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１. はじめに

卒業生は､ 大学にとって重要な ｢後援基盤｣ であり､
教育・研究・地域貢献をさらに充実させるうえでの潜
在的可能性をもつ ｢戦略的経営資源｣ である｡ 少子高
齢化や経済不況､ さらには大学のユニバーサル化といっ
た不確実性の時代を迎え､ 多くの国立大学は従来以上
に ｢卒業生との関係｣ に関心を払うようになった｡ 第
一期の中期目標期間では80､ 第二期の期間では47の国
立大学が中期計画になんらかの卒業生に関する事業を
盛り込んだ｡ 第二期中期計画では計画数が絞り込まれ､
ルーティン業務が除外される中､ 86ある国立大学の半
数強が ｢何らかの卒業生サービスまたは卒業生による
大学支援に関する事業｣ (以下､ ｢卒業生事業｣ という｡)
を掲げた現実は､ 当該事業が未だ発展途上にあること
を示唆している｡ 国民も我が国の高等教育機関に対し
て､ 生涯に渡って学習し続ける人材の育成を期待して

いる (中央教育審議会, 2008, 2012)｡ 卒業生と大学
との関係性が今後さらに密接になることは容易に予想
できよう｡
概して近年の国立大学､ 特に大都市以外の国立大学
は卒業生に対して寄付・就職支援・管理運営参画等な
どの支援を期待している｡ しかしその一方､ ｢これま
で何もしてもなかった｣ という過去の反省から卒業生
との良好な関係構築を求めている｡ 現在国立大学の発
展途上にある卒業生事業を学術的に検討するうえで､
大学が卒業生を ｢後援基盤｣ や ｢戦略的経営資源｣ と
想定するなら､ 大学と卒業生との関係性や両者が期待
する影響等を具体的に可視化することは基本的かつ不
可欠な取組といえる｡
当該問題意識のもと､ 本稿では､ 国立大学の卒業生
事業関係者に対しインタビュー調査を実施し､ 地方国
立大学を想定した卒業生事業モデルの概念構築を試み
た｡ よって当該モデルの可視化によって､ 同窓会活動
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要 約
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とは異なる未だ一般化されていない ｢卒業生事業｣ の
概念的定義の確立および当該概念の操作化といった学
術的・実践的側面から卒業生事業の発展に寄与するこ
とが本稿の目的である｡

２. 卒業生事業の先行研究

同窓会を研究対象とした文献は数多い｡ 近年では､
高田 (2011, 2012) が国立大学と同窓会との関係を中
期計画等の分析から明らかにしている｡ また進研アド
(2010) のように国公私立大学の卒業生を対象とした
母校への愛着度を調査した研究もみられる｡ しかし､
大学から組織的に独立した同窓会の取組ではなく､ 愛
着度の醸成等を目的とした､ 大学本部が直接的に取り
組む卒業生事業 ｢そのもの｣ を研究対象とすること自
体稀であり､ 事実上緒に就いたばかりである国立大学
の当該事業に着眼した研究文献は､ 大川ほか (2012)
を除き､ 管見の限り見当たらない｡
大川ほか (i bid) は､ 全国国立大学における卒業
生事業の実態をアンケート調査したものである｡ 各事
業の詳細把握はなされていないが､ 調査結果では､ ①
各国立大学は卒業生との相互利益関係の構築を重視し
ていること､ しかし②卒業生を持続的に支援する積極
的意識は希薄であること､ ゆえに③大学への利益誘導
や卒業生の道具的活用に力点を置いていること､ さら
には④都市型の大規模大学に比べて地方の国立大学は
卒業生へのサービス提供に対して関心が低いこと､ が
明らかになった｡ 当該調査結果は卒業生事業における
実施目的と実施プロセス間の不明瞭な因果的関係を示
唆するとともに､ 大学と卒業生との関係を便益の相互
獲得もしく自発的・利他的な相互扶助を前提に議論す

べきか否かを問いかけている｡ その意味で卒業生事業
の概念モデルを可視化することは当該事業の存在にか
かる論理的裏付けを強化することになろう｡

３. 分析の枠組

� インタビュー調査の対象

本インタビュー調査は､ 大川ほか (i bid) の調査
結果から抽出された ｢特徴的な卒業生事業の実施大学｣､
｢卒業生事業に対して問題意識が高いと想定される大
学｣ を対象に実施された｡ なお本調査では､ 学士会を
中心に着実な取組を展開している旧帝国大学は当初か
ら対象外となっている｡ 法人化後急速に卒業生に接近
し､ 課題に直面しながらも当該事業に取り組む､ 多く
の地方国立大学にとって極力親和性ある概念モデルを
提示するためである｡
対象大学は､ ①神戸大学､ ②和歌山大学､ ③岡山大
学､ ④香川大学､ そして⑤千葉大学の五つである｡ 調
査回答において､ 岡山大学および神戸大学は自らの卒
業生事業を大学の特色として位置付けていることから
先行的事例大学と想定した｡ 香川大学は卒業生事業の
現況とそこでの課題を具体的に明示したことから一般
的事例大学として位置付けた｡ 和歌山大学および千葉
大学は他の大学には類をみない取組を実践しているこ
とから特徴的事例のある大学として調査の対象とした｡
表１は､ 当該インタビュー調査の実施時期､ 応対者､
そして各大学の学部数および学生数を示したものであ
る｡ 実務的状況より詳しく把握するため､ 応対者につ
いては特に役職等の指定依頼はしなかった｡ 質問は卒
業生事業の実施背景や具体的な取組内容を端緒として､
非構造化インタビュー形式でおこなわれた｡
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表１ 調査対象大学

