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リード文

大学は、教育・研究・社会サービスの多様な目的を抱えるとともに、様々な学問領域から構成

される複雑な組織である。その複雑さゆえに、高等教育政策のみならず、科学技術イノベーショ

ン政策、産業政策の影響を受けるとともに、また政策実現を左右する重要なアクターの一つとな

る。よって、大学をいかに質的に高度化させていくのかは、国家戦略を考える上で重要な課題とい

える。本稿では、はじめに科学技術イノベーション政策における大学の役割を整理した上で (第１
節)、大学システムを取り巻く環境の変化 (第２節)、そして、大学システム・大学組織のイノベー
ション (第３節)について論じる。
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本文

1 科学技術イノベーション政策における大学の役割

1.1 大学の多様な機能

大学の起源は、12世紀頃にボローニャ、パリにおいて出現した教師と学生の組合 (ウニヴェルシ
タス)とされるが、当時の大学の主な機能は法学や神学に関する教育であり、必ずしも大学は誕生
当初から研究機能を有していたわけではない (Haskins 2001;Perkin 2006)。大学に研究機能が持ち
込まれる上で重要な役割を果たしたのが、1810年にドイツで創設されたベルリン大学である。ベ
ルリン大学では、大学は新しい知識の創造により、ドイツ国家の発展を先導する役割を有すること
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が強調され、このドイツの近代的な研究大学は、その後各国に波及した (Geiger, 2015)。また、19
世紀後半にアメリカで設立されたランドグラント大学は、1862年のモリル土地付与法によって連
邦政府から提供された土地をもとに、農学、工学等の発展に寄与する大学として設立され、知識や

技術移転を通じた公共的なサービスが大学の中核的な機能の一つとなった (Altbach, 2001)。すなわ
ち、大学の機能は、国、時代とともに変遷しながら、主に教育、研究、社会サービス (知識移転含
む)を主要な機能とするようになった。ただし、大学を単一的なモデルで捉えることには限界があ
り、例えば、旧ソ連や 1980年代以前の中国において研究機能は大学外に設置された研究機関が中
心的な役割を果たしていたように (Liu, 2007)、全ての大学が教育、研究、社会サービス (知識移転
含む)といった機能を有しているわけではない。
一方、大学という一つの組織体にこれら 3つの機能が包含された時、各機能は互いにどのような
影響を受けるのか想定しておくことは、効果的な大学システムを創造する上で重要な視点である。

というのも、教育と研究の 2つの関係性をとってみても、両者は互いにシナジー効果を生み出すこ
ともあれば、相互に妨げ合うこともありうるからである (Ben-David, 1977)。大学の主要な 3機能
である研究 (Research)、教育 (Teaching)、知識移転 (Knowledge Transfer)の関係性を整理したもの
が表 1である (Geuna and Rossi, 2015)。表 1で示されるように大学は、それぞれの機能が互いに影
響を及ぼし合うため、ここにサイロ的視点から脱した政策や大学経営が求められることとなる。

表 1 教育、研究、知識移転の関係性 (ポジティブな側面とネガティブな側面)

出典:Geuna and Rossi (2015)[p.33]
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1.2 科学技術イノベーション政策における大学の役割

大学のイノベーションへの貢献も、このような教育、研究、知識移転それぞれの機能を介して行

われる。しばしば、研究機能を通じた新たな知識の創造やそれを社会的・経済的に還元させるこ

とが強調されることがあるが、Geuna and Rossi (2015)は各機能の様々な手段によって、大学が経
済発展に貢献していることを整理した。たとえば、高度職業人の養成、経営・組織・戦略・マーケ

