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なお、本報告書は、平成 24 年 4 月時点でほぼ完成しておりましたが、一部出席者のご発言の確認

中のまま、編集作業がストップしたままになったものと推測しています。現時点（令和 3 年）か

らの確認作業は困難と思われますので、一部未確認のまま公開を行います。不都合がありました

ら、お知らせください。まだ、内容調査中のものにつきましては、引き続き調査を進めます。 

大学評価コンソーシアム・web 担当者：aricore@ml.ibaraki.ac.jp  
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○実施概要 

この分科会では、「日本の大学評価と IR」というテーマに取り上げ、大学評価と IR 活動の関わ

りに興味を持っている方を対象に、評価担当者の行うデータ収集・分析・提供機能について自己

評価書作成だけを目的とするのではなく、広く大学の運営や改善に影響を与える可能性を議論し

ていきました。 

報告は IR 全般についてと大学評価における IR 機能について２本の報告（本田さん：ニューヨ

ーク大学アルバニー、佐藤さん：福岡大学）とその後のパネルディスカッションをとおして、大

学評価を行っていく上での IR 機能の意味と役割について検討しました。 

第一報告者の本田さんからは、アメリカの大学評価とＩＲとの関わりについて現状報告しても

らい、アメリカから見た視点で日本の大学におけるＩＲの具体化の方策を述べてもらい、第二報

告者の佐藤さんからは、日本の大学評価の現状を踏まえ、必要なＩＲ機能と今後の展望を述べて

もらいました。パネルディスカッションでは、日本の大学評価とＩＲの具体化の観点から、大学

評価にとって必要なＩＲ機能とその学内における位置づけ、具体化に際しての障害と対策、理想

としての形態（目的）についてディスカッションを行ないました。 

 

１．日時 

平成 22 年 8 月 27 日（木）14：20～16：20 

 

２．会場 

九州大学箱崎キャンパス 

旧工学部 本館３階第 10 講義室 

 

３．タイムテーブル 

１４：３０～１４：４０ 趣旨説明 

１４：４０～１５：１０ 講演「評価室から展開する IR の可能性と限界」 

佐藤 仁（福岡大学） 

１５：１０～１５：４０ 講演「米国の Institutional Research の概要と日本への示唆」 

本田 寛輔（IR Analyst, Empire State College, SUNY） 

（休憩 10 分） 

１５：５０～１６：２０ 総合討論 

・質疑応答を中心に、IR の日米の違いなどについて、理解を深めました。 

 

４．参加者について 

参加者は 57 名で、うち 4 名はスタッフでした。アンケート結果については、現時点では所在確

認中です。 
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「評価室から展開する IR の可能性と限界」 

 

福岡大学 人文学部  佐藤 仁 

 

 

「評価室から展開する IR の可能性と

限界」という題でお話をさせていただ

こうと思います。まず、なぜ私がこん

な発表をするか、というところから、

若干説明をさせていただきたいので

すが、私は、今年の３月まで九州大学

の大学評価情報室で助教をしており

ました。４月からは福岡大学で人文学

部の講師をしておりますので、IR を

やっているわけでありません。ですの

で、九大での経験から考えてみたいと

思います。だた、福岡大学では教職課

程を担当しておりまして、ご存じの方もいらっしゃると思うのですが、今年から教職課程を履修

する学生には、全員、履修カルテを作らせるのが義務化されました。その作業には携わっていま

すので、それほど IR からずれているところにいるわけではありません。 

 

 

アカデミックな内容というよりは,フ

ランクな話をさせていただこうと思い

ます。みなさんとイメージを共有でき

ればいいなあ、と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価室から展開するIRの可能性と限界

佐藤 仁（福岡大学）

satohi@fukuoka-u.ac.jp

2010年度大学評価担当者集会発表資料（2010,8,27）
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発表の概要

• はじめに

• 「日本の大学にはすでにIRがある」という議
論をめぐって

– 発表者の立場と腑に落ちない理由

– IRの「支え」

• なぜ評価室がIRをするのか

• 九大大学評価情報室の事例

– 前提となる土壌

– 多方面からの方策とそのレスポンス

• まとめ：評価室がIRを担うメリットとデメリット
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今回いただいたお題は、日本における

IR の可能性を考えるときに、評価に対

応する立場から、どう考えればいいの

か、ということです。具体的にどう展

開できるのか、スキルは何が必要なの

か、などいろいろあるのですが、スタ

ート地点として、みなさんにもイメー

ジしていただきたいのは「そもそも論」

のところです。1 つの議論のきっかけな

のですが「日本の大学に既に IR はある

のでしょうか？」というところからス

タートできないかな、と思っています。 

 

 

この議論は、すでにいろんなところで、

いろんな先生方が指摘をされておりま

して、例えば、大学評価・学位授与機

構の森先生は「データの収集と適時の

提供という機能は、学内のどこかで果

たされてきている」と指摘されていた

り、「それがことさら IR とは呼ばれて

いないこと、データが必ずしも１カ所

に集約されていない」ということでは

「アメリカの IR と異なる」とされてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに

• 日本ではどうやってIRを展開できるか？

• 評価業務はIRにどう関わることができるのか？

• 実際の現場でIRを展開するには何が必要か？

• IR人材にはどんなスキルが必要か？ etc.

2

日本におけるIRの可能性を評価の観点から検討

そもそも論のイメージを共有・議論することから
↓

日本の大学にすでにIRはあるのか？

 

「日本の大学にはすでにIRがある」という議論

• 少なくとも「伝統的なIRの機能」すなわちデー

タの収集と適時の提供という機能は、学内の
どこかで果たされてきているのではないだろう
か。（森 2009）

• アメリカのIRと異なるのは、わが国では多くの
場合、それがことさらIRとは呼ばれていない

こと、データが必ずしも１カ所に集約されてい
ないこと、そしてIRのための専門家が配置さ
れていないことなどである。 （森 2009）

3  
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そのほかのご指摘を見ますと、例え

ば、加藤先生の場合ですと、「本質的な

多様性を考慮すれば、一つの特殊類型

にすぎないはずの米国流の活動が見ら

れないからといって、わが国の大学で

は IR が機能していないと断ずる議論

もやや乱暴にすぎる。」といったご指摘

ですとか、「日本の組織風土や社会経済

環境に根差し、現場職員の持つ潜在力

を起点とした新たな試みが、米国の流

行とは全く異なる形態をとって確実に

成果を上げており、それらは本質的に

IR の進化形に他ならない」というような、つまり、日本には既に IR があるのだ、というような

形に近いご指摘をされている、ということです。 

 

 

それを踏まえて、みなさんには、ぜひ

イメージをしてもらいたいと思います。

これは本質的な議論になると、ドツボ

にはまるというか、IR の多様性という

ことを考えると、なかなか議論が収束

しないので、むしろイメージで十分な

のではないかと個人的には思っていま

す。私の立場ですが、先ほど申しまし

たように（九大の）大学評価情報室に

３年間勤務をさせていただきました。

評価の立場から IRに向けた取り組みを

試行という形でさせていただきました。

私が着任して認証評価が終わって、法人評価の暫定評価が終わって、そろそろ発展的に IR に向け

ていこう、というところだったわけです。私も研究者なので、そこにいらっしゃる小湊先生や他

の室員の先生方と科研費をもらって IR に関する研究を進めて参りました。アメリカに調査に行っ

たりもしました。今年度は、アメリカの IR がどう援用されているのか、ということでヨーロッパ、

オランダに調査に行ったりですね、そういった研究も進めております。そういった立場を踏まえ

て上で、私自身の見解を述べさせていただきたいのですけど、「データを収集してそれをまとめて

執行部等に提示する」という活動ですね、それはもちろん様々な大学に存在していると、私も思

います。九州大学でも、もちろん、評価室がやらなくても他のところでされております。「業務改

善を始めとするボトムアップの活動」ですね、トップダウンで何かをするんじゃなくて、現場に

ある知識などを基に業務改善をしたりですね、教育改善をしたり、経営改善をしたり、そういっ

た活動もあることは、少しは承知している立場にありました。けれども、じゃあ、それが「イコ

• （IRの）本質的な多様性を考慮すれば、一つ

の特殊類型にすぎないはずの米国流の活動
が見られないからといって、わが国の大学で
はIRが機能していないと断ずる議論もやや乱
暴にすぎる。（加藤・鵜川 2010）

• 日本の組織風土や社会経済環境に根差し、
現場職員の持つ潜在力を起点とした新たな
試みが、米国の流行とは全く異なる形態を
とって確実に成果を上げており、それらは本
質的にIRの進化形に他ならない（加藤・鵜川
2010）

4  

発表者の立場・見解

• データを収集して、それをまとめて、提示するという
活動は、もちろん様々な大学に存在する。

• 業務改善を始めとするボトムアップの活動があるこ
とも、少しは承知している。

5

今年の3月まで九州大学大学評価情報室に勤務
→評価の立場からIRに向けた取り組みを試行、研究

「＝日本にはIRがある」という議論に対しては、何か
違和感を覚えてしまう。
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ール」日本に IR が既にある、といった議論に対しては、何か個人的に、評価の立場からすると違

和感を覚えてしまう、というのが私の発表の立場です。今日は、私がなぜこのような違和感を覚

えてしまうのか、といったところを少しでも感じ取っていただけないかなあ、と思っています。 

 

 

それでは 1 つの出発点として、IR の

機能といわれるものから攻めていき

たいと思います。いろんな人がアメ

リカの IR にはこんな機能がありま

す、ということを、８つとか９つと

か１０コとか挙げるんですけど、今

回は、たまたま、この Delaney とい

う人のを挙げているだけで、これが

良いから挙げている、ということで

はないです。単純に８コ欲しかった

だけで、たまたま８コだったのが

Delaney さんの挙げた機能だった、

というだけです。例えば、IR と言え

ば財務分析だよね、とか、エンロールメントマネジメントですよね、とか、学生調査ですよね、

といった機能をみなさん挙げられます。 

 

 

あとで本田さんの方からもあるかも

しれませんが、アメリカの場合ですと、

例えば、A 大学の場合は、エンロール

メントマネジメントと学生調査にち

ょっと偏っているといいますか、こち

らを重視してやっている、といいます

か、ちょっとこっち（右側）に傾いて

やってたりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why?: IRの機能の観点から

教育評価

教員業績評価

学生調査

エンロールメント
マネジメント

その他

レポート作成

計画策定・政策
調査

財務分析

6

Delaney(1997)による機能分類

 

アメリカの場合

7

A大学のIR
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逆に B 大学ですと、財務分析、経営分

析の方に偏って、といったような違い

が見えてくると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じゃあ、それを踏まえて上で、日本に

は既に IR があります、といったような

ことを議論として捉える場合に、日本

の場合、どこを議論しているのかな、

と考えると、この 1 つの（四角の部分

の）機能の部分だけを見て、これをや

っていたら、これイコール IR ですよ、

IR やってますよ、といったような議論

を展開しているように思えてくるんで

すね。例えば、財務分析を１回やって

レポート提出してます。だからうちは

IR をやっています、とかですね。 

 

 

この図を何気なく見ていただいてい

るのですけど、一番重要な部分がある

んじゃないかと思います。どこが重要

なのか、といいますと、この下の部分

だと思うんですよね。ここですね。こ

の天秤を支えている土台ですとか、て

こになっている△の部分ですとかで

すね。そこがないのに IR と呼んで果

たしていいのだろうか、というのが個

人的に思っているところです。ここが

無いのに機能だけがあるから、日本に

8

B大学のIR

 

日本にIRがあるという説の捉え方

教育評価

教員業績評価

学生調査

エンロールメント
マネジメント

その他

レポート作成

計画策定・政策
調査

財務分析

9

IRやってます!!

 

でも。。。。

教育評価

教員業績評価

学生調査

エンロールメント
マネジメント

その他

レポート作成

計画策定・政策
調査

財務分析

10

ここがないのにIR？？
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は既に IR がある、ということに対して、私はちょっと何か違和感を覚えてしまうわけですね。も

ちろん、その IR がある、という議論に対しては、実際されている、ということに対しては否定は

しません。ただ、イコール IR となると、ちょっと違和感を覚えてしまうわけですね。 

 

 

もしこの土台やてこが無い状況だと

バラバラに崩れるはずなんですよね。

よく、分業型 IR という言葉も、最近

あるんですけど、これを分業型 IR と

呼んでいいのか、というと私は呼べな

いんじゃないかと感じています。バラ

バラといろんなことが、いろんなとこ

ろでやられている状況が、果たして IR

なのか、ということですね。 

 

 

 

 

 

 

今の図のところをまとめてみます。私

がなぜ日本にはすでに IR がある、と

いう議論にたいして、何が腑に落ちて

こないところなのか考えてみますと、

先ほどの図でいうと「支え」の部分で

すね。てことなる部分が無い。もうち

ょっと砕けた言い方をすれば、「支え」

とか「てこ」を意識しない、していな

い活動のあり方といったものですね。

そうなってくると、それが IR だとい

うことになってくると腑に落ちてこ

ないわけですね。では、この「支え」

とか「てこ」というのは、何なのか、ということを考えますと、さきほど言ったように、IR って

じゃあどう定義するのですか、といったような非常に難しい問いになってくるわけですね。これ

は、ぜひ本田さんにも議論していただきたい、と思います。よくいろんな論文で、○○の定義に

よると、といったようないろんな展開があるのですけど、でも、なかなか実際、具体化するとき

にイメージが見えてこないじゃないか、ということです。 

 

 

11

分業型IR??

