大学教員に求められる職業能力と能力開発プ ログラム構築の試案
一一

FD活 動 の機能 と能力開発 のかかわ りの検討を中心 に 一一

森

和

夫

徳島大学大学開放実践センター紀要
第13巻 別吊J
(2002年 7月 )
Rの″%″ ″/70初 筋タ
乃″物α′
ヴ 」物わグSぢ り励 勉湾
効 タサ″あ裕 2r7ゲ 動 ,切 動 物

の う力の

'%

路 チ湾

31

徳島大学大学開放実残 センター紀要
第 12巻 (21X11),P31ヽ 43

大学教員 に求 め られ る職業能力 と能力開発 プ ログ ラム構築 の試案
一一

FD活 動 の機能 と能力開発 のかかわ りを中心 に一一
夫・

The Vocational Abilities of University Teacheh and↓

he Construction of HRD Program

Kazuoヽ4oRI

1.問 題 の 設定 一一 大学教 員の能力・ 資質 にかかわる詩問題
大学の良さを発揮する上で,構 成する教員の能力 資質の水準が重要な要件であることは疑い も
ないことである。今 日,大 学をめ ぐる議論が活発 に行われている。国立大学においては独立法人化
にともなう,大 学の体制・体質の変革が要請 されている。また,私 立大学では近年の少子化の影響
を受けて整理統合が予想され,す でに短期大学 を含めて進行 しつつある。 このような情勢は教員に
対する要請,要 望 も多様化することになる。 これらを背景に,こ れまでの教員のあり方に対する批
判や反省が起 こって きている。 これは大学教員としての人材育成 を充実 させることと無縁ではな
い。 これまで行なわれてきた取 り組みの中には大学教員の能力開発 とい う視点はあまり見出す こと
ができない。 この理由 として教員は個 々の専門性が極めて高 く,そ の専門性 を高める機会も十分 に
あり,特 別の取 り組みは必要ではない と考えていることによると考えられる。通常,大 学教員の評
価 は業績でされる。評価の具体的な内容は,① 研究業績=著 書,論 文などの成果物,② 社会的活動
=学 会活動,委 員会,議 演などの活動,③ 大学管理運営への貢献,④ 教育業績=講 義担当内容,公
開講座内容 などである。研究業績 を出すには当然ながら一定の能力 資質が必要になる。 しかし
,

大学教育 を修了することや研究業績を出し続けることで能力 資質があると考 えるが,そ れだけと
は考 えられない。 この部分は学会や研究会への参加で十分に研鎖できると考えがちである。研究業
績の内容についてきちんとした議論や批判が必ず しもあるとは限らないのである。社会的活動 に
至 つては,そ の活動 と貢献 についてデータから推測はできない。大学管理運営についても適切な活
動 を展開しているかはわからない というてよい。教育業績はその質的な検討が重要で,単 に担当時
間では評価をすることはできない。 この教員の評価 に結びつ く全ての内容 について能力開発が必要
であるに関わらず,そ のことは意識的,意 図的に進めることはなか った。企業内教育で言えば

,

「自己啓発」だけで行 っているのである。
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大学が本来の機能を発揮す るには教員の能力開発が適時性をもって的確に実施できる能力開発プ
ログラムがあることが重要であろう。
助手や講師で採用する場合は多少異なるが,一 般 に大学教員の育成 とい う視点は希薄であ り,所
属する学科や教室に任されているケースが多い ようである。今日の大学がおかれた状況を考えると
き,こ のようなことで対応できるとはとても考えにくいことである。 このためには大学教員の職業
生涯の構築 とい う視点が大事 と考えたい。
大学教員の採用基準は各大学で定めているが,採 用されると,新 任教員の研修が行われる他 は特
に組織的な能力開発を行うことは少ないようである。
ここでは国立大学の教員 に求められる戦業能力について検討 し,大 学教員の能力開発 プログラム
構築の考え方 について述べ ることにしたい。特 に,FD活 動の機能 と役割の検討 を中心に述べ るこ
とにする。