ティング等の社会科学の知識の創造と普及、スピンオフ企業の創出、産学連携、企業での研究者の

雇用、施設や設備の刷新、新しい知識や技術の創造と普及、貴重な設備や施設へのアクセス、古い

技術・設備や書誌・映像・原稿等の保護管理、立地する都市の再生、地域文化やスポーツコミュニ

ティへの貢献、学生・卒業生・教員・関係者の社会的ネットワークの創造等である。

これらの手段を通じて、大学は直接的な効果としては人材や有形資産の技術的発展、維持、刷新

をもたらす。たとえば、人材の生産性の向上、企業の技術適応能力の向上、企業の新製品・新規プ

ロセスの導入能力の向上、高度専門人材の雇用、設備の刷新などである。また、間接的な効果とし

ては、経済制度のパフォーマンスを向上する。たとえば、政策当者の能力の向上、社会資本の増大、

健康・政治参加・市民としての責任等の教育効果である。

2 大学システムを取り巻く環境と変革を促す諸要因

2.1 大学セクターの拡大

大学の変革が必要に迫られてきた社会背景の一つして、大学セクター自体の拡大がある。大学

は、その多機能性ゆえに、教育研究の質、管理運営、行財政、教職員の採用・キャリア、アドミッ

ション、カリキュラム、教授方法、産学連携等をはじめとして様々なテーマが問題となるが、こ

れらを分離した問題としてではなく統合的な枠組みを用いて、その変化を説明しようとしたのが

Trow (1973)である。Trowは、該当年齢人口に占める大学在籍率が 15%までの社会における大学
システムをエリート型、15%から 50%までの大学システムをマス型、50%以上の大学システムを
ユニバーサル・アクセス型とした上で、大学の大衆化が教育活動のみならず、社会と大学の関係性、

大学の経営管理、行財政の仕組みまでを変革させていくことを指摘した (Trow, 1973)。例えば、大
学を支える財政はその典型的な問題の一つであり、ユニバーサル化の進展とともに、教育研究活動

を支える資金をどこが負担をするのか、政府の希少な資源を多様な高等教育セクターのどこに配分

するのかという問題が発生してくる。

2.2 大学への社会からの期待

同時に、大学が社会の中で果たす役割への期待は、この 20～30 年の間に大きく拡大してきた。
その背景には、情報化、国際化、グローバル化が進行する中で、社会が知識基盤社会へと移行して

いること、ならびに、そのような現象を基礎に、各国や国際機関 (OECD 1996;UNESCO 2005)に
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おいて知識基盤経済や社会を促進するイノベーション政策や高等教育政策がとられてきたことがあ

る (大場淳, 2011)。
知識が労働や資本に代わり、経済・社会の発展の主たる要素になるという社会像は、1960年代
以降、類似した様々な用語で示されてきた (e.g. Drucker 1969;Bell 1973)。経済学者は知識経済
(knowledge society)や知識基盤社会 (knowledge-based society)という用語を用い、社会学者は知識
社会や知識基盤社会、教育学者は学習社会 (learning society)などの用語を用いてきた。このような
知識基盤社会の概念においては、知識の生成・伝達・普及が国や世界経済の発展の主要因となると

ともに、個々の労働者はそのキャリアの途中に職を変え、専門を変え、知識を常にアップデートす

ることが求められる。

その中で大学は重要な活動主体と認識され、伝統的な研究活動による知識生産のみならず、知識

の移転や、大学外の多様なアクターとの共同による知識の生成や普及が求められるようになる。人

材育成の面では、知識基盤社会のもとで学生のマス化への対応が求められるとともに、生涯学習機

能の拡大や、「継続して学び続ける」ことを学ぶような主体的学習へと教育方法を転換していくこ

とが求められる (Välimaa and Hoffman, 2008)。

3 大学システム・大学組織のイノベーション

3.1 大学セクターのイノベーション

大学セクターへの NPMの適応
大学への社会からの期待が拡大する中で、大学セクターと政府との関係、ならびに大学間の関係

も変わりつつある。この点での大きな変化が、大学政策への新公共経営 (ニュー・パブリック・マ
ネジメント:NPM)の適応である。一般的に NPMの特徴は、1)政策の企画立案と実施を分離し、2)
実施者を競争原理のもとで選定し、3)実施方法の工夫については実施者に権限委譲し、4)実施者
を業績・成果により評価する、というところにある。

1)の典型的な例は、日本の国立大学や公立大学の一部の法人化のように、大学を行政府から独立
した組織とすることである。このような政策は韓国やフランスなどでも実施されており、大学が組

