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はじめに 

2007年5月，財務省は国立大学の補助金（運営

費交付金）について，競争原理を加味した試算を

まとめ，財政制度等審議会（財務省の諮問機関）

に提示した。運営費交付金は，各大学の基盤的経

費であり，現在の配分方法では，教職員数など規

模によって大枠を決めるが，科学研究費補助金の

獲得実績に応じて配分しようとするものである。

試算によると，87ある国立大学の内，一部の大規

模な総合大学では運営費交付金は増えるが，地方

の国立大学，人文社会科学系，特に教育系の大学

など74大学で減額となり，最大91%減額される大

学もある。 

6月6日に，財政制度等審議会は，平成20年度

予算編成の基本的考え方について，財務大臣に建

議した。文教・科学技術分野における歳出改革へ

の取組みでは，国立大学予算を巡る課題として，

国立大学法人が高等教育において果たすべき役割

の再検証が必要なこと，運営費交付金の配分ルー

ルについても2010年度以降の第2期中期計画を念

頭に，大学の成果や実績，競争原理に基づく配分

へと大胆に見直す必要がある，としている。１） 

大学図書館が評価を行う目的の一つは，所属す

る大学や利用者，広く社会に対して図書館の有用

性を示すことにより，図書館にとって必要な財源

や職員を確保し，図書館サービスの充実，高度化

を実現することである。配分方法の見直し内容に

よっては，国立大学の図書館にとっても大きな影

響を与えることになる。 

この競争原理の導入は，現在，国立大学が直面

している評価システムの2010年度以降の第2期中

期計画を念頭に置くことになっているが，成果主

義の考え方が強くなると，国の財政事情が高等教

育政策よりも優先して考えられていく可能性もあ

る。 

今日，大学図書館は，さまざまな評価と向かい

合っている。（図１） 

その主たる要因は，1990年以降の高等教育政策

にあり，大学図書館は，大学改革に伴って点検・

評価活動を展開してきた。 

まず，1991年に文部省（当時）の「大学設置基

準」が大幅に緩和された。この大綱化により大学

の自主性が高まるとともに，各大学は自らの責任

において教育・研究の質を維持していかなければ

ならなくなり，大学における自己点検・評価活動

と，その結果を広く社会に公表することが努力義

務となった。 

その後，1998年に大学審議会による第三者評価

システム導入の提言があった。1999年には「大学

設置基準」の改正により，自己点検・評価の実施

と結果の公表は，努力義務から義務となり，結果

に対する学外者による検証の努力義務化などを経

て，2004年からは，学校教育法の改正により，す

べての大学は，国から認証された評価機関の評価

を受けることが義務化された。 

本稿では，大学をめぐる評価がいっぱいの今日

において，大学図書館とさまざまな図書館評価と

の関係，図書館評価の概要，関連する事項につい

て述べる。 

 

１．国立大学法人評価 

2004年4月1日から，国立大学は，大学ごとに
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法人化され，国立大学法人が設立されることにな