2.大 学教 員 に求め られる職業能力
大学教員に求められる職業能力について検討すると次のようになる。大学教員の業務を簡潔に整
理 したものが図 1で ある。教員の業務には「学術研究」 と「学生指導Jの 二つがある。さらに,こ
れらを社会的活動に展開することとなる。この他に,大 学運営や教員の所属す る講座の管理などが
ある。
「学生指導 をする」 とい う業務をみてみよう。学生指導の大半 は日常の議義,演 習,実 習,研 究
指導などで行 っている。このことは中心的な指導内容ではあるが,単 に専門内容ばか りでな く,「 学
生の選抜」や「ガイダンス」,「 就職指導」などもある。この二つの大きな業務で学生たちを直接指
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導 してい る。 これ らの活動 によつて,あ らか じめ想定 した卒業生像に到達 させる。 この学生指導 の
業務 はこの内容 を中心 として多 くの準備 ,計 画や報告 などが含 まれる。たとえば,指 導内容 の選択
やその社会的 ニーズの調査 がある。 一方 で学生 たちの評価や ,教 員 自身の教え方他 の教育環境 に関
す る評価 がある。学生指導 には直接的な指導以外 に多 くの業務が含 まれてい る。
次 に「学術研究 をする」 とい う業務 について考 えてみたい。 この業務 は専門の学問分野 によつて
も内容が果なるが類似部分 は少な くない。研究すべ き課題 の設定や関連す る課題 の整理がある。研
究計画 を立てる ことが求め られる。 これは研究助成金や受託研究 な どの 申請 とかかわる。場合 に
よっては人的ネッ トワー クが重 要 になる。 さらに研究 目的の確立 とその 目的に至 る方法 を明示 し
ニ
研究方法 に従 つて信頼性 ,妥 当性 のあ る資料 デ タを収集す る。 この内容 を目的や課題 に照 らし
,

合 わせて整理す る。整理 した結果 か ら導 き出され る論点 を関連付けて結論 を示す。 これ らは一般的
な研究活動 のプロセスをさして いる。学問分野 によつては被験者の数 や質が問題 となつた り,扱 う
文献資料 の価値や実験装置 の開発 自体 が問題 となった りする。 この ような活動 を基礎 にして研究成
果 に結実す る。
次 の「社会的活動 をする」 には 「学術団体 に参加 し,運 営す る」がある。学会活動 に よつて 自身
の力量 を高 めると同時に, トレン ドをつ かむ重要な機会 となる。運営 に参加す ることで学術研究 の
リー ダー シップをとった り,研 究促進 のための さまざまな環境整備 を担 うことになる。 また,「 各
種審議会委員 ,研 究委員 に参画す る」 ことによつて 自身の築 き上げてきた考え方や行動規範 ,専 門
的な知見 を社会 に主張 してい く機会 となる。 この機会 は逆に,新 しい研究課題 を整理 した り,課 題
を見出す良い機会 となる。
「大学運営 教室管理 をす るJは 大学 の管理運営 に直接的 に関 わる ことで あ る。主要 な内容 には
人事や設備 を整備す ることと,教 育体制 研究体制 他機関 との追携

協力体制 の確 立 と推進 をす

ることがある。
図 2は 大学教員 の業務内容 を書 き上げ,主 要業務 ごとにまとめて配置 した もので ある。図の右側
か ら,「 学生指導 をする」,「 学術研究 をするJ,「 大学運営 教室管理 をする」,「 社会的活動 をするJ
の順 に配置 してある。「学生指導 をする」 の内容 は「研究指導 授業担当」 と「学生 の理解

把握

コアにな つてなる。前者 の準備 として「講義計画 を立てる 教育 プ ログラム作成J,
と学 生管理」 力｀
「教材研究」,「 教材作成 教材管理」 がある。 さらに これ らをバ ックア ップす る「教育機器 の管
理 設備 の管理」,「 指導方法 の工夫Jが あ る。「成績評価

成績管理」 は 「研究指導 授業担 当」

を行 い なが ら進行 させてい くことになる。 この結果 は学 生の成績判定 になる ことは もとより,日 常
の教育 目標 を到達 させるための活動 にもなる。 ?ま り,評 価 は学生の評価 と同時 に教員 の指導 に関
す る全ての活glJの 評価 で もある。後者 の関連 では「学生相談

就職指導」 などがある。学生 の現状

の理解 が「ニーズは把握 と教育 の企画」 に反映 し,「 カリキュラム編成

カリキ ユラム管理」 に結

合す る。大学 では一般 に「ニーズは把握 と教育 の企 画」 と「カリキ ュ ラム編成 カリキユラム管理J
が頻繁 に行われてい ない。 しか し, これらの検討 は常 に考えてい ない と状況変化が激 しい今 日,教