織改組や意思決定体制の変更を自ら実施可能となるなど、より自律的な組織形態となるような変更

がなされてきた。

さらに 2)～4)の実施例として、大学の実績を評価し、その結果に基づいて国からの経費 (特に国
から大学への一般経費)を配分することがあげられる。その先駆的な例は英国における「研究評価
事業 (Research Assessment Exercise: RAE)」であり、2014年からは「研究卓越性フレームワーク
(Research Excellence Framework: REF)」となっている。OECD (2010)や Hicks (2012)によれば、
その後に少なくとも 13カ国 (イギリス、スペイン、スロバキア、香港、オーストラリア、ポーラン
ド、イタリア、ニュージーランド、ベルギー (フランダース地方)、ノルウェー、スウェーデン、デ
ンマーク、フィンランド)において指標や評価により一括交付金の配分を行うことが行われるよう
になっている。米国やドイツでは州によって各種の指標に基づき交付金の一部を実績配分してい
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る。日本では国立大学法人の評価が行われ、運営費交付金の一部がその評価結果に基づいて配分さ

れている。

NPM により、政府の役割が大学に対する財政投資による統制や法令による規制から、アウト
プットの評価を通じた国家目標への間接誘導という「評価国家 (evaluative state)」(Neave, 1988)へ
と変容しており、それにより政府は大学の目標を管理するのではなく、多様なアウトプットの質の

評価によって報奨する。これに応じて、各大学は、産業界や学生といった政府以外の様々なステー

クホルダーとの関係から、自らの機能や目標を明確にして、戦略形成を行い、多様な機能の優先順

位を明確にすることが求められるように変わってきた。

大学の多様化と類型化

大学セクターの拡大とともに創出した、いまひとつの課題が多様化した大学をいかに類型化し整

理するかという課題である。特に、類型化は、科学技術政策においては交付金による研究費をどの

大学に重点的に配分するか検討する際の概念装置として必要となる。

欧州では、「ミッションの多様性 (mission diversity)」「ミッションの差異化 (mission differentia-
tion)」という用語によって大学の類型化や機能分化を志向してきた。欧州では、伝統的に大学と大
学以外の高等職業教育機関が併存する体制がとられている国が多く、はじめから多様性は存在して

いた。しかし、イギリスにおいて 1992年にポリテクニクを大学へと昇格させて一元化したことを
はじめ、欧州諸国ではボローニャプロセスとよばれる、国ごとに多様な学位制度を標準化する取組

により、大学とそれ以外の高等教育機関は法的に同じ学位を授与することになった。また，研究活

動についても高等職業教育機関でも産業応用に近い領域での研究活動を拡大し、大学との差異が

明確になってきた。そのため、大学の活動の特徴や実績をデータ等を用いて事後的に分析すること

が必要となった。さらに、そこでは、大学ランキングのようなある指標の中での教育・研究の質の

階層を区分するような垂直的多様性だけでなく、複数の指標によって大学の指向性の違いをプロ

フィールとして示す水平的多様性も求められる (Teichiler, 2005)。たとえば欧州では、U-Multirank
など多次元のランキングを形成する取組がなされてきた (Van Vught, 2008)。
米国では、拡大した高等教育セクターの全体像を把握するための大学類型として、1970年代に
カーネギー高等教育審議会がカーネギー分類を策定した。カーネギー分類の基準は、これまで微修

正を繰り返しながらも基本的には学位授与数等の客観的な指標をベースに策定され、あくまでも

多様な大学を単純に整理する目的で策定されてきた。分類基準は、2005年に大幅な改定がなされ、
これまでの大学の基本類型の他に学士課程教育プログラム、大学院教育プログラム、学生情報、学