った。 

国立大学法人法２）では，文部科学省に，国立大

学法人等の業務の実績に関する評価等の事務を処

理させるため，国立大学法人評価委員会を置くこ

とが定められている。 

文部科学大臣は，6 年間において国立大学法人

等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標

（Objectives）として定め，これを当該国立大学

法人等に示すとともに，公表することになってい

る。実際には，中期目標は，あらかじめ各大学の

意見を聴いて，それに配慮して作成することにな

っているため，具体的な内容は各大学が原案を作

成している。各国立大学法人は，中期目標を達成

するための計画を中期計画（Plan）として作成し，

文部科学大臣の認可を受けなければならない。ま

た，中期計画に基づき年度計画（Do）を定め，計

画の進行状況を検証（Check）している。 

中期目標で定められる事項は，次のとおりであ

る。 

・教育研究の質の向上に関する事項 

・業務運営の改善及び効率化に関する事項 

・財務内容の改善に関する事項 

・教育及び研究並びに組織及び運営の状況につい

て自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る

情報の提供に関する事項 

・その他業務運営に関する重要事項 

国立大学法人評価委員会は，大学の教育研究の

特性に配慮して，毎事業年度及び中期目標期間に

おける業務実績について，事後評価を行うが，教

育研究については，大学評価・学位授与機構の評

価が尊重される。なお，評価の結果は，運営費交

付金の算定に反映される。 

各国立大学では，実績報告書等を作成し，国立

大学法人評価委員会に提出する。 

実績報告書は，中期目標の達成状況の報告と学

部・研究科等の現況調査表により構成されるが，

大学全体で1つの報告書となるため，図書館に関

連した項目は，あまり多くは記述されない。 

例えば，名古屋大学附属図書館の場合，2006年

度の実績報告書では，図書館に関連した項目数は

表１のとおりであり，大学としての実績報告書に

は，わずか2箇所だけの記載となる。 

図書館内の手続から見ると，大学全体の中期計

画に基づいて，図書館としての中期計画，年度計

画を立て，しかるべき委員会での審議を行い，計

画の進行状況についても審議を行っている。 

この作業を，大学全体としての年度計画，計画

の進行状況についても行い，実施報告書案に対す

る図書館としての意見を提出する。 

計画の進行状況の検証のため，数値目標を入れ

た根拠となる資料も作成し，大学に提出している。 

図書館としての中期計画，年度計画が詳細なほ

ど，これらの作業は膨大なものとなる。 

 

２．認証評価 

2004年度から，大学は教育研究等の総合的な状

況と専門職大学院の教育研究活動の状況について，

一定期間（7 年以内）ごとに，文部科学大臣の認

証を受けた評価機関（認証評価機関）による評価

を受けることが義務づけられた。 

認証評価の目的は，大学を定期的に評価するこ

とにより，教育研究等の質を保証すること

（Accreditation）と，評価結果を各大学にフィー

ドバックすることにより，教育研究等の改善に役

立てること（Evaluation），及び大学の教育研究活

動等の状況を明らかにし，社会に示すこと

（Accountability）により，公共的な機関として

大学が設置・運営されていることについて，広く

国民の理解と支持が得られるよう支援・促進して

いくことである。３） しかし，認証評価機関は大

学を評価するが，大学を認証するということでは

ない。 

認証評価機関としては，独立行政法人の大学評

価・学位授与機構，財団法人の大学基準協会，日

本高等教育評価機構，短期大学基準協会，日弁連

法務研究財団などがある。 

名古屋大学では，2007年度に，大学評価・学位

授与機構による認証評価を受けるため，機構に提

出する自己評価書の作成を進めている。 

機構の評価実施手引書によると，大学評価基準

は，次の11の基準で構成されている。教育活動を

中心として大学の教育研究活動等の総合的な状況

を評価するためのものであり，基準ごとにこれを
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満たしているかどうかの判断を中心とした評価が

実施される。 

基準１ 大学の目的 

基準２ 教育研究組織（実施体制） 

基準３ 教員及び教育支援者 

基準４ 学生の受入 

基準５ 教育内容及び方法 

基準６ 教育の成果 

基準７ 学生支援等 

基準８ 施設・設備 

基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシス

テム 

基準10 財務 

基準11 管理運営 

基準ごとに，その内容を踏まえ教育活動等の状

況を分析するための「基本的な観点」を設けてい

る。 

このほか希望する大学を対象とする選択的評価

事項として「研究活動の状況」及び「正規課程の

学生以外に対する教育サービスの状況」を設けて

いる。 

名古屋大学附属図書館では，図書館に関連する

基準として，基準５，７，８の次の観点について，

自己評価書への記述を検討している。 

基準５ 教育内容及び方法 

観点 自主学習への配慮，基礎学力不足の学生

への配慮等が組織的に行われているか。 

基準７ 学生支援等 

観点 自主的学習環境（例えば，自習室，グル

ープ討論室，情報機器室等が考えられる。）

が十分に整備され，効果的に利用されてい

るか。 

基準８ 施設・設備 

観点 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教

育研究上必要な資料が系統的に整備され，

有効に活用されているか。 

機構における書面調査及び訪問調査の実施の後，

評価結果（案）の通知があり，意見の申立ての手

続を経て，実施年度の3月には，評価結果の確定

及び公表が行われる。 

訪問調査では，120 分程度の教育現場の視察及

び学習環境の状況調査を行う。学習環境（図書館，

附属教育研究施設，自主的学習・情報教育関係の

施設・設備及び学生寮等）の状況については，実

際の利便性や機能面など，実態を調査し，その際，

各施設において，教職員や利用している学生に対

して利用状況や利便性，満足度等を質問したり，

意見を求めることがあり，また，必要に応じて，

実際に図書館設備等のサービスの疑似体験も行う

こともある。 

なお,大学評価基準を満たしていないと判断さ

れた大学は，評価実施年度の翌々年度までならば，

追評価を受けることができる。 

機構による評価費用は，基本費用200万円＋30

万円×学部数＋20万円×研究科数となる。 

認証評価と国立大学法人評価は，別々の法律に

基づいて，それぞれに目的を持っているが，共通

して利用できる資料の活用など，大学としての作

業の軽減，効率化など，改善すべき点はある。 

 

３．図書館評価と評価指標 

1999 年度から 2005 年度まで，わが国の大学の

85%にあたる609大学で全学的な自己点検・評価が

実施された。国立は87大学すべて，公立は59大

学（81%），私立は463大学（84%）である。 

ただし，結果を外部に公表しているのは，国立

は100%であるが，公立では58大学，私立では442

大学にとどまっている。４） 

一方，大学図書館については，目安ではあるが，

NACSIS Webcat によると，大学図書館が単独で発

行している図書館評価報告書の点数は，およそ図

２のとおりである。 

ここ数年，減少しているのは，従来から自己評

価と外部評価は国立大学が先行し，報告書の発行

も国立大学が圧倒的に多かったのだが，国立大学

法人評価や認証評価への対応により，全学的な評

価活動へシフトしているため，国立大学の発行が

減少し，全体の発行点数に表れたと考えられる。 

名古屋大学附属図書館における経験によると, 

国立大学法人評価や認証評価では，それまでに実

施してきた日本図書館協会や文部科学省による全

国実態調査，業務統計，自己評価，利用者アンケ

ート，外部評価のすべてにわたり，活用すること

ができた。 

図２



今後も，国立大学法人評価や認証評価の中で，

附属図書館が，どのように位置づけられるかは重

要である。自己評価を裏付ける明確な根拠となる

資料が必要となるため，業務統計だけでなく，戦

略的な項目の選定が必要となってくる。 

大学図書館の評価に際しては，評価指標の適用

などについて，これまでも，さまざまな研究，試

みがなされ，議論を深めてきた。評価指標の有用

性は評価できるが，現実の図書館への適用，普及

という点では，十分な成果を挙げていない。国立

大学法人評価や認証評価を見るとわかるが，図書

館という枠組みを越え，大学という組織の中に位

置づけ直す必要がある。 

 

４．ランキング，大学情報データベース 

高等教育のランキングは，1980年代に始まった

US News and World Reportによる大学ランキング

が最初のものと考えられている。 

わが国においても朝日新聞社が『大学ランキン

グ』５）を発行しており，図書館ランキングも数ペ

ージが充てられている。ランキングの見方による

と，2008年版では，全国の国公私立大学697校の

図書館長宛にアンケートを送付し，回答のあった

643 校分について集計したとあるが，この回答率

92.3%は，かなり高い。集計項目は，奉仕対象学生

1人あたりの蔵書冊数，受入図書冊数，貸出数（学

生），図書館費を指数化したものである。 

図書館以外のランキング項目も含めて，集計項

目は断片的であり，データや根拠資料は第三者の

視点で再構築されているため，結果に過剰に反応

することもないのだが，ランクに入ったり，順位

があがると，ホームページなどで広報する大学も

ある。 

『日経グローカル』では，大学の地域貢献度ラ

ンキング６）を掲載している。2006 年の調査では，

単科大学及び東京都内の大学を除き，全国の国公

私立大学 201 校の学長宛に調査票を送付し，135

校（回答率 67.2%）からの回答を集計している。

大学の組織，制度に関連する設問など4つの設問，

合計15項目にわたり，各項目に得点を設定し，合

計得点（満点は97点）で順位付けしている。 

図書館に関連すると考えられる項目は，地域貢

献に関する協定締結件数，住民向け地域貢献事業

などの開催状況，住民・企業などに開放している

付帯施設（図書館など）の状況である。例えば，

住民・企業などに開放している図書館がある場合，

3点が与えられる。 

『大学ランキング』2008年版の編集後記にある

が，2006年にUNESCO European Centre for Higher 

Educationなどが中心となり，「高等教育機関のラ

ンキングに関するベルリン原則」７）が検討された。 

ランキングの目的・目標が明確であるか，指標

は妥当であるか，指標の算定は透明性があるか，

科学的なデータ収集か，ランキング結果は明確に

理解できるか，など16項目からなる高等教育機関

のランキングにおける質とグッド・プラクティス

（優良事例）についての諸原則である。 

比較対象としてベスト・プラクティス（最優良

事例）の図書館を選び，その図書館と自分の図書

館とのギャップを分析して，そのギャップを埋め

ていくためにプロセス変革を進める手法が，ベン

チマーキングである。自他の強みと弱みを客観的

に明らかにしようとする試みであり，定量的，定

性的に比較することで，判断に客観性をもたせる

ことができる。 

大学評価・学位授与機構では，大学情報データ

ベース８）の提供を 2008 年に予定している。大学

等の自己評価や教育研究の改善，第三者評価等に

対応した作業負担の軽減等が目的であるが，デー

タの入力は各大学が行うことになっている。 

図書館に関連するデータ項目としては，部局図

書館・室数，延床面積，閲覧座席数，職員数，司

書資格者数，図書冊数，学術雑誌タイトル数，視

聴覚資料点数，電子ジャーナル数，年間開館総日

数，開館総時間数，一般公開有無，貸出冊数など

であり，これらのデータ項目は，いずれも文部科

学省の学術情報基盤実態調査（旧大学図書館実態

調査）や日本図書館協会の図書館調査と重複して

いる。 

ベルリン原則にあるように，オリジナルのデー

タの誤りを除去するか，減らす方法や誤りを修正

する方法を組織化することが必要であり，この点

を考えるならば，文部科学省や日本図書館協会に

よる全国実態調査との連携をはかり，データのリ



ライトによる誤りの発生を避ける方が賢明である。 

 

おわりに 

大学基準協会の広報誌に，やはりそうなのか，

と納得した記事があったので，少し長くなるが引

用する。筆者は大学基準協会副会長である。 

 

“近時，大学基準協会は，他の認証評価機関と

の競合のなかで，その存在意義が問われている。

各大学は，自己点検評価と認証評価申請にかかる

コストの過重さを訴えている。確かに，「この苦し

みに比して，どれだけのメリットがあるのか」と

の問に対して，各認証評価機関とも一般論はとも

かくとしても，各機関にとって特有なメリットと

して「これと明言できる」ほどの回答を用意して

いない状況下にあると思われる。それでもなお各

大学は，認証評価を受けるべき法的義務の履行と

いう側面は看過できないにしても，それに加えて，

大学間の厳しい競争的環境のなか，ステークホル

ダーとの関係で情報公開や説明責任をはたすべく

努めている。”９） 

 

国立大学法人評価は，次期（2010年度から）の

中期目標・中期計画との関係など制度設計が決ま

っておらず，認証評価も始まったばかりである。 

評価する側も，同時に評価される側となるのだ

が，評価システムそのもの，さまざまな評価シス

テムの関連についても，きちんと議論し，評価し

ていく必要がある。 
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表１ 図書館に関連した中期目標・中期計画・年度計画（名古屋大学の場合） 

 

 項目数 内訳 

実績報告書 ２ 

教育研究等の質の向上に関する特記事項 

社会連携・地域貢献，国際交流等の推進                   １ 

自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項 

情報公開の促進が図られているか                      １ 

↑ 大学の中期目

標・中期計画・年

度計画 

５ 

教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置               １ 

社会との連携に関する目標を達成するための措置                 １ 

学術情報基盤に関する目標を達成するための措置                 ２ 

運営体制の改善に関する目標を達成するための措置                １ 

↑ 附属図書館の

中期目標・中期

計画・年度計画 

８３ 

大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

教育に関する目標を達成するための措置                   ９

研究に関する目標を達成するための措置                  １８

その他の目標を達成するための措置                    ２２

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置      １５ 

財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置            ７ 

自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置  ３ 

その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置          ９ 

 



 

図２ 大学図書館の図書館評価報告書発行点数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

発行年

点数 外部評価

自己評価


