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はじめに 

本研究グループでは 2003 年以来、「大学職員の専門性」について、大学職員の現状意識アンケート調

査、学長・理事長アンケートおよびインタビュー調査を実施し、その調査結果を本学会誌等で紹介してきた。

また、本研究グループの定例研究会等でも参加者と論議を続けてきた。 

その中で明らかになったことは、それぞれの大学職員が思い描く専門性の領域・業務・能力が様々であ

り、そのため「大学職員の専門性」に関する定義の混乱を招いていることであった。同様の傾向は、本研

究グループメンバー内でもうかがえ、先行研究においても対象となる大学職員を限定したものは、ほとんど

見当たらないのが現状である。 

したがって、様々な職制・職域を網羅している広義の「大学職員の専門性」を一つの定義にまとめ、専

門性に必要とされる能力を限定し明確に示すことは非常に困難であり、それよりも対象をより限定した取

組を深く行った方が、実践的にも理論的にも効果的であると本研究グループでは判断し、「大学職員の専

門性」をあらためて整理しなおすこととした。 

このような経緯から、今回、本研究グループの「大学職員の専門性」を検討する領域の一つとして、その

対象を「プロフェッショナルである大学アドミニストレーター」に限定し、大学アドミニストレーターの領域、業

務、必要な能力についての理論的枠組を紹介する。加えて、本研究グループ活動の取組が、本学会の目

的である「大学行政管理に携わる人材の育成や大学の発展に寄与する」ことへの一助になることを希望

する。 

 

１．対象となる大学職員 

一般的に「大学職員」とは、大学教員以外の大学に勤務する者の総称として呼ばれているが、その対

象には多くの職域、職階、領域を含んでいる。 

本研究グループでは、「大学職員の専門性」を検討するにあたり、職員の範囲・対象を特定することが

有意であり、大学職員を区分することによって、具体的な業務や専門性の内容を提示することが可能であ

ると判断した。 

この結果、本説における大学職員の範囲・対象は、本学会の開設趣旨や初代会長でもある孫福氏の

研究でも取り上げられている、「プロフェッショナルとしての大学アドミニストレーター」を進化させ、「プロフェ

ッショナルである大学アドミニストレーター」に限定することとした。 

なお、孫福氏の先行研究（１）では、「大学アドミニストレーター」の中に、図１のように職員以外の経営陣

グループ、教員グループのアドミニストレーターを含んでいる。しかし、本説における「大学アドミニストレー

ター」とは、図２のとおり職員グループのみを対象とする。 

図２ 本説の定義 
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（１）孫福 弘「大学改革と経営手法[後編]」Between 2001, 10,（株）進研アド. 2001 年 pp.6～11。  



２．プロフェッショナルとしての大学アドミニストレーター 

「プロフェッショナルである大学アドミニストレーター」の業務領域は、大学の諸活動に関わる全ての事項

を包括し、経営・管理部門および教育部門・研究部門に大別できる。 

「プロフェッショナルである大学アドミニストレーター」の業務は、マネジメントや企画・立案、改革・改善に

関するコーディネートが主となり、具体的な業務領域例を表１に示す。 

本学会の取組により、今後、大学アドミニストレーターの専門性が確立し、専門職としての人材育成が

行われれば、将来的に副学長や担当理事を見越した大学職員のキャリアコースが考慮されることも想定

される。 

このように、我が国の大学においてプロフェッショナルである大学アドミニストレーターの領域・業務・人

材育成が確立されることになれば、大学職員は自ら勤務する大学や業務領域において、これまで以上の

成果をあげるとともに、大学教員や他の専門職と同様に流動性を伴うこととなり得るであろう。 

 

表１ 【業務領域（例）】 

大学アドミニストレーター 

教育部門・研究部門 経営・管理部門 

① カリキュラム・マネジメント 

② 学生支援マネジメント 

③ キャリア支援マネジメント 

④ 留学支援マネジメント 

⑤ 学部・学科改革マネジメント 

⑥ 入試改革マネジメント 

⑦ 図書・情報・メディアマネジメント 

⑧ 研究資金獲得マネジメント 

⑨ 知的財産マネジメント 

⑩ 共同研究マネジメント 

⑪ 研究環境マネジメント 

⑫ 国際交流マネジメント 

⑬ その他 

① 大学のビジョン・ミッション策定マネジメン

ト 

② 財政計画策定マネジメント 

③ 経営分析・評価（ＩＲ）マネジメント 

④ 法令遵守（コンプライアンス）マネジメント 

⑤ 人事・キャリアマネジメント 

⑥ 施設（ファシリティ）マネジメント 

⑦ 収益事業マネジメント 

⑧ 地域貢献マネジメント 

⑨ 環境保全（エコロジー）マネジメント 

⑩ リスク・マネジメント 

⑪ その他 

 