士課程情報、規模と環境といった新たな分類枠組みが提示されており、複数の視点から大学を類型

化する手法が取られ始めている。

我が国では、「個性化」や「機能別分化」というキーワードによって、大学セクターの類型化や

機能分化は政策的になされてきた。近年では、2005年の中央教育審議会答申『我が国の高等教育
の将来像』において大学が有する機能として、1)世界的研究・教育拠点、2)高度専門職業人養成、
3)幅広い職業人養成、4)総合的教養教育、5)特定の専門的分野 (芸術、体育等)の教育・研究、6)
地域の生涯学習機会の拠点、7)社会貢献機能 (地域貢献、産学官連携、国際交流等)の 7つの機能
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が示され、大学の自律的選択に基づく機能別分化が提言された。また、2016年には文部科学省は
国立大学を「地域活性化・特定分野重点拠点」、「特定分野重点拠点」、「世界最高水準の教育研究

拠点」の 3類型に分類し、その取り組みに応じて運営費交付金を配分する方式が導入されている。
大学の類型化論に関連し、新興国をはじめとして国家的な課題となっているのが「世界水準大学

(World Class University)」の形成である (Altbach, 2001)。Salmi (2009)は、世界水準大学の構成要
素として、1)卓越した学生と教員が集積し、2)充実した教育環境と最先端の研究を支える豊富な
資源があり、3)戦略的なビジョン、革新性、適応性を促進し、官僚制に縛られることなく意思決定
と資源管理を可能にする優良な統治機能があることを挙げている。その創設に向けて政府が取り得

る手段として、第 1に潜在的に力のある既存の少数の大学のアップグレード、第 2にシナジー効果
を産み出す既存の複数の大学の統合の促進、第 3に新しい大学の創設といった手段を提示している
(表 2)。我が国では、世界最高水準の教育研究活動が見込まれる国立大学を指定国立大学法人とし
て指定する施策が 2017年に開始された状況にある。

表 2 世界水準大学の形成に関する戦略的アプローチのコストとベネフィット

(出典 Salmi (2009)[p.48])

3.2 大学組織のイノベーション

大学組織の特殊性

大学セクター全体の変革とともに、大学組織レベルの変革も進んでいる。これまでの大学組織論

に関する研究においては、大学組織への企業的経営手法の単純な導入の限界と大学組織の特殊性を

踏まえた変革の必要性が指摘されてきた (Birnbaum 1988;Kezar 2001)。
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Kezar (2001)は、大学組織の持つ特徴として 13の特徴を挙げている。すなわち、大学は、1)政
府や評価機関をはじめとする外部組織の動きに影響を受けるため単独で独自の決定をすることが困

難な相互依存組織 (interdependent organization)であること、2)その一方、伝統的には大学の自治
のもと社会経済環境から比較的独立した組織であること、3) アカデミアの極めて特徴的な組織文
化*1が存在すること、4)長期的な使命を帯びている組織であること、5)組織全体で共有する信念が
存在する一方で、異なる信念が並存する組織であること、6)複数の権力と権威の構造があること、
7)緩く結合したシステムであること、8)複数の権力と権威の構造があり、緩く結合した相互依存
的組織であるため、組織化された無秩序による意思決定 (organized anarchical decision-making)が
行われること、9)教員と管理運営者の重視する価値に違いが見られること、10)緩く結合した分散
的な意思決定が共同統治 (shared governance)を通じて行われること、11)従業者が一つの組織に長
い間在籍していること、12)組織の目標が曖昧 (goal ambiguity)であること、13)組織のイメージが
経営上重視されることの、以上 13の特徴である。無論、これらの全ての特徴は全ての大学に当て
はまるものではないが、こうした大学組織の特性に配慮した組織のイノベーションが求められる。

大学の企業化

大学組織の特殊性を踏まえながらも、前節で示した環境変化のもとで、大学は企業的な運営形態

を導入し、教育サービスの提供や研究資金の獲得などを通じて、財源確保を苦心するようになっ

てきた。そのような状況は、「アカデミックキャピタリズム Academic catitalism」 (Slaughter and
Leslie, 1997)や、「企業的大学 Entrepreneurial university」(Clark, 1998)などのいくつかの名称で表
現されてきた (羽田貴史, 2004)。Clarkによれば企業的大学とは、自大学の活動をいかに行うかに
ついて積極的に変革をすることを模索する大学であり、特徴づける要素として以下の 5つを挙げて
いる。1)リーダーシップや管理権限のような運営における中心 (コア)の強化、2)大学を取り巻く
周辺組織との発展 (TLOや起業との教育面の連携)、3)自由裁量資金の保有、4)企業的行動の大学
内での中心地の促進、5)起業家的な信念の大学内への普及である。

大学における研究マネジメントの進化

さらに大学の研究活動について、そのマネジメントは大きく変革してきている (Connell, 2004;
Hazelkorn et al., 2005)。大学における研究機能の重要性が増し、大学は研究資金を多様な資金源か
ら競争的に獲得し、資金を学内で適切に配分することが求められるとともに、組織を超える学際的

な研究や大きな装置を要する研究を実施することが必要とされている。また、優秀な人材を獲得し

維持し、若い研究者を不安定な雇用の中で育成していくことも必要である。そのため、大学の研究

マネジメントの変化の共通する傾向としては以下があげられる (Connell, 2004)。一つは、大学内の
研究マネジメントが専門化していることであり、多くの大学で研究担当の副学長などのシニア職が

おかれるとともに、研究管理の専門職人材 (URA)もおかれるようになっている。また、組織とし

*1 Birnbaum (1988)は、大学組織の文化を同僚平等的文化 (collegial culture)、官僚的文化 (bureau culture)、政治的文化
(political culture)、無秩序的文化 (anarchical culture)の 4つのモデルを提示している。
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ての戦略的な研究計画の策定であり、組織的に重要研究分野・課題などのプライオリティを定め、

資金配分を行い、学内で質の評価を行い、研究成果の商業化をはかる。さらに、研究者のキャリア

の育成であり、博士課程学生やポスドクの教育の体系化や、ノンアカデミックキャリアにつくため

のトランスファラブルスキルの教育、教員の継続的な能力向上による大学への貢献を維持すること

である。

4 近年の大学政策

最後に、近年の我が国の大学セクターをめぐる主な政策的動向について概説しておきたい。我が

国の大学政策は、1980年代の臨時教育審議会による大学に関わる規制緩和や民間活力導入の提言
を大きな契機として、大学の自律性の拡大、それに基づく競争的環境の醸成を促してきた (大場淳,
2009)。特に、1991年の大学設置基準の大綱化は、大学の教育課程の編成等への各種規制を大幅に
緩和し、大学が自己責任の下、自由に教育研究を実施していくことを推進した。その後、2000年
前後の規制改革における「事前規制から事後チェックへ」という大きな流れの中で一連の大学改革

は加速化し、私立大学の設置認可制度の緩和 (2003年)、専門職大学院の創設 (2004年)、国立大学
の法人化 (2004年)、認証評価制度の創設 (2004年)をはじめとする制度改正がこの時期に重ねて実
施された。

特に、明治以来の日本の大学制度の歴史の中で一つの大きな転換点となったのが、2004年の国
立大学の法人化である。この制度改革により、これまで行政機構の一部であった国立大学には法人

格が付与され、行政機構から独立した法人となった。これにより、学長の権限が強化されるととも

に、役員会、経営協議会、監事等の責任体制が明確にされ、国立大学は、制度的には自己責任と自

主性に基づく経営体となった。また、財務面でも従来の国立学校特別会計が廃止され、運営費交付

金がブロックグラントとして配賦されたことで自律性が促された。一方、大学の運営や施設整備に

関わる資金の主要部分は政府から賄われている中、運営費交付金には効率化係数がかけられ、法人

化移行、漸減してきた。また、国立大学法人は、文部科学大臣が定めた 6年間の中期目標に基づき
中期計画を定めることが制度上義務付けられ、その達成度が評価されることとされており、政府の

間接的な管理下に置かれている状況にある。

近年では、運営費交付金が減少する中で、卓越した教育研究拠点の形成や大学の国際化を重点

的に支援するため、競争的な補助金事業等が政策的に展開されており、２１世紀 COEプログラム
(2002年より開始)、グローバル COEプログラム (2007年より開始)、研究大学強化促進事業 (2013
年より開始)、国際化拠点事業 (グローバル 30: 2009年より開始)、スーパーグローバル大学創生支
援事業 (2014年より開始)、指定国立大学 (2017年より開始)などの事業が推進されている。
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