育 の方向がずれて しまうことがある。
次 に「学術研究 をするJに つい て見 てみ よう。大学教員 を特徴付 けてい るものが「専門の研究活
動Jと い うことがで きよう。その分野 での第一線 の研究成果を挙げていた り,ユ ニー クな研 究分野
を築 き上げてい る場合 には この内容 によるところが大 きい。 この成果 ,結 果 は論文や著作物 ,作 品
となって現 れる。一般 に「著書 .論 文 の 出版」に結実する。 この研究活動 を支える活動が 「学会活
動

学会の運営」 となる。研究成果を日̲HR発 表 した り,シ ンポジウム他 で議論す ることで研銭 を積

むことがで きる。 また,共 同研究や共同作業に よつてその学問分野 の発展 に参加 する。学会誌 の編
集な どもこれに含 まれる。「研究環境 の整備」 は教員 にとって よりよい研究 の諸条件 を整備す るこ
とを意味 している。兵体的 には図書

資料 の整備 であ つた り,実 験設備 の充実で あ った りす る。 ま

た,「 研究助成金 受託研究 の企画Jは 研究環境 の整備 のための重要な トリガー としての役割 を持 つ
てい る。

「学術研究をするJと 関連 した業務 として「社会的活動をする」がある。大学教員が社会的活動
を行う最も大きな動因が,そ の専門の学識 と関連の学識である。また,課 題の整理や検討する方法
についても期待される部分 といえる。「各種審議会,委 員会 研究会の活動Jに 参画することでそ
の機能を発揮する。また,「 議演 セミナー講師としての活動Jも テーマに対する専門性 と指導の
実績を発揮する機会となる。このような大学外のかかわ りを契機にして「地域との交流 ニーズの
把握」,「 業界 企業 団体 との交流Jを 行う。このことは大学運営や学科運営他に役立つ情報収集
が行なえる。同時に大学の活動を大学外に広報する機会にもなる。
「大学運営 教室管理をする」では直接的には「講座 学科 学部の会議への参加 と運営」がコ

図2

大学教員の業務内容
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アにある。 これを中心 にしなが ら,「 大学運営 に関 わる会議
行す る。「講座 .学 科
案」,「 講座 の管理
境

委員会活動」 が 強い 関連 の もとに進

学部 の将来構想 の企 画」 は両者 をつ な ぐもの となる。 これ らは「予算 の立

人事 の管理」,「 教育体制 の整備」,「 講座

学科

学部 の行事 運営J,「 職場環

人間関係 の改善」 と相互 に関係付 けて進 め られる。 また,こ の進行 に伴 って,「 情報 の収集 ・

分析J,「 事務処理」,「 外部機関 との連絡 調整J,「 学内各機関 との連絡 調整」 が適宜 ,行 われる。

これ らの 4つ の業務 を別の視点から見てみると,次 の3つ の機能に整理することができる。①大
学管理運営の機能,② 学生指導の機能,③ 教育 研究 交流の機能。 これらの機能は教員 に画一的
に負市 されるものではなく教員の置かれた職位 や役割,経 験な どによつて負荷の状態が果なると
いつてよい。 これまで,大 学教員には「教育 と研究」 とい うキーワー ドで仕事を説明 している。し
かし,現 代の大学はますます多様化することを考えれば,こ のような発想の延長で考えることは適
切ではな くなると考 えたい。 ここに掲げた 3機 能は時代の要請にも合致する考 え方 と言えよう。
「教育 と研究 と経営」 というキーワー ドで示す ことができる。

3.大 学教 員の能力開発プ ログラムの構築 とその視点
大学教員の業務 を能力開発の4つ の方法 と組み合わせて分類すると明確 なプログラムの企画の方
「OJT(職 場内教育)」 で行うもの,あ るいは現地で実際の仕事の展開に即 して行うも
向が定 まる。
のを見 ると,「 研究環境の整備J,「 講座の管理 人事の管理」,「 専門の研究活動」,「 者言 論文の
④学生指導の機能を果たす

O大 学管理違営の糧能を来たす

出版J,「 学会活動 学会 の運営」 など,研 究 に関す る ものが 多 くある。 これ らは一般論 としての
「研究 の方法」 か ら,特 定 の分野 の深化 としての「研究 の発展のさせ方Jに す でにシフ トしてい る
ことによる。また,こ れらの分野 は「Off JT(職 場外教育)」 にな じまない類 の もの とい える。 これ
に対 して,大 学運営 にかかわる分野 の業務 は「OJT(職 場内教育 )」 よ りは「Off JT(職 場外教育)J
の方が効果的であ るに関 わらず,そ の機会が 限定的で,非 効率 になっていると考 えられる。当然な
が ら,程 度 によっては「OJT(職 場内教育)Jの 方が よ りよい成果 をもたらす部分 も少な くはない
が,一 般的部分 でこの必要性 は消えない。 この分野 については早急 な対応 によって,大 学教育 ,大
学経営 の成果 に反映 させる必要があろ う。 この ようにして図 4は これ らの業務 を色分け した もので
ある。図 5は 4つ の活動 と能力開発方法 との対応 を示 している。
この ような内容 と方法 の組 み合 わせ を教員 の職業生涯の構築 とい う枠組みの 中 にプロ ッ トしてい
けば能力開発 プログラムが確 立で きる。現在 は大学教員自体 に能力開発 とい う視点が少ない。 した
がつて,当 面必要な箇所か ら,必 要度 に応 じて用意 され,展 開されてい くことが よい。今後 は,体
系的,組 織的な大学教員の養成 プ ログラム としての位置づ けで能力開発 を導入す る必要が あ ろ う。
図 6は 大学教員が教員 となってか ら歴年 ごとにどのような能力開発テーマが扱 われるべ かを整理
したものであ る。 この図 は着護職 の職業生涯 と能力開発 プログラムの編成で得 られた知見 を応 用 し
て作成 してい る。段階的に教 員 としてのテーマが直接的でシンプルなものか ら,間 較的で経営的な
内容にシフ トす るように配列 している。 この内容 は一案を示 したものでどの大学, どの職位で も適
用で きるように検討 したものではない。各大学 の実情や教育理合 ,大 学 の行動 目標などによって組
み上 げ るべ きだろう。その意味 で一つのモデルと して示 した。
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大学運営・ 数聖管理 をする

社会的活動 をする

学生指導 をする

口質託研究 助成金の申観
口研究環域の整備
口専P弓 の研究活動
口書■ 輸文 の出版

日教育機器 の管理 設備 の
コ事務処理
管理
口情報の収案 分析
口各種 審議会 、委員会 研 口研究指導 授業担当
■学内各機 関 との連絡 翻 究会の活動
日学生の理解 把握 と学生
整
管理
口教材作成 教材管理

口研究環境の整備
BttP,の 研究活動
B善 書 論文の出版

■予算の立案
日外部機関 との連絡 調整
口学 内告機関 との連絡 親
整
■奇座 学科・ 学 部の行事
運営
口嘉座 学科・ 学部 の会議
へのな加 と運営

口講濃 セ ミナ ー講師 と し
ての活動
口地域 との交流 ニーズの
把握
口各種 害務会 委 員会 ,研
究会の活動
口業界 企業 団体 との交
流

口学生の理解 把握 と学生
管理
口論議計画 と教育 ブログラ
ムの作成
■教材研究
■教材作成 。教材管理
B指 導方法の工共
■成績評価 成線管理
■研究指導 授業担当
日学生相談 就職指導

6〜 10年

■尊円の研究活動
口書手 論支の出版
口学会活動 学会の運宮

■大学運営に関 わる会酸
乗員会活動
B職 場環境 人間関係 の改
善
口講座の管理 人事の管理
口車座 学科 学部 の将 来
指想の企画

■喜濃・ セ ミナ ー講師 と し
ての活動
■各種黎績会 、委員会 研
究会の活動
口地域 との交流 ニーズの
犯渥
口業界 企業 団体 との交
流

日研究指導 授業担当
コ学生 の理解 把握 と学生
管理
ロ ニーズ把握 と教育の企画
口指導方法 の工夫
■ カ リキュラム編成 と管理
B学 生相談 就職指導

10年 以 上

口専門の研究活動
口喜書 論文の出版
口学会活動 学会 の運営

口教育体制の整備
■講座・ 学科 学部の将 来
構想の企画
■大学運営に関 わる会織
秦員会活動

口謡浸 セ ミナ ー車師 と し
口指導方法の工夫
ての活動
ロ ニーズ把握 と教育の企画
■業界 企業・ 団体 との交
ロカ リキュラム編成 と管理
流

〜 2年

3〜 5年

4.FDの 考 え方 とその展 開 の方向
これ までの FD活 動がどのようにして提起され, どう展開してきたかについて整理し,能 力開発
とのかかわ りを検討することにしたい。

FDに ついて述べているもので初期の記述には次の ようなものがある。
「高等教育の一層の改善に
ついて

(答

申)大 学審議会 平成 9年 12月

18日

」では「 3‑層 の改善のための方策Jに おいて「1

各大学等においては,フ ァカルテイ ディベロップメン トの組織的推進,教 授法の開発や研修を担
当する組織の整備,全 学的にカリキュラムの在 り方を企画調整する組織の工夫,継 続的な自己点
検 評価の体制の確立,第 二者評価の導入,評 価結果の外部への積極的な発信などを進めてい くこ
とが必要である。
「5 教育内容 方法の改善のための組織的取組が必要である。学
」 としている。
生による授業評価の導入,新 仁教員のオリエ ンテー ションの実施などのほか,教 授法に関するマ
手ユアルの作成,教 科書など教材の開発なども有効である。従来,教 育の内容 方法の改善は,多
くの場合,個 々人の努力によるものであり,そ の成果も個 々の教員の情報にとどまっていた。今後
は,個 々の教員 レベルだけでな く,全 学的に,あ るいは学部 学科全体で,非 常勤講師の参加 も得
て,そ れぞれの大学等 の理合

目標や教育内容 方法 についての組織的な研究 研修

(フ

ァカル

テイ ディベロップメント)を 推進することが必要である。
Jと 述べている。
この 1年 後 に「21世 紀の大学像 と今後の改革方策について一 競争的環境の中で1回 性が輝 く大学
(答 申)平 成 10年 10月 26日

大学審議会」の「第 1章 21世 紀初頭の社会状況と大学像,2 高等

教育改革進展の現状 と課題,ii」 現状の問題点 と課題,(ア )現 状の問題点」で詳 しく述べている。
ここではこの内容を中心に FDの 概念と教員の能力開発の関連について検討 したい3
教員の研究活動 と教育活動について「 b 学部段階の教育については,一 般に教員は研究重視の
意識は強いが教育活動に対する責任意識が十分でない,授 業では教員から学生への一方通行型の講
義が行われている,授 業時間外の学習指導 を行っていない,学 期末の試験のみで成績評価が行われ
ている,成 績評価が甘 く安易な進級・卒業認定が行われている,教 養教育が軽視されているのでは
ないかとの危県がある,専 門分野の教育が狭い領域 に限定されてしまう傾向があるなど,教 育内容
と教育方法の両面にわた り多 くの問題点が厳 しく指摘 されている。
」 と述べている。 ここでは特 に
教育に取 り組む教員の姿勢や実績 が低 いとい う指摘が されている。教機能力の向上については
「(ア )組 織的な研究 研修の実施」では「 a.カ リキュラム編成,履 修ゃ単位認定の取扱い等の
制度的な改革 も重要であるが,真 に教育の質の充実を図るためには,教 員自身が教育者としての責
任をこれまで以上に自覚 し, 自己の教授能力の向上のために不断の努力を重ね,学 生の学習意欲を
喚起す るような授業を展開してい くことが必要である。
」 としている。
また,H〕 活動の必要性については「 2」 教育方法等の改善―責任ある授業運営 と厳格な成績評
価の実施一 ,i刊 教員の教育内容 授業方法の改善」 において「各大学は,個 々の教員の教育内
容 方法の改善のため,全 学的にあるいは学部 学科全体で,そ れぞれの大学等の理合

目標や教
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育内容

方法 についての組織的 な研究 研修

(フ

アカルテ ィ デ ィベロ ップメ ン ト)の 実施 に努 め

るもの とする旨 を大学設置基準 にお いて明確 にする ことが必 要 である。
」記述 してい る。 このこと
からも大学教育 の質 に対する危機感が FD活 動 の促進へ の ドライブとなってい ることが明 らかであ
る。
組織 として取 り組 むべ きこと,FD活 動 を直接的 に記載 した箇所 を見ると「 b

大学が これ ら

の多様 な要請等 にこたえ,よ り質 の高 い教育 を提供 してい くためには,4固 々の教員の努力 はもとよ
り,大 学あ るいは学部

学科 としての教 育目標 を明確 に示 し,そ の 目標実現 のための授業科 目の 開

設及 びカリキ ュラムの編成 を行 い,各 教員 はその趣 旨に沿 った授業内容
連 の取紅 が必要である。
」,「

c

その ような組織的 な教 育体制 の構築 の一環 として,個 々の教員 の

教育内容 授業方法 の不断 の改善 のため,全 学的あ るいは学部
念

目標や教育内容

方法 を決定す るとい う一

方法 につい ての組織的な研究 研修

(フ

学科全体 で,そ れぞれの大学 の理
ァカルテ ィ デ ィベ ロ ップメ ン ト)

を実施す ることが重 要 になっている。一部大学 でこ う した取紅が結 についた ところであるが ,大 学
全体 としてはい まだ不十分な状況にあ る。 この ような取組 を行 うことは,教 育研究 の不断の向上 を
図 るため に大学が本来的にそ の寅務 として行 うべ きもの」 と明記 している。 つ まり,組 織 として大
学 の教育理合へ の取 り組 みを提起 してお り,こ こでは広義 の FD概 谷 を挙げてい ると考 えられる。
先 の教員個人 に対する記述では教育方法などに特化 した記述が されてお り,FDの 狭義概合 にあた
ると考 えられる。
このよ うな考 え方 をさらに発展 させた内容 として以下 のような記述がある。「 (イ
ける取紅」 では「

教育内容

)学 協会等 にお

方法 の改善 のための研究 研修 については,大 学 ごとに実施 に努

めるほか,専 攻分野 ごとに学協会等 にお いても積極的 に取 り組みその結果 を大学教育 に反映 させ る
ことが期待 される。 さらに,大 学団体や学協会等 にお いて大学教員 の教育能力向上 のための研究
」と
所1参 プ ログラムの研究開発 を進め,各 大学 にお い てその活用 を図つてい くことも有効 であ る。
してお り,教 員 の能力開発 を視野 に入れてい ることがわかる。
「大学設置基準等 の改正 につい て (答 申)平 成 11年 9月 6日

Jで は「 I 大学設置基準改正要

細 ,第 三 教育内容等 の改善 のための組織的な取組 に関す る事項J中 で「

大学 は,教 育内容及

び教育方法 の改善 を図るため の組織的な研修及 び研究 の実施 に努 めなければならない もの とするこ
と。
」 とした。
この後 に提出 された「 グローバ ル化時代 に求 め られる高等教育の在 り方 について (答 申)平 成12
年 11月 22日 大学審議会」 の「 (4)教 員 の教育能力 の向上及 び教育 の質的向上 を図るための評価
認定 ,(教 員 の教育能力 や実践的能力 の重視 )」 では「教員 の教育能力 の向上のためには,各 大学 に
おいて,昨 年度新 たに制度化 されたファカルテ ″ デ イベ ロ ツプメン ト (大 学 の授業 の内容及 び方
法 の改善 を図るための組織的な研究及 び研修 )の 実施 を推進す る必 要がある。 また,教 育課程 の編
成,実 施 ,個 々の教員 の授業運営 ,成 績評価等教育活動 における一連 の過程 に関 して,教 員が ,随
時 ,意 見や情報 を交換 し,そ れ らの改善 を検討す る場 を設けることも,教 員 の教育者 としての意識
を高めると同時に教育 の質の 向上 を図 る上で大 きな効果がある と考 えられると
」 と述べ てい る。

有本は「Facultyと 言う言葉が,組 織としての学部や教官団を指す一方で,個 人としての教員を
さすために,大 学教員の能力開発を意味すると理解されている場合が多いためであるよ
」,「 FDは

,

一般には広義と狭義の解釈が成 り立つ。 広義には,研 究,教 育,社 会的サエビス,管 理運営の各
側面の機能の開発であ り,そ れらを乞括する組織体 と教授職の両方の自已点検 評価を含む。具体
的には,① 大学の自己評価機能の開発,② 個人と組織の研究機能の開発,③ 個人と組織の教育機能
の開発
実現