大学名 神戸大学 和歌山大学 岡山大学 香川大学 千葉大学

訪問年月 2012年１月 2012年１月 2012年２月 2012年２月 2012年９月

インタビュー
応対者

学長補佐､ 課長､
部局教員

理事・副学長､
課長､ 部局評議
員､ 学長補佐

課長､ 同窓会担
当職員､ 総括主
査

理事､ グループ
リーダー､ サブ
リーダー

理事､ 課長､ 専
門員

担当課 社会連携課 学生支援課 企画広報課 経営管理室
卒業生室
渉外企画課

学部数 11 ４ 11 ６ ９

学士課程
学生数

11,861 4,093 10,243 5,696 10,796

(学部数､ 学士課程学生数については､ 2012年５月１日現在 (各大学 HP参照) である｡)



� モデル構築の技法

概念モデルの構築にあたっては評価理論 (Evaluation

Theory) の ｢ロジック･モデリング (Logic Modeling)｣
という技法を用いた｡ 事業とは何らかの目的を達成す
るための具体的手段である｡ 特に対人サービス型の事
業では､ 当該取組の想定受益者に対し何らかの便益提
供がもたらされ､ それによって当該受益者の意識およ
び行動変容が期待される｡ この行動変容の顕在化が事
業目的の達成となる｡ よって本来､ 事業のなかには､
事業の取組から想定受益者の行動変容に至るまでの過
程を論理的に説明できる仮説が存在しなければならな
い｡ ロジック・モデリングとは当該過程の因果的連鎖
を可視化・図式化する一連の作業行為を意味し､ 当該
行為によって作成された図表がロジック・モデル
(Logic Model) と呼ばれるｉ｡ 政策もしくはプログラ
ム評価において当該行為は主に事業の論理的説得力を
検証し､ 事業化の是非を問う事前評価手段のひとつと
して用いられる｡
ロジック・モデルは､ 事業を概ね四つの基本要素に
分解し､ 事業の因果的連鎖を説明する｡ 具体的にはイ
ンプット (Input)､ アクティビティ (Activity)､ ア
ウトプット (Output)､ アウトカム (Outcome) で
ある｡ これらの要素が ｢もし・・・ならばこうなる｣
(if then) という推論を基に時系列に結びつけられる
ことになる ((財) 農林水産奨励会農林水産政策情報
センター, 2003)｡ 各要素の定義は論者によって若干
異なるが､ Frechtling (2007) を参考にすれば､ 表２
のように整理される｡
ロジック・モデリングは､ 学術理論に基づくモデル
構築を志向する科学的アプローチではなく､ あくまで
その現実活用を重視する簡便な実践的アプローチの技
法であり (西出 2003)､ 必ずしも科学に依拠した因果
的連鎖全体を可視化するものではない｡ よって本稿で
は､ インプットからアウトプットといった事業のなか

で操作可能な段階を表すプロセス・セオリー
(Process Theory) ではなく､ アクティビティからア
ウトカムといった手段・取組から成果・目標までの因
果的連鎖を推論するインパクト・セオリー (Impact

Theory) を中心に､ 当該インタビュー調査の結果を踏
まえ当該モデルの構築を試みる｡ なお､ 各構成要素の定
量的同定については当該モデルの性質上考慮しない｡

４. インタビュー調査の結果

地方国立大学における卒業生事業モデルの概念構築
を想定していることから､ 当該インタビューの結果を､
① 学部等同窓会との連携
② 卒業生への便宜供与
③ 卒業生との協働・卒業生への要請
といった三つの事業性質の異なる観点から大学別に整
理した｡
①および②については､ 直接もしくは間接的取組と
いった相違はあるものの､ まずは ｢卒業生との関係強
化｣ をアウトカムの基本として捉えている点が､ ③に
ついては大学と卒業生との協働作業によるアウトカム
の達成を基本としつつ､ 結果的として ｢当該依頼‐応
諾関係の構築による愛校心の醸成｣ を期待している点
が､ それぞれの特徴といえる｡
なお､ 特に明記されていない限り､ 数値などの情報
は各大学の調査日時点のものである｡ また､ インタビュ
イーからの直接引用は括弧書きで強調した｡