３．プロフェッショナルである大学アドミニストレーターの定義 

これまでの調査・研究や議論を踏まえ、本研究グループでは「プロフェッショナルである大学アドミニスト

レーター」を以下の通り定義する。 

プロフェッショナルである大学アドミニストレーターとは、 

「高等教育や個々の大学の発展に資するために必要な基盤的素養・専門的素養・実践的能力から統

合されたハイブリッドな素養を有し、これを基盤とした的確な情報収集を行い、状況の認知と問題の把握

を正確に行うことにより、大学運営に必要な実践を行うことができる人材」である。 

この定義を個人的能力のキャリアパスを使って詳しく解説すれば、「職業的倫理観に支えられた職業人

としてのリテラシー、高等教育に関する情報や知識、所属大学固有の知識、ＯＪＴやＯｆｆ－ＪＴ、自己研鑽

による実践的能力に加え、スペシャリスト的素養とジェネラリスト的素養の柔軟なバランスによる、ハイブリ

ッドな素養を持つ人材」であると言えよう。 

以上を図式化したものが次頁の図である。 



４．プロフェッショナルである大学アドミニストレーターの「専門性」 
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＜（図３）に関する補足説明＞ 

 
①職業人としてのリテラシー 

情報収集能力や分析能力、調整能力や交渉能力、コミュニケーション能力や文章力、プレゼン能力や企

画力、論理的思考力や自己改善能力、問題発見能力など職業を遂行する上で必要な基盤的能力。組

織人としての一般的エンプロイアビリティを含む。 

 
②高等教育に共通の知識 

高等教育に関する一般的知識で、設置基準など関係する法令等の知識をはじめ教育関連の答申等を把

握し、高等教育を取り巻く背景、現状などの知識。大学人としてのリテラシーを含む。 
 
③所属大学に固有の知識 

高等教育全体に共通する事項ではないものの、所属する大学特有の知識。例としては、建学の精神、基

本理念、長期計画、中期目標・中期計画、年度計画、当該組織のガバナンスや教育研究の特長など。 

 
④各レベルの基盤的素養の向上と実践的能力による発展 

上記①～③の知識等をベースとして、各大学等におけるＯＪＴやＯｆｆ－ＪＴ、自己研鑽などを通じて、高等教

育機関で一定期間経験を積み重ねていく中で、社会的存在としての意識や職業的倫理観、向上心や使

命感に伴う自発的エネルギーに裏付けられた実践的能力により螺旋的に進化する。これらを経て、スペシ

ャリスト的素養とジェネラリスト的素養という一見矛盾する各素養を統合しプロフェッショナルとしてのハイ

ブリッドな素養を備える。双方の素養をバランス又はインバランスさせることで個性を発揮し、大学アドミニ

ストレーターとしての在り方が多様化する。 
 
⑤アドミニストレーターの専門性を構成する素養 

・スペシャリスト的素養・・・ＩＣＴ・ＤＢ、教材開発、公衆衛生、建築、電気、機械、エネルギー、資産管理・運

用、メンタル・ヘルスケア、図書・学術出版、訟務、入試や広報、実験試料作成、キャリアデザイン、知財・

産学連携、人事労務、語学、簿記などの特定分野における知識と実務経験を有するもの。これまで、労

働市場を前提とした流動化が考慮されていた。 
・ジェネラリスト的素養・・・職業人としてのリテラシーで挙げられる資質や能力と表現上は異ならないもの

が多く、情報収集能力や自己改善能力、分析能力や論理的思考力、調整能力や交渉能力、コミュニケ

ーション能力や文章力、プレゼン能力や企画力、問題発見能力など表現上は同様であるが、職業的な知

識と実務経験を積み重ねることによって持っていたこれまでの資質や能力が進化することにより、ジェネラ

ルな思考とマネジメント能力に裏付けられた総合的な企画力、課題解決能力等へとパワーアップしたもの。

これまで、将来のリーダーとして選抜育成されるケースも見られた。 
・ハイブリッドな素養・・・スペシャリスト的素養とジェネラリスト的素養の双方の特性を統合することによって

得られるハイブリッドな素養。これらの素養をバランス又はインバランスすることにより個性的で多様な発

現形態を採る。 
今後、アドミニストレーター職を前提として人材育成が行われれば、将来的に副学長職（Vice President, 
Provost）等を見越したキャリアコースが予見される。 

 

⑥各素養の習得の順序など 

正攻法的に捉えれば、ベースの上に積み重ねていくことが理想ではあるが、能力等の習得の順序は問題

ではなく、スペシャリスト的素養が重視され外部人材が登用される場合などがある。結局は、総合的な能



力として備わっていることが求められる。また、それぞれの能力的内容も時間の経過とともに陳腐化するこ

とがあり、ハイブリッドな素養もベースとしての基盤的素養に還流し、環境の変化に伴い内容の更新が行

われる。 

 
⑦個人の資質や特性との関係 

個人的特性や資質、志気や情熱など客観的に推し量ることのできない精神的部分を外部に説明するこ

とは困難であるため、知識偏重とも捉えかねない表現を用いているが、それらを否定するものではなく、

高等教育という公益性のある職業との関連で社会から負託された職業的倫理観とも関連させ、外部に

表出されるものとして説明を試みている。また、個人的特性や資質と関連した行動特性は、外部に表出

される能力と一体と捉えている。 
 

＜参考＞ 

 

①ジェネラリスト 

マネジメント能力や調整能力等を活用し組織的な活動を取り纏める存在で、コンセプトの対象は人が中心

となる。また、取り扱う内容をマニュアル化することは困難である。 

②スペシャリスト 

専門的知識を駆使する専門分化した特定領域の専門家で、コンセプトの対象はものである。また、取り扱

う内容をマニュアル化することはある程度可能である。 

③プロフェッショナル 

公的使命と社会的責任を負託された職業を担う存在で、スペシャリストの専門的知識を備え組織的にそ

れを包括するジェネラリストの知恵を内包しており、コンセプトの対象は社会である。また、本説でのアドミ

ニストレーターは組織内プロフェッショナルとしている。 

 

 
 

プロフェッショナルである大学アドミニストレーターの 

「専門性」に関するＦＡＱ 
 

Ａ．概念図と専門性全体について 

①大学の理念、目的・目標達成のために全うする力は。 

それはアドミニストレーターの専門性として求められるものではなく、すべての素養を総合して合目的に

構成員全体に求められるものである。 

 

②大学としての組織文化への対応能力はどれに該当するか。 

固有のものであれば、独自性として求められる。なお、本説ではどの能力等がどれに該当するのかとい

った個別事象を詳細に説明しているわけではない。 

 

③これらの専門性を育成するプログラムを念頭に置いた方がよいのでは。人事評価基準も。 

ここでは人事考課からみた養成過程を示していない。組織としては、複線型の職員のキャリアコースを

念頭に置き能力開発を考慮するのが筋である。また、人事考課における評価基準は、各素養の構成要

素としては密接な関係を持っている。 

 

④教員との関係が不明。教職協働の必要性は。 

結果として、教職協働も可能となる。教職協働は実践的な機能であり、専門性を定義づける上での必

要条件であるかもしれないが、十分条件ではない。機能面だけ定義付けることは適切でない。 



 

 

⑤個人の能力か組織が求める能力か。 

サブタイトルのとおり、個人的能力のキャリアパスである。双方に符合する場合を否定はしない。 

 

Ｂ．階層構造について 

①リテラシー等のベースとなる部分には企画力が含まれる。自己改善能力も企画力に含まれる。 

ほぼ同感であるが、企画力にも様々なフェーズがあり、実践的能力が加味された企画力とそうでない企

画力では内容が異なる。上位階層の企画力は総合的な企画力と称すべきであろう。 

 

②所属大学に固有の知識が専門性でないとするのはなぜか。 

該当の部分は各所属機関における経験的積み上げ方式により体得されると捉えている。各大学におい

ては専門性といえるのかも知れないが、それを専門性とする普遍性はない。それは将来の職員の流動

性をも意識したものである。 

 

③リテラシー等のベースとなる部分を全て兼ね備えることは難しい。 

そのとおりである。考えられるもの全てが備わっていなければグレードアップ（パワーアップ）しないことは

ない。現世における諸現象を説明する場合において、全てを網羅することは不可能である。各自で職員

としてのリテラシーを考慮し体得することが求められる。定義は一定であり例外もある。 

 

Ｃ．専門性と人材等について 

①人材論からみれば、人格やリーダーシップ等は重要。 

外部から推し量ることが可能な専門性の定義とは別。気質を捉えているのではない。 

 

②職員全体がそうなるべき必要性があるのか。 

ない。組織内プロフェッショナルを目指す場合は、そうした能力を備えることに躊躇う必要はない。組織と

して多様な方が、仕事が捗る場合が多い。また、職員のキャリアコースとの関係もある。 

 

③最終的に残るのは、スピリットではないか。 

精神性を説明する場合において、個々の心の中を外部に説明し客観視することは困難であるため、外

部に表出される能力的なもの等を標準化することにより、定義付けのためのツールとしている。すなわち、

「結局はやる気が必要」という表層的な精神論を説くことで曖昧に終わらせることは適切ではない。勿論、

精神性の重要性は理解しており、それは一般的なプロフェッショナルの定義でも高度な倫理性を求めら

れるからだけではなく、大学職員とは何か。職員の役割とその在り方は。大学とは何か。といった命題に

突き当たる。それらをブレイクダウンした課題について明らかにしようとしている。 

 

Ｄ．公的資格等について 

①専門性は公的資格に裏付けられるのではないか。 

組織内プロフェッショナルとして、それを前提として成り立つものではない。各種のコンサルタントなどは

公的資格などなくともプロフェッショナルと見なされている。 

 

Ｅ．ジェネラリストとスペシャリストについて 

①高度な専門性を有するジェネラリストはスペシャリストではないのか。 

それこそプロフェッショナルと称してよいのではないか。 
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