結損益計算書に含める必要がある。

IFRSでは、関連会社とは投資企業が重要な影響力を有し、子会社でもジョイント・ベンチャーでもない企業を

いう。関連会社に対する投資は原則として「持分法」で会計処理する必要がある。IFRSでは、投資企業が直接ま

たは間接的に投資先企業の議決権割合の20％以上を保有している場合には、重要な影響力を有していると推定す

る。他方、投資企業が投資先企業の議決権割合の20％に達しない場合には、重要な影響力を有していないと推定

する。また、投資先企業の「重要な影響力」は、通常、役員派遣、経営方針の決定に参加、重要な取引があること、

人事交流、技術情報の提供の１つ以上の事実によって証明される。

他方、日本基準では、IFRSよりも詳細な取り扱いを規定している。IFRSと比較した場合、日本基準は以下の特

徴を有している。
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１．関連会社の範囲において、IFRSで述べている投資先企業の議決権株式の所有割合を20％以上としているこ

とに加えて、15％以上という数値基準を設定している。

２．議決権株式の15％以上20％未満所有の投資先企業に対して債務保証や担保の提供を含む重要な融資を行っ

ている場合においては関連会社としている。

３．自社所有の議決権株式が20％未満であっても「緊密なる者」と「同意している者」が所有している議決権

株式の合計が20％以上で特定の要件に合致した場合にも、「関連会社」に含めることとしている。

つまり、日本基準はIFRSよりも詳細な内容を規定しており、より「細則主義」指向の基準設定がされている。

また、IFRSでは、企業が株式ワラント（買取権、引受権、新株買取権）、株式コールオプション、普通株式には

転換可能な負債証券または持分証券、またはその他の同様な金融商品を保有していることがある。これらの金融商

品は、行使または転換された場合には、投資先企業の財務および経営方針に対する追加の議決権を与え、また、ほ

かの企業の議決権を減少させることになる。こうした金融商品を保有することは、投資先企業に対して潜在的議決

権を持つことになる。

したがって、投資先企業に対する「重要な影響力」を評価する場合には、その時点において、行使可能または転

換可能となる潜在的議決権の存在と影響を考慮することが必要となる。日本会計基準にはこうした規定はないので、

IFRSに基づく財務諸表を作成する場合においては、上述の金融商品の存在およびその影響を考慮する必要がある。

５　おわりに

本論文では、国際会計基準（IFRS）とは何なのかという基本問題からスタートして、日本の会計環境の趨勢、

あるいは日本企業がIFRSを導入した際、どのような影響を受けるのかという課題を検討してきた。その結果、本

論文によって、大企業であれ中小企業であれ、上場企業、およびその子会社および関連会社は、会計基準そもそも

の考え方の相違や個別的な会計基準の差異から（特に適用初年度に）大きな影響を受けることが明らかとなったと

思う。

この論文を執筆する以前では、会計基準を国際的に統一させるには国々の会計基準を変更してIFRSに合致させ

なければならない点、世界各地で古くから種々の意見が飛び交っていることは理解していた。しかし、本論文を執

筆することによって最近の動向を知り、会計基準を統一することによって企業財務の透明性が向上することや資金

調達の効率性が向上するということがわかった。また、IFRS適用によって、企業がこれまで海外での資金調達の

際に義務づけられてきた煩雑で、時間のかかる、会計基準間の差異による組み換えや調整が不要となるとともに、

海外の投資家や金融機関、監督官庁等の様々なステークホルダーに対する説明・報告の負担も軽減される効果が期

待されることもわかった。

一方、2005年から開始された、日本の企業会計基準委員会とIASBのコンバージェンス・プロジェクトおよび

「東京合意」を経て、日本の会計基準のIFRSへのコンバージェンスは大幅に進展し、日本の会計基準の国際化が示

現されたこともわかった。さらに、IFRSの導入により、日本企業の経営に会計以外の様々な問題が生じてくるこ

ともわかり21）、現在は2015年または2016年度でのIFRSの上場会社の強制適用の動向も理解しえた。

私としては本論文の成果に満足することなく、今後もIFRS導入がどのように経営に影響するのかを会計以外の

視点から学んでいくことが、卒業後直ちに企業に就職し働く自分自身にとって極めて重要なことではないかと考え

ている。

（なお、本論文は2010年年初時において上武大学に提出した卒業論文の一部を推敲したものである。そのために、
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その時点以降明らかとなったIFRSや日本の会計基準の変更、あるいは日本の金融庁などの政府機関の公式声明な

どは反映されていない点にご留意いただきたい。また、学部学生として２年間にわたり日本の企業制度や会計制度、

国際会計基準の内容、あるいは社会人としてのマナーをご指導頂いた石井明教授にこの紙幅を借りて深謝申し上げ

る。）
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はじめに

最初に、私がこのテーマで論文を作成するに至った経緯を説明したいと思う。まず、前提に鎌倉をテーマにする

ということがあった。就職活動の結果、鎌倉市役所に合格し、そのとき既に別のテーマで論文を作成していたのだ

が、折角の機会なのだから、これから仕事をする場所の知識をより深めていくことが出来ればよいのではないか。

また、鎌倉をテーマにするならば、観光について調べるのがふさわしいと考えた。現在の鎌倉は、観光地としてと

ても有名であるが、鎌倉幕府が滅んだ後、歴史の表舞台から消えたこの鎌倉という地は、いったいどうなっていた

のか。また、どのようにして、政治都市から観光都市へと変わっていったのか。そう考え、まずは鎌倉の現在まで

の歴史について、みていくことにした。そして、そこから、現在の鎌倉観光の特徴をみて、それを今後に活かせる

ようにしたいと考えた。

１．鎌倉時代以降の鎌倉

平安時代に相模守だった源頼義が戦で勝利した際に源氏の氏神である京都の石清水八幡宮を勧請し、1063年鶴

岡八幡宮の社殿を造営した。また頼義の子、義家は1081年八幡宮の修理を行ったともいわれ、1145年には頼朝

の父、義朝が寿福寺のあたりに住んでいたといわれる。このように源頼義以来、源氏と鎌倉は深いつながりを持っ

ていた。そして12世紀末、源頼朝は源平の合戦で平氏を滅ぼし、征夷大将軍となり、鎌倉に幕府を開いた。頼朝

は、幕府の組織を整えるとともに都市づくりを開始し、鶴岡八幡宮を造営し、海につながる若宮大路を造った。都

市づくりがほぼ完成した1230年頃になると、幕府は全盛期を迎え、鎌倉は政治、軍事、外交、文化などあらゆる

面で日本の中心地となった。源氏が３代で絶えた後も、頼朝の妻政子の実家だった北条氏が実権をにぎり、その下

で、京都をしのぐ事実上の首府であり、最盛期には３万人もの人口を数えたといわれる。経済の発展に伴って、当

時の築港である和賀江島を通じて中国の宋や元との交易も盛んに行われ、禅宗、禅宗様建築、仏像彫刻、彫漆など

様々な中国文化がもたされた。この頃には大仏の造立、建長寺や円覚寺など禅寺の建立が盛んに行われた。これは

京都への対抗意識だったともいわれる。

1333年に鎌倉幕府崩壊の後、室町幕府が誕生し、鎌倉には東国10か国を支配する鎌倉府という室町幕府の出

先機関が設置された。その頃の鎌倉は、まだ幕府のあった頃のような賑わいが保たれていたようである。しかし、

その後に室町幕府と鎌倉府が対立し、1455年に、戦いに敗れた鎌倉府が事実上消滅した頃、鎌倉は急速に活気を

なくし、そのまま農業と漁業の村になった。

江戸時代以前や江戸時代前期の鎌倉は、歴史の表舞台から降りてしまったため、それ以前に比べ資料はあまり残

っていない。しかし、その少ない資料を見ると、このころには既に、観光地化の芽は出始めていたようである。そ

れらは、観光に訪れた人々の残した日記などで見ることが出来る。現在の鎌倉観光との大きな違いは、訪れる人々

は旧跡名所を見る知識人ばかりであった。その中には、沢庵漬けで知られる臨済宗の僧である沢庵和尚や、水戸黄

門で知られる徳川光圀なども訪れている。沢庵和尚は鎌倉五山への巡礼、徳川光圀は水戸家との縁のある英勝寺を
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中心に見ているが、両者とも「このころの鎌倉はとても寂れていた」と記している。また、別の人の記した紀行文

には、「鎌倉は他の田舎よりも寂れている」と書かれるぐらいであることから、その寒村の状況は相当なものであ

り、現在との違いを感じることが出来る。

江戸時代も中・後期になると世の中が平和になり、人々の往来が容易になったため、その恩恵を鎌倉も受けた。

そのため観光を生業とする案内人なども現れ、活発になったようである。依然として、この時点では鎌倉に住む

人々は多くの人が農民であったという記録があるが、それでも以前のような寂れた様子ではなく、皇族が訪れるぐ

らいの観光地として成立するまでになったようである。

２．明治以降の鎌倉

「鎌倉海浜院創立趣意書（1887年）」という長与専斎によって書かれた文書がある。この趣意書は、まず海浜

養成所の必要を説き、体質虚弱者ことに腺病質の小児には欠くべからざるものとして、海気療法の特効を述べてい

る。海気が陸地の空気と異なって、純粋清浄であることや、オゾンを多く含むこと、海水浴の効果を論じ、欧米に

おける先例の諸施設を示している。

さらに「真正なる学理に基づいた療養所であること」を必要条件として挙げているが、終わりに鎌倉の気候・地

形などが最も適していることなどを説いているのは、幾多の鎌倉の案内書や宣伝文に勝るものがある。

明治時代に入って、鎌倉に多くの別荘が作られるようになったのも、こうした理解者の推薦によるところが大き

かった。そして、1889年に横須賀線が開通すると、鎌倉はモダンな人たちの海水浴場としてや、別荘地や住宅地

として、注目されるようになった。鎌倉は新たな観光資源を手に入れた。それは今までの名所旧跡ではなく、レジ

ャーとして、遊びとしての観光が鎌倉の地で生まれたのだ。これは、現在の鎌倉にとても近いものである。歴史的

建造物だけでなく、レジャーの地として鎌倉が発展し始めたのが、この明治以降の時代だった。

３．戦後の鎌倉

第二次世界大戦後では、鎌倉はあまり被害が大きくなかったこともあり、東京の極端な住宅不足を解消するさま

ざまな対策の中で、従来の別荘がファーストハウスになり、住民がリゾート客から定住者に変わった。これが増加

するとともに、住宅開発も積極的に進められ、首都圏のベッドタウン、高級住宅都市としても様子を変えていった。

それにより、歴史的な風景が破壊され崩れていくのを防ごうと、作家の大佛次郎氏や、寺社の関係者らが立ち上が

り、無闇に都市開発を出来ない様にする古都保存法という法律が生まれ、歴史的な風景が守られたことで、観光地

として一層注目されるようになった。同時に、住民向けだった商店が観光客向けの洒落たものに変化した。こうし

て、古きと新しきの存在する、現在の鎌倉が生まれてきた。

４．現在と過去から学ぶ、鎌倉観光の特徴

以上が、鎌倉の武家政治の中心地から観光地となるまでの流れだが、次にその鎌倉の観光地としての特徴をみて

いきたいと思う。観光資源としては、鎌倉時代からの名所旧跡がある。また、海に代表されるレジャーとしての機

能があり、豊かな自然が残されたことでハイキングなども楽しめるほか、街全体が観光客を迎え入れる態勢を整え

ている。

一方で、特徴であり、同時に課題である点をみていくと、なんといっても面積が狭いということと、交通の便が

悪いことが挙げられる。それは、丘陵と海に四方を取り囲まれた、まさに自然の要害といえる地だからこそ、源頼
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朝が幕府を開いたと言い伝えられている通りといえる。また、夜に滞在する観光客が少ないことも特徴と考える。

理由としては、寺社等の観光スポット全般が夕方までのところが多いことが挙げられる。遅くまでいる必然性がな

い。仮に居たとしても宿が少ないという欠点がある。昔から宿場としての機能は他の観光地よりも薄く、江戸時代

の紀行文にも、鎌倉ではなく藤沢などの近場の宿場町に泊まる様子が書かれている。現在でも、鎌倉を代表する宿

といえるものはあまりない。

鎌倉市役所の観光課が調査した結果によると、日帰りが８割以上と多く、その多くは朝に着き夕方には帰るとい

う観光客のようだ。日中のみの観光客が多いため、鎌倉の観光消費額は他の有名観光スポットに比べて少ない。同

様に古都と呼ばれる京都と比較をすると、鎌倉市の観光客数が1,800万人、一人当たりの観光消費額3,000円弱

に対し、京都では観光客数が4,800万人、観光消費額が１万円以上と、大きな差がある。しかしこれらを増加さ

せようにも、一つ目の特徴で有る土地が狭いということや、古都保存法など、鎌倉には自由に建築物を建てられな

いという理由もある為、新たな商業施設を市内につくると言う考えは中々難しい状況にある。今後の成長には、内

部ではなく横浜市など外部に鎌倉の観光を盛り上げる要素を配置出来るかどうかが、重要になるのではないかと考

える。

おわりに

鎌倉は江戸時代の観光地化が始まった時から寺社参詣が中心ではあった。しかし、それと同時に、海水浴場の登

場や洋風の喫茶店などの近代的スポットも鎌倉観光発展の一因と見ることが出来る。古きを大切にしつつ、時代に

ある新しさとの調和が出来る場所。それが今も昔も変わらぬ鎌倉と言う地の強みなのであろう。
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