 

つまり、

• 支え（てこ）とは何か？

– 「IRの定義」という難しい問いに

– 「○○の定義によると・・・・」は理解できるけど、イ
メージはできない

• 支え（てこ）の要素は何か？

12

腑に落ちない理由
→支え（てこ）がないのにIR
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でも、ここをもうちょっとつっこまな

いと議論が進まないので、定義という

のをもう少し楽にイメージしてもら

うために、この「支え」や「てこ」の

要素とは何なのか、ということをちょ

っと見てみます。これは、完全に私の

経験ですので、「ここ違う」「それ違う」

というのはみなさんにも議論してい

ただきたいのですが、「支え」や「て

こ」となるには、こういう要素がある

のではないと考えています。一つ目は

持続可能性、ということです。その活

動自体が一時的なプロジェクトで終わってしまうようなものだとしたら、それは果たして IR なの

だろうか、という風に考えます。二つ目は学内有用性ということです。一研究として行われてい

るものが果たして IR なのか、大学の教育研究活動、管理運営をしっかり改善に資するものでなけ

ればならないのではないか、ということです。次に客観性ですね。経験、経験論にたよるのは、

一部分では非常に有効だと思いますが、しかし、それに完全にどっぷり浸かった状態での業務改

善というものは果たして良いのだろうか。それ自体を IR と呼べるのだろうか、ということになり

ます。そして、即時性ということです。IR というのはアメリカのいろんなところを見ていきます

と、すぐに対応できる体制があるんじゃないかと考えています。何か課題が出てきて、これにつ

いて調べて欲しい、ということが出てきたときに、組織だってすぐに対応できる状況、即時性と

いうことですね。最後が反復可能性なのですけど、これは人事異動があっても、誰がやっても同

じ体制に果たしてあるのか、その人がいなくなったら IR が終わり、といったものを果たして IR

と呼べるのかどうか、ということですね。なんか、こういった要素がいろいろあるんじゃないか、

という風に感じております。 

 

 

 

支え（てこ）の要素を考えてみよう

• 持続可能性

– 一時的なプロジェクトではない。

• 学内有用性

– 大学の教育研究活動、管理運営の改善に資するもの。

• 客観性

– 経験論に頼る業務改善ではない。

• 即時性

– すぐに対応できる体制

• 反復可能性

– 誰がやっても同じ体制

13  
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もうちょっとこれを考えてみますと、

これは一体何のことを意味しているの

か、と言いますと、大きく 2 つある、

と考えています。1 つはやはりデータ管

理の問題です。これは一元的な管理体

制、といろんなところで言われている

と思うんですけども、簡単に１コのデ

ータベースを使えばいい、とかそうい

う話ではありません。それよりもっと

体制の問題だという風に考えていただ

ければ、と思います。具体的に言うと、

「そのデータに関しては○○さんのパ

ソコンに入ってますので、○○さんに訊いてください。」といったような状況というのは、一元的

なデータ管理だとは個人的には思っていません。そういった状況をどう脱却するのか、といった

ことにつながると思います。二つ目のポイント、やはり組織的な活動であるかどうか、というこ

とです。さきほど言いましたように、個人の取り組み、一人の人ががんばって IR という場合、そ

の人がいなくなった場合、IR じゃなくなってしまうわけですね。じゃあ、それが IR なのか、と

いうことですね。このような組織の取り組み、まあこれも、じゃあ評価室入れればいいのか、IR

室を入れればいいのか、ということで解決する問題ではないということはもちろん前提です。IR

活動の学内における位置付けですが、いろんなレポートを作るのですが、それが改善に至る部分

の意思決定にまで、どうやって行っているのか、という、IR 活動が学内の組織体制のなかでどの

ように位置付いているのか、というところが明確じゃないと、やはり、なかなか IR と呼びづらい

んじゃないか、ということです。この 2 つを考えますと、評価室を基盤として IR を展開する意味

と可能性というものが見えてくるんじゃないかな、と思います。 

 

 

 

何のことなのか

• データ管理

– 一元的な管理体制（ハードというよりはソフト）

– 「○○さんのパソコンにデータがある」という状況
からの脱却

• 組織的な活動

– 個人の取り組みから組織的な対応へ（必ずしもハ
ードを整えるというわけではない）

– IR活動の学内における位置づけ

14

評価室からIRを展開する意味と可能性

 



佐藤 仁「評価室から展開する IR の可能性と限界」 

12 
 

もう少し具体的に考えてみますと、じ

ゃあ何で評価室が IR をやろうとする

のか、ということですね。まあ、評価

室じゃなくても評価グループでも何

でも結構なんですけど、評価を担当す

る一定のチームなり組織なりが何で

IR をやろうとするのかというと、や

はりこの 2 つの部分あだと思います。

データ管理については、自己評価書作

成において、データの一元的管理が必

要性をみなさん感じていらっしゃる

と思いますし、実際、必要不可欠です。

また、実際の評価に携わる方は、現状

の把握を網羅的にできるんですけど、そこから課題の所在というものが非常に明らかになってく

る。そういうことを評価室は実際にやっている。そして、組織的な部分に関しては、評価対応と

いうのは、縦割行政の中で若干横断的に動かなくてはならないわけですね。さらに組織的に動か

なければなかなか対応できないものですね。そういったことが既にできる、もしくはやったこと

がある組織が IR に興味を持つのは、それは必然だろう、と思います。位置付けに関する問題に関

しては、これはいろいろなケースによりけりなので一概には説明できませんけども、例えば、九

大の評価室の場合ですと、室長は九大の評価担当の理事・副学長です。ですので、我々の意見は

室長を通して、意思決定に直結することも可能である、ということなんですね。そういう位置付

けも明確にあるのではないか、と思います。 

 

 

これらはハードというか、評価室が IR

をやろうとする環境と言いますか、条

件的なものなのですけど、もうちょっ

と具体的に実際に携わった人たちが

「やはり IR は必要だよね」と考える

背景も、もちろんあるわけです。これ

は、この大学評価担当者集会の第２回

のときだったと思いますけど、そこの

アンケートをまとめたものから抜粋し

たものです。評価担当者はこういうこ

とを思っていますよ、というものです。

例えば、「評価に携わるからこそ見えて

くる評価の重要性」というのは、まさにみなさん認識されています。改善のための評価をやらな

いとまったく意味が無いじゃないか、という認識があると思います。また、「計画と評価の連動が

未成熟」であると感じていると思います。特に、計画自体に大きな問題がある場合、評価しきれ

なぜ評価室がIRをやろうとするのか？

15

• 自己評価書作成において、データの一元的管理が
必要不可欠。

• 現状の把握により、課題の所在を認識可能。

データ管理

組織

• 評価対応は、「縦割り体制」の中で横断的に、そして
組織的に動かなければならないもの。

• 意思決定に直結する組織（「室長＝理事」等）として
存在することもできる。（ケースによりけり）

 

評価担当者の思い・苦悩（佐藤他 2009）

• 評価に携わるからこそ見えてくる評価の重要
性の認識

– 改善のための評価

• 計画と評価の連動の未成熟

– 計画自体に大きな問題がある場合も

• 「縦割り体制」ゆえの重複調査の横行

– 同じような調査の蔓延と情報の不共有

• 関係部署とのコミュニケーションの重要性

– コミュニケーションの手段としてのデータ

16  
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ない、ということもひしひしと感じていらっしゃるわけです。「縦割り体制ゆえの重複調査の横行」

されているんじゃないか、ということです。同じような調査がいろんなところでやられている。

聞くといろんなところでやっているんだけど共有されていない、といった状況を感じているわけ

ですね。それで、そういう中で、「関係部署とのコミュニケーション」が一番大事だ、ということ

は評価を担当されている方が一番認識されているんじゃないかと僕は感じています。さきほど言

った条件的なもの、このような思いや苦悩といったソフト的なところがあって評価室が IR に携わ

る可能性や意義といったものが出てくるんじゃないかと思っております。 

 

 

それを踏まえた上で、残りわずかな

時間ですが、ざっと、九大の評価情

報室がなぜ IRに展開していこうとし

ているのか、といったあたりと、具

体的に何をしてきたのか、というと

ころを簡単に紹介できれば、と思い

ます。私は今、ここには所属してお

りませんので、最新の情報について

は、評価室の室員の先生の方に聞い

ていただければ、と思います。 

 

 

 

 

 

まず考えてみたいことは、九大の大学

評価情報室が IR の展開を試行してい

こうというときに当時の土壌も大き

な要因だったと思います。例えば、設

置背景なんですけど、評価室が設置さ

れた背景は、九大の場合、実は評価に

対応するためではないんですね。何が

目的かというと、研究者情報の一元的

な管理体制を構築するためにもとも

とは設置された部署です。やはりそう

いった設置背景がある、というのも理

念的に大きいんじゃないかな、と思い

ます。ですので情報技術に係る専門家というのが、我々の評価室にはコミットしていただいてお

ります。下に書いてある専任教員のうち、１人は必ず情報の専門の方ですし、情報技術に詳しい

先生方も協力教員として携わっていただいております。それで４つめですけど、事務部門ですね。

評価から展開するIR：

九州大学大学評価情報室の事例

17  

IRへの展開を支えた当初からの土壌

• 大学評価情報室の設置背景

– 教員の教育研究等活動に関するデータの一元的
な管理体制の構築

• 情報技術にかかる専門家の存在

• 専任教員2名（のちに3名）という専門的組織
体制

• 企画部企画課（事務部門）との連携

• 室員の評価に対する見解のコンセンサス

18  
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企画部企画課というところがあるんですけど、そことの連携が当初から非常に上手くいっていた、

というところがあるかと思います。５つ目、これは私が入って非常に大きかったのは、職員の方

を含め評価に対する見解が、非常にコンセンサスが取れていた。どういうことかと言いますと、

最初の時期から評価というのは改善のためにあるんだ、ということを全員が認識していたわけで

す。それを全員がどのようにしていけばいいか、というのをまじめに考えていた、という土壌が

あったわけですね。 

 

 

かといってじゃあ IR を目指しましょ

う、と言ったときに、どこから手をつ

けたらいいのか、というのが全く分か

らない、という状況でしたので、我々

が執った方法というのは、IR というの

は、「執行部等からの要望によってデー

タの一元的な管理・活用からレポート

を作成し、提案を行う」と位置付けた

ときに、これをいっぺんにやっていく

のは無理なので、じゃあ何からやれば

いいんだろう、ということでいろんな

策を考えました。例えば、執行部から

要望される存在になりましょうとか、もちろんデータの一元的管理を積極的に進めましょう、と

か、データの重要性を認知してもらいましょうとか、ですね。ツールとして、評価の重要性とか

意義をアピールしながら、IR に向けた展開ができないか、ということをして参りました。 

 

 

それで、さきほど言いましたように、

何からしたらいいのか分からない、と

いうことがありましたし、卵が先か鶏

が先かの議論じゃないんですけど、何

をしたらいいのかよく分からなかった

ので、とにかくスタートしてみよう、

ということになりました。ですので、

「できる範囲で分析レポートを作成・

提案」しました。既にあるデータを使

って、執行部に提案をしてみました。

「データの「居場所」調査」は自己点

検評価のためだけじゃなくてですね、

実際に、どういう部署がどのようなデータを持っているのか、というのを一斉に訪問して聞いて

みました。どういうデータベースを使っているんですか、とかですね。発見した場合には、それ

多方面からの方策

19

• 執行部から要望される存在になること。

• データの一元的管理を積極的に進めること。

• データの重要性を認知してもらうこと。

→ツールとして、評価の重要性や意義をアピール

執行部等からの要望により、データの一元的な
管理・活用からレポートを作成し、提案を行う。

いっぺんにやるのは無理なので・・・

 

卵が先か鶏が先か？：とにかくスタート！

• できる範囲で分析レポートを作成・提案

– 大学院充足率に関するレポート、国費留学生に
関するレポート、etc.

• データの「居場所」を調査

– 発見した場合は、共有に向けて話し合い

• 評価室がデータを有していることのアピール

– 学校基本調査を中心としたファクトブック

• 評価活動を通して見えた課題を積極的にフィ
ードバック

20  
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をなるべく共有しませんか、というような取り組みをしました。それで、「評価室はデータを持っ

ている、そういうところですよ」ということを学内外にアピールする、という意味で学校基本調

査を使ってファクトブックを作る、といったこともやっています。それで評価活動と絡めて言え

ばですね、改善のための評価というところをなるべくアピールしたいので、積極的にフィードバ

ックする。こうしたフィードバックは、評価を担当した教職員だけじゃなく、学部長を含めた各

学部の教職員、さらには執行部の先生方の前で報告するなど積極的に行っていきました。 

 

 

それで、どういった反応が返ってきた

のか。これは個人的にいいように解釈

すればこうですし、悪いように解釈す

ればその程度なのですけど、とにかく

継続的にやりました。私が着任する前

から小湊先生がいらした時から継続的

にされていたということもありますの

で、レポートを出しても「君ら誰？」

という感じから「ああ、評価室ね」く

らいへは反応が変わってきた、と思い

ます。「評価室にこういうデータありま

すか？」という問い合わせがいろんな

部署からくるようになりました。これは、データと言えば評価室だよね、という認識がちょっと

は高まってきたのかな、ということかな、と思います。もちろん、そういうデータを持っている

わけがないわけですね、僕らは網羅的に集めているわけではないので。ただ、そういうような要

望がある、というような状況が出てきました。先ほど言った「ファクトブックには、こういう情

報をぜひ載せてくださいよ」といったニーズというものもいろいろなところから出てくるように

なってきました。これはやはりデータに対する意識が学内の中で少しは高まってきたのかな、と

いう風に感じています。「データを有する部署とのコミュニケーションが促進」されてきた、とい

うこともあります。先ほど言ったように、データの居場所を探していろいろな活動をしている中

で、いろいろなコミュニケーションをしてデータ共有しましょう、とか、データベースをうまく

連結しましょう、とかですね、そういう重要性がいろいろな部署で認識されてきて、コミュニケ

ーションが少しは促進されていったんじゃないかと思っております。 

 

 

 

ポジティブな反応

• 継続的な活動による認識の変化

– 「君ら誰？」から「評価室か」への変化

• 「評価室にこういうデータありますか？」という問い
合わせ

– データと言えば評価室という認知

• 「ファクトブックには、こういう情報を載せてください」
というニーズ

– データに対する意識

• データを有する部署とのコミュニケーションの促進

– データ共有・連結の重要性を認識

21  
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これはあくまでもポジティブな話です

ので、今後の課題に向けて、というこ

とで、評価室の先生にも聞いて、ここ

が今、課題だというところを踏まえて、

最後、まとめたいと思います。私の最

初の定義から言えば、九大の評価室は

IR 室ではありません。IR みたいなも

のをやろうとしている位置づけでいい

のかな、と思います。ただ、英語の名

称は IR 室なんですけど。それは IR み

たいになりたい、という願いを込めて

英語の表記をつけてよい、ということ

だったので、IR オフィスとつけているだけなんですけどね。やはり必要なのは、ノウハウの蓄積

と専門性を向上させていくことだろう、ことでした。例えば、この集会で、いろんな職員の方、

先生の方が情報を共有してですね、どういうことが可能なのだろうか、ということを、この場を

使って是非議論できないかな、と思っています。この四月から評価室が中心になって「大学評価

ポータル」といったものを立ち上げました。これはデータウェアハウスに近いイメージものかも

しれないんですけど、例えば、教務なり、研究なりいろんな部署でデータベースをそれぞれ違う

ものを使っているんですね。そういう現状に対して、いきなり同一のデータベースに書き直しま

しょう、といったことをやるのは無理ですので、各部署が持っている、各部署の業務を前提とし

た上で、データを上手く共有できないか、ということです。そういうことを考えて評価ポータル

というものを立ち上げてみました。ただ、これは気をつけなければならないのは、個人的な思い

なのですけども、評価活動を効率化すればするほど、評価活動が実質化するとは、まったく思っ

ていません。ですから評価ポータルを入れたら評価活動が実質化するのか、といったらそれはち

ょっと違うんじゃないか、と思うんですね。だから効率化、ということはもちろん大事なんです

けど、実質化に向けた部分をどうするのか、ということを考えていかなくてはならないわけです

ね。これが課題になると思います。やはり IR に向けて、というのは、執行部から、どう信頼を獲

得するのか、ということで、かなりポリティカルな話になるのかもしれませんけど、我々ができ

ることはやはり定期的にレポートを出すしかないわけですよね。プレゼンス、と言いますか「評

価室がまた来た、また来た」という程度でもいいとは思うんですけど、そういったことが必要か

な、と思います。これは個人的なイメージなんですけど、IR っていうのは、データで勝負をする

のは分かるんですけど、そのデータというのは執行部の先生方とか、さまざまな意思決定をする

方々の経験論を否定するデータというものも、もちろんあると思うんですね。「それは経験論だか

らだめです、データはこう言っています。」それもあるんですけど、それだけじゃなくてですね、

長年やられている方の経験やイメージなど、そういう方々がお持ちの感覚というものを裏付ける

データの出し方、ということも考えていかなければ、なかなかいろんな人の理解を得るのは難し

いかもしれません。いきなりデータをパッと見せて「あなた違います」では、なかなか信頼を得

ることはできないだろう、と考えています。 

 

今後の課題に向けて（「評価室」から「IR室」へ）

• ノウハウの蓄積と専門性の向上

– 大学評価担当者集会での共有が重要

• 大学評価ポータルの立ち上げを一つの契機

– 多様なデータソースの活用：各部署の業務を前
提に

– 効率化と実質化の追求

• 執行部からの信頼獲得へ

– 定期的な分析レポートの作成・提案

– 経験論を否定するデータだけではなく、経験論を
肯定するデータの活用
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それで最後なのですけど、評価室から

IRを展開するということをやったので、

メリット・デメリットいろいろあると

思います。いくつかあるんですけど、

一つ目は、「大学評価のため」という、

これは下世話な話ですけど、外圧を利

用することで、時にスムーズに動くん

ですよね。「情報を共有しましょう。」

「なんで？」「IR のためです」「IR って

なに？必要性ってなんですか？」って

いう議論になってしまうので、とりあ

えず「評価のためです。評価は改善の

ためです。改善のための IR やります。」という風に、評価を上手く利用して IR をやる、とうこ

とは可能になると思います。ただし、これは評価のための IR というような感じに目的がおかしく

なる可能性もあるので、そこは危険性があるのかな、と思います。次に、やはり横断的な活動が

しやすい、といったこともあると思います。新しい活動がしやすい、といったことだと思うんで

すけど、ただ、これというのは、さきほどいったように既にある業務を否定する、ということに

つながりかねないので、「仕事を取られる」と勘違いされる可能性もあるので、そこは先ほどいっ

たように経験論といったもの完全に否定する、というやり方は確実に間違っていると思います。

また、評価室という組織自体が、不安定な組織なので、なかなかこの継続性というものが難しい

かな、と思います。３つ目は、今、言ったこととも絡むんですけど、評価室が IR をどんどん展開

していくと、やはりデータ管理・評価の専門性がどんどん高まっていくと思います。でも、それ

っていうのは、一方で、学内の「現場」からどんどん離れていってしまう可能性もあります。評

価を経験されている方、というのは教務の現場にはいないですし、経験されたことはあるかもし

れませんが、その場の現場にはいないわけですね。あくまでも評価の立場で対応しているわけで

す。なので、この学内の「現場」から離れていってしまう、という危険性を考えなければいけな

いんじゃないかな、という風に感じております。すみまえん、雑駁な話になってしまいましたが、

以上で報告を終わりにしたい、と思います。 
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• 「大学評価のため」という外圧を利用することで、時
にスムーズになる。

⇔評価のためのIRへの危険性

• 横断的な活動がしやすい（新しい活動がしやすい）

⇔「仕事を取られる」と勘違いされる可能性

⇔不安定な組織ゆえの不安定な土台

• データ管理・評価の専門性が高まる

⇔学内の「現場」から極度に離れる危険性

 



佐藤 仁「評価室から展開する IR の可能性と限界」 

18 
 

参考文献 

Delany, A. M.（1997）“The Role of Institutional Research in Higher Education: Enabling 

Researchers to Meet New Challenges”. Research in Higher Education, 38-1, pp.1-16. 

加藤毅，鵜川健也（2010）「大学経営の基盤となる日本型インスティテューショナル・リサーチ

の可能性」『大学論集』第 41 集，235-250 頁． 

小湊卓夫、中井俊樹（2007）「国立大学法人におけるインスティテューショナル・リサーチ組織

の特質と課題」『大学評価・学位研究』第 5 号，19-34 頁． 

森利枝（2009）「日本の大学の IR―それはいかにあり得るか」『Between』2009 年冬号． 

佐藤仁、森雅生、高田英一、小湊卓夫、関口正司（2009）「大学評価担当者の抱える現場の課題

―アンケートの結果から―」『大学評価・学位研究』第 9 号，65-77 頁． 

 

 

［平成 22 年 8 月 27 日 14:40～15:10 於：九州大学箱崎キャンパス］ 



大学評価担当者集会 2010 
第二分科会「日本の大学評価と IR」 
平成 22 年 8 月 27 日（於：九州大学箱崎キャンパス） 

19 

 

 

「米国の Institutional Research の概要と日本への示唆」 

 

本田 寛輔 

Ph.D. Candidate, ニューヨーク州立大学 Albany 校 

 IR Analyst, Empire State College, SUNY 

 

小湊：本田さんはニューヨーク州立大学の Empire State College の IR オフィスで実際に努めら

れている、ということでその経験から、日本での IR の議論もご存じだということもありま

すので、アメリカから見て、日本の IR のあり方みたいなものも少しコメントしていただき

たい、と思いますが、まずは、その前に、IR についてのイメージが随分、混乱しているよ

うな気がしますので、まずはアメリカで行われている IR 活動の概略の説明をしていただい

た上で、日本への示唆みたいなものを述べていただこう、と考えております。 

 

本田と申します。今、ニューヨーク州

立大学で２つの肩書きがあります。１

つは Albany 校の高等教育政策の博士

課程に在籍しています。ここはニュー

ヨーク州立大学（機構）の中では研究

が中心の大学で、ある意味で九大のよ

うな研究重点大学です。もう一つの所

属は、昨年の 9 月からエンパイア・ス

テート・カレッジというニューヨーク

州立大学（機構）の社会人学生向けの

遠隔教育をやっている大学、日本で言

えば、放送大学みたいなところの IR

オフィスにアセスメント担当で勤務しています。もう少し、自己紹介をしますと、日本では桜美

林大学の大学アドミニストレーション専攻の修士課程で、当時副学長であった諸星先生のところ

で学びました。その後に大東文化大学の学務課に入りまして、そこでは学長室担当で新学部設置

や文科省の政策の分析などをしていました。当時から既に、アメリカでは IR があるのは承知して

いたので、どういう情報を集約、分析してプランニングができるのか、という文献は多少目を通

していました。職員として約３年が経ち、このまま日本の事務職を続けてどのくらい自分の専門

性が身に付くのかなという不安はありました。そこで、学部生の頃から高等教育研究に興味があ

ったので、ニューヨーク州立大学の Albany 校の博士課程に進学しました。 

今日は日本に帰省して 2 日目、まだ日本語が不慣れです。片仮名が多く出てしまうこと、どう

かご容赦ください。また、この集会に出席して短い時間での情報収集ですが、IR、そして評価と

いう言葉が随分大きな定義で使われているなと感じています。その辺の用語の定義をどのように

本田 寛輔
Ph.D. Candidate, ニューヨーク州立大学Albany校

IR Analyst, Empire State College, SUNY
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して、参加していらっしゃる皆様と共有して説明していけるのかが私の一番の課題だと思ってい

ます。ですので、正直、佐藤先生のスライドには助かりました。どういう風に日本で議論がされ

ているのかが分かってきました。私の発表内容は、まずアメリカの全体像を紹介し、次に学習成

果（Learning Outcomes Assessment）について、そして strategic planning もお話しします。

どうも日本の国立大学の中期目標とアメリカでの strategic planning は、ちょっと性格と性質が

違うようだ、とうすうす気づき始めました。それで、ちょっと出席者の方々のご経験などをお伺

いしたいのですが、教員のバックグラウンドで評価室に勤めていらっしゃる方は、この中でどの

くらいいらっしゃいますか。意外に少なかったですね。他は職員の方ですかね。はい、なんとな

く皆さんの顔色を見ながら、進めさせていただきます。 

 

 

日本で大学評価、というのが議論され

ているんですが、アメリカの議論と少

し違う節があるなと思うのは、そもそ

もの用語の定義です。日本語の「評価」

というのは英語にすると「Evaluation」

になると思います。ところが、アメリ

カでは「Evaluation」という言葉は使

いません。「Assessment」か「Review」

になります。何故、私がこんなことを

突然言い出さなければならないのかと

いうと、日本で「評価」と言ったとき

に定義がとても広く捉えられているわ

けですね。それでこの「評価」なのですが、１）何の目的があって評価をするのか、２）誰が評

価をするのか、３）その評価によってどのようなアクションを起こすのか、という判断（judgment）

の問題なんです。この根本的な部分を押さえておかないと、評価に関する問題の本質が見えてき

ません。おそらくですが、認証評価や法人評価のことを日本では評価とおっしゃっているのかな

と思うのですが、そういう理解でよろしいですか。あはは、（会場から）反応がないですね。それ

でですね、私が今回扱うのは、この一番上の認証評価、国立大学法人評価のフレームワークの中

で、IR というものがどのようにアメリカで機能しているのか、という風な話になりますので、エ

ンロールメントマネジメントといった学生市場だとか、就職活動に関わる労働市場などからの評

価には触れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 評価対象、評価の目的、評価者、評価指標による分
類

評価の類型 評価者 評価対象 評価目的 評価指標

認証評価、国
立大学法人評
価

政府、認証
評価機関

教育と研究
の質、組織
運営

質の保証と改
善、成果の向
上

設置基準に基づく基
礎データ、目標管理に
よる成果指標

学生市場 学生、保護
者

大学教育 大学教育の内
容と就職

偏差値、就職率など

労働市場 企業、政府 大学教育 職務能力の確
保と向上

採用実績と大学の名
声など
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で は 、 ア メ リ カ の Institutional 

Research が一般的にどういう業務を

やっているのかという話に入ります。

九大でもポスターセッションをご覧に

なった方は分かると思うのですが、一

つ目は、a.のファクトブック（Fact 

book）という大学の年報です。アメリ

カでは、私立も州立もどこも作成して

おり、これが IR の最も大きな仕事で

す。二つ目が、 b.州や連邦政府への業

務報告です。アメリカの高等教育を研

究されているような方であれば、

IPEDS というデータベース・システムのことを聞いたことがあるでしょう。雑駁に申し上げると

日本の学校基本調査に似たようなものです。アメリカの IPEDS のいいところは、他大学の生の

データを引き落としてくることができるので、分析にどんどん使えるんですね。日本の学校基本

調査はそういった情報公開と活用の自由度が無いのは残念です。話を戻しますが、私の勤務校は

州立大学で、州政府が持っている奨学金があります。そういうところにも報告義務があるので、

州立大学の方が、私立大学よりも外部への報告業務が多くなっていると思います。三つ目は、c. 各

種ランキングへの対応です。皆さんもご存じかもしれませんが、US College News のランキング

のレポートの他にも、ピーターソンだとか、同様の雑誌が５つ、６つはあり、その雑誌によって

データ定義が異なることがあるんですね。例えば、学生数をとってみても６月末締めでとってく

ださい、というところもあれば、それが５月末であったりなど、いちいちこういうランキングに

対応するためにも忙殺されています。四つ目が最もポピュラーな、あ、カタカナですみません、

よく日本で話題に上る、d.学生の満足度や学習度のアンケート調査です。同志社大学の山田礼子

先生たちが実施されている UCLA の学校調査の学習態度調査、あれを江原さんがやってらっしゃ

いますけど、（会場を眺めて）あ、そちらにいらっしゃいますね。学生の学習態度調査って何です

かというのは、江原さんに伺うとよろしいかと思います。アメリカの調査項目をそのまま持って

きており、データもよく集まっていると思います。六つ目が、e.学生募集や在学歴の調査分析で

すね。これは日本でも認証評価でされていると思いますが、入学者が何名いて、卒業生が何年で

できていて、４年間で卒業できているのか、６年間で卒業できているのかの分析です。日本でも

カタカナでエンロールメントマネジメントと呼ばれるようになりつつあるようですが。そして、

七つ目が f.の学習成果の測定です。おそらく outcomes というとらえ方が、日本で議論されている

こととアメリカで議論されていることが、正直言って全く次元が違うのではないか1、という風に

感じています。日本では学生調査だとすぐに満足度を聞きますが、それはアメリカではあまり注

視されず、学生の習熟度を具体的にどのように測定するのかが課題になっています。それはまた

 
1  アメリカの Outcomes は、学習目標に則り、学生が実際にどの程度の能力を提示できるか（demonstration of 

ability/performance）が中核となる。ところが、日本では理念に則り、学生が能力を身に付けたかを学生調査の

認識から（間接指標で）捉えているにすぎない。 

 a. 大学年報の作成

 b. 州や連邦政府への業務報告

 c. 各種ランキングへの対応

 d. 学生の満足度や学習度のアンケート調査

 e. 学生募集や在学歴の調査分析

 f. 学習成果の測定

 g. 成果指標の作成
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後ほど説明を加えさせていただきます。もう１つですが、strategic plan に欠かせないのが g.の業

績指標です。学長が Strategic Plan で 10 の目標項目を挙げたときに、これらの 10 項目でどの程

度の業績が達成できているのか、すべて数値で出せという風に言われます。例えば、学生の出願

や入学の率を調べ上げるのは比較的簡単なんですね。入試部のデータベースから情報もらってき

て今年何％増えました、とか言えばいいだけですから。 

 

 

次にですね、これが佐藤先生のてこの

天秤の部分と重なるスライドです。私

の場合は、大学の類型によってそれを

分けてみました。ここで注意していた

だきたいのは、皆さんの中でアメリカ

の IR を勉強する、という動機は何な

のでしょうか。私は学部の 2 年次にロ

ンドン大学にも留学していたので、英

語はそこそこ分かりました。そこで、

アメリカのやっていることをとにかく

見たい、そしていろいろ情報を集約し

て、日本の大学改革に資したい、と思

って海外を絵に描いた餅のように捉えてました。おそらく、皆さんも同じような感じではないで

すか？日本では、「アメリカの何かをすれば、日本はこのように良くなる」というやや安直な考え

方が蔓延しています。例えば、IRのなかでも機能の 1つであるLearning Outcomes Assessment、

学習成果の測定さえ実施すれば、教育改革が進んでうちの大学が良くなると思われますか。そう

単純にはいかないでしょう。測定した後の改善への支援だけでなく、教員の雇用や昇格の制度も

含めて再検討しないと、大きな改革には結びつけません。この部分は程度の差こそあれ、アメリ

カも直面している課題です。 

ちょっと話がずれたので表に戻りますが、私が強調したいのは、IR というのは 1 つの形ではな

いことです。各大学の規模や組織形態、私立なのか公立なのかによってやっている仕事の内容が

変わります。おそらくこれは日本も同じだと思います。小規模の私立では、おそらく１名か２名

で評価室を回していらっしゃる。おそらく国立になれば、その数が増えると思います。でも国立

の中でも九大のような研究大学と学部数が少ない小規模大学では室の体制も変わってくるでしょ

うし、室の体制によって対応できる業務の内容も変わってくるわけですね。これはアメリカでも

全く同じです。それで、話の中身に入るのですが、まず州立大学のフラグシップ 2 です。私がい

るようなニューヨーク州立大学のオルバニー校だと、１万５千人、テキサスあたりだと５万人く

らい学生がいます。こういう研究重視の州立大学では、先程 IR の業務で出てきた b の州政府への

業務報告が大きくなってきます。なぜこのスライドのフラグシップの「b」のところを大きくした

 
2 州立大学の中でも、中心的な役割を果たす研究大学。歴史的に 1960 年からのモリル法で週から土地を与えられ

て設置された大学。 

大学類型 大学の規模
(学生数)

IR部署
の規模

IR業務の内容

州立フラグシップ 12,000－50,000 5－7 a. b. c. d. e. f. g.

私立アイビー・リーグ 8,000－20,000 5－7 a. b. c. d. e. f. g.
地域総合大学 8,000－20,000 3－6 a. b. c. d. e. f. g.

教養大学 2,000－4,000 1－3 a. b. c. d. e. f. g.

コミュニティ・カレッジ 5,000－12,000 1－3 a. b. c. d. e. f. g.

* アルファベットはスライド２の業務内容であり、フォントの大小は各大学類型に

おける実施度と重要度を表す。大学の規模をはじめ、表内の全てのデータは発
表者が各種IR研究会における非公式インタビューから推測。
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かというと、その業務の重要度が高いからです。私の勤務校では、Learning Outcomes 

Assessment を実施して、その後ニューヨーク州立大学機構に報告書を 30 枚書いて送らなくては

ならない。それに業務時間が大幅に取られてしまいます。私学にはこのような報告義務がありま

せん。 

次に私立のアイビーリーグ（Ivy League）ですね。ハーバードやスタンフォードだとかの IR

室はホームページをご覧いただけば分かるのですが、あまりたいしたことはやってないじゃない

のかと思っています。おそらく、パスワードで学内限定のサイトに入って行くと何か情報が出て

いるのかもしれませんが、IR の年次大会などでもアイビーリーグの方々はあまり発表していませ

ん。有名私学などは、Student Learning Outcomes Assessment は州立と比べるとあまりやって

いないそうです。何故そんなことが起きるのかというと、アメリカのアイビーリーグと呼ばれる

有名大学は選抜性がかなり高いので、うちの学生は SAT 3 がこんなトップクラスだし、勉強も凄

くできる。なんでわざわざ Learning Outcomes Assessment をするのか、って話になって学内で

反発が起きるわけですね。もしくは、教員は研究が中心なので、学習成果の測定には関心すら示

さないかもしれません。その代わりといっては何ですが、c で挙げた大学ランキングにはかなり

の注意が向きます。私がおもしろいと言うと失礼なのかもしれませんが、ペンシルバニア大学に

滞在研究員として行ったときに、ペンシルバニア大学の学長が何に一番恐れているかというと、

ランキングの結果だそうです。毎年、毎年出てくるランキングの結果で、在任中にランクが１つ

でも下がったりしたら理事会や同窓会からお咎めを受けてしまう。私立のアイビーリーグでは、

州立とは一味違う事情あるので、ランキングに関心が向きます。 

地域総合大学はちょっと、フラグシップと似ているところはあるんですが、今回は飛ばします。

その下ですね。教養大学、いわゆるカタカナでリベラルアーツカレッジと呼ばれるところで、教

員の方が 1 名で IR 室を回しているというところが多い。そこに秘書か学部生のインターンがいる

程度です。なので、a に書いたような大学年報であるファクトブックをまず作って、あとは外部

への報告をやってしまえばおしまいで、ここも Learning Outcomes Assessment にはあまり力を

入れてやっていないようです。なぜかというと、これは私立のアイビーリーグとはまた違った理

由があります。リベラルアーツカレッジはもともと教育活動を重視した教員を雇用しています。

そこに IR が Learning Outcomes Assessment をやるんだと入り込むと、学内の教員の同僚主義

や信頼関係が崩れると批判するわけです。だから小さなリベラルアーツカレッジに行くと、

Learning Outcomes Assessment の仕事の主体は学部学科に振ってしまって、IR 室はその調整業

務に留まるようです。コミュニティカレッジは強引な単純化をすれば日本でいう短大なんですけ

ど、この中に短大の方いらっしゃいますか。いらっしゃらないようであれば、ここは省略させて

いただきます。 

 

 

 

 
3 米国の高校生が大学の進学審査の資料の一つとして受ける共通試験。 
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これも時間をとってゆっくりお話し

したいんですが、日本の自己点検評価

を読んだときに、おもしろいな、と思

うのは、「成績評価をしております、

ABCD で D は 65 点以上です」という

ような書き方をしている大学が多く

ありますね。皆さんの大学もそんな感

じですか。これはアメリカだと学習成

果の測定ではそれ程重くは捉えられ

ません。というのも、成績というのは、

教員をご経験の方は分かると思うん

ですが、全員に A を与えたりだとか、

又は、クラスの上位 10％を A にするだとか、成績の付け方が異なるので、それを立証データとし

て挙げるにはちょっと乱暴じゃないかという話になるわけです。もう一つの議論は、アメリカの

高等教育の陰の部分でもあるのですが、学生の消費者主義が蔓延しているので、成績で B より下

をつけると訴えてくる学生もいるみたいです。大学院への出願でも GPA が低いと選考に響くでし

ょうから。それで教員が怖くなって、みんなに A をつけちゃうんですね。成績のインフレーショ

ンが起きているので、成績を使って学習の成果を示すというのは、アメリカの適格認定などでは

あまり主流ではないと思います。 

次に、学習成果に係る間接的指標と直接的指標という内容に移ります。あくまでもアセスメン

ト業界の用語で、込み入った概念かもしれませんが注意して聞いてください。先程の同志社大学

の江原さんと山田礼子先生のグループがなさっている学生調査が、アメリカで一般的に言われる

間接的指標です。何をもって「間接」と言うのかというと、学習（Leaning）というものには、

学習の中身を体得した、理解したという学習内容の習得と学生の学習態度という２つの側面があ

るとアメリカでは捉えられています。学習の態度というのは、予習や復習に何時間勉強しただと

か、クラスの中で自発的に手を挙げて意見を言ったかとか、クラスメイトとグループワークをし

ただとか、そういうのは学習態度なんですね。確かに、学習態度は間接的に学習内容の習得へつ

ながっているでしょうが、学習内容の修得を必ずしも担保しているとはいえないのです。雑駁に

言えば、いくら頑張って勉強していても、なかなか習得できない学生も居るでしょう。例えば、

私は統計学をはじめて学んだのが英語だったので、途方も無いくらいの予習と復習をしましたし、

授業内ではもちろん、Office-hour でも質問を沢山しましたが、学習内容の習得は乏しいものでし

た（苦笑）。なので、学習態度だけでなく、それに加えて学習の習得を直接的に測定する必要があ

ります。測定の方法が間接指標とは異なり、直接指標ではテストやルーブリックなどの物差しを

通じて学生が学習内容を本当に習得できているかを測定します。日本でも認証評価の２周期目か

ら学習成果の測定が施行されますから、参加者の皆さんは今のうちに、米国では間接指標と直接

指標という捉え方をしているんだということを頭のどこかに入れて置いていただけると良いかも

しれません。 

さて、ルーブリックという言葉、ちょっとでも耳にしたことがある方はいらっしゃいますか？

2008 年の学士課程答申をなぞって、もしも日本がアメリカの測定手法をそのまま真似るのであれ

 なぜ成績では駄目なのか？

 学習成果に係る「間接的指標」と「直接的指標」

 学習目標とルーブリック（Rubric）
 例題：国際性を持った人材の育成－あなたはどう定
義し、どう測定しますか？
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ば、ルーブリックを用いるのではないでしょうか。または、日本は学術審議会が統一試験を作る

というような別の路線を取るのかもしれませんが。いずれにせよ、ルーブリックによる測定を学

んでおくと FD などにも応用が可能ですから、いいですよ。それでは、アメリカではこういう形

でやっています、というのをご紹介しましょう。 

 

 

ここからはしばらく、私の発表のスク

リーンだけに集中して考えてくださ

い。例題として、国際性を持った人材

の育成というのを出しました。これを

学内の目標に掲げている大学は多い

と思うんですね。これをどのように測

定しますか、というのが私の例題です。

ちょっと考えてみてください。おそら

く教員の方は、ご自身の学部の目標は

これだっていうのを書くことは多い

と思うんですね。「国際性」と言った

ときに、先ず私は国際性を表す構成要

素は何かと考えます。この辺は概念的な話しになりますので、会場の皆さん、大丈夫ですか？き

ちんとついて来てくださいね。もしくは、アメリカで社会科学のトレーニングを受けると、どう

しても理屈っぽく、機械的な発想で考えるんだなぁと観察していただくのもありかと思います（苦

笑）。まず、国際性を表す構成要素には言語習得があると思うんですね。例えば、私の場合ですと、

アメリカ人と英語で喧嘩できますか、とか、TOEFL で何点取ったか等が言語習得の能力になり

ます。次に文化理解です。例えば、アメリカで働くというようなことになると、なんて言うんで

すかね、日本人としての節度とかはあまりありがたみを受けないので、静かにしていると、お前

本当に仕事やっているのかって疑われるんですね。なので、そういう文化理解をしているか。そ

の次に実践性です。私も全学委員会なんかに入って、頭でアメリカ人の議論の仕方が分かっても、

それを実際に自分でどう口を挟んで、どうやって議論の舵取りをしていくか、というときにはや

はり実践力が伴わないとやっていけません。とりあえず、国際性にはこの３つが構成要素ではな

いかと設定します。次に、各構成要素の測定方法です。今３つ挙げた点は概念、コンセプトです

ね。国際性というのが、（腕を大きく回しながら）こう大きな上部概念としてあって、その下部概

念（Sub-concept）として、言語習得、文化理解、実践性というのがあるわけです。それで、その

各構成要素をどのようにして測るのか、という話に移ります。 

一番最初の言語習得は、比較的簡単です。TOEFL とか TOEIC といった外部の試験で測定がで

きます。では、文化理解、というのを皆さんならどうやって測定されますか。これはアメリカだ

と科目履修で学んだ内容を、小論文や学期末のレポートを材料に測定すると思います。それは次

のスライドのルーブリックのところで説明させていただきます。次に実践性ですが、例えば、留

学や国際ボランティア等で学生が現地の人たちとうまくコミュニケーションが取れるかどうかを

学生に実践してもらい、その能力を観察して評価する仕方もります。 

 学生が身に付ける国際性の構成要素を考える

 言語習得

 文化理解

 実践性

 各構成要素の測定方法を考える

 TOEFL/TOEIC/英検

 科目履修

 留学/国際ボランティアなど
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次にルーブリックの中身についてお

話します。ルーブリックって一体何な

んだというと、採点表です。物凄く単

純化した言い方をすれば、学生の小論

文や期末レポートを評価し直すための

ツールです。先程、この説明に入る前

に、成績評価では駄目ですよと言いま

した。その理由は、成績評価だと出席

だとか、クラス内での発表回数など学

習態度が加味されてしまっています。

そう、先程お話した間接指標の一部で

すよね。Learning Outcome はあくま

でも学生が身に付けた能力を測定するのが命題なので、学習態度を除外して、学生が期末レポー

トなどでどれだけ思考的な能力を発揮できているのかを、改めてルーブリックにあてがって再評

価します。なので、「二度手間じゃないか」と教員の中で反発してくることもあります。それには

また別の反論があり、学部学科単位のルーブリックによる測定を通じて FD に発展させるという

のがあります。 

ルーブリックという採点表ですが、一般的には四段階の達成度があり、それぞれの達成度に関

する詳細が記述されています。比較参考までに申し上げると、アンケートでも「よくできた」、「ま

ぁよくできた」、「あまりできなかった」など回答項目が羅列されますよね。でも、それらには詳

細な説明が無く、アンケートの作成者の認識と回答者の認識に誤差が生じてしまうわけです。ル

ーブリックはその曖昧性をある程度は解消してくれます。さて、ルーブリックの内容の説明に入

ります。文化理解では、学生により理解の度合いに違いがあるはずです。文化理解の表の説明は

スライドではちょっと堅いので、少し言い直します。「日本文化が好きだ」という学生がいるとし

ます。アメリカ人にもたくさんいます。マンガが好き。でもマンガを読んでいるだけなら「期待

に満たない」 4 になります。ある米国の学生が日本に行って、日本の人たちといろいろコミュニ

ケーションがとれて文化も理解できた、ということになれば、（教員の）「期待を超える」という

一番右側の査定になります。 

おそらくですね、このルーブリックの中身を３分か４分で読んで理解して、どういう風に私が

アセスメントするのかを理解するのは難しいと思います。なので、私自身ががんばって例証して

みると…。例えば、中国文化論をアセスメントで評価します。私が測定の材料として引っ張って

くるのは学生の学期末のレポートです。学生の中には、いろんなことを書いてくるのがいます。

例えば、中国の文化は凄い、景気発展も凄い。食べ物がおいしそうだ。こういうのは学生の感想

なんですね。なので、このルーブリックに当て嵌めて考えると、（教員の）「期待に満たない」と

いう評価になります。国の文化を表層的に感想言っているだけでは駄目で、一番低い査定になり

 
4 ルーブリックは教員集団で測定されるのが一般的であり、教員間の判断基準の統一性を持たせる為に、学士課程

修了者が獲得すべき学習成果の内容と水準を議論する。この議論を通じて教員間で共有されたの「期待」に即し

て、学習の成果の習得がどの程度の水準にあるのかを捉えようとする。 

習得目標 期待に不到達 期待に近づい
ている

期待を満たす 期待を越える

文化理解 諸外国の社会
事情や文化を
表層的、又は
断片的に紹介
するのみで、考
察が欠けてい
る

諸外国におけ
る社会事情や
文化を歴史的
背景を通じて
理解している
が、考察が個
人の感想の域
を出ない

諸外国におけ
る社会事情や
文化を歴史的
背景を通じて
理解した上で、
考察に一貫性
がある

社会科学の理
論的な枠組み
から諸外国の
社会事情や文
化を深く理解し、
考察において
関連データを
提示している

実践性 外国語で意思
疎通を行うの
が難しい

外国語で自分
の意見や考察
を表現できる

外国語で自分
の考えや分析
をスライドを用
いて発表でき
る

外国語でグ
ループの会議
の議題設定や
進行などを勤
めることができ
る
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ます。ところが学生の中にもある理論が分かっていて、その理論を通じて中国の社会事象を分析

できるとします。例えば、中国文化であれば、Trickle-down theory って日本語でなんて言うんで

すかね。富は一番上層の方から下層の方に流れるという社会学（や経済学）の理論がありますが、

それを当て嵌めて中国では市場開放政策が起こった後に、一番の上層部の上海や北京にいる人た

ちの裕福層から、地方の農民の方達に富の再分配がどのように起こったのかというような論文を

実証データを使って書いてきた学生がいるとします。これだと、それは遙かに（教員の）「期待を

超える」ことになるわけです。このような形で学生の学習の成果、Learning Outcomes と言った

ときには、アメリカではあくまでも小論文や学期末レポートを使うのが一般的です。下の実践性

のところは、またやり方が変わってきます。国際性に関する実践力を学生を授業の中で実演して

もらい、それを観察して測定する為のルーブリックです。 

ここではルーブリックの採点表としての役割を中心にご説明しましたが、ルーブリックを FD

として活用する場合は、ある学科の教授会で学習目標を定め、そこから学生が実際にどのような

能力を実行できるのか（Demonstration of ability/performance）という、アメリカの高等教育の

定義で用いられる学習成果を明確化し、ルーブリックの作成、実際の測定、更に測定結果を基に

した改善という過程を踏んでいきます。この教員集団による一連の作業の過程自体が、FD にな

ると思うのです。日本の FD は個人の教授法という範疇で実施されているのがまだまだ多いよう

ですが、ルーブリックを学科の教育課程のレベルで作り上げていけば、教員が集団的に学科の学

習成果の把握をし、教育課程の改善につなげていくことができるはずです。 5 

 

 

ここは少し足早に行こうと思います。

学内で戦略計画があるという大学はど

のくらいありますか。例えば、ビジョ

ンがあって、それをもとに年次計画を

立てて、施行している大学です。（会場

の挙手を見て）結構な数の大学が実施

しているみたいですね。では、その話

に移ります。アメリカでも学長が変わ

る度にストラテジックプランがぽんと

出されて、IR 部門が、どのようにその

指標を作っていくかです。まず、デー

タ定義の問題が多くあります。我々が、

日本語でも難しいですし、英語でも難しいのですが「質」、教育の質、quality といったものをど

のように定義していくのかという課題があります。先程の国際性の例も同じところです。国際性

をどのように身につけるのか。あとは佐藤先生の発表の中にもあったのですが、データの所在が

各部署や部門に散乱しているので、それらをどう統合するか。あとはデータ分析と解釈の問題で

 
5 詳しくは、高等教育学会の 2012 年の嶌田、本田、浅野「米国における学習成果の把握と改善へ向けた取組につ

いて」の発表を参照のこと 

 指標の作成自体が政治

 データ定義の問題

 データの所在と収集の問題

 データの分析と解釈の問題

 定量調査と定性調査の確執

 データの信憑性と活用度

 IRと学内の利害関係者－意思決定の問題

 資源配分の重点化ができるか？
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す。これも日本の自己点検評価を読んでいて、ちょっとこれは質の保証になっているのかな、と

私が疑問点を抱いたのは学生の卒業率なんですね。では、ちょっと質問させていただきますよ。

ある大学では GPA を導入しています。そして、卒業率も上がっています。この大学では質保証が

担保されていますか。次の例です。GPA は導入していませんが、卒業率は上がっています。この

大学は質保証を担保できていますか。物凄く単純な例ですが、ここで我々のような IR のスタッフ

は「どうやって現状を検証できるのか」ということを常に考えなくてはなりません。今 2 つ事例

を挙げましたが、GPA を課している大学で卒業率が上がっている、というのは、私は質の保証の

担保はある程度できているという風に理解します。もし日本でアメリカ流の GPA をきちんと導入

していれば、各年次における履修の上限単位が決まっているはずで、おそらく履修登録では 3 年

生の間に 40 単位、50 単位とか物凄い量の単位を取って４年生で勉強しないというようなことは

起きないでしょう。なので、第一ケースの場合には、質の保証になっているのではないかと思い

ます。次の例で、GPA 制度を導入していない大学ですと、私自身の例ですが、学部生のときに卒

業までに 180 単位とりました。今じゃあり得ない話です。授業に 1 回目出て、試験出て、そこで

A とか B とって、そこで 180 単位とってしまったわけですね。こういった大学では、いくら卒業

率が上がっていようとも、質保証が担保されているとは言い難いです。いいですか、私がここで

強調したいのは、単なる局地的な数値だけで判断しないことです。ある数値を取り巻く制度や環

境を含めて物事を考えていかないと、まず改善には結びつきません。 

話しは変わりますが、概念の定義に関連して、量的調査と質的調査の確執という点があります。

社会調査の科目をとられている方であれば、この辺はある程度お分かりかと思いますが、

qualitative research と quantitative research の議論です。まず、あまりに典型的な例を言いま

すよ。皆さんの大学では、学生調査で学生の満足度が高い結果になりませんか？その割には、学

生の授業態度や教員の教え方を観察してみると、それが調査で現れる満足度の高さとはかけ離れ

ているとは思いませんか？これこそ、定量調査と定性調査の葛藤です。あまり込み入った話をす

ると時間が無くなってしまうのですが、この辺をきちんと勉強しないで IR の専門職とは名乗れま

せん。 

別の話になりますが、日本で怖いなと思うのは、「数字になっていれば客観データだ」って皆さ

ん思っていませんか。数字は客観データでしょうか。おそらく学生数は客観データとして解釈に

ブレがない数値データです。ところが Learning Outcomes Assessment は、私は数値化していま

すが、測定手法や読み手によって解釈のブレがとても大きいです。下手にストラテジックプラン

であれを指標にしましょうなんて言うのは、測定方法の限界を理解している私の口からは言い難

いです。特に、経年で学習成果を捉えようとしたときに、測定する教員の面々もその時々で変わ

り、サンプルとして扱う学生の期末レポートにも多少のぶれが生じます。こうした測定の手法に

一貫性が保たれていないと、数字が（腕を上下に大きく動かして）ジグザグにぶれちゃうわけで

すね。ですので、日本の皆さんにちょっと考えていただきたいなと思うのは、「数値＝客観である」

とか、「数値＝証明」では必ずしも無いということです。あるデータを主観的に数値に置き換える

なんてこともできますから。本気で IR の専門職になりたいと思っていらっしゃる方は、こうした
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量的、質的の調査手法の強みと弱みだけでなく、社会現象をどのように捉えるかという哲学的な

部分も多少は押さえておく必要があります。6  

データの信憑性と活用度ですが、佐藤先生が発表されている際に、思わず苦笑してしまいまし

た。大学の構成員としての経験というのは、個々人の認識なわけですね。その認識なのですが、

「俺の認識がこの大学の現実だ！」と言い張る先生がいらっしゃいませんか。20 年選手、30 年

選手になればその傾向はさらに増すのではないでしょうか。それはアメリカも一緒です。「でも、

IR で取ったデータだと少し違うようなんですけど、先生…」と反論すると、その先生の名誉を毀

損になり兼ねないので、そういう話は私でも慎重に取り扱います。なので、データの出し方とい

うのは本当に注意をしないといけません。これは日本でもアメリカでも変わらないんだなあとい

うのは、今日の先の発表で確認できました（苦笑）。ここら辺の意思決定の問題は単刀直入に申し

上げますと、次のパネルディスカッションで論点になると思いますが、IR はデータ屋さんなのか、

意思決定まで射程距離を含めて分析するのか、意思決定をしてコケたら誰が責任をとるのか。こ

ういったところを考ずに、アメリカの IR 議論を単純化して持ち出して、IR があくまでも改革の

原動力という風に日本の方々が美化するのは恐ろしいことです。 

 

 

この辺は飛ばしてしまいます。でも、

PDCA だけ１点言わせてください。日

本の研究者があまりおっしゃらないと

ころなんですが、あれは組織論を学ん

だ方だとお分かりになると思うのです

が、英語で言うと rational model で合

理主義の理論にしか過ぎないわけです

ね。他にも PDCA が動かないんだとい

う議論が組織研究の中ではたくさんあ

るのですが。その辺の研究や理論系の

話が好きな方は、懇親会のときに議論

しましょう。 

 

 

 

 
6 例えば、量的調査の背景にある哲学思想には Positivism、質的調査の背景には Post-modernism、critical 

perspective など多数。更に、量的と質的の手法によりデータの妥当性や信頼性をどのように捉え、担保しようと

するのか、考え方の違いを理解するのも重要である。 

 何を基準に改善を根拠立てるのか

 大学におけるどのレベルの改善なのか？

 PDCAプロセスのどこが欠落しているのか？

 PDCAの理論は合理主義に過ぎない

 大学評価制度を概観する二つの理論の葛藤
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最初の PDCA は理想論です。米国はア

ドミニストレーターという専門職がい

て、彼らは様々な大学を渡り歩いて役

職を上昇していく。専門性があるから

こそ、大学を渡り歩けるのだ！という

議論になります。皆さんはそう伺って

いませんか？それもある一面では確か

なのですが、ここにアメリカの人材流

動の限界も存在します。私がアメリカ

に来て発見した驚きを共有させてくだ

さい。 

 

 

 

次のスライドの PD、PD、PD の断続は、

米国の限界点に多少の脚色を入れて、表

現してみました。日本では学長の任期が

4 年で、学長が代わる度に業務内容が変

わって大変だと聞いています。米国でも、

学長の任期は年々、短くなってきていま

す。しかも、性質の悪いことに、アメリ

カ人は打ち上げ花火が好きですから、

Plan で戦略計画を打ち上げ、施行する

（Do）。それが Check の段階に届く前に

よその大学に移ってしまうこともあり

ます。次に来た学長は、自分もいい格好

しようと、独自の戦略計画を打ち上げては、がんばってるということがアピールできたら、もっ

と名声や給料が高い大学や、ときには退職後を考えて、自分の生まれ故郷に近い大学に移ってい

くのです。ということで、アメリカでも PDCA には限界があります。あくまでも私の憶測ですが、

アメリカで Plan Do Check Action できている大学の例は、半分もあるかないかでしょうか。また、

あたかも学長が頑張っているように IR オフィスがデータをきれいに出して装飾しているだけの

ところもあるようです。やはり、学長が理事会や州議会を意識してかと思います。話しを戻しま

すが、日本でも学長が代わる度に Plan が変わっていくと思いますので、この課題を無視して IR

さえあれば PDCA が働くっていうのは幻想ですよね。 

もっと組織制度の全体的な見直しと再構築が求められると思います。いや、既得権が幅を利か

せて動かせないと思う方もいらっしゃるでしょうが、究極的には学内制度は学内構成員の理解と

合意があれば、修正は可能なはずです。現状維持をあと何年続けたら、あなたの大学は社会から

取り残されてしまいますか？競合校から差をつけられますか？変わらなければと頭ではわかって

いても、身体は失敗に怯えて硬直していませんか？それをどうにか乗り越える、個々人の努力が

理 想

Plan

Do

Check

Action

 

現 実

Plan Do

Plan Do

Plan Do

A学長（任期1995-1999）

B学長（任期1999-2002）

C学長（任期2002-2005）
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大切なわけです。あきらめずに、粘り強く、皆が納得するような学内制度へと少しずつ改善して

くことだと思います。突破口としては、皆が納得していない学内制度の見直しから始めてみるこ

とです。例えばですよ、教員にとって教育活動をがんばれば報われる制度をきちんと整備してい

る大学はありますか？執行部は「教育をがんばれ」だとか、「学習成果が大事だ」とか言いながら

も、その辺の報酬制度をきちんと整備していないのは欺瞞ではないですか？教育活動を測定する

のは難しいのは承知ですが、わかる範囲で定義、測定をして、教員が集団的に合意できるところ

から何かを始めないと、現状は変わらないと思います。まぁ、これは日本だけでなく、程度の差

こそあれ米国にも言えることですが。 

 

 

さて、評価風土の違いです。私はアメ

リカで６年目になりました。博士課程

の他に、実務経験ではオルバニー校で

は IR のインターンで１年、今、エンパ

イアステートカレッジでは専任の専門

職員として１年、過去３年くらいで IR

の全米や地域の集会にも何回か出て、

他所の大学の様子もそれとなく分かる

ようになってきました。私がアメリカ

で働くのが好きな理由は、頭で勝負で

きるところですね。例えば、ルーブリ

ックの国際性の上部概念や下部概念な

どを、自分でどうやって定義して、どういう風に測定するか、それは各研究者ごとにアプローチ

が異なってくるはずです。いろんな接近法があっていいんです。とにかく、どのようにしてその

現実を捉えようとしているのか、というのが社会科学の研究に携わる醍醐味なんですね。アメリ

カではそれができます。まぁ…、文学や哲学の教員で社会科学の考え方を全くもって受け付けな

い教員もいることにはいますが（苦笑）。 

頭で勝負するということが日本ではどれくらいできますか。私は桜美林で修士を取得してから、

大東文化で事務職として勤めました。年功序列を肌で感じた 20 代でした。日本の風土として権威

主義的なところがありますよね。目上の方にこういったデータ見せられない、意見を提示できな

い。皆さんはそんなことで困っていませんか？こういった大きな評価風土の違いは少しずつでも

変えていかないと IR は入れたものの本当に大学の改革につながるのかというと、無理ではないか

と思います。これは組織文化の範疇ではなく、社会風土の話になるので、まずは地道に組織内の

一人ひとりがデータを用いて議論をするという取り組みから始めて、次第に大きな変化につなが

っていくと信じて努力するしかありませんね。 

何だか重たい話になりましたが、ちょっと話題を変えてみます。FD だけで教育の質を改革、

保証できるのか。Leaning と Teaching の違いの分かる方いらっしゃいますか。（会場から挙手）

はい、もし宜しければ、お願いします。（マイク無いので聞き取り不能）はい、そうですね。私は

FD を批判するつもりは全くないのですが、ただ FD だけでは片手落ちなんです。FD は教員側の

 評価風土の違い
 FDだけで教育の質を保証できるか？
 カリキュラム改革は、即ち学習成果の向上を担保する
のか？

 日本の独自性を活かした国際的通用性の構築
 米国への劣等感を克服すること
 米国モデルの単なる物真似は止めること
 後発優位性を十二分に活用すること
 日本型のIR像を考える
 個人の認識や意見だけによる議論を越えて
 日本の組織内移動を活用する
 IRデータ共有の大学コンソーシアムを設置すべし
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努力なんです。日本はその努力をがんばって測定しています。FD 研究会を何回開催して、何人

出席しましたというのは教員側の努力として尊敬しますが、学習の成果、つまり学生がどのくら

い学んだかという定義と測定がまだ遅れているんじゃないかと思います。それを抜きに教育の質

保証というのは語れません。 

もう一つですが、カリキュラム改革は、即ち学習成果の向上を担保するのでしょうか。日本で

は、自己点検をしてカリキュラム改革をして、「これをしました、あれをしました」というのが、

ばあっと羅列されているわけですね。日本の大学で働いて設置審を経験したので、少し意地悪な

指摘をします。教務課や学科事務室をご経験の事務の方々は、カリキュラム改革は教員配置なん

かと密接につながっているのはご存知ですよね。いや、悪く言えば単なる学部か学科内の政治で

はないかと思うときもありますよ。例えば、アメリカだって一般教育の必修科目に自由度を持た

せたら、歴史や哲学を履修する学生数が減って、当該学科の教員の存在が危ぶまれるという事態

が起きます。それで、学則の見直しが政治的な議論に変換していくのです。この政治的な問題が

完全に解消されることは無いであろうにせよ、カリキュラム改革が本当に質や学習成果の向上に

つながっているのかを、きちんと追跡調査をして学生の習熟度を測定していく必要があるのです。 

次に、「日本の独自性を活かした国際的通用性の構築」という、ちょっとものものしい言い方に

なりますが…。簡単に言えば、私自身の反省として感じているのは、米国への劣等感を拭うこと

が大事です。IR を考えたときに、アメリカがこういう風にやっていて、それに比べると日本が遅

れていると捉えてしまうと、どうしてもアメリカのマネだけしようということになってしまいま

す。それで失敗した制度はいくらでもあると思うんです。例えばですね、授業評価。私の理解で

は XX 先生がばーっと日本に紹介してきて、授業評価をやれば授業がよくなる、って感じで 90 年

代中盤意向に凄く盛り上がったと記憶しています。本当にそうなりましたか。アメリカの多くの

大学でも授業評価をやっても改善できないという息苦しさは存在します。教養教育大学は例外で

すが、研究大学や総合大学は概ねそうです。授業評価はチェック機能として使うのは本当に悪い

先生を 100 人に１人見つけるときに使うデータです。他の先生はみんな平均点が高いので、その

結果を改善に活かせるかといえば、そうではありません。 7 

他にも、アメリカの AO 入試など数え出したらキリがありませんが、米国モデルの単なる物真

似は止めること。もっともっと自分達の置かれた現状を直視して、そこから何が必要なのかを慎

重に吟味していくことが大切です。先程、天野先生の話の中にもありましたが、日本の高等教育

研究の中でちょっと時代のギャップがあるように感じました。日本の高等教育政策に関わる多く

の方々は、アメリカの適格認定はボランタリズムで実施されているから、実効性があるのだとい

う憶測をお持ちのようです。本当にそうでしょうか？アメリカがボランタリズムで適格認定をや

ったというのは、私は直接的には存じませんが、20 年前の話ではないでしょうか。もしかしたら、

喜多村先生が 90 年代に米国へ視察された頃は、連邦政府の規制が弱かったので、まだボランタリ

ズムでやっていたかもしれませんが。先程の質的調査の手法の基本と限界を鑑みてですが、調査

の訪問先が米国の適格認定団体だけでは、向こうからの良い情報ばかりが伝わってきたのではな

いでしょうか？昨年、私が IR の集会に出席した際、中部適格認定団体が学習成果の測定を押し付

 
7 授業評価の人事考課での活用には課題があるが、FD の材料として用いるのであれば、学部学科別、授業形態別、

履修者数、授業時間帯など多数の視点から分析することで、教員間の FD 議論の材料を提供することはできる。 
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けていて、それが法令順守になっていると議論になりました。米国の状況も日進月歩、変化して

いるのです。 

日本の研究者の方々は、どうしても米国のよい事例を持ち帰りたいという意識があるわけです

ね。それは全く当然な姿勢ですし、否定はしません。ただ、日本にはどうしてもきれいな光の部

分の情報が多く入ってきます。米国の苦労話や陰の部分はなかなか見えてきません。私は研究だ

けでなく、実務に携わっていることもあって、「皆さん、もうちょっと目を覚ましましょう」と声

を大にして言いたいわけです。米国の現実をきちんと捉えた上で、日本がどうなのかという議論

ができないと、なんて言うんですかね、自分を自分で叩いているというか…。ありもしない非現

実的なアメリカを絵に描いた餅として、日本批判をしているだけじゃ、生産的な議論は生まれな

いと思います。あとは、後発優位性を十二分に活用することです。アメリカで既に失敗している

ところは、「彼らは、ここで苦労しているんだ、ははは」と多少笑えるような、ゆったりとした姿

勢で、「アメリカがここで失敗しているんだから、それを基に日本はこういう制度設計をしましょ

う」というように機転を利かせていくこと。皆さんが米国の偶像崇拝から脱却できれば、日本は

より生産的な議論と制度設計ができると思います。今回の集会に出席してみて、非公式にお話を

してみると、皆さん問題の所在は十分に分かっていらっしゃる。それを次にどうやって克服して

いくのかを、アメリカの失敗を基にして日本で再構築をしていく。こういう風になれば、日本型

の IR が生まれてくるのだと思います。この辺は、先の評価風土の違いに戻って言いたいのですが、

個人の認識や意見だけによる議論を越えることです。 

私が米国の大学で仕事のチャンスをつかむのは、ある先生が愚痴をこぼしたときです。だいた

い愚痴がある先生というのは個人の認識に依っています。なので、「先生、それは本当に全学的な

問題なのでしょうか、ちょっと私の方で調査させてください」という風にして、リサーチデザイ

ンを作っていきます。他の例では、学長、副学長は「教員はきちんと学生を教育していないだと

か、あいつら仕事してない」とか言うわけですね。本当にそうなんですか、と。それは教員の労

働に関する Faculty Workload の調査でもうちょっと再検証してみませんか、という風に提言す

るわけです。まぁ、執行部クラスになるとデータだけでなく学内政治で動くこともありますが（苦

笑）。IR は…なんでしょうね、個人の認識でしか捉えられていない学内の印象を社会科学という

ツールを使って、その現実を再構築していく。より的確に現象を捉えていく中で、問題意識を共

有し、より望ましい改善方策を探っていく。IR のそういう役割が楽しくて仕事をやっている方が

多いんだと思います。 

最後に、日本における IR 議論にも言及させていただきたいと思います。会場を歩き回って立ち

話を聞いてみると、何だか米国の IR が偶像化される過程で、定義が一元化されているようです。

発表の一番前半で申し上げましたが、IR と言っても各大学の規模でやっていることでだいぶ差が

ある。それはそれでよいのだと思うんですね。ところが、日本では米国 IR があたかも一つの形で

しかないように捉えられており、私の IR は、あなたの IR と違うとお互いにお互いを突っついて

いる、議論のための議論になっていませんか。それよりは、IR の定義を大きく設定して、我々の

IR 室はこういうもので、こういうことをやっています、あなたのところは？という事例をお互い

に出し合う方が生産的だと思います。あそこの大学は、あの規模でこういうことをやっているん

だという感じで、各大学がいいところを、good practice をお互いに提供し合っていくというよう

な情報交換の場が、こういう集会の場で出来るようになれば、どんどんどんどん発展していくと
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思います。 

発表スライドの後半は追加資料です。後の議論の時にとっておきます。何だか与えられた時間

をかなり超過してしましたね、すみません。以上です。 

 

 

質問：アメリカの IR の中で、大学の規模によって業務の内容が変わってくるというのをご紹介い

ただいたんですけど、日本の場合、大きな大学も小さな大学も業務の a から g まですべて

要求されています。しかもそれぞれがランキング、というわけではないんですけど同じよ

うに評価をされて、同じようなレベルでやらなくてはならない、ということが要請されて

いるんですけど、アメリカの場合、それが異なっても良い、というのはどういう背景があ

るからなのか。例えば、学士力みたいな保証をやる場合、これだけでは済まないのではな

いか。 

本田：鋭いご質問ありがとうございます。高等教育のマクロな視点から申し上げますと、アメリ

カでは大学の類型化にはカーネギー分類があるので、わざわざ教養教育大学が研究大学の

マネをする必要が無いわけですね。師の諸星先生がよく仰っていますが、「りんごとみかん

は違うのだから、そもそもなぜ両者を比べるのか」という認識が米国ではあります。日本

のように全ての大学を同じように扱い、同じ土俵で扱うことはありません。適格認定の際

も、受審する大学側が、自分の大学類型と似たようなところから外部評価者を出して欲し

いと要望を出せますから。また、話しは飛びますが、小さい IR 部門は実際、リサーチはで

きませんね。あくまでも私の観察ですが、あなたのところは Institutional Reporting です

ね。報告しかしてないじゃないですかという大学もあります。私の勤務校は、だいぶ恵ま

れていて７人くらいスタッフがいます。それでリサーチもできる人材もそろっていて、実

際に学術研究に匹敵するような研究分析ができます。ただ、これはフラグシップクラスの

大学だけだと思います。日本は厳しいですよね。認証評価にせよ、法人評価にせよ、小規

模大学と大規模大学では、それぞれの大学の使命と役割が違うんだという前提で評価され

ていないんじゃないかな、と感じています。それは、認証評価の制度設計の問題でもあり

ます。日本は何せ、第一周期目なので、試行錯誤は避けられないでしょう。それが第 2 周

期目意向で、どのように制度改善が進むのかに期待しています。 

栗本：IR の現実感を掴むために，本田先生の job description をお伺いしたい。IR は定義によっ

て違う、というお話をされましたが、本田先生が雇用されたミッションは、a から g のどれ

なのでしょうか。それを伺うことで，IR の人材像を浮かべられるのではないかと思い、質

問いたします。 

本田：私の Job Description は 6 割が学習成果の測定で、4 割が Fact Book の作成です。業務上

の使命ですか。契約としては、両者の業務をこなしていくこと。それとは別に、私個人の

信条としてのミッションは、教員や学部の改善に資するような学習成果アセスメントの実

施です。IR の人材像は、担当する業務によって異なります。例えば、同僚にはプログラム

評価の修士課程を持った人が二人、データベース屋さんが二人、あとは秘書とインターン

です。なので、担当業務により望まれる人材像が変わってきます。IR とは一体何ですか？

それは私の方が、日本の方々にどのようなイメージを描いているのか逆に聞いてみたいく
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らいです。私なりの解釈では、IR はデータを用いてより適格な現状認識をし、更にデータ

分析からより望ましい選択肢や意思決定を導き出すことでしょうね。 

栗本：もう１点，IR のキャリア・パスあるいはスキル・パスはどうなっているのでしょうか？ 

本田：一般的に言われるのは、４つの階層があるんですね、初任者（Entry level）、分析者（Analyst 

level）、中間管理職（Management level）、そして執行部（Vice President level）。まず、

初任者レベルなら Fact Book の基本的な情報を学内データベースから引き出して、報告が

できれば大丈夫です。統計の知識はあまり必要ありません。分析者レベルなら、データの

信頼性や信憑性の解析が求められるでしょうし、より高度な統計解析が出来る人は IR の大

会で研究発表をしています。ただ、このレベルの Analyst を置ける大学はお金に余裕があ

るところですね。中間管理職のレベルでは、IR のプロジェクトの管理ができて、教員、学

部長、執行部との交渉が長けていること。副学長レベルは大規模大学にのみ、存在します。

小規模私学は Director が IR 部門の最上級の役職です。さて、IR 担当の副学長ですが、よ

り学内交渉の業務が大きくなり、学長、他の副学長、学部長との政治交渉になります。 

 

 

※未使用スライド１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃１４ 

 IRで求められる基本的な職務能力

 アンケート調査の作成能力

 レポート作成能力

 データベース構築

 社会科学の基礎－概念化とモデル構築

 統計学の基礎－Regression Analysisの考え方
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米国の Institutional Research の概要と日本への示唆 

『発表後の補足説明』 

 

本田 寛輔 

 

Ph.D. Candidate, ニューヨーク州立大学 Albany 校 

IR Analyst, Empire State College, SUNY 

 

 

A．米国の学習成果の測定について 

1．基本的には各種科目の学期末の学生論文をルーブリックによって再査定します（出席や授業参

加態度を除外した能力を測定するため） 

2．ルーブリックは各学部学科の学習目標に沿って作成されます。 

3．日本のカリキュラム・ポリシーというようですが、どのような文脈で輸入された用語でしょう

か？カタカナ用語は解釈が政策策定者と現場の教職員の間でぶれるので、よく吟味と議論を重

ねて定義してください（IR も例に漏れず）。 

4．発表では飛ばしましたが、一つの学生論文を二人の教員がルーブリックに沿って査読します。

それを統計処理で査読者間の評価の相違性を示す Inter- rater reliability やルーブリック

の Validity を示す Intra-class correlation を算出します。米国では Program Review という

学術分野があり、評価実践の制度を高めています。 

5．米国の学習成果の測定でプログラム改善をするのは理想であり、実際は報告書が書棚に眠って

いる大学が大多数です。これは小生の認識ではなく、米国の文献でも指摘、立証されています。 

6．日本では「学習成果の測定を大学へ丸投げ」するような感がありますが、これでは認証評価団

体は何を基準に評価されるのでしょうか。評価担当者の集会が共同声明を示す必要性が出てく

るかと思います。例えば、卒業生の就職率はあくまでも一つの指標にしか過ぎません。複数の

多面的な指標作りを心がけ、自校の学習目標の到達度を立証するよう努力してみてください。 

7．認証評価団体間で学習成果の測定で共有認識を構築し、試行期間も設けるべきです。また、高

等教育研究者は認証評価に係る大学の負担とコストの計算を調査してみてはいかがでしょう

か。 

 

B．戦略計画の指標作りについて 

1．指標は多くなりがちです。それで失敗した例は米国、英国、豪州など数々の報告があります。 

2．反対に組織内の業務の複雑性を鑑みずに指標の数を絞りすぎると、成果の定義が狭まり、胆略

的な成果追従が学内に蔓延する恐れがあります。 

3．最初の指標の策定で上手くいった大学の事例は少ないでしょう。施行期間を設けるか、第 1 周

期は間違いも生じるという前提で柔軟性を担保して開始すべきです。 
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4．参加者との会話で、「未来志向」的な指標といった趣旨を伺いました。 

指標は目標の到達度を確認するのが一般的です。言い換えると、過去の活動が目的通りに効果

をもたらしたかを確認するものです。 

5．将来をみた指標として、端的には 2 点挙げられるかと思います。一つは将来計画を考える際の

指標は英語で Environmental Scanning といい、マクロの動向を示す数値を集めます（典型例

は将来の 18 歳人口の推移）。もう一つは統計学の将来予測（Probability） の計算です。添付

のスライドの Regression Analysis は数ある手法の一つですが、これにより将来への意思決定

の「一材料を提供」します。 

6．指標作りの準 備をしているという何名かの担当者とお目に掛かりました。指標のデザインと

データ収集の方法という範囲で簡単なコンサルタント的な事は出来なくもありませ ん。ただ

し、あくまでも小生の自発的な貢献活動であり、組織全体の責任は負いかねます。また、相談

を受ける際は学内で文書がきちんと出来上がっている方に 限ります。小生の時間の制限によ

り、興味範囲で勉強したいという方は、現時点ではご遠慮させていただきます。 

 

C．IR の能力開発について 

1．社会調査方の基礎 

参加者の Kさんが放送大学の教材を教えてくださいました。小生は内容の確認をしておりませ

んが、下記のタイトルは一度手に取られてみてはいかがでしょうか。 

社会調査の基礎 (放送大学教材) 岩永 雅也, 大塚 雄作, 高橋 一男 (編集) 

社会調査法 (放送大学教材) 盛山 和夫, 近藤 博之, 岩永 雅也 (著) 

2．社会科学の基礎 

お勧め 

知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ (講談社プラスアルファ文庫) [文庫]苅

谷 剛彦 (著) 

内容は未確認ですが、良さそうです。 

社会科学入門―知的武装のすすめ (中公新書 (760)) [新書]猪口 孝 (著)  

3．アンケート調査の基礎 

この手の本は数多くあるので、ご自身で調べてみてください。 

上記 B-6 にあるように、アンケート調査の簡単なコンサルタントは受けます。小生の時間の制

限により、学内でアンケート調査の実施について正式に合意を得られている案件のみに限らせ

ていただきます。 

 

D．日本型の IR 像の構築について 

1．日本型 IR を「学内情報を分析し、全学、学部学科、その他部署の諸活動の改善提案を推進す

る人材の養成」と定義できないでしょうか。この考えに則れば、評価担当者が当該部署を離れ、

評価室で得た知識と能力を新しい部署で発揮し、学内諸活動の改善に励む。こうした日本の人

事異動を基にした分散型の IR 像が考えられると思うのです。最大の目標は IR 室の構築のみな

らず、大学全体の改善なのですから。 
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2．米国の IR と日本の現状をよくご存知の方とお話した案です。米国の IR の解釈と輸入に励むの

も良いのですが、学内で既存の部署により我々が求める「認証評価の情報収集に留まらず、学

内調査の種類と深度を拡大し、大学改善への計画と実践を推進」する道があるのではないでし

ょうか。例えば、評価室、企画室、大学教育開発センターの協同などです。この組織的な連携

の制定化を日本型 IR と呼べるのではないでしょうか。これであれば、IR という外来語に依存

せず、十分に日本語で話が通じるはずです。カタカナ語に対する理解のぶれや敬遠感を抑える

ことができるかもしれません。 

 

E．評価担当者間の情報交換、人脈づくりについて 

今回の集会で終わらせてしまわず、どうにかして継続できないかという想いは多くの方々にある

かと想像します。 

1．例えば、メーリングリストの作成により通常業務の情報交換と相互援助や上記 C「能力開発の

教材」の情報共有。 

 

2．今回の参加者ご自身が数値を整理して学内の改善意識を促した例を収集することはできないで

しょうか。情報の守秘を約束した上で、個別事例を共有するのです。これが個々の評価室員が

活躍する材料となるかと思います。まずはA4一枚以内でご自身の事例をまとめてみませんか。

また、このプロジェクトの設立と運営に関心のある方はご連絡ください。 
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第 2 分科会「日本の大学評価と IR」パネルディカッション 

 

モデレータ 小湊卓夫（九州大学） 

パネリスト 佐藤仁（福岡大学人文学部） 

パネリスト 本田寛輔（ESC, SUNY） 

コメンテーター 淺野昭人（立命館大学） 

コメンテーター 嶌田敏行（茨城大学） 

 

小湊：まず、佐藤さんと本田さんのお二人の報告を受ける形で立命館大学の淺野さんと茨城大学

の嶌田さんをコメンテーターとしてお呼びしているので、まずはお二人からコメントもし

くは論点といったところに対して、お話ください。 

嶌田：茨城大学評価室の嶌田です。IR という言葉が最近流行っていると言いますか、最近いろん

なところで聞くわけですが、私なんかも IR について美しく誤解していたクチで、とにかく

大学に IR 室みたいなものを作ってデータを蓄積して分析して、まあ、それを大学執行部、

学部執行部の方々意思決定に有効に使えるようなものをどんどん示していって、大学がど

んどん改善のほうに向かっていくようなところなのかなあ、と思っていたわけですね。で

も、どうやら、そうではない、というか、IR を入れればすべて上手くいく、というわけで

はないようです。確かに、大学の規模によって大規模な IR もあれば、小規模な IR もある。

大きなところだと、いろんなことができそうなんだけど、小さいところだといわゆる「調

査もの」を単に返すだけでおしまい、という感じです。つまり、Institutional Research の

「Research」が、本当にレポートを返しているだけの「Research」から、本当に自分の大

学を研究するような「Research」まであるわけですね。一体 IR というのは、何なのか、と

いうのが、ますます分からなくなってきた、佐藤さんの話だと、ウエイトの置き方が、そ

れぞれの IR オフィスで異なるし、日本でも評価室は、評価の報告書、とくに我々国立大学

だと文科省に年度計画の報告書を作って提出するのが主な仕事になってきますから、それ

がメインイベントで、あとはぼんやりしている、という感じなのですが、そういうところ

で、どのように IR に脱皮していけば良いのか、ということは常々思ってはいるところなの

ですけど、じゃあ、どうすれば、評価室は IR オフィスになれるのか、ということですね。

本田さんは、日本は後追いなんだから上手くやりなさいよ、という話をされていたんです

けど、具体的にどうすればいいんだろう、というのが素朴な疑問として浮かんでいるとこ

ろです。 

淺野：立命館大学の淺野です。私は、IR をやっているわけではなくて、以前 FD 関係とか質保証

をやっていた関係でこの大学評価コンソーシアムの幹事などもやらせていただいているわ

けですが、冒頭、佐藤先生のお話を聞いていて感じたのは、身近なテーマで私自身大学の

中で同じだなあ、と思ってきかせていただきました。その中で、やはり IR をする目的が何

なのか、というあたりが明瞭になっていないところでデータ集めしたり、分析してもそれ
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がどう行かされていくのか、そこが非常に不明瞭になっている、というのが、現在の各大

学の現状なのかなと感じました。逆の言い方をすれば、だから IR を入れれば何かなるんじ

ゃないか、という変な期待感を持って待っている状況なんだ、ということがわかって、私

自身はすっきりしました。もう一つは、私立と国立との違いだと思うのですが、いわゆる

教学部ですね、どこが IR を担うのか、ということによって非常に IR の目的も大きく変わ

っていくとうところもあって、私学だったらどこなんだろうなあ、企画何とか室になるの

かなあ、と思って聞いていました。だからアメリカのように IR というものが特化した形で

ある、というところとは違った日本の場合、いきなり IR 室とはならないと思うので、○○

企画室となったときにそことの兼ね合いで IRの目的が位置付けられてしまうようなところ

もあるかな、と思っていますので、少しアメリカにおける IR室の歴史的経緯みたいなもの、

どんな風にできあがってきたのか、そのあたりのところを是非お聞かせいただければ、と

思います。それともう一つ。昨日もプレイベントがあったりしてずっと感じていたのです

が、こういう評価に関わって情報を集めて行くに当たって、もともとある情報を集めてい

ってそこから何が見えてくるのか、みたいな形の進め方とですね、逆に教育の質の保証と

いったような大きな観点で見たときにそれが達成できているかどうかを測るためにいろん

な情報を集めていくという考え方と、どうも二通りあるような気がしています。昨日の話

を聞いていても、そんな気がしています。アメリカの場合、そもそもの目的が明瞭にあっ

て、それに対して情報をこうあつめてきて、ということだと思うんですけど、日本の場合、

とにかく情報を集めてきて、そこから何が言えるのか、というところに陥っているように

も思えるんですけど、どうなんでしょうか。そのあたりからも今後、IR をどう進めていけ

ば良いのか、アドバイスなりをいただければ、と思います。 

小湊：今、お二方から、かなり大きな問題が投げかけられたような気もしますが、IR の機能をど

う具体化するか、という議論の中で、まず何をすればいいのだろうか、というのが、まず

嶌田さんの問いかけだったんだろうと思います。淺野さんの方からは、まず IR の経緯をお

聞かせ願いたい、ということでこれは本田さんへの質問だと思います。それで、現在の評

価室などの IR機能の一部を担っているところでは、既存のデータから課題を抽出するのと、

この先求められる課題に対してどういうデータを集めれば良いのか、という双方向、方向

性があるんじゃないか。どちらかというと既存のデータから何が言えるのか、というとこ

ろに今の現状が陥っているんじゃないか、という話です。この辺は佐藤さんあたりに向け

られた問いだと思いますが、まあ、答えられる範囲でかまいませんので、お二方からコメ

ントいただければ、と思います。 

本田：まず簡単な方から。アメリカでの IR の発展、歴史なんですが、天野先生がおっしゃってい

たように 70 年代、80 年代というのは、アメリカの高等教育でも学生数が一時的に減りまし

た。減ったところで、マービンピーターソンだとか、ストラテジックプランニングを高等

教育に入れてきた先生方が出てきます。その先生達が IR の担い手です。なので、今やって

らっしゃる IR をアメリカで見て、大玉、というのは、その年代にオフィスを立ち上げた方

です。日本で見てて感じているのは、レポーティングが最初、重視になってしまう、とい

うのは、アメリカでも同じだったと思います。その後に 90 年代だったり、小湊先生のあの

大学評価・学位授与機構の論文にも書かれている概念整理でよくできているのが、90 年代
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になってきて、うちらはもっと change agent として動けないのか。大学改革にもっと積極

的に関わっていけないのか、という脱皮型の IR というのが出てきました。それで、今、最

初に凝れ行っていいのかな、と思ったのですが、日本でがんばっている方をびっくりさせ

ちゃうな、と思っているのは、実は、アメリカには既に新しい動きがあります。Institutional 

Effectiveness という風にオフィス名を変えています。なのでもう IR はアメリカではトレン

ドしては、もう既に遅いんですね。で、そうやっちゃうと余計に爆弾発言になっちゃって、

これから日本どうするんだよ、という話になるんですが、落ち着いて見たときには、アメ

リカの発展経路と日本の発展経路は似通っているので、そこを今、日本はゆっくりと歩み

を進めているんだ、という風に理解をしていただいて、アメリカが IR から Institutional 

Effectiveness に変えないと学内で認知が起きなかった。で、改革に入れてもらえなかった

んですね。Institutional Effectiveness に名前を変えて、ディレクターからバイスプレジデ

ントに格上げになったわけですね。IR のディレクターだった人たちが。部長さんから副学

長になったわけです。そこでやっと改革の話が始まってきたわけですが、アメリカでも 2005

年移行の話ですから。アメリカが何でも 80 年代からすごいシステムがあって、ガリガリ改

革をやっていたのか、というとそうではありません。あと、それをどう実践するのか、と

いうことですが、雑駁に一私立大学職員としていたときの感想として申し上げると、結局、

日本は終身雇用制ですから、学内にいかに士気がある方、学内でネットワークがある方、

この人なら信頼してデータを共有できる方が何人いるかですね。その人達と、企画書をど

のくらい書けるか。まさに今、日本の方々で、佐藤先生の話の中に出てきたスキルをどの

くらいお持ちなのでしょうか、というところなんですね。私のところのスライドでも概念

だったり何なりを、社会科学の作法で、単なるアンケートを作ったことがありますか。ア

ンケートを作って、回収して分析されたことがある方はいらっしゃいますか。そうですよ

ね。でもおそらくそれができないと、リサーチデザイン能力が無いと学長に認知してもら

えるようなリサーチはできません。じゃ、次に日本で何ができるのかというと、やっぱり

そういうスキルを構築できるようなワークショップを２，３日でもいいので作っていく、

ということではないかと思うんです。それともう一つはアメリカの IR は Institutional 

Researcher が投稿できる学術論文誌があるんですね。そういうので半分アカミクスなんで

すよ。私なんかも。Professional Administration でありながらアカデミクスである、とい

うようにアメリカでも突出した存在です。なので日本でもうちの IR の事例はこうだ、とか

例えば、名城大の難波さんの原稿を分けてもらったことはあるんですけど、そういう個々

の大学の改革事例を寄稿していって、どんどんその量を増やしていくと、全国的なアピー

ル、存在感を示すことができると思います。 

佐藤：時間もあまりないので、１点に絞りますが、何をすれば評価室が IR になるのか、というこ

となのですが、九大がやっていることはデータの管理とか多方面のことをやっている、と

言いました。淺野さんのご意見では私学はなかなか入れるのが難しいし、既存の部署で対

応するなかでどう展開すればいいのか、ということがあったと思うんですけど、私のスラ

イドで一番主張したかった「支えの部分がなくなってしまってバラバラになってしまうと

いう図」があったと思うんですが、一方で支えがなくなってもバラバラじゃない状態もあ

るとおもうんですよね。アメリカのボルクワインが言っていたのは、IR 室は４つの段階に
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発展していくということです。１、２、３はだいたい IR 室を持っていて１は小さいところ、

２はちょっと大きめで、３は官僚的になって、４になるとどうなるか、というと IR 室が各

部署に分散される形で置かれるもので、これが進化形と言われています。それがいいか悪

いかということを議論するのは時間もないのですが、それを考えると評価室が IR になるこ

と自体も問い直さなければならないのかな、と思います。ただ、IR を学内で根付かせる、

という面で評価室が一定の役割を果たすということについては、僕はデータの管理だった

り、データを学内で重要視させる、といった文化の構築であったり、そういうところでの

やり方、というのはあると思います。小湊先生が最後に言った、データから何らかの課題

を見つけるのか、もしくは課題がある中でデータをどう示すのか、といったことがあるの

ですが、評価室ができるのは、たぶん、データから課題を見せることしか現状ではなかな

かできない、と思います。それはなぜかというと課題が何か分からない、という状況があ

るからだと思います。課題が降ってこないという状況もあるかとも思います。これってい

うのは簡単に言ってしまえば、もしかしたら各部署が対応すれば、済む話なのかもしれな

いんですよね。データから課題をあぶり出すっていう作業をいろんな部署でやっていれば、

それで済む話かもしれない。けれども、現状としてそこまでやっていないということから

評価室がやっているということも局面としてはあると思うんですよね。九大も、もちろん

いろんな部署の取り組みはあるんですけど、もっとデータを使おうよっていった意味でフ

ァクトブックを作ってみたりしたわけです。あれを見て、人によっては、今更なんだこれ

は、というのがもちろんあるし、それは承知しているところです。その辺の組み合わせっ

ていったものについて、いろいろやり方があると思うんