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C A S E

1

芝浦工業大学

間に、受入留学生数は10 倍、日本人の海外派遣数は8
倍に伸びている。
また、芝浦工大では多様性の重視を掲げているが、

ガバナンス改革と教職協働で
スピーディーな改革を実現
ている理由は何か。村上雅人学長にお話を伺った。

芝浦工業大学（以下、芝浦工大）は、
「社会に学び、社会に貢献する技術者

図表 2

れをとっても、大きく実績を伸ばした。わずか 4 年の

改革の推進
実績

目標

2013 年

2017 年

2023 年

受入留学生数
日本人の留学経験者数
（単位認定）

123 人

1297 人

2820 人

138 人

1046 人

2700 人

グローバルPBLの数

19 ※※

75（海外実施 48 件 、
国内実施 27 件）

7人

15 人

その点では、グローバル化だけでなく、女性の獲得に

外国籍教員数

未定
30 人

も力を入れている。2013年度には文部科学省の「女性

外国語による授業数

75
923
（学部 4、院 71） （学部 477、院 446）

研究者研究活動支援事業」
を獲得し3年間実施したが、

学部の女子学生

1028 人（13.7％） 1254 人（16.4％）

採択 13 機関のうち、唯一の S 評価を獲得している。

常勤女性教員

26 人※

48 人

80 人

常勤女性職員

78 人

88 人

90 人

2015年には東京都の女性活躍推進大賞を受賞した
（工

1620
学生数は未定
（20％目標）

（注）※ 2012 年、※※ 2014 年

学系分野の平均の女性教員割合は3.5％。芝浦工大の場合

方式に変更し、2018 年度以降は学長が候補者を指名し、理

は当時12％）。2017 年5月時点の学部女子学生数は、4 年生

事会が承認することになった。2014 年の学校教育法改正を

267 名、3年生 292 名、2年生310 名、1年生385 名で、女子学

受け、教授会も学長の諮問機関として位置づけられた。一

の育成」を建学の精神として設立され

多彩な競争的資金の獲得と
グローバル化の進展

生数が近年急速に増えており、女子学生の獲得が志願者増

連の改革で、理事長、理事会と学長の連帯感が強まり、学長

た理工系大学である。2006 年の豊洲キ

18 歳人口減少期にも拘わらず高校生の高い人気を集めて

の一因にもなっていることが推察できる。

付託型の大学運営を実現し、学長のもと、教育研究の一貫

ャンパス開設以降の発展がとりわけ目

いる理由の1つは、様々な施策を次々に打ち出しているから

覚ましい。2009 年にはシステム工学部

村上雅人

学長

だ。それは近年の補助金獲得状況を見ても明らかである。

改革の土台としてのガバナンス改革と教員人事改革

した意思決定ラインが形成され、大学改革を迅速かつ適切
に展開する環境が整ったと言える。

をシステム理工学部へ改組し、同年にデザイン工学部、

文部科学省の競争的資金は、現在11プログラム採択されて

こうした着実でスピーディーな改革を下支えしているの

ここに至るまで、特に最初の5 年ほどは、学内からの反対

2017 年には建築学部を設置し、現在は4 学部16 学科となっ

おり、最も元気のある大学の1校として大学関係者の注目度

がガバナンス改革である。2010 年 6月に就任した五十嵐久

もあったという。教授会による運営は民主的だが、時間が

ている。

も極めて高い。私立大学等総合改革支援事業では、5 年連

也理事長が、同年10月理事会に「ガバナンス検討委員会」を

かかるし、多くの工学系の教員は政治的なことが好きでは

筆者は2010 年にも同大学を取材させていただく機会を得

続で「教育の質的転換」
「地域発展」
「産業界・他大学との連

設置したのをきっかけに、進んできた。中央教育審議会組

ない。そこで、
「理工系大学のグローバルスタンダードのた

たが（本誌162 号）、その後の成長も著しい。象徴的なのは

携」
「グローバル化」の4テーマ全てで選定されている。これ

織運営部会で大学のガバナンスの議論が始まったのは2013

めに改革が必要で、意思決定を早くしなければならない」と

2018 年度の志願者数が過去最高の4 万1734人に達したこと

は全国の私立大学の中でも唯一という快挙である。これだ

年6月であり、政策的な議論より先行した改革であった。

話すと大部分の教員は納得してくれた。選挙はある種の人

だ
（図表1）。その人気を表すかの如く、進学ブランド力調査

け様々な競争的資金を獲得できるのは、改革が進んでいる

図表 3には、ガバナンス機構図と近年行われた改革をまと

気取りで、終わった後も学内にしこりが残ることを問題視し

の理系・志願度の順位は、昨年15 位から今年5 位と大きく伸

証と言えるだろう。また2014 年度には、理工系私立大学で

めた。学校法人の適切な運営、事業の継続性、安定性の向

た理事長が学長選挙の廃止を決定し、学長選考委員会が候

びた。18 歳人口減少期に拘わらず、これだけの成長を続け

唯一、スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）
に採択

上を狙い、法人改革が行われた。例えば、評議員会の改革

補を出し、最終的に理事会が決定する方式に変更した。か

され、とりわけグローバル化に

として、①特別な事項を除き、諮問機関とし、②学外評議員

つては学部長が先に選挙で選ばれて、そのあとに学長が選

も力を入れて改革を加速させて

比率の向上（卒業生評議員6 名→ 8 名、学識経験者評議員7

挙で選ばれていたが、それを学長が先に選ばれて、副学長

いる。

名→10 名）、③選任方法の変更（教職員らによる選挙で選任

と学部長を指名する方式にした。以前は行っていた信任投

図表 1
学部別
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（人）

学校全体

25,000

34,321

志願者数推移

工学部

システム理工学部

デザイン工学部

建築学部

33,880

36,649

37,328

31,585
20,000

学校全体
45,000
41,734 （人）

38,972

38,598
33,597

28,858

15,000

40,000

改革の幅広さだけでなく、驚

の評議員を、有識者による評議員推薦委員会が推薦する候

票も現在は行わず、理事会で最終承認する形となっている。

35,000

くのはそのスピードの速さであ

補者を理事会が決定する方式へ）を行った。理事の選挙に

こうした一連のガバナンス改革によって、改革スピードが格

30,000

る。図表 2には、主要項目につ

おいても、職務上理事を除き評議員による選挙で選任して

段に上がったと学長は振り返る。

25,000

いての、SGU 採択前年と現時点

いた理事について、現理事と評議員が構成する理事推薦委

また、教員人事についても変更した。大学組織は人が全

20,000

の実績、2023 年に向けた目標を

員会で推薦する候補者を、理事会が理事として決定する方

てといっても過言でなく、どのような人材を採用するのかは

まとめた。受入留学生数 、日本

式に改め、2018 年 6月に就任の理事からこの方式で選任さ

非常に重要だ。まず、それまで72 歳だった定年を2001年か

人の留学経験者数 、アクティブ

れた理事が着任した。合わせて監事体制も充実させた。

ら段階的に65 歳に引き下げた。
「学生のことを一生懸命考え
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ラーニングを取り入れたグロー

大学内では、①学長選考方法を変更（選挙から選考委員

てといっても、孫ほどの年齢差ではやはり問題も大きい」と

バル PBLの数 、外国籍教員の

会方式へ）するとともに、②学長の下で共に大学の執行責任

話すが、実際に教員の世代交代も進み、教育研究活動も活

数 、外国語による授業数のいず

を行う副学長、学部長、研究科長の選任も、選挙から指名

性化してきた。かつて教員の採用は学科中心だったが、思
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図表 3
評議員会
（諮問機関）
①諮問機関化
②学外者比率向上
③選任方法の変更
（2014 年〜）

理事長

まで数値目標を見ておらず、大学全体の学生数の 30％を

監査室
（内部監査）

理事会
（意思決定機関）

選考方法変更
（2018 年〜）

首脳懇談会

学長
選考方法変更
（選挙廃止）
（2015 年〜）

図表４

Centennial SIT Action

グローバル化するという高い目標に驚き、少し不安にもな
ったそうであるが、高い目標値を掲げないと努力すること

選考方法変更
（選挙→学長指名）
（2018 年〜）

副学長

もなく、いかにして目標を達成できるか、皆で真剣に考え

事務局長
選考方法変更
（選挙→学長指名）
（2018 年〜）

学部長・研究科長会議
（審議機関）

学長室員
（スタッフ）

学長の
諮問機関へ
（2014 年〜）

学部長
研究科長

（学長室会議）

教授会

るきっかけになったという。目標の達成には様々な組織の
事務組織︵︵職員︶

監事
（監事会議）
①3 名に増員
②常勤化
（2015 年〜）

ガバナンス機構図と近年の改革例

研究科委員会・
教授会

附属機関の長

協力が不可欠になるので、各学科に頼んでグローバル化担
当教員をつけた。これは持ち回りではなく、やる気のある
先生を選定するよう依頼したという。同時に、TOEIC※ の
点数・留学生数等 、学科別のデータは全て公表した。進ん
でいる学科と進んでいない学科が浮き彫りになるが、やる
気がある人材が担当教員になっているので、さらに切磋琢
磨する。そうした意味でも、情報公開は大事だという。確

のイメージが強いらしく、
「キャンパスがきれいで驚いた」と

考として専門性が先行し、絞りすぎの人事も多かったとい

では学部長を通じて伝えている。クリティカル・シンキン

かに芝浦工大では財務情報（収支状況）も学校別だけでな

いった感想を聞くことも多いのだという。こうした課題は多

う。例えば、本来であればその学科の専門基礎科目が全て

グとは、できない理由を探すのではなく、どうすればでき

く、学部別に公表しており、驚いた。ここまで公表してい

くの工業大学が共通に抱えているため、2017 年から4 校の

教えられるような人が望ましい場合でも、実際は一部の特

るのかを考えるという発想の転換であり、このマインドを

る大学はほとんどない。悪いことも出して議論し、教職協

工業系大学（愛知工大・大阪工大・広島工大・福岡工大）
と一

化した科目を教えられることが求められているようなことが

教職員に求めてきた。

働でその解決策を探る。このあたりに芝浦工大の強さの

緒に工大サミットを開始したそうだ。今年から東北工大も

秘訣があるのだと見えてきた。

加わり、6 校での共同開催となる。様々なデータを確認する

あった。そこで 2003 年に採用の単位を学部に変更したが、

そして、この 2 つのキーワードを支えるのが教職協働で

と、工業系大学は教育改革を熱心に行っており、就職率もか

学科が上げてきた案を学部長がひっくり返すことは現実に

あるという。教員は自分の学科のことしか見られないこと

は難しい面もあった。2015 年からは公募内容を標準化し、

も多いが、職員は大学全体のことを見ている。学長室会議、

必ず入れる項目を示し、公募を出す前に学部長、研究科長、

教学の最高意思決定機関である学部長・研究科長会議のい

これまでの改革の効果について尋ねてみた。SGUも4 年

大学間で連携・発信してイメージの変容を促し、ひいては日

学長が確認してから出すようにし、学長も書類選考に全て

ずれにも事務の主な部長は出席して意見を言えるし、教授

目になったが、
「予想外 、ここまでくると思わなかった」
「毎

本の工業系大学の国際化を推進し、工学教育の質保証を図

目を通すことにした。教員は英語授業が可能な人を学長の

会運営においても、職員が大学全体の動きを把握している

年大学が変わっていくのを感じる」と村上学長は話す。入

るための協力体制を構築するものである。

英語による最終面接で決定している。2018 年度には外国籍

ので学部長の仕事を適切に補佐できるという。最初からう

学する学生もSGU 事業開始から2－3 年して、少しずつ変

教員を一気に12 名採用。理事長と学長の間で、毎月1回、

まくいっていたわけではなく、かつては重要なことを決め

わってきたという。以前は留学したくないと話す学生も多

首脳懇談会で意見交換をしており、学長が必要だと話すと、

る時に職員を外させることさえあったそうだ。その頃は文

かったが、海外に行ってみたい、そういうプログラムにひか

芝浦工業大学では、2027年の100 周年に向けて、アジア工

理事長が「人事枠を超えて採用してよい」とし、理事会で決

部科学省の競争的資金を申請してもなかなか通らなかっ

れて入学したと話す学生が出てきた。学生だけでなく保護

科系大学のトップ10に入るという目標を設定した。そのため

定したので大量採用が実現できたという。

たという。現在の状況からはにわかに信じがたく、GP 事

者の意識の変化もある。5、6 年前は「留学させて、子どもに

に、
「理工学教育日本一」
「知と地の創造拠点」
「グローバル理

カルチャー・オブ・エビデンスと
クリティカル・シンキング

業（2003 年から始まった文科省の教育改革支援のための競

苦労させたくない」
という雰囲気が多かったが、最近は
「どう

工学教育モデル校」
「ダイバーシティ推進先進校」
「教職協働

争的補助金 、2010 年の行政刷新会議の事業仕分けにより

したら留学できますか」
「いくらかかりますか」と積極的に尋

トップランナー」の5 項目からなるCentennial SIT Actionと

ガバナンス改革に加えて、学長の素晴らしい運営手腕の

廃止）
の採択校を調べたところ、確かに2009年の大学教育・

ねてくるようになった。社会全体がそういう雰囲気になっ

して宣言した。いわゆる中長期計画のように単なるPLANで

効果もまた大きい。お話の中で何度も出てきたのが、この

学生支援推進事業まで採択されていない。教員と職員が

ていることの影響かもしれないが、キャンパスを留学生が歩

はなく、必ず執行するものだという強い思いが「Action」
とい

2 つのキーワードであった。カルチャー・オブ・エビデンス

協力し始めて採択され始め、
「教員にも協力的な人がいる」

き、学内掲示も英語になっている等の変化を、卒業生である

う言 葉にも表 れ ている。100 近い数 値デ ータ
（KPI: Key

校友からも言われるという。

Performance Indicator）
で工程管理し、目標達成に挑む。真

とは、なぜ改革をしなければならないか根拠となる情報を

「職員にも優秀な人がいる」と次第に相互理解が進んで協

開示して説明し、思い込みやいい加減なデータで議論しな

力体制ができ、今では出せば概ね通るような状況になった

いことである。それまでも執行部の説明に対し、ガバナン

ということのようである。

見えてきた効果と課題

しかし、課題もあるという。現在進めている改革が必ず

さらなる発展を楽しみに注視していきたい。

るのにタイムラグがあるのは確かだが、進路指導の先生は

教員に正確に伝わらないこともしばしばあった。そこで最

てもらった。学長はあえて議論に入らず、若手教職員が泊

多忙を極めるため、積極的に宣伝しないとなかなかメッセー
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のグローバル大学を目指して、
「常に前進する文化の醸成」
を
モットーに教職学（教員・職員・学生）協働で取り組むという。

SGU 事業の構想調書を作るときのエピソードも聞かせ
まり込みで素案を作成したという。学長は調書を出す直前

100 周年に向けたさらなる改革へ

しも高校に伝わっていないことだ。改革が世の中に浸透す

スが十分に機能していないと、まさに伝言ゲームのように
初は学長が直接教職員に伝えることを心がけたという。今

なり高い。しかし、イメージがなかなかよくならないのを、

ジが届かない。未だに工業系大学は3K
（きつい・汚い・危険）

（両角 亜希子

東京大学大学院教育学研究科准教授）

※「TOEIC® LISTENING AND READING TEST」
「TOEIC® SPEAKING AND WRITING
TESTS」
「TOEIC® SPEAKING TEST」
「TOEIC® WRITING TEST」
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