� 神戸大学

神戸大学は､ 卒業生による大学への財政支援・就職
支援を明確に意識し､ 卒業生事業を展開している｡ 現
在は､ 在学生情報を卒業生情報へと自動的に移行する
仕組を検討するなど､ 卒業生事業担当課である社会連
携課が企画評価室や情報基盤センター､ 学務部と連携
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表２ ロジック・モデルを構成する基本要素

構成要素 定 義

インプット 事業遂行のための経営資源｡ 事業費や利用される現物の量を定量的に同定｡

アクティビティ 事業目的を達成するための具体的な取組｡ 取組の具体的規模を定量的に同定｡

アウトプット
アクティビティによる直近の結果｡ アクティビティが提供したサービスの量もしくは直接
介入した対象数､ アクティビティへの参加者数などを定量的に同定｡

アウトカム 事業が期待する目標｡ 想定事業対象者の意識や行動変容の規模を定量的に同定｡

(出所：Frechtling (2007) を参考に､ 筆者作成)



し､ 卒業生との持続可能なネットワーキングに取り組
んでいる｡
① ｢神戸大学学友会｣ の設置

学部同窓会の緩やかな連合体として設置されたのが
｢神戸大学学友会｣ である｡ これは大学本部の直轄組
織ではない｡ また各同窓会の幹事によって構成されて
いることから卒業生が直接構成員になることはない｡
３年前から社会連携課が事務局を担当しているが､ 当
該事務局の経費は各同窓会からの拠出金で賄われてい
る｡ 大学本部が全同窓会のイニシアチブを取れるもの
ではなく ｢大学として指示は出せないが､ お願いすれ
ば同窓会が動いてくれる｣ 良好な関係が両者間にはあ
るという｡
②�１ ｢������｣ の構築

大学本部においては卒業生情報の絶対的不足が問題
視される一方､ 各学部の同窓会は ｢卒業生情報を持っ
ているが､ 個人情報の関係で大学に出せない｣ 状況下
にある｡ 大学本部としては卒業生への直接的な情報提
供を可能とするため､ 卒業生ネットワークシステムを
新たに構築した｡ ｢KU-Net｣ である｡ 登録卒業生に
対して３ヶ月毎にメールマガジンを発行し､ 断続的関
係の維持に取り組んでいる｡ しかし2012年１月現在の
登録卒業生数は5,281人であり､ まだまだ登録数は少
なく､ 相互連絡を可能とする私書箱機能などは十分に
活用されていないという｡ 今後は当該ネット内での教
職員や在学生との交流を地道に強化し､ 就職支援での
積極的活用を検討している｡
②-２ ｢ホームカミングディ｣ の開催

当初は留学生を対象に留学生センターが中心となっ
て開催し､ ３年目以降､ 留学生を含むすべての卒業生
を対象とした全学的な取組として位置付けられた｡
2011年度には1,524名の卒業生を含む2,250名が参加した｡
②-３ 東京オフィスの拡充

東京丸の内の帝国劇場ビル地下１階に東京オフィス
を設置し､ 現在､ 所長１人・非常勤職員３人で運営し
ている｡ 同ビル地下２階に学部同窓会のオフィスがあ
り当初その一角に設置していたが､ ｢大先輩の出入り
が多く､ 若い卒業生は入りにくい｣ との意見を受け､
現在の場所に移設した｡ 以前は同窓会への運営委託で
あったが､ 2011年１月より大学本部が管理・運営を行っ
ている｡ 2011年の利用実績は年間約1,200名｡ 但しそ
の大半は卒業生ではなく､ 東京での就職活動を行う在
学生である｡
②-４ ｢グローバルリンク｣ 事業

留学生とのネットワーク強化のため､ 海外同窓会ネッ
トワークの拠点作りを目指したグローバルリンク｣ 事
業を留学生センターが推進している｡ 現在11の海外支

部が約1,200名の留学生が登録している｡ 会費徴収は
せず､ 海外支部のイベント活動などは大学本部が財政
的に支援している｡
③-１ ｢ビジネスリーダーの会｣ の開催

経済界で活躍する企業役員クラス､ ビジネス界で活
躍している若手・中堅の卒業生と学長・理事が直接意
見交換をする会合で､ 目的は卒業生と大学の相互交流
を通じ ｢東京における神戸大学のプレゼンスを向上さ
せる｣ ことにある｡ 大学の現状や課題､ 将来像を話し
合い､ 併せて､ 幅広い世代・分野のビジネスパーソン
のネットワーク作りの場を提供し､ 神戸大学のサポー
ターを拡大しつつある｡ これまでに都内で３回開催さ
れ､ ３回目の会合には約150人の卒業生が参加した｡
卒業生は ｢東京｣ での交流にビジネス上の意義をかな
り感じているという｡
③-２ 卒業生によるキャリア講義､ 企業訪問

卒業要件にはならないものの､ キャリアセンターが
卒業生を講師としたキャリア科目を開講している｡ また､
基金募集のため企業を訪問する際に卒業生の同行をお願
いしている｡ これらはメールマガジンのような受け身立
場でなく､ 主体性を持って大学活動に関わることで､ 卒
業生自らの愛校心回帰につながっているという｡
③-３ 卒業生アンケートによる情報収集

本学教育の印象など､ 神戸大学が社会的ニーズに対
応できているのか否か確認する､ さらには大学の継続的
改善に資するために卒業生へのアンケート調査を実施し
ている｡ ホームカミンディの開催時に来場した卒業生に
調査の回答を依頼する｡ 過去６回実施､ 総じて好意的な
意見が多いが､ しばしば厳しい意見もあるという｡
� 和歌山大学

｢生涯あなたの人生を応援します｣｡ これは2013年度
の入学案内や学内外に配布されたパンフレット等に記
載された､ 和歌山大学学長自らの ｢宣言｣ (｢2011年－
13年行動宣言｣) である｡ この ｢宣言｣ は､ 学長の学
生に対する想いと自らが率先実行するという決意が強
く反映された内容となっている｡ 卒業以降のケアを在
学生等に学長のメッセージとして標榜する取組は決し
て多くない｡ 同窓会と大学本部との関係性は相対的に
も良好であり､ 同窓会としての就職支援も積極的にお
こなわれているという｡
① 学部同窓会との緊密な連携

和歌山大学では､ 他大学のような同窓会連合会や全
学同窓会は設置されていない｡ 教育学部と経済学部が
100年近い歴史を有しており､ システム工学部や観光
学部は大学全体の組織改革の結果設置された学部であ
り､ その卒業生組織も生まれて間もない｡ 過去におい
ては学部同窓会間での連携不足があったと聞くが､ 現
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在は良好な協調関係にあるという｡ 卒業生名簿は各同
窓会ではなく学部事務によって管理されているため､
卒業生へのアクセシビリティは極めて優れており､ 全
学的情報も定期的に卒業生のもとへ届けられる｡
② ホームカミングデーの開催

ホームカミングデーは､ ｢大学ができる最大限のお
もてなし｣ の一つとして､ また ｢現在の和歌山大学を
よく知って､ 理解していただく｣ といったホスピタリ
ティを強く意識して､ 2010年から開催されている｡ 大
学 HPのみならず､ ２万人以上の卒業生に対してホー
ムカミングデーの案内を直接郵送している｡ 2011年は
かなりの悪天候にもかかわらず､ 152人の卒業生が参
加した｡
③ 卒業生 (特に同窓会) の大学運営および就職支援

同窓会と大学との協働についてはかなり積極的かつ
良好な関係にあるという｡ 例えば､ 大学本部は基金室
顧問として､ 卒業生 (同窓会関係者) を特任教員とし
て招聘している｡ 経済学部では就職担当専門の教員が
配置され､ 同窓会との緊密な情報交換活動が継続的に
おこなわれている｡ その他､ 企業引退者によるキャリ
アサポート､ 同窓会大阪支部・東京支部による就職支
援が挙げられる｡
(３) 岡山大学

岡山大学は11学部で構成される大規模大学であり､
全学的な同窓会組織の充実や各卒業生との関係構築に
取り組んでいる｡ 傾向として各学部の独立意識が強く､
全学同窓会について ｢学部､ 学科､ 研究室の世話になっ
たが､ 岡山大学には世話になった覚えはない｡ 全学同窓
会は何をしてくれるのか｣ との懐疑的な意見が当初は
多かった｡ 近年ではそのような意見も減り､ 全学的連携
に対する理解も得られ､ 一連の取組に対する手応えや
大学に対する卒業生意識の変容も感じられるという｡
① ｢岡山大学同窓会｣ の設置

学部の同窓会組織の緩やかな連携を目的に､ 学長
(当時) のリーダーシップのもと､ 2006年に ｢岡山大
学同窓会｣ が設置された｡ 各学部同窓会からの出資で
運営されている｡ 67,000部にもおよぶ同窓会会報が定
期的に発行されている｡ 各学部同窓会の卒業生ケアは
決して一様ではなく､ 全学的な足並みを揃えるのも容
易ではない中､ 同窓会事務室には専任職員を１名 (再
雇用職員) 配置し､ 当該組織の機能充実を図っている｡
②-１ メールアドレスの提供

卒業生および教職員の退職者に対して g-mailアド
レスを提供し､ 大学情報などを月１回配信している｡
登録者数は約12,000人で､ これまでに計36回の情報提
供をおこなっている｡

②-２ ホームカミングデーの開催､ 東京オフィスの

活用

ホームカミングデーはこれまで２回実施している｡
また､ 東京サテライト・オフィスにおいて卒業生への
施設利用サービスを提供しており､ 主に同窓会東京支
部および関東支部の卒業生が利用している｡
②-３ フォローアップ・セミナーの開催

2010年から卒業生と大学との関係性を深めるため､
卒後約10年の卒業生を対象としたキャリア開発セミナー
のための ｢フォローアップ・セミナー｣ を開催してい
る｡ キャリア開発センターが主宰し､ 東京､ 大阪､ 中
四国､ 沖縄で開催している｡ 当該講師には教員のみな
らず卒業生にも依頼している｡
③ 卒業生による就職支援

毎年秋に卒業生を招いての就職セミナーを実施して
いる｡ 当該セミナーに出席した学生が卒業後に卒業生
講師として参加することも少なくなく､ 理想的な卒業
生－大学の連鎖関係になっているという｡
(４) 香川大学

香川大学は､ 地方大学として卒業生事業を積極的に
展開しながらも自らの取組に対する課題意識を持った
大学であり｡ また､ 同窓会連合会事業の課題として卒
業生や在学生の本学への満足の度合いを挙げており､
今後は､ 不本意入学者に対するフォロー・アップの一
環としても卒業生事業のありかたを検討､ 改善してい
くとしている｡
① ｢香川大学同窓会連合会｣ の設置

六つの学部で構成された同窓会連合会は､ 各学部の
同窓会活動を尊重しつつ､ 緩やかに一本化された卒業
生団体として設置された｡ 運営経費は各同窓会が拠出
している｡ 卒業生情報は同窓会が管理しているが､ 大
学 HPを通じ卒業生が直接新規 (変更) 入力できるな
ど､ 大学本部と同窓会との連携は良好であるという｡
今後は､ 前身校を含め120年の歴史を持つ教育学部や
2003年に香川医科大学を統合して設置された医学部､
あるいは設置15年の新しい工学部といった沿革の異な
る同窓会の集合体として､ 個々の異なる考え方をより
有機的な活動につなげることを喫緊の目標としている｡
② ホームカミングデーの開催

ホームカミングデーは同窓会連合会と大学本部の共
催で､ これまでに計３回実施されている｡ 卒業生が賑わ
い感に触れ､ 母校に対する親近感を抱いてもらうため､
敢えて大学祭の中日に開催している｡ 教育学部が来客者
の年齢層に考慮した当時の写真を展示するなど､ 各学部
は独自の嗜好を凝らした催し物をおこなっている｡
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③ サテライト・オフィスでの出前講座等の開催

香川県内における香川大学のプレゼンスを高めるた
め､ 県内４箇所にサテライト・オフィスを設置してい
る｡ 卒業生に対しては当該オフィスの出前講座への参
加を積極的に募っている｡ 当該オフィスでは在学生に
よる演奏会が開催されるなど､ 卒業生のみならず在学
生に対する母校への関心喚起や､ 受験者数の向上を目
的とした取組が講じられており､ 同窓会連合会との連
携も検討したいとしている｡
(５) 千葉大学

千葉大学は､ 卒業生による大学への財政支援・就職
支援のみならず､ 道州制等の政治的枠組再編に伴う国
公立大学の再編まで見据えた将来的な政治的支援まで
を想定している｡ 具体的事業としては､ 卒業生を軸と
して地域社会や経済界との連携強化､ 大規模な卒業生
アンケート調査の実施､ さらには ｢卒業生室｣ の新設
などの先導的な事例がある｡
① ｢千葉大学校友会｣ の設置

事実上全学組織として設置された ｢千葉大学校友会｣
は､ 学部への想いが強い卒業生が多い中､ 学部同窓会
との連携により全学的愛校心の醸成を目的に設置され
た｡ 当該組織は､ 各学部同窓会組織の代表ではなく卒
業生個人が会員である｡ 年１回総会の開催および校友
会誌の発行のほか ITによるネットワーク強化に取り組
んでいる｡ また留学生担当教員が中心となって､ 中国､
インドネシアで留学生の校友会活動を展開している｡
②-１ ネットワーキング･サービス ｢�����｣ の構築

校友会 SNSとして ｢Curio｣ が開設され､ 教員有志
が中心となって運営している｡ 現在の会員は約3,500
名である｡ 定期的に情報を提供するほか､ Twitterに
も対応している｡ 現在､ 在学生への就職支援や卒業生
の安否確認機能としての活用を検討している｡
②-２ ｢絆ニュース｣ の提供

日常的で卒業生が関心のある ｢カジュアルな母校の
情報｣ をメールで提供し､ 卒業生との日常的関係構築
を期待しているのが ｢絆ニュース｣ である｡ 現在登録
者数が約4,000名で､ 計144回の発信をおこなっている｡
キャンパス近辺の食事処から昨今の箱根駅伝予選会結
果まで､ 親しみやすい情報を提供している｡
②-３ ｢卒業生サロン｣ の開催

｢卒業生サロン｣ は大学祭開催時に来学する卒業生
へのもてなしを目的に毎年設置された｡ サロン内では
在学生によるアテンドや古い卒業アルバム等の展示が
おこなわれている｡ 毎年の来場者は約200名､ リピー
ターの卒業生も多く評判は良いが､ 小会議室での開催
ということで､ スペースの狭さが課題であるという｡
この活動がホームカミングデーへの発展できないか現

在検討中である｡
②-４ ｢卒業生室｣ の新設

｢卒業生室｣ の前身は2007年に設置された ｢基金室｣
である｡ 当初は募金活動に着目していたが､ 募金集め
のみならず社会連携・地域連携の充実が重要と判断し､
2010年10月に改組した｡ 主に校友会や大学本部におけ
る卒業生関連の取組を所掌している｡ ｢卒業生室｣ 設
置の背景には､ ｢これまで大学は卒業生に何もしてこ
なかった｣ という大学側の反省､ さらには ｢やはりそ
の (寄付金) 目的か…｣ といった卒業生側の大学側に
対する疑念があったという｡ その疑念払拭を目指し､
卒業生のためのワンストップ・サービス部門として新
設されることとなった｡
③-１ 千葉大学経済人倶楽部 ｢絆｣ の設置

卒業生との情報交換のみならず千葉市など地域組織
との連携推進を目的に2009年に設置されたのが経済人
倶楽部 ｢絆｣ である｡ 例会は年２回開催され､ 会員は
現在174名である｡ これまでに千葉市の産業振興財団
との ｢学生向けベンチャーカップ｣､ 大学教員が主催
する子供向け企業経営者経験事業 ｢西千葉こども企業
塾｣ などの社会貢献活動に取り組んだ｡ 大学とは別の
任意団体であるが､ 事務局は大学が担当している｡
③-２ 卒業生インタビューの実施

卒業生からの直接的な意見収集を目的に実施するも
ので､ 主に千葉県内に住む卒業生の企業経営者1,000
人を抽出してインタビューを依頼､ その中の応諾者に
対してインタビューをおこなった｡ 近年は病院経営者
にもインタビューを依頼している｡ なお､ 当該取組が
千葉大学経済人倶楽部 ｢絆｣ の設置へとつながったと
いう｡
③-３ 卒業生アンケートの実施

｢国立大学は卒業生に対して何もしていない｡ まず
は関心喚起すること｣ を目的に､ 2007年に75,000名の
卒業生を対象にアンケート調査を実施した｡ 回収率は
約10％であり､ この調査結果は個々の卒業生に郵送す
るとともに webサイトにて公表した｡ まずは無反応
の90％に対する対策を検討しなければならないとして
いる｡

５. 卒業生事業の可視化－概念モデルの提示－

当該調査結果を踏まえ卒業生事業のモデル化を試み
ると､ その主要なアウトカムとされるのが大学の戦略
的発展を支援するステークホルダーとしての卒業生の
活用である｡ そのための基盤整備として､ 当該事業の
実施とともに既存学部同窓会との連携強化に取り組ん
でいる｡
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卒業生事業が期待する卒業生による支援とはどのよ
うなものか｡ それは寄付といった財政的支援のみなら
ず､ 大学有事の際の政治的支援 (千葉大学) まで､ 具
体的な目的から概念的なものまで多岐にわたっている｡
いずれも大学経営力の強化に資する自発的な行動を卒
業生に期待するものである｡ また長期的には､ 各行動
の影響が在学生の就職活動や教育研究体制等への充実､
志望学生の確保から教育を含む在学生サービスの向上､
就職実績の確保といった大学全体､ すなわち入口戦略
から出口戦略に及ぶことを期待する｡ これまでの卒業
生に対する不作為は､ 従来まで自らの戦略的な大学経
営を意識せず卒業生をステークホルダーとして位置付
けなかった国立大学にとって反省すべき事項であり､
近年における卒業生事業の端緒であったといえよう｡
しかしあくまで卒業生事業に通底するのは卒業生への
無償的支援を是とする規範的志向ではなく､ 有形無形
のフィードバックによる経営的資源への貢献を求める

(出所：筆者作成)

直截的な効率的志向であり､ ひいては大学競争力・大
学ブランドの向上のため活躍してくれるであろうといっ
た一方的な期待感である｡ その意味であくまで卒業生
事業の基本は､ 当該目標のため､ すなわちステークホ
ルダーとしての何らかの行動を卒業生に誘発させるこ
とにあるといえよう｡
図１は､ 当該文脈における卒業生事業の基本的モデ
ルを概念的にフロー化したものである｡
ここで基本のモデルを提示したことには理由がある｡
それは各事業の性質を吟味すると､ 最終的アウトカム
が同じ事業､ さらには大学単独もしくは学部同窓会と
の連携で展開される事業であっても､ 卒業生へのアプ
ローチ､ すなわち個々のアウトカム・プロセスが事業
によっては異なるからである｡ すなわち､ アクティビ
ティからアウトカムまでの因果的連鎖を示すインパク
ト・セオリーにおいて､ 少なくとも次のような二つの
概念モデルが構築されるのである｡

卒業生事業の概念モデルに関する探索的考察 －地方国立大学モデルを想定して－ 31

図１ 卒業生事業の基本モデル



(１) 利他的モデル－ボランタリー・モデル－

インパクト・セオリーの相違に基づく第一のモデル
は､ 卒業生の利他心に訴えるモデルである｡ すなわち
母校への愛校心を醸成させ､ もしくは刺激し､ ひいて
は卒業生自らのパターナリズム的思考を喚起し､ 自発
的支援を引き出そうとするものである｡ 具体的には､
メールマガジンの提供 (神戸大学､ 岡山大学､ 千葉大
学) やホームカミングデーの開催 (神戸大学・和歌山
大学・岡山大学・香川大学) など､ 卒業生に対して具
業生間の関係性の構築・強化に重点を置く､ 決して直
接的見返りを求めないホスピタリティを重視したアプ
ローチである｡ 当該取組を継続的に実施することで
｢いつの日か｣ もしくは ｢有事の際｣ に何らかの大学
支援を期待する当該モデルは､ あくまでボランタリー
な意識・行動変容に依存する卒業生事業モデル (以下､
｢ボランタリーモデル｣ とする) といえよう｡
図２は当該モデルを概念化したものである｡

(出所：筆者作成)

(２) 卒業生との契約によるモデル－パートナーシッ

プ・ モデル－

第二のモデルは､ 大学と個々の卒業生とが自由意志
に基づき契約を試みるモデルである｡ この第一義的な
目的は､ 大学と卒業生が自らの資源を相互に供与し共
に活動し､ その結果､ 互いの欲する成果を直接的にそ
れぞれ達成することである｡ ゆえに卒業生は自らの資
源供与や活動の対価を､ 大学側は卒業生の利他心に依
存することなく卒業生との協働によって想定アウトカ
ムを獲得することできる｡ 具体的には､ 卒業生が仲介
した地元企業や卒業生が経営する企業との共同研究も
しくは地域貢献活動 (千葉大学)､ または財界を中心
とした卒業生との意見交換会や同窓会クラブの運営
(神戸大学・千葉大学) などが挙げられる｡ したがっ
て当該モデルは､ 前者においては卒業生側がビジネス
活動の業績､ 大学側が社会貢献活動の実績として､ 後
者においては卒業生側が厳選された人的ネットワーク
の拡大の場､ 大学側が就職状況等の情報収集の場とし
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図２ ボランタリー・モデル



て､ 共に win-winのパートナーシップを構築できる
モデル (以下､ ｢パートナーシップ・モデル｣ という)
といえよう｡ また win-winの活動プロセスの副次的
産物として､ 当該卒業生の愛校心の向上に資すること
も期待されよう｡
図３は､ 当該モデルを概念化したものである｡

６. 概念モデルの考察

以上､ 地方国立大学における卒業生事業の概念モデ
ルの可視化を試みた｡ 結果として当該モデルが地方国
立大学としての独自性を示すには至らなかったが､
｢ボランタリー・モデル｣､ ｢パートナーシップ・モデ
ル｣ といった概念モデルを､ それぞれのアウトカム・
プロセスの相違から提示することができた｡
しかし､ 法人化前まで卒業生を軽視してきた国立大
学にとって､ 特に戦後まもなく旧制専門学校､ 旧制師
範学校等の統合といった新制大学の沿革によって学部
主導の同窓会が形成され､ 今後の財政運営に不安を抱
える現在の地方国立大学の多くにとって､ はたして当
該モデルは現実的に機能しうるのであろうか｡ 当該調

査結果を吟味し､ 当該モデルの現実機能をあらためて
考察すると､ 以下のような課題もしくは方向性の検討
を要することが明らかになった｡
第一に､ 卒業生事業を享受できる卒業生数の拡大で
ある｡ これまで大学として卒業生のデータベース管理
を放置し､ 学部同窓会の卒業生情報に依存している現
状において､ 学部同窓会との関係如何によっては､ 個々
の卒業生とのネットワーク構築にかなりの労力を割か
ざるを得なくなる｡ 卒業生事業としてのカバリッジの
脆弱さも克服できない｡ 勿論､ 過去の卒業生情報を如
何にスピーディかつ弾力的に活用できるかは学部同窓
会との信頼関係に頼らなければならないが､ 和歌山大
学のような学部事務による卒業生情報の管理は今後の
先導的事例としてとらえることもできよう｡
第二にとして､ ボランタリー・モデルにおけるイン
パクト・セオリーの高度化､ 構造化である｡ 現状とし
ては､ 各事業のアクティビティがなぜ長期的アウトカ
ムを誘発させ得るのか否か､ その因果的連鎖は曖昧で
ある｡ 自発性に頼るがゆえに卒業生の性善的な意識・
行動変容に漠然とした期待をかけているに過ぎない｡
仮に明らかになった因果的連鎖の現実機能を担保する
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図３ パートナーシップ・モデル



には複数の補完的事業が必要となろう｡ よって事業が
｢やりっぱなし｣ にならぬよう､ 当該アウトカムの達
成度合いを十分検証した上で､ 現行事業を改善し､ ま
たは複数の補完的事業を構築し､ 当該セオリーの高度
化､ 構造化を図るべきである｡ そのためにも就職や寄
付金戦略につながる卒業生へのアプローチを ｢過去へ
の感傷｣ 以外の手法を以って講じる必要があろう｡
第三に､ パートナーシップ・モデルの強化である｡
ボランタリー・モデルは大学に対する ｢想い｣ に訴え
るアプローチである一方､ 当該モデルは､ 感情に関係
なく､ 実利を重視するアプローチである｡ 家庭の経済
事情等による不本意入学は相対的に地方の国立大学に
多く､ 国立大学の卒業生軽視も加わり､ 地方国立大学
卒業生の母校に対する関心は総じて低い｡ したがって
ボランタリー・モデルには期待できない卒業生との距
離感を埋めるためには､ 当該モデルにより大学との接
触機会を持つことが重要である｡ 当該モデルでの接触
を機に当該卒業生と大学との新たな関係の構築が十分
想定されよう｡
最後に､ これは卒業生事業モデル上の根本的な課題
であるが､ 大学と卒業生との規範的関係性の検討であ
る｡ すなわち､ 両者の関係は功利的もしくは利他的関
係において論じられるものではなく､ 自然権的な発想
に基づく関係においても成立するのではないかという
理屈である｡ 大学は自らが入学の承認を与え､ 学位を
提供する｡ 卒業生はその学位を駆使し自らの社会生活
を営む｡ 入学希望者も自らの将来に対する当該学位の
影響力に期待し､ 志望校の門を叩く｡ 学位の取得には
相当の時間と費用を要し､ その取り替えは不可能であ
る｡ 大学構成員は個々の利己的意図を持って在学生と
接することはなく､ 学生個人の成長を期待し､ 教育研
究の教授に従事する｡ ゆえに卒業後も程度の差はあれ､
師弟的人間関係はおのずと継続する｡ このように､ 人
生に大きな影響を及ぼす環境を提供する大学とこのよ
うな機会に遭遇した卒業生の両者の責務として､ 両者
の規範的関係性をあらためて検討すべきある｡ これは
上記二つの提示した概念モデルは根本的に異なるモデ
ルの存在可能性を意味している｡ 実際､ 和歌山大学の
宣言は､ このような規範的発想への現実的接近と想定
できるのではなかろうか｡

７. 結びにかえて

本稿では､ 地方国立大学を想定した卒業生事業にお
ける概念モデルを可視化し､ 卒業生事業に内在する因
果的連鎖を明らかにした｡ 結果として､ 地方国立大学
の独自性とはいい難いものの､ 二つのモデル､ すなわ

ちボランタリー・モデルとパートナーシップ・モデル
といったインパクト・セオリーの異なるモデルを明ら
かにした｡ また､ 当該モデルの現実機能を考察するこ
とで卒業生事業もしくは卒業生と大学との関係性にか
かる潜在的､ 仮説的な課題等を提示した｡ 但し､ あく
まで当該モデルは五つの大学事例から抽出したもので
あり､ 地方国立大学の一般化モデルとして確立するに
は､ さらなる地方国立大学の調査および調査対象大学
の経年変化の追跡をおこなう必要があろう｡
進研アド (2010) は､ 学生生活全般 (｢友人との交流｣､
｢専門的な知識や技術を身に付けること｣､ ｢クラブ・
サークル活動｣ 等) について積極的に取り組んだ学生
ほど母校に高い愛着を持つと指摘する｡ また､ Weerts

and Ronca (2008) は､ ある総合研究大学 (doctorial/

research extensive university) を対象とした調査デー
タに基づき､ 母校に寄付を行っている卒業生の中でも､
学部在学中に学問と深く関わった者､ 当該大学におい
て複数学位を得た者､ そしてさらには母校を支援すべ
きと考えている者ほど､ 大学にボランティア・サービ
スを提供する傾向にあると論じた｡ この意味では､ 大
学は卒業生の支援を期待する策を講じるまでもなく､
在学生へのサポートに全力を注ぐべきであり､ 在学生
のサポートこそが大学の王道といえる｡ しかし､ 直面
する少子高齢社会､ 経済社会のグローバル化､ そして
道州制の推進が叫ばれる中､ 地方国立大学の多くは､
自らの大学経営に危機感を募らせており､ すべてのス
テークホルダーを駆使しても自らの大学力に努めなけ
ればならない｡ ゆえに卒業生は重要な経営資源であり､
卒業生との連携にあたっては従来以上の戦略的な展開
が求められるであろう｡
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注 記

ｉ 必ずしも当該定義の名称は一様でなく､ 評価理論におけるプ
ログラムセオリー (Program Theory)､ またODA評価の実践
におけるロジカル・フレームワーク (Logical Framework)
とほぼ同意義と解することができる｡
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