(大 学教員研修),④ 個人と組織の社会的サービス機能の開発,③ 教員人事機能の適正化の

(大 学教員評価),⑥ 管理運営機能 (マ

ネジメン ト能力),② 教員のライフコース,ラ イフサイ

クルの見直し,な どが考えられる。
J,「 狭義の FDは 諸機能のなかの主に教育機能 (③ を軸に③ЭЭ
など)に 焦点を合わせる」 としている。
これ までの考察 か ら,FDが 不明瞭になるのには次 のような原因があると考 える。その第 1は

FD

が改善活動 であ り,成 果の挙 がる教育 を目指す活動 と言 うことか ら大学 の 自己点検評価 と切 り雄 さ
ず に議論 してい ることである。製造職場 で言 えば QC活 動 によって職場改善 を しようとしてい るの
と類似 してい るとい えよう。確かに成果が挙がる こ とが狙 いで あ るが ,こ のことをもって企 業評価
を高める とい うことでは ない し,自 己点検 のため に職場生産性 を挙 げ よ う として い るわ けでは な
い。 自己点検 評価 はあ くまで も自らを啓発 し,生 産性 を挙げる契機 で ある。FD活 動 にとって成果
が 日標であって,契 機 であ る 自己点検評価の論理 とは果なると考 えたい。 まして,採 用や人事 とこ
の FD活 動 を重ねて考 えるのは筋道が異なる。採用や人事 はその職場 に必要な人材 はどの ような人
物 かを議論する。組織 としての生産性 を挙げるのであれば論理 として成 り立うが ,個 人を置 い て考
えるのは妥当 しない だろ う。第 2は

FD活 動 の対象が教員個人に向けられるか,組 織 に向けられる

かで内容が異なる。個人で あれば明解である。教員 の力量 の向上が問題 となる。 しか し,組 織 であ
れば組織 の状況が妥当でないか,活 性化 しないか とい うよ うに組織 自身の問題性 を議論 しなければ
ならない。一 義的 には組織 ははず して考 える ことの方 が考 えや す い。その よ うな組織 を 作 るの も

個々の教員であり,教 員自身が向上すれば組織も向上する。手法 として,組 織を通 じて教員の力量
の向上を図ることはあ りうるが,FD活 動のターゲットを組織 に設定することには無理があろう。
第 3は

FD活 動が教育の質的向上を掲げることによって,研 究活動の引き下げにつながると考 える

考 え方である。つ まり,教 育活動 と研究活動を対置 して考える構造その ものが,FD活 動の本質に
反することとなる。本来,大 学における研究活動は教育活動と切 ?て も切 り離せない関係にあるは
ずである。研究が促進されれば教育内容や教育の質が向上する。また,教 育の質的な向上が図れれ
ば研究活動の向上につながる。ただ し,こ れは本質的な教育と研究のかかわ りであって,表 面的な

かかわりである場合には,こ のようなことは全く期待できない。講義を担当する教員の中には研究
が1忙 しいのでよい講義ができないと言われるが,こ れは後者の例である。他方,講 義のための教材
研 究 を して い て,研 究上 の よい手 がか りが得 られ た とい う教 員 もあ る。 これ は前者 の例 で あ る。教

育と研究は二者択一ではない。この論理から推論すると研究大学であればある程,教 育大学になる
とい える。基 礎 と臨床 のかか わ りもこの 問題 と類似 の様相 を示 して い る。 この発想 が大学教員 には
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なかなか受け入れられないことが多い。
この ように考えてくるとFD活 動 は教員個人の能力開発を行いながら,組 織 としての力量をも高
める。また,評 価 は契機 としてのみ扱い,FD活 動その ものが 目指す成果の追求とは分けて考 える
ことにしたい。そして,教 育 と研究を一体的に行う機関が大学であることを前提にとらえてい くこ
とが必要である。企業ブランドは社員一人一人の個性,文 化の集大成であると,こ れまでにも述べ
てきた。企業文化が商品に現れ,企 業文化は社員一人一人の個性の表れでもあるざ消費者は企業文
化の現れである商品に対価 を支払うのである。 このように考えると,有 本 (1998)が 述べているよ
うに「教員に求められる資質は,大 学の教育理合そのものであり,大 学の教育理合を実現するため
に教員の存在があ り,そ の資質を開発することが重要であることが理解できる。
」 は妥当な指摘で
あろう。教員個々の能力開発 と大学理合の実現は切 り離すことができないばか りか,能 力開発 を基
礎 に置いて組織の活性化を組み合わせることで大学の機能を発揮できるといえよう。FD活 動は両
者の実現を標榜するものであ り,両 者の有機的な結合によつてよリー層の成果に結実させるように
働いている。もともと個人の能力開発は大学 に所属 してV卜 る以上,組 織へのメリットや組織の機能
と無縁ではあ りえない。 したがって,こ の部分 を分けて考えることは不可能であろう。

