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No. 336 京都大学広報委員会

雨中で奮戦する京大ラガーメン

（第25回近畿地区国立大学体育大会春期開催ラグビーの大阪）
外国語大学との試合。 5月17日，京大股学部グラウンドで／
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国立大学協会第80回総会における入試改善特別委員会報告

昭和62i！~ 6月16, 17両日，凶立大学協会春の総

会が開催され，入試改必特別委員会委員長とし

て，同特別委員会における1ltrl11lの秋の総会以降の

審議経過を下記のとおり報告－し，総会としてこれ

が了承されました。

総長凶 μ 先日IJ

国立大学協会入試改善特別委員会報告

昭和62年6月16日

困立大学協会第80回総会

委員長西島安則

前回の第79回総会（昭和61年11月12日）以降本

人試改善特別委員会においては，

第42回（昭和61年12月19日）

〔会執第115号， 87～92頁〕

第43回（昭和62年2月5日）

〔会報，第116号，47～50頁〕

第44回（昭和62年2月21日）

〔会報，第116号， 51～52頁〕

第45回（昭和62年4月2日）

〔会報，第116号，52～55頁〕

第46回（昭和62年4月30日）

〔会報，第116号， 56～57頁〕

第47回（昭和62年5月11日）

上記の 6回の委員会を開催した。なお，この間，

2回の特別委員会ワーキング ・グループの会合

（昭和62年 4月23日及び， 5n g日）を閉し、た。

また，入試改善特別委員会に設置された事前選

択制検討小委員会は，これまでに次の 41司の会合

をもち，まとめを作成して小委員会としての任務

を終了した。

第 1回（昭和61年10月2日）

第2回（昭和61年11月4日）

第3回（昭和61年12月1011)

第4回（昭和62年1月27日）

本特別委員会での前回の第79回総会以降におけ

る主な検討課題は，次のとおりである。

l .“新テスト”（仮祢）について

部79I旦l総会において， “新テスト”椛赴！につい

ての本特別委員会でのそれまでの検討結果と見解

を報告した。〔副大協第79回総会資料91，「会報」

115号（昭和 62年2月） 105～110頁〕この報告で

は， “新テスト”構想の経緯と困立大学協会のと

ってきた対応を述べ，この“新テスト”将奇想、と共

通第一次学力試験との関係，“新テスト”構想に

おける「利活用の自由」の考え方と，国立大学協

会としての「参加」の在り方，並びに，新テスト

の実施時期等についての本特別委員会の見解を明

らかにした。そして，この本特別委員会報告は，

「我が国の高等教育の将来，社会における大学

の役割を踏まえて，各大学の主体的な入試改善に

ついての論議の集約があってこそ，大学と社会の

一つの接点としての入試の在り方，そして，大学

における教育研究の起点としての入学者選抜の其

の改善が実現されるものであります。

国立大学では，この度，共通第一次学力試験の

改革と，各大学での二次試験の受験機会の複数化

を実施しようとしております。この結果について

十分な検討を行い，全体としての入学者選抜の在

り方が検討されるべきでありましょう。

大学入学試験の真の改善を志向するがゆえにこ

そ，この新しし、構想の実施にたいしては，慎重な

検討の必要なことを重ねて強く主張するものであ

ります。」と結んでレる。

なお，昭和61年11月22日には，凶立大学協会会

長 ・副会長は，文部省において梅川文部大臣と会

談し，総会における国立大学協会としての見解を

述べた。そして， 11月27日には，大学入試改革協

議会が開催され， 12月2日には，閣議において

“新テスト”の昭荊164年度実施の延期が了承され

た。

“新テメト”（仮称）に関する調査検討委員会に

おいて，当面の具体的実施案の策定が進められて

きたが，これと並行して，木特別委員会において

もその内容についての検討を重ね，その結果を調
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査検討委員会での討議に反映するよう努力した。

昭和62年 2月5日に具体的実施案の試案が提示さ

れたので，本特別委員会としては，これを各国立

大学長に資料として送付’し，意向を照会した。

〔国大協総第6号，昭和62年 2月9日付〕

寄せられた各国立大学からの意向は，その後も

調査検討委員会での具体的夫施案のまとめに反映

するように努力した。この調査検討委員会では，

｜昭和62年 3月9日「新テスト（仮称）に関する当

面の具体的実施楽について」が取りまとめられ，

文部省に提出された。この最終案は，闘立大学協

会会長より各凶立大学jえに送付された。〔凶大協

総部24号，昭和62年 4月8日付〕

；はお， この “新テスト ＂（仮柄、）の具体的実施

誌に対してこれまでに28の国立大学から本特別委

員会へな見が寄せられている。

2 ｜昭和62年度国立大学入学者選鉱について

!iii立大学協会第78回総会（II師団l年 6Jl 18日）

において「国立大学の受験機会の複数化について

の昭和62年度実施要領」単びに「同実施細目」が

決定され，昭和61年 7月には，「入学者選妓要項」

が作成され，同年11月には「学生募集要項」が決

定された。これにより， flt:{和62年 l) J 12日から出

願が受け付けられ， 1月24日・25日に共通第一次

学力試験が実施された。なお，同追試験は 1月31

日・2月1日に実施された。そして， 3月1日・

2日にA日程，また， 3月5日・6日にB日程の

各大学における第二次学力試験が実施された。

この間，本特別委員会においては，各段階にお

ける問題点について検討を行ってきたが，まず，

H百和62年 2月26日の理事会において，それまでの

検討の経緯を報告した。この際，本特別委員会と

しては62年度の入学者選抜が完了後に，各国立大

学長に「受験機会の複数化」の実施結果について

意向を照会し，その時点における見解をまとめ，

その後の入試改善の検討に資したい旨提案し，型

事会の了承を得た。この他，同理事会において

は，今回の各大学での二段階選抜における第一段

階選抜不合絡者の問題について，国立大学協会と

して早急にその内容について調査することとなっ

た。また，入学者確定における定員確保の問題に

ついては，各大学において最終的入学者の定員の

過不足に対する具体的な対処 ・処置について，主

体的に硝極的な検討をしておくとともに，国立大

学協会としても定員過剰になった場合の各大学に

おけゐ教育体制に支障のないよう，文部省に対し

ゃ各段の配慮を申し入れることとなった。この理事

会におけるこれらの「受験機会の複数化」の審議

結民は，凶立大学協会会長より各国立大学長に連

絡があり，〔昭和62年 2月28日付〕また，木特別

委員会委員長より各凪立大学長に詳しく報告し

た。〔il~和62i.ド 3 J-:1 2 [:l付〕

木特別委員会では，その後， Ill{和62年度｜詞立大

学「受験機会の複数化」の実施結果について各凶

立大学長に意向を照会した。〔｜判大協議第 29信号，

昭和62年 4月2日付〕これに対し， 95の全国立大

学より意見が寄せられたが，木特別委員会ワーキ

ング ・グループはそれぞれの回答のすべての要点

を項白別に整理して「基本資料」を作成し， 2回

の特別委員会（第46回及び第47回）においてこの

「基本資料」を集約 ・整理して「概要のまとめ」

を作成した。その項目は，次のとおりである。

I .共通第一次学力試験について

(1) 教科 ・科目数の弾力化の効果

(2) 自己採点制度の廃止のな義とその効

果

1 複数化における各大学ごとの第二次試験

について

(1) 出願時期と第二次試験則の伝り方

(2) 二段階選抜について

(3）合格者決定 ・追加合格について

(4）情報交換について

(5) その他

Ul.受験機会の複数化実施の趣旨とその効果

について

この「概要のまとめ」は，本特別委員会より各

凶立大学長に報告した。〔国大協議第 49号，昭和

62年 5月11日付〕

なお，この度の各大学 ・学部よりの意見の中

に，昭和62年度の「受験機会の複数化」の実施に

至る経緯における国立大学協会としての検討や協

議の進め方に刻して，いろいろな観点から多数の

立見が寄せられたが，それらの多くは，国立大学

協会の基本的な性格 ・機能並びに運営に関するも

のであった。これらについてはまず，その次の理

qo 
qo 
qo 
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事会（昭和62年 5月27日）において本特別委員会

委員長よりその内容を詳しく報告した。その上

で，これを「入学試験実施に係わる国立大学協会

の在り方について （各大学の意向の要約）」の形

にまとめることについて理事会の了承を得て，改

めて本特別委員会委員長より各国立大学長へその

まとめを報告した。〔国大協議第51号，昭和 62年

5 H28日千lつ

3.「事前選択制」に関する検討について

JI日和62年度「受験機会の腹数化」の突胞に至る

論議のなかで，重要な課題の一つは，「事前選択

制」を採るか，「事後選択1lillJで実施するかとい

うことであった。これはlliに，各大学での入学者

の収数における技術的な問題ではなく，「受験機

会の複数化」の趣旨並びに入学者選法における大

学 ・学部の自治の問題に深く関わる課題である。

「入れる大学」よりも， 「学びたい大学」への

進学志望を生かすために，また，各大学 ・学部が

入学者選抜の結果としての合格者発表から入学者

決定に至る過程を円滑に進めるためには「事前選

択制」を前提としてこそ，「受験機会の複数化」

の実施は可能であるとの強い意見も多くあった。

一方，また，入学者の選抜は，あくまでも各大学

・学部の自治に属するもので，その中間過程で受

験者の成智光を，例えば大学入試センターにおい

て，集計 ・処理して，実質的に入学者決定を行う

ことには問題がある。また，「受験機会の複数化」

では，その最終段階まで，受験生に大学選択の自

由を保持させることに意義があるとい う理由か

ら，「事後選択制Jをとるべきであるとし、う主張

も強かった。

このような理念的な問題点とは別に，「事前選

択制」をとった場合の集計 ・処理の技術的な側面

についての問題も論議された。それは，各大学 ・

学部においてそれまでに実施されている志望順位

のとり方と，それによる入学者決定の方法は多種

多様で，それらをそのままの形で，さらに大学問

での志望順位と組合せることは，相当複雑な処理

を要するものである。果たして，その処理が現在

の大学入試センターの処理能力によって限られた

期間内に正確に実施しうるかどうかについて疑問

があった。

これらの問題の他に，大学への入学志願書提出

時に受験生に大学 ・学部 ・学科の志望順位を詳細

に申告させることの受験生に対する心理的影響を

配慮すべきであるとの意見もあった。

以上のような論議を経て，昭和62年度では「司1・

後選択制」を採用して実施に踏み切るとL、う結論

になったが，これらの諸問題は，十分に論議をつ

くして一つの結論に到達したということではなか

った。 llP,;f1162年度の史施結果を待って，改めて検

討するということも考えられたが，本特別委員会

では，継続的にこれらの問題について，吏に具体

的な検討を進めていくこととした。

木特別委員会に「：Jr.前選択制検討小委員会」を

設け，昭平1161年lOJJより，いわゆる「事前選択

佑l]Jと「事後選択制」との両極端にこだわること

なく，より憾の広い立場で「受験機会の複数化」

の題胃を生かし，また，入学者選抜における各大

学 ・学部の自治を伝さない入学者収敏の方法の具

体的な検討を進めた。計n機による処理方法につ

いても，いくつかの大学から具体的な提案を受

け，検討 ・審議の対象とした。この検討小委員会

における 4回の会合と ，更に小委員会ワー キング

・グループの作業を経て，昭和62年 1月末，「Ij;:

lliJ情報交換制（仮称）について」の答申が検討小

委員会から木特別委員会に捉出された。

この「事前情報交換命IJ （仮称）」は，すべての

志願者から大学 ・学部 ・学科等への志望順位，ま

た，すべての大学 ・学部 ・学科等から合格者のリ

スト及び補欠合格候補者の補欠合格順位リストを

得て行う完全な「事前選択制」ではなく，より現

実的な方法として，複数大学への重複合格をなる

べく避けるため具休的に実施可能な方法として考

えられたものである。

本特別委員会では， 2回（第43回，第44凶）に

わたってこの提案を検討のうえ，「合格者調整方

式（仮称）」 として実施の方策を進めた。 この本

特別委員会における検討と並行して，大学入試七

ンタ ーにも具体的に可能な処理方法と， その実施

に要する日程等の検討を依頼した。

大学入試センターでの検討結果は，この方式を

実施するためには種々の問題もあるが，少なくと

も，大学入学者選抜の日程を大幅に拡げる必要が

あるとの結論となった。例えば，仮に合格者発表

-334ー



京大 広報 1987 7. 10 

を 3月20日までとすれば，第二次試験は 2月20日

頃まで繰り上げる必要があると指摘している。

木特別委員会では，この「合格者調終方式（似

称）」を昭和 63年度に実施する方向でさらに検討

することは，諸般の事情から極めて困難であると

の結論に達し，当面，昭和63年度については，大

学入試センターに，「併願状況資料J~~びに「合

絡状況資料」の作成を依頼することが検討され

た。 3同（第45回，掠46阿， mLJ7J11j）の木特別委

員会における検討と，そのl:IJ，大学入試センター

における具体的な計画の詰めを経てこの両「資料」

の作成が昭和 63年度の「実施要領（案）」に組み

入れられることになった。

なお，この両「資料」の活用並びに大学問での

極々の↑百報提供については，今後，各大学 ・学部

においてそれぞれ独自の工夫によってなされるこ

とが適当と考える。

4. I昭和63年度国立大学の受験機会の複数化の実

施について

H百和62年度は「受験機会の複数化」実施の:11之初

の年であり，入学者選抜の完了後に各大学におい

て総合的評価を行い，現実的効果並びに問題点を

国立大学協会として解析し協議したうえで，昭和

63年度の入学試験の在り方を検討すべきであると

いう立見は強くあった。しかし，一方， II百平！］62年

度の国立大学入学者選抜についての 11~1立大学協会

における協議とその結論のなかには， ｜昭和63年度

の入学試験の在り方を規定するものは全くなく，

昭和63年度の国立大学入学者選抜の具体的な検討

を各大学で進めるための日程を考慮すれば，でき

るだけ早い時期に昭和63年度入学試験の在り方の

大伴を決めておく必要があった。種々論議の末，

木特別委員会としては，大枠として， llP,和63年度

の入学試験には「昭和62年度の例に準じて受験機

会の複数化を実施することが適当であろう」との

見解で一致した。そして，その内容については，

昭和62年 2月初日開催予定の理事会において審議

されるよう会長に提案した。〔昭和 61年12月25日

付〕

その理事会では，llP,和63年度における同立大学

の「受験機会の複数化」について審議され「昭和

63年度も昭和62年度に準じて，受験機会の複数化

を実施する方向で考える」ことが決定された。な

お，この「昭和62年度に準じて」の定義について

は，純々必；見交換の結果，理事会として次のよう

な共通の認識に立つことが了承された。すなわち，

「『昭和 62年度に準じて』の内容は，それぞれ

の大学 ・学部が昭和62年度の入学試験全体の解析

を断まえて， A日程 .B日程における試験期を選

ぶという方式を指すものである。このいわゆるグ

ループ分けについては，改めて各大学の自主的判

｜析を尊重しつつ協議することとする。」というこ

とである。〔会報，第116号， 24から29頁〕 このこ

とは直ちに本特別委員会委員長より各国立大学長

に報告した。〔昭和62年 3F:I 2日付〕

こうして，昭和63年度も国立大学の試験期をA

日程と B日程の両日程に分けて「受験機会の複数

化」を実施するとし、う大枠が理事会で決められた

ので，木特別委員会としては昭和62年度の実施結

果についての解析と評価を進めつつ，昭和63年度

の入学試験について検討をはじめた。基本的に

は，各大学の入学試験の実施の在り方について，

｜斗立大学協会として規制を加えるような事項は出

来る限り少なくして，各大学における自主的な入

試改善の工夫と努力の芽を摘むことのないよう全

体の大枠を定めることとした。そのなかで，昭和

62年度の実施結果の解析を通して昭和63年度の入

学試験の在り方に反映しうると考えられる事項に

ついて積極的に審議を進めた。前の第3項で述べ

たように継続的な検討を進めてきた「事前選択

制」の問題のほか，この間，木特別委員会で検討

した主な事項は次のとおりである。

(1) 「自己採点制度」の廃止と第二次試験への出

願期間について

｜昭和54年度以来共通第一次学力試験の実施

と，jiiJ立大学入試期の一本化に伴し、実施されて

きた，いわゆる「自己採点制度」は昭和62年度

では「受験機会の複数化」の実施に当って廃止

された。

この「「l己採点制度」は，同立大学への受験

極集会がただ一回となったことに対するいわば保

障措置として高等学校側からの要望もあり実施

されてきたものであるが，その後8年間の聞

に，大学進学において「学びたい大学」という

よりは，「入れる大学」を選ぶという ，いわゆ
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る偏差値による大学志望決定の傾向を定着させ

るとし、う基本的な弊容を生む結果となった。そ

して，そのことは国立大学の一次元的な序列化

といった全く無意味な社会的風潮を酷し山す原

肉のーっともなったとも云えよう。

H円和62年度では，この「自己採点制度」廃止

という改•＇1 ＇•：の芯：図をより明確にするため，さら

に，各大学の第二次試験への出願期聞を共通第

一次学ブJ試験の実施前におくことにした。この

｜昭和1162年度の入学試験実施の結果について各大

学 ・学部から寄せられた芯．見のなかには，この

「白己採点制度」の廃止の立義を評価するもの

が多くあった。しかし，現実にはその改革のな

図が十分には生かされず，受験生にとっては出

願する大学を決める際に不安をもつものが多

く，まずこ高等学校で、の進学J行部にも困難を生

じ，結果として，いわゆる受験産業の的側への

依存を高めたとし、う問題が指摘された。

木特別委員会での論議では，この改l1tの効果

をただ 1回の結果から評価することは無理であ

る。また，長い間に定着した大学進学における

一つの社会瓜1i:v1といったものが短期間に変換さ

れるということは木来期待できないことであ

る。国立大学協会としては，入学試験の改善の

M"：；闘が社会に理解され十分に浸透するようさら

に労力し，社会からのー而的批判をうけて制令

作改すべきでないという立見が強かった。

しかしながら，この改革によって，志願者が

I~己の学力を十分に認識しないまま，大学への

出願を行うために，各大学 ・学部でのLH願倍率

に異常な偏りを生じ，ひいては二段階選抜によ

る第一段階不合格者の数を大きくする原因のー

っとなったことも事実であろう。

論議を重ねた結果，木特別委員会としては，

共通第一次学力試験の開力化とし、う改善の方向

とも合わせて，「自己採点制度」は昭和63年度

も復活しないことを結論した。一方，第二次試

験への出願期聞を共通第一次学力試験の前にす

るか，あるいは，後にするかについては結論を

出すに至らず，第二常置委員会での審議に委ね

ることになっTこ。

第二常置委員会での審議の結果，「自己採点

'i¥)ij度」の廃止は継続するが，第二次試験への出

願期間は共通第一次学力試験実施後とすること

が決まり，「昭和63年度実施要領（案）」が作成

された。

(2) 二段附選抜について

昭和162年度の入学試験実施において，各大学

・学部においては，それぞれ精敏な第二次試験

を行うために，第二次試験の受験者の数を制限

する，いわゆる二段附選肢を実施するところが

多く ，全体として，この二段階選放による第一

段階不合格者が相当数にのぼる結果となった。

このことは，「受験機会の被数化」に対する社

会一般の期待に反することであり，この度の入

学試験制度改•＇1＇；：に対する批判における一つの論

点となった。

本特別委員会においては，まず，報道されて

いる第一段階不手Ht者の単なる延べ数ではな

く，その内容，すなわち，例えば，複数の同立

大学に出願し，結局すべて第一段附不合物とな

った計の数などを調査することとした。この調

査は，第2項に述べたように，その後理事会で

の蒋議を経て，国立大学協会として文部省と協

議のうえ実施することとなった。

そのようにして調査された結果は，第一段階

選抜の不合格者の延べ数は，国立大学69,442

人，公立大学30,179人，計99,621人であるが，

そのうち，（ア1二校に出願し二校とも不合格

となった者は 12,527人，（イ）三枝に出願し，

三校とも不合格となった者は 870人，計 13,397 

人であり，これに（ウ）ただ一校のみに出願し

て不合格となった者17,304人を加えると合計

30, 701人となる。この集計結果はその後文部省

より発表された。 〔文高大第97号，昭和62年3

月30日付・〕

この二段階選抜は，一般に試験場 ・蛇督者 ・

採点者の確保といった入学試験の実施のうえで

の物理的な限度による措置であったという見方

がされているが，しかし，たとえこのような数

のうえでの問題が解消されるとしても，より本

質的な第二次試験の質的な内容に深く関わるも

のである。各大学 ・学部において，公平かつ綿

棺な試験を実施するためには，たとえ採点者の

数が確保されたとしても，各採点者が一人で通

して採点し得る答案数の限度によって，一つの
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募集単位における可能な受験者の総数は限定せ

ざるを得ないのである。この限界は出題意図に

？のって答案の内容を綿密に評価をするためには

必須の要件とも云える。このことは，あまり社

会に理解されていないことである。そしてま

た，各大学 ・学部において前l一的でない多様な

入学者選抜方法を実施しようとすればするほ

ど，選抜試験の対象とし得る受験者の数は，よ

り限定されることになろう。

受験機会の複数化による必然の結果としての

志願者数の増加ということと，綿密で多様性を

もった各大学 ・学部での第二次試験において採

点可能な受験者数の限界ということとの両者

は，相矛盾することである。入学者選抜という

立場では，第一段階選抜による不合絡者が，た

とえば第二次試験を受験したとしても最終合絡

者となる可能性がほとんどなかったということ

が一般に納得されるようにすることは容易では

ないが，今後とも努力すべきことであろう。

第一段階選抜において，倍率を基準とすべき

か，あるいは，共通第一次学力試験の結果の評

価によるべきであるかは論議の分かれるところ

である。これらは各大学 ・学部における入学者

選抜の門治に属するものであることは7守うまで

もなし、。

この二段階選伎における矛盾と非合FllM:.ーは，

その部分のみをとって倹討をしたとしても解決

される課題ではなく，「受験機会の複数化」全

体のなかで，国立大学のグループ分げのイEり方

を含めて検討すべきものであろう。

本委員会におけるこのような論議は，結局，

64年度以降の抜本的な検討へとつながるもので

あるが， 63年度に関しては当面の問題の緩和策

として，第二次試験への出願期聞を延長し，そ

の聞における出願状況についての山総をより多

く志願者に提供し，志願者倍率の異常な偏りを

防ぐとし、う方策を採るにとどまらざるを得なか

った。また，第二次試験への出願期円を共通第

一次学力試験の後に設定せざるを得なくなった

のも，一つにはこの盟由によるものである。

(3) 同一円程内の大学 ・学部への「－＊－願」につい

て

np,和62年度の「受験機会の複数化」の実施を

検討する過程で，基本的には，国立大学志願者

は「A日程グループ」から一つ，「B日程ク．ル

ープ」から一つの合計二つの大学 ・学部に出願

・受験することができるとしていたことは，い

うまでもなL、。しかし，粒々の論議の末， H自京1

62年度の「実施細目」には，「受験生が『A日

程グループ』の大学 ・学部からのみ二つ，又

Lt, 『BII程グループ』の大学 ・学部からのみ

二つを選んで出願することをさまたげなL、」と

することを加え，さらに「この場合に，受験で

きる大学 ・学部は，通常一つである」と記し

て，極くまれな場合についていわゆる「A-A

出願」または「B-B出願」という「重願Jを

消駆的ではあるが認めることとした。

このような「兎願」者は，少数に限られると

いうことを予想1していたにもかかわらず，実際

には，「自己採点制度」の廃止ということもあ

り，はじめての「受験機会の級数化」に対応す

る進学傾向のなかで，極めて多数の受験者が同

一日程内の大学 ・学部にまたがる「重願」をす

る結果となった。（「A-A出願」第6,000人，

「B-B出願」約8,000人，合計約14,000人）

このことは，実際には一つの大学 ・学部しか

受験できない志願者のために「見かけの志願者

倍率」を高め，二段階選抜における第一段階不

合十持者の数を不必要に増加させる一因ともなっ

た。かつまた，当然のことながら，第二次試験

における欠席者数を増加させる結果となった。

木特別委員会では，昭和62年度においてこの

ような「重願」を認めたことにはそれなりの配

慮があったとはいえ，予測していなかった不都

合な結果が顕薪に現れたことに鑑み，昭和63年

度においては，このような，いわゆる，「A-A

出願」または「B-B出願」といった「重願」

を禁止して，より多くの志願者に対して受験機

会を確保するようにすることとした。

木特別委員会におけるこのような結論は，第

二常置委員会での審議を経て作成された「昭

和63年度実施要領（案）」並びに「同実施細R
（案）」に表現されている。

入試改普特別委員会は， H百和58年 5月25日の理

事会において制定された「設置要綱」によって設
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置されたが，その 「要綱」 には本特別委員会の 目

的が次のように記されている。

「 LEI公立大学共通~~一次学）J試験が実施されて

から 5年を経過し，この入試制度が定着を見つつ

ある反面，これに対する意見や批判が各方面から

提起されている現状にある。よってこの際，この

入試方法を根本より再検討して問題の所在を明ら

かにするとともに，適切なる大学入試の在り方に

ついて検討する。」

昭和 62年度における ，「共通却一次学力試験の

開力化」，「自己採点制度の廃止」そして，第二次

試験の「受験機会の複数化」といった入学試験改

革の実施結果についての各大学 ・乙幹部から寄せら

れたご君、見のなかには，このような入試改善の進

め方について，より基本的な問題を抗i，り下げるべ

きであると折摘するものが多くあった。吏にま

た，各大学における入学試験実施に関わる国立大

学協会の布り方についても，多くのご意見が寄せ

られた。

木特別委員会では，これらのご意見を真剣に受

けとめ，各大学 ・学部の怠向を基盤として ，国立

大学II身による入学試験の真に内発的な抜本的検

討をさらに進めたし、と考えている。国立大学協会

を組織する各大学の一層のご協力をお願いする次

第である。

．・・．・・・..~ ..・‘・．・・．．・・．．・・．．・・．．－・．．・・．．・・．・・・．・・・.・・・H・M・・・．・・・．・・．．・・．．・・．．・・．．・・......・ー..........・・、・”・・・・．．・....・．

く大学の動き〉

学内捜 索に関連して

5月7円（木）夜から 5月8日（金）早仰にか

けての問に，！1!1:学部W100講義室の窓ガラス 2枚

及び入り口錠前（内部より）が何者かに壊され

た。

この被害について，警察に届けii:¥が行われ， 5

月8日（金）午後4fl寺30分頃から同 6時 5分頃ま

で警察による実況見分が行われた。また， 5月10

日（日）には熊野祭で，午前8時頃から同 911寺1--1

分頃まで，更に5月14日 （水）にも教養部尚賢館

で， 午前7時頃から同 7時35分頃までいずれも本

学関係者立会の上，「建造物侵入」「糖物損壊」

「怪犯罪法違反」の被疑事件について押祭の捜索

が行われた。

く部局の動き〉

故小野尊睦医学部教授の

医学部追悼式

3月16日逝去された小野尊陸医学部教授の追悼

式が同学部の主催により， 6月20日（土）午後2

この世宗に関連して，被疑事項の内「軽犯罪法

違反」が被害の届け出に基づく以外の事由である

ことから， 5月27日（水）に下｜｜！日暑において ，学

生部長は民学部長とともに『 1）一般的に学内捜

索は慎重にされたし、。 2）学内掲示物による「軽

犯罪法違反」の被疑を付加しての学内捜索は遺憾

である。』ことを明確に申し入れた。

（’下生部）

昭和61年度教育研究特別経費

（特別分〉による実施報告

上記経費による研究題目及び代表者等について

は，広報陥 323に掲載しているが，今年4月末

日までに研究代表者からそれぞれ実施報告訟の提

出があった。

時から 4時まで，医学部附属総合解剖センター講

義室において執り行われた。
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第25回近畿地区国立大学体育大会の開催
( 

今年，第25回近畿地1~114立大学体育大会（近

国体）が， 12年ぶりに京都大学主符で別表のと

おり 開催されます。

この大会は，近畿地区l14立14大学のぷ外体育

の陸全な発達と大学相互間の親II金に貸すること

を目的として昭和38年京郎大学で節 l回大会が

2 開催されました。 以米，近畿地区l"I立大学の輪

番制で運営し，今年は第25回目で 3巡回に当た

る記念すべき大会を迎えることになりました。

木年は，全14大学（京大 ・阪大 ・和11大 ・和歌

｜｜！大 ・滋賀大 ・京教大 ・大教大 ・奈良女大 ・ネqi

戸商船大 ・大外大 ・公良教大 ・京工繊大 ・滋賀

i医大 ・兵庫教大） の参加のもと 17縄目に熱戦が

繰り広げられます。

近年，京市大学の成総は，若干旗色が悪いよ

うであ りますが，しかし，昨年の国立七大学総

合体育大会（七大戦）では， 見事総合優勝を収 大会のポスター

大会日程・会場一 覧 表

在｛ 日 円 f'_i¥ ／三一、言 場

ll11 三ノι、、 よ ’87 8/ 10 )Jl 大 市.’，立、' ノ1、I 体 1i 官Li

陸 秋~）以l H: 8.'23 凶 J； （ 極 グ ラ ずJ ン

扮〈 8/27・8/28 京 大 フ． ノレ

IJ!f ］米 8/22～ 8/26 皇子山グラ 、、J ソ

if除 式 'lff JoR 8/10～ 8/14 宇治市賀柴 野球場

ア 7、 8/17～ 8/21 京大近衛 ・荒神ロコート

秋 式 庭 JOR 8/22～ 8/25 京大吉岡 ・近衛コート

パスケットポーノレ 8/16～ 8/18 京都府立体育館 ・京大総合体育館

ハレーポール 8/19～ 8/22 )J( 大 総 メド当a』 体 n 館
→1・ ツ カ 8/24～ 8/27 ）；（ 大 決 学 部 グ ラ ウ γ ド

フ グ ピ 5/10・5/17・5/24・5/31 京大法学 ;"fflグラウンド

r~I JOR 8/14 8/15 JJ( 大 総 l仁LI 体 育 鉛a

ノ、ドミントン 8/17 8/18 大 4司＂弘人、 l下Ll イ本 育 館

柔 道 8ノ28 Ji¥ ・nii 市 ｜日 武 徳 殿

実lj 迫 8/22 ・8/23 京都市武道センター

イイ区 f呆 8/30 ;,( 大 。＇じ、、 メrt 休 ff 釘（

ハソドボーノレ 8/24～ 8/26 京 大 総 l『1.. 体 ff 館

（学~L1r1n 
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く資料＞

国立大学協会の要望書等

国立大学教官等の待遇改善に関する妥望書，

技術臓員問題並びに大学における教員評価に

ついて

Im立大学協会第80回総会において，次の要望書

咋が決議され，それぞれ関係方面に提出された。

同立大学教官等の待遇改善に関する要望書

（文部大臣，人事院総裁宛提出）

J立術職員問題について

（文部大臣宛提出）

大学における教員評価について

要望書等は以下のとおりである。

昭和62年6月23日

国立大学協会会長

森 _§_ 

国立大学教宮等の待遇改善に関する要望品

近年，教育改－11＇£の問題が民間の政治諜足 jと主JL，大，－；：：

についても，研究 ・教育の充実整備が諜j必となっている

ことは川知の事実であります。

いうまでもなく，大学の研究 ・教育体制jの改革のため

には，その担い手である大学教官等の資質の向上が基本

的111J提条件であり，大学教’！＼等に有為な人材を確保でき

るよう給与及び処遇の面でも，良好な状態を醸成する必

要があります。

国立大学教1'.r~~の給与及び処遇については，人事院を

はじめ関係機関の特段の配泌を得て改普・がなされてきた

ところでありますが，未だそれは十分であるとはし、L、が

たい状況にあります。

こうした点に十分配慮され，同立大学教官wの待遇改

普を図るため，以下の諸点につき特段の措ii'Iを講ぜられ

るよう，重ねて強〈要望する次第であります。

記

1. 教育峨付の俸給体系の是正を図り，仰せて俸給水準

の格段の引き上げを行うこと。

大学教宮は，大学の教学の中心を担うものであるこ

とに鑑み，その俸給をその職務と責任に見合う水準に

引き上げるよう特段の配慮を引き統き強く要望する。

また，俸給水準の引き上げと同時に，俸給の職名によ

る上下約差を縮小するとともに中堅教官の処遇を大幅

に改普し，早期に最高号俸に到達できるよう措位す

る。

なお，その際，国立大学教官の給与水準が私立大学

教員より大幅に下回ってきていること， V!:にD)J手につ

いては，高校教諭の給与より下回っていること等の災

態に十分配慮するとともに，教務職員についてもその

絡差是正を図る。

2.大学教官’特有なl政務に見合う手当として「大学研究

訊Hを傾」（仮称〉を新設すること。

周知のように，義務教育教員には教職調整額， 医Iii

l倣については初任給調整手当など特別な手当がその戦

務の特妹性に基づいて支給されていることに鑑み，大

学教官にも研究 ・教育上の高度の専門性と特殊性に基

づく実験 ・ ~習，フィー ノレ ド ・ ワークなど多様な職務

を遂行するなどの特別な負担があることを考l雷、し，大

学教官特有の職務遂行に見合う特別な借fi'Iとして「大

学研究調整額」（仮；弥）を新設し，すべての大学教行

に支給する。

3.研究教育支援職員等の待遇の紘本的改善を図るこ

と。

当国立大学協会は，かねてより大学特有の専門職で

ある教務職員，技術職員等の研究教育支援峨品の抜本

的な待遇改善を要望してきたところである。

これらl隊員の現状が人事院の基準を適用できる組織

体；1;11の下に位かれていないとして，一昨年新設された

「リi門行政l[i何本給A.」の適JTJが見送られてきたとこ ろ

であるが，研究教育支援i級員の俸給をその職務とえ任

に見合う水準に引き上げることは，俸給表の種類にか

かわりなく，当然の附置である。更に，これらの職員

の特殊性を十分考慮のうえ，同局長給表への移行を早期l

かつ円滑に実現させる。

4.部局長（副学長， 学生部長， 事務局長~＼＇を合む。〉

のすべてについて指定職の完全適用を図ること。

部局長苦手は，その職務と責任からして指定戦の述j}I]

を受けるのが当然の措置であるが，米だ定数が十分で

ないために，すべての部局長等が指定職の適用を受け

ているわけではない。

これには，指定職定数の適用に当たっての迎用上の

問題もあるが，指定職制度は，特定の職務就任を条件

に適用するのが本来の主旨であることを踏まえ，部局

長等についてはその在任期間中はすべて指定職俸給表

が適用出来るよう措置する。

5. I苛.£1J!.職手当の適用対象を肱大すること。

近年，大学における管理運営の職責が益々霊くなり

つつある実情に鑑み，評議員，全学段階の委員等の学

l):J教n行政の要般にある者については，管理職手当支

給の途をUFJくよう特に配慮する。

-340一



Jil 大

6.大学の中堅職員（事務系〉の待遇改善を図ること。

大学においては，事務長，補佐，係長等ーの定数が悶

定化されており，笠宮な職務経験，職務遂行能力を持

つ適任者でありながら，昇任 ・昇格が限定されている

ために俸給の上で、格差を生じている。このことは，大

学の中堅職員等に職務遂行意欲を欠くこととなり，ひ

いては大学運営の業務に重大な影響を及ぼす結果とな

りかねない。

よって，この際，大学の特殊性を十分に考慮し，こ

れら役付き職.w.と同等の資絡，能力を有する者には，

専門職員制度を拡大して適用するとともに上位の級別

定数について特段の措置を図る。

技術職員待遇改善問題について

このことに関しては，｜昭和50年文部省内に設置された

調査会において「技術i隊員等の教育 ・研究補助職員の職

務が大学等における教育 ・研究の基盤を支える極めて重

要なもので，かつ，特別な知識及び技術を必要とするも

のであることに鑑み，その職務内容の整理，任用方法の

整備等とあいまって，これら職員の待遇改善について配

慮することの必要性」が報告され，以降，これらの職員

に適用される俸給表の新設等待遇改善の要望を，その郎

度，文部省及び国立大学協会は関係各方面に行ってきて

いる。特に臨時教育審議会第二次答申（61.4. 23〕にお

いても「我が同の大学では，研究に協力し，それを支援

する技術員，技能員の数が必ずしも十分でなく，その待

遇や組織体制の点でも問題が多L、。実験設備の高度化，

研究方法の進歩に即して，研究支援体制の該本的な見直

しと強化が必要である」と指摘されているところであ

る。

本学においても，これらの職員に対する待遇改善につ

いては，専門行政職俸給表の対象職種とする等その待遇

を改善すべきであるとの考え方に立ち，努力してきたと

ころであるが，今般第80回国立大学協会総会（62.6. 16) 

において第四常世委員会報告（技術職員問題について〕

がなされたことでもあり，学内教職員のこの問題につい

てのなお一層のご理解ーをいただきたく，ここに昭和50年

以降の文部省及び国立大学協会における検討の経緯とあ

わせて間報告書を掲載することとしたものである。

（検討の倒的

昭50. 7. 7（文部省） 教員等待遇改善研究調査会報告

50.～ （文部省） 毎年の人事院総裁に対する給与改

善要望

要旨「大学における教育，研究上

の基盤を支える極めて重要なもの

であり，かつ，特別な知識及び技

広 事担 1987 7. 10 

術を必要とするものであることに

かんがみ，専門行政職俸給表の対

象とする等その待遇を改善する。」

60.10.22（文部省） 技術職員待遇改善検討会の中間的

検討状況について

61. 2. 20（同大協） 文部省技術職員待遇改善検討会の

中間的試案に対する意見容の提出

について

61. 3. 13（文部省） 技術職員待遇改善検討会における

検討状況のまとめ

61.11.11（国大協） 技術職員待遇改善検討会第2次案

に関する見解

62. 6.16（国大協） 技術職員問題について

1. はじめに

昭和62年6月16日

技術職員問題について

国立大学協会第4常置委員会

本問題の儲専については，昭和61年11月の総会におい

て了承されている『技術職員待遇改善検討会第2次案に

関する見解』（以下『見解』という〉の中で述べたとお

りであるが，本委員会としては，その後ひき続いて『見

解』にある『今後の打開策』（以下『打開策』という〉

および『研究 ・教育支援体制の強化，活性化を図るため

の諸施策』（以下『諸純策』という〕について検討を行

なってきたところである。

本委員会は，技術職員の待遇改善を図るという基本的

立場を堅持する一方，本問題の解決には，大学における

教育 ・研究支援体制の中心的役割を担当すべき優れた人

材を確保するための『諸施策』を，あわせて早急に実施

する必要があるとの認識に立ち，国立大学協会の長年の

課題である本問題の解決のための現実的方策として，以

下に述べる路線を選択すべきであると考えるにいたっ

た。

2.基本的考え方

『見解』の口頭（1 今日までの樹Jょについて〉に述

べたように，国立大学協会が本問題に取組むにいたった

基本的姿勢は，教室系妓術職員の待遇を改普ーするととも

に，これによって優れた人材を確保しつつ，教育 ・研究

の支援体制を妓本的に見直し，その充実 ・強化を図るこ

とにあった。

その背景にある「技術職員はその待遇面で将来の展望

が明確でないことと，あわせて職務内容が本来の責務と

必ずしも合致しないような不適切な人事管理や配置形態

等のため，急速な科学技術の進展に対応できない状況の
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もとで，活力が失なわれつつある」といった懸念は，今

日にいたってもなお払拭されていなし、。

上述の安勢を保持しつつこの現状を改革するには，下

記の提案に示すような措置をとる必要があるというの

が，木問題に対処する委日会としての基本的考え方であ

る。

技術職員問題を打開するための提案

下記のそデノレのように再編成する

現 状

①
 区百件 ｜教官、教室系技官

非独立，専門性あいまい

不明確な職務内容

不適切な人事符:BI
待遇の頭打ち

3. 『打開銀』について

『見解』にあるA. B, Cの三つの考え方についての

検討を進めたが， A, Bの考え方に基づく方策を突絡す

るには『見解』において第2次案について指摘したと同

様な多くの問題があり，現状において，直ちに技術系l磁

員を専門行政職と非専門行政職とに区分するというの

は，事実上不可能であると判断せざるをえない。

これに対し， C案の考え方にそって『専門行政職を諮

入することを目指しつつ，それに向つての中間的段階と

して，まず現行の行政職俸給表体系のrrで職務内容等諸

条件の整理を行ない，官職および組織を整えて処遇面の

改善を図る』とともに『可及的速やかに，専門行政職へ

移行できる体制jの構築を急ぐ』という 2段附の方策は，

現実的であると考えてよし、。

しかし，留意すべきことは，この作業のためにあまり

に長年月を要するような場合は，その段階において， B

~の考え方を取入れる必要が生ずる事態も予想しておか

ねばならないということである。

なお，組織化のモデルについては，第l常置委員会と

の合同小委員会を中心に，文部省関係当局とも協議しつ

つ，いくつかの素案の作成を進めているところでもある。

4. 『諸施策』について

本件については，『見解』の中で

(1）研修制度の確立

(2）資格認定制度の導入

(3）技術開発に関する予算的措置等

の各項目をあげて述べたところであるが，これらの『諸

改革後

③ 

独立した形，耳1;r1H'I:明間・化
明確な職務内容

適切な人事管；底！

上位級定数確保による待遇改善
（組織化が必要〉

施策』は，教n・研究支緩体制の強化， Vi性化と相まっ

て，将来，諸条件が殺った段階での専門行政戦への移行

を可能にするためにも必要となるものである。また同時

に， 21i止紀にむけてわが国の高等教育 ・学術研究体制lの

一層の充実，発展を図るための基本的施策の重要な部分

であると判断している。文部省関係の機関は，一部研修

制度を除き従米上記のような諸制度を有していないの

で，その具体的イメージが定かでないが，いまや，他省

庁や企業の！Ail礎研究所等における諸制度を参考にしつ

つ，わが国の大学等に適した方式を新たに創造すべき段

階にあるとわれわれは認識している。

フド委只会としては，今後さらに各大学およびWl'ii¥"ii'i'. 

委品会の協力と文部省関係部品の検討を要請しつつ，こ

れら諸施策の実施を図らねばならないと考えるので，参

考のため，現時点で本委只会が持っている考え方をJJI]添

資料に示すこととした。

5. まとめ

以上に述べた木委員会の主旨をご理解いただき，『打

開策』として上記の 2段階方策を選択し，あわせて『諸

施策』の実施を図るという方針について，木総会におけ

るご了承を得たいと考える。

そのうえで，科大学において，教官の本問題に対する

十分なご理解のもとに，学部レベノレ，全学レベルで教室

系技術職員の在り方を見直す検討を始めていただくこと

を要請する。

検討事項としては

(1）現時点で可能な部局内での組織化と，技術職員の
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地位確立のための自主的努力

(2）技術職員の適切な人事管理と配置の在り方

(3）部局単位および全学単位での研修の実施とその実

五日 ・経験の蓄積

などが考えられる。 （別添資料参照〉

なお，上記の各大学の検討を促進するためにも，予算

を含む行政上の措置等について，文部省関係部局の特段

の配慮と一層の努力とを要請したい。

木委員会は数年にわたって『伎術職員問題』を姐当し

てきたが，ここに諸般の状況を勘案しつつ，上述の方針

を選択するにいたった。今後は，所期の目的達成のため

の各大学および文部省の努力を強く期待する次第であ

る。

それらの作楽の進展する状況とあわせて，第l常置委

員会との連協のもとに，大学 ・文部省問の調終を行なう

など，ひき統き問題の解決を目指す所存である。

〈本文中の「5]1］添資料J及び文部約 ・国大協からの報告

書等は各部局の庶務掛にありますのでご覧下さい。〕

（概要〉

大学における教員評価について

昭和62{f.6月16日

国立大学協会

第1常置委員会

従来，我が国では，全体としての大学評価はいうまで

もなく， f阿々の大学教員の研究 ・教育などについての評

価は，本質的に大学にとってなじまないものであるとさ

れてきた。しかし，大学における教育 ・研究と大学教員

に対する社会的期待の増大にft：い，大学における評価の

問題を避けて巡ることはできないとの認識から，第1常

i置委員会は，数年前から「大学における評価」の問題を

取り上げ，最近は特に小委員会を設け検討を行ーってき

た。その結果，安q 常i査委員会では，一応以下のような

「見解」を取りまとめるに至ったので，その概要を示す

ことにする。

1.評価iの目的

大学における自己評価は，研究者にとって自己研鈴 ・

自己啓発につながり，その結果，教員の研究・教育活動

等の活性化，さらに大学の新しい活力をもたらすことを

期待して，実施するものとする。

2.評価の原則および方法

大学における自己評価が学問の真の発展をその本来の

目的とするものであることに鑑み，学問の自由，したが

って研究・教育の自由を侵す結果となることは，厳につ

つしまなければならない。

大学における教員の教育 ・研究などの評価が他の主体

によって実施される場合には，学問 ・教育に対してマイ

ナスの結果が生じるおそれがある。したがって，大学人

は，大学自治を生かすためにも，他から評価を強いられ

ることなく，自らの意志によって，この問題に対処すべ

きである。

また，学問の性質上，評価の基準は学問分野に応じ，

評価事項の性質に即し，大学人によって自律的に定めら

れるべきである。

かくて，大学評価は，このような原則に即した「大学

教員の自己評価」であるべきである。

3. 評価の姿勢

評価は，できるかぎり客観的であり，第三者もその評

価基準，研究者 ・教育者の意図 ・努力 ・苦心等を理解し

うるものであり，また，外部の批判にも十分耐えうるも

のでなければならない。そして，これにより諸外国にお

ける場合と同様な評価効果がえられるよう，個々の研究

者がその基準を設定することが望ましし、。

上記の趣旨に基づき，各教員が，研究 ・教育などにお

ける内外の評価例等を参照して，自らの評価について直

ちに検討を開始するよう要望することが，目下の急務で

あると考えられる。

I まえがき

国立大学協会第 l常置委員会は，すでに報告書「大学

の在り方について」の中で大学の評価についての全般的

な見方 ・考え方を整理し，その意味を検討した〈昭和60

年6月）。

また，昭和61年8月18日には“大学における評価”と

いうアンケート調査を行い， 95大学中93大学から回答を

待た。これらの回答は，第 l常i査委員会によって，別紙

のようにまとめられた。

第 l常置委員会は，その後もこの問題について，小委

員会を設け，評価に関する種々の報告あるいは論評など

を収集するとともに， “自己評価”の内容について検討

してきた。

「大学における自己評価」は，諸外国においては比較

的長い歴史を持っており，最近では，我が閣において

も，一部の大学において実施されるようになっている。

われわれは，大学の評価の目的はあくまでも研究と教

育の活性化にあると考え，研究の真の発展を期待し，評

価は”自己評価を主体として行う”ことを提言するもの

で，以下に先述の報告書「大学の在り方について」の第

5：￥“大学における評価の問題”の論旨をふまえてその

共体案を示すことにする。

自己評価の評価項目には，教育 ・研究 ・大学の管理運

営などの項目が挙げられよう。以下に，順次各項目の評
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価内容を述べることにする。

II 教育の評価

別添資料 I, 2および参照文献5にみるように，教育

に対する評価としては，学生による授業評価が国外ばか

りでなく，圏内の大学でも試みられている。

教育に対する教員の自己評価の視点としては，その学

期の講義の立案と実施の聞のギャップ，学生との対話の

仕方，テストの方法，評点のつけ方，などが挙げられよ

う。これらの自己評価は次の学期の講義内容にフィード

バッグされなければならないのは当然であり，そのため

にはこれらの評価を継続して実施する必要があり，この

ような努力を通じて教育内容がより充実することが期待

される。

これらは，教育の評価方法のーっとして検討に値する

ものであるが，しかし，それらについては，外国でも反

省すべき点のあることも指摘されており，その利用につ

いては各大学において自主的に検討されなければならな

L、。

目研究の評価

近年”大学の年次報告”が出版されることが多いが，

これは研究評価というよりは”研究報告集”という性格

が強く， 同時にこれを義務化することによって，”報告

mの執筆”のために，真に優秀な研究者の研究時聞を浪

費させるという欠陥を生む恐れもないわけではない。他

方，研究の評価は，本来自己では行い難いという性質を

もっている。現に，研究評価は．学界や CitationIndex 

によって定まっている面があり，大学自体や研究者自身

が自分から吹聴するものでもなL、。

しかし，研究内容を情報として社会に公表するのは研

究者の義務と考えるべきであり，今や，他からの批判の

道を閉ざすことは許されない時期が到来しているという

見解もある。自己評価を実施するといってもここに種々

の難しさがある。

われわれは，上述の難点を承知の上で，自己中告制に

よる研究の評価様式を例示することにした。

すなわち，原則として，国立大学教員は，毎年一定の

｜時期にその年の研究のまとめを発表することとし，この

自己評価の報告は公開できるものとする。その際，協同

研究者のあるときは，当人の役割 ・分担が明かなように

する。しかしながら，論文についてはその発表の方式が

各大学 ・専門分野の事情によって様々に異なるので，

「報告の様式」については，それぞれの分野の特質に応

じた工夫がなされるべきであろう。ここでは，二三の例

を提示するにとどめる。

【研究報告の様式】

（例1) 当該年度に発表した論文リストを自分の判

断によって選定し，報告する。

（例2) 論文の別刷りをまとめて，学部等の図：！？室

に保存する。

〈例 3) 研究評価のフォーマットを作成する。 （別

添資料3)

なお，自己評価に際しては，その研究の国内外におけ

る位置づけ，その研究の現状および将来性，および目原

迷成の予定時期 ・ 研究遂行上の難点などを含めて；J~rJJJす

るなどの工夫をこらすことも必要であろう。

rv 大学の管理 ・ 運営に対する~＇Hilli

多くの場合，大学の管理 ・運蛍は大学自治のl京JlUに基

づいて，選挙によって選出された人物がこれに当たるこ

ととされている。その場合，大学の管JI［・運営業務がj首

大 ・後維化するに応じて，－fl.選Ulされて符・J!I!.• ！！！！＇）当’に
努力すると，木人の研究 ・教育に支障が生じることもあ

る。とくに，特定の人物に管理 ・運営業務が集中したり

する場合には顕著に現れる。したがって，管理 ・運営の

衝に当たる教員に対しては，管理 ・運営面での活動を何

らかの形で評Wfiしなければならず，これを何らかの方式

で定式化することを検討する H寺j切にきているといえよ

う。

v むすび

以上，評価についていくつかの項目を挙げ，それぞれ

の評価ポイ γ トを概観した。これらの項目のほかにも，

国政や地域社会への貢献，学会活動，医歯系の教員の医

療活動なども評価の対象とすべきであるとの江見もある

が，今回は最も共通性の高い項目に｜肢ることとした。い

ずれにしても， u大学における評価”は長い間ダプー視

されるか，または不十分にしか取り上げられなかった。

それは，大学人白身が「評価は教育や学問になじまない

もの」としてきたためでもある。しかしこの間に実質

的な大学評価は各方面からなされるようになっており，

こうした外からの評価に対して，大学人自身が適切な自

己評価の方法を示し，その実施を図ることは，大学に対

する社会の期待に応えるためにも，また大学の自治を守

るためにも必要であると考える。

われわれは，木椴告が”全大学人が英知を集めて~'11制Ii

の問題に取り組むための素材となる”ことを期待し，こ

こに示した提案が各大学で自主的に検討されることを望

んでいる。

（木文中の「別添資料」および「参照文献」については

添付を省略します。〉

（参考〉昭和61年8月18日行われたアンケート調査

「大学における評価」に対する木学の回答
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昭和61年9月9日

「大学における評価」に関する

アンケートに対する回答

京都大学

【質問事項1】

1 現在食大学で上記のような意味での教官の研究 ・教

育業絞の評価を行っておられますか。もし行っておら

れるとしたら．その方法ないし形態を各学部あるいは

専門分野別に示してください。 （印刷物がある場合に

は，代表的なものをサンプノレとして 1部 お送り下さ

京都大学においては，基本自りには教官の研究 ・教育業

絞の評価はそれぞれの教育 ・研究の場での知的緊張と，

そこにおける各自の立任の自覚によって，長期的な視野

のもとに，自然、になされるものと認識している。したが

って特に教官の評価を目的とした調査，あるいは業績の

公表といったことは行っていなし、。

本学としては，教官の評価が画一的かつ短期的な方式

によってなされることには反対である。学問の府として

の真の知的創造を生む自山な教育 ・研究の場の確保こそ

重要であると考えている。単純な研究論文の数による比

較などといった評価はむしろ，安易に時流に乗った研究

を促す危険があり，学問のオ（1¥1＼の向上にはつながらない

であろう。

本学における出版物のリス、ト を別紙に示したが，これ

らの出版物は，それぞれの学問分野あるいは部局の学術

的判断に基づいて出版 ・公表されるものである。教育 ・

研究の場における交流を進め，また，その研究の組織の

なかでの学問の流れと位置付けを考える資料とするもの

で，それぞれの知的資産の目録といったもので，教官の

教育 ・研究の評価を目的としたものではない。

また，教官の教育業絞は，学部 ・大学院のそれぞれの

課程において計画され，構成された教育体系の中で，各

教官がし、かにその責任を果たすかということによってい

る。教官の任用，担当科目の決定，課程聞の連携等につ

いては，常時，それぞれの部局において行われており，

その中で自然に教官の教育業績の評価がなされている。

さらに，卒業論文，学位論文の審査は多くの場合，公開

の場で行われ，教官の教育指導の寄判団の重要な場となっ

ていることは言うまでもなL、。

【質問事項2】

2 また，こうした自己評価を実施する場合，今後特に

留意すべき点について指摘して下さい。

質問事項lにおいて述べたことと重複する点もある

が，ここでは自己評価を実施する場合に留意すべき点を

箇条書きに列挙する。

(1）一般に評価という行為は，単に業絞の公開だけでは

なく，これらの業績の検討に基づくなんらかの行動を

伴うものである。さらに，これらの評価が正しく行わ

れるためには，その前提として評価の目的が明確に示

されていなければならなし、。また，このような評価の

仕方は，その目的によって変化するものである。 した

がって，自己評価に当っては，先ず，その目的が明確

にされ，その上で，これに適合した評価の方法を検討

すべきである。

(2）研究 ・教育の実績を計量的に示すことは本米不可飽

である。結局のところ，研究者自身の厳しい自己評

価，すなわち，研究者の良心に帰着する。それぞれの

専門分野における研究の水準の維持向上については，

専門分野毎の学会等における研究評価の機能も重要で

ある。一見， 能力主義に見えることが， 研究の「業

~（」の粗製乱造を生むことになってはならない。

(3) 大学における教官の教育業績の評価は研究業績のそ

れよりも更に難しい。安易に教育業績の評価を行うべ

きではなし、。教育機関として，教官の任用 ・昇任，カ

リキュラムの構成と担当教官の決定，教育内容と効果

の検討等，常に配慮 ・検討がなされているが，長期的

な視野で真の教育評価を行う方法についてはまだ研究

の余地が多い。

さらに，教育活動を知識教育のみに限定することに

は問題がある。教育の場は究極的には，教官と学生の

人間関係にある。諜外活動も含めてこのような問題を

どのように評価できるかということについては検討の

必要がある。

(4）研究室における研究指導は，その研究グループの活

動による場合も多い。教官の個々の業績の評価を検討

する場合に教育 ・研究におけるグループの形成と，そ

の中での役割りなどの評価についても考える必要があ

る。

(5）教官の評価が研究業綴の数量的な評価にかたよる場

合，研究の面においては，長期的視野に立った独創的

研究の意欲の減殺につながる危険があると同時に，そ

れが教官の教育に対する使命と責任の軽視を招く危険

のあることは留意すべきことである。

【質問事項3】

3 その他，大学における評価問題についてお気づきの

ことがあれば列挙して下さし、。

(1）大学が社会の中で閉ざされたものであってはなら

ず，大学における自治と研究の自由は，社会に聞かれ

てその批判に耐え得るものでなければならないことは

言うまでもなし、。大学自身が全体として，またそれぞ

れの専門において，その教育 ・研究の姿を社会に発表
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し，学問の府として社会の付託に応えるべきであり，

従来もそうしてきたが，今後も更に努力すべきである

と考えている。

(2）研究の成果は， それぞれの分野 ・専門領域におい

て，その個々の研究者の一生を通じて厳しく評価され

ており，それは学問の歴史の中で確立されるべきもの

である。

また，教育の成果は卒業生の社会における活動，あ

るいはその学問分野の継承者としての発展によって示

されるのである。このような意味で大学における評価

は教育 ・研究の両国において長期にわたる:J.lH1'lの結果

についてなされるべきである。現職の教’白’はp それぞ

れがこの歴史の中での現在の認識に基づく自己評価を

行っており，大学としてはそのような学問的雰囲気を

維持することに責任を持つべきであると考えている。

特に短期的な視野での大学の活性化を目指すというよ

うな目的を持った評価の問題は，かえって不自然で悪

い結果を指く恐れがある。

(3）研究分野の新しい展開と，分野聞の総合の傾向は，

これまで遊離されていた分野間における研究会や共同

研究において，相互の学問的評価の機会を自然に増加

している。このような教育 ・研究の両面における総合

の場は，自己評価にも意義があると考えられる。

(4）評価の問題を「権力的評価」とそれ以外の評価にlム

別して，後者は大学の自治と矛盾しないとする見解

は，大学人としてとるべきものではないと考える。今

日の厳しい社会的な情勢において，大学自身がそれぞ

れの教官の自己の内的な評価を厳しくすることは当然

であるが，この種の問題について，もし国立大学協会

がアンケート調査を重ねて評価基準を決めていくとL、

うようなことになるとすれば問題である。

（本文中の「出版物のリスト」については添付を省略し

ます。〉

．・・・．． ・・．．・．．．・、．． －・．・1’・．．・．． ・・．．・・．．・・.......，・・・...~・．・・・．－－．．・・、．・・．．．－．．・・．．・・．．・・．．・・．．－・．．．、．・・・．．・・．． －．，．・．． ・・．．・・．．・・‘

川内山内町内向＂＇＇ M 山由

保健コーナー

ク毛膜下出血

クモ膜下出血は，急死の原因としてことに重要

で，急死全体の 2.5%を占め，毎年，人口10万人

に対し，12人に発生するといわれている。

クモ膜下出血は，脳出血，脳梗塞と並んで，脳

血管障害の三大原因の一つであり，脳血管障害の

約10%を占めている。人の頭は，表面より，頭

皮，頭蓋骨，硬膜，クモ膜，軟膜，脳実質からな

っている。 クモ膜は硬膜に附着している膜で，そ

れを拡大すると ，グモの巣状に見えるので，その

名前がつけられている。クモ膜と軟膜の聞にはク

モ膜下腔という隙聞があり，そこに何等かの原因

で，出血した状態がクモ膜下出血である。

グモ膜下出血の原因の約70%は動脈癒（動脈の

一部がコプ状にふくれる）の破裂による。 5～10

%は，動静脈奇形（正常は，動脈と静脈が毛細血

管を介してつながっているが，動脈と静脈が直接

つながった状態を動静脈奇形という）よりの出

血， 15%が高血圧，その他原因不明の 5%と報告

されている。特殊な原因としては，脳血管もやも

や病がある。最近は，脳血管撮影技術が進歩し，

原因不明のクモ膜下出血の占める比率は次第に低

下してきている。

脳動脈癌破裂によるグモ膜下出血は， 45～55歳

の中年に多く，発作前に高血圧や動限神経麻癖等

の既往症がある場合が多L、。保存的に内科的治療

のみを行った場合の死亡率は70%とし、う高率が示

されている。一方，動静脈奇形によるクモ膜下出

血は， 20～30歳の若年者に多く，頭痛やてんかん

発作，一過性の片麻郷，感覚異常等の既往が多

い。内科的治療による死亡率は30%と，それほど

高くないが，何れにしても生命にとって危険な状

態である。

グモ膜下出血は突発性の激しい頭Mで発注す

る。労作時に発症するものが多いと言われていた

が，統計によると約1/3が睡眠中に，約1/3が何ら

かのストレス（感情輿哲，排便など）残りの 1/3

は特別のことは何もしていない時に発症すると言

われている。 通常，代表的な自覚症状は， 「今ま

でに全く経験したことのない激烈な頭痛」であ

る。ほとんどの症例で発作時，吐き気，幅吐を伴

う。頭痛は頑固で通常 1週間から10日間続く。頭

痛と同時に意識を失うものも多く，そのまま意識

障害が持続して死に至る場合もあるが，多くは意

識障害は一時的な場合が多L、。首が硬くなり，頭

cu 
an宝η

。
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が持ち上がりにくくなる項部硬直などの髄膜刺激

症状が出現する。！眼底検査では，網膜に出血が見

られる。

クモ膜下出血の病状経過は，出血後数時間して

死亡するものから，意識喪失をきたさず，頭痛や

その他の症状も日を追って軽快するものまで種々

あるが，ことに脳動脈経｛破裂後の予後は恵L、。ク

モ膜下出血のほぼ10%はきわめて激症であり，破

裂後早期に高度の脳内出血や脳室内出血などによ

る急性頭蓋内圧充進をきたすもので，発作後， 5

日以内，大部分は24時間以内に死亡する。他の45

%は死亡率はこれより低く，しかも死亡時期もや

や遅れて発作後約2週間に多L、。この死亡の原因

は主として再発作によるもので，再出血および脳

動脈のケイレンによると考えられている。残 りの

45%は，予後は比較的良好である。

現在実施されている治療法としては，動脈焔破

裂による場合は，ある程度内科的治療を行い，数

日内に手術を行う のが良いとされている。 再出血

防止という目的のためには，できるだけ早く手術

を行わねばならなし、。脳内の血腫（血の固まり）

を除去して，頭蓋内圧を減じ，動脈婚を可能な限

り切除する。又，動脈胞の前後の血管を結主主した

り，クリップをかけたりする。一方，動静脈奇形

の破裂の場合，外科的治療によらなければ悪くな

る。

40～50歳代の人で，平素から血圧が高く ，吐き

気， l極l止を伴う激しい頭痛に脳んだり，限が動き

にくく物が二重に見えたりする場合，又は， 20～

30歳代で，頭痛やてんかんの発作があり，一時的

に手足が麻痔した場合，感覚異常が続く場合など

は，脳神経外科医等の専門医に相談することが，

クモ膜下出血の予防でもあり，早期発見に役立つ

と言える。

（保健診療所松田捷彦）

、，v… ………

巨亙
佐藤 俊（本学名誉教授 ・工学博土）

6月27日逝去， 67歳。昭和18年本学工学部卒業。 34年

本学工学研究所（現原子エネルギー研究所〉教授就任，

同年工学部教授， 58年退官。その間評議員（47年～49

年），工学部長（56年～58年〕を歴任。専門は伝熱工学。

服部 緑（法学部事務官）

7月5日逝去， 58歳。昭和42年法学部勤務。

’・ー．・・..・・．・‘・凶・・・．・・．．・・．． ・・．．・・.....・．，．－．． ・・．． ・・．． ・・．．・・・．・・．． ・...・・....

日

(1987年6月1日～ 6月30日〉

士
山

6J'J 1 Ii イタリア共和国 Roma大学 AntonioRuberti 

学長ほか2名来学，関係教官と懇、談

9日 中華人民共和国衛生部陳倣主主部長ほか6

名来学，総長及び関係教官と懇談

10日 国際交流委員会

131J 工学部公開講座「工学と生活」 w111 c以
後，6月20日， 27日， 7月4日〕

16日 創立記念行事「学術講演会」

18日 創立90周年記念式

18日 名主主教授懇談会

グ 店lj立記念行事「音楽会」

19日 同和問題委員会

20日 放小野尊l健医学部教授の医学部追悼式

26日 環療保全委員会

30円 アメリカ合衆国 California州立大学 Jewel

Plummer Cobb学長ほか2名来学，総長及

び関係教官と懇談

-347ー
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