5t大 学教 員の能力開発推進 の課題
企業内教育では技術者,研 究者の能力開発がとりわけ後回しにされているという状況が在る。大
学教員の能力開発 も同様の状況があり,こ れまではそのことは先送 りにされてきたといってよい。
技術者,研 究者の場合も大学教員 と同様 に内容の高度専門性,活 動エ リアの限定的展開,業 務評価
の尺度の妥当性など,全 く同様の状況があり,進 んでいるとは言いがたい。製造業では商品が企業
の文化その ものであり,企 業文化は社員の文化の トータルな表現であると言える。 このように考え
ると技術者,研 究者であつても企業文化を担う個人である限 り,相 当程度の能力開発は欠かす こと
はできないだろう。企業の犯罪や企業モラールの現状 を提起するまでもなく,こ のことは自明の事
柄である。
図 7は 大学の機能 と活動 を図にしたものである。先 に示した企業文化 と社員 との関係 を大学 と教
員 という図式で再度考えて見たい。大学の機関 としての目標 は「大学教育理合の実現」 に他ならな
い。 この経営資源は「環境 施設設備 情報」 と「人的資源」,「 経営管理体制」である。 これらを
有機的に使 つて理合を実現す るのである。具体的な働 きかけは「共同 作業」であり,「 発案 提
言」することであったり,「 調査 研究 開発」であり,「 教育指導」で達成 しようとする。働 きか
けの対象は学生,戦 業人,社 会人,地 域社会 企業 団体,国 ・国際社会に及ぶ。この働 きかけが
充実す るためには組織の活動 を活性化すると同時に教職員の能力 資質の向上を欠かすことはで き
ない。意識 と能力の両者 によつて大学そのものの文化,価 値観 を現す ものとなる。大学の評価やHf
判は究極的には大学教職員の力量 と行動 と成果によつて決定付けられる。
現状 を克服するための対処の仕方の第 1は 多様 さを認める社会,高 学歴社会での教職員のあ り方
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の認識 の問題 である。企業 もそうで あるが大学 のような高等教育機関 も含めて高学歴 で,高 度 な専
門性 を有す る者に対する能力開発 の必要性 ,必 然性 にかかる意識が希薄なことに原因があると考 え
られる。 かつ て,高 度 な知識人 と呼 ばれてい る者 はその博学 さゆえに許容 されてい た部分 が あ ると
推測 で きるが,現 代社会では多様 さの上に成 り立 つ以上 , この ような単一で短絡的な思考方法は誤
りを導 くことが多 い。 まず, この部分の認識 を改め,多 様 さを認 める社会 ,高 学歴社会での教職員
のあ り方 を整理する必 要があろう。

第 2に 教職員の評価の尺度を単なる業績評価主義で運用 しないことである。教職員が一定の研究
業績や教育業績を挙げることを評価することはよいが, もともと大学教育理合を実現することが大
学の機能 としての達成度にかかわるのであることを想起すべ きである。大学の教育理合の実現にど
のように貢献 したかで評価すべ きである。このように考えると,研 究業績はその一部分に過ぎない
ことが理解されよう。第 3は 能力開発や FD活 動を展開した結果,実 績主義で トータルにみるよう
になっているかが問われることである。何を学んだか,何 が理解されたか,何 ができるようになっ
たかではなく,何 が実績 として残せるようになったかで見るべ きであろう。通常,能 力開発の成果
は誰に対 してどのような能力を身に付けさせたかで考 えるが,こ れは結果に結びついた成果ではな
いのである。このように能力開発で大学の機能 働 きの何が展開で きるようになつたか,そ れは社
会他でどう評価されているかで見るべ きである。 このように意識をシフトさせることで違 った取 り
組みが可能となる。大学 と教員の関係が,教 育 と研究の関係のように,見 事 な相互不可欠の関係 と
して明確に見出せるならば大学教員の能力開発はそのステップをさらに査ることが実感で きるに違
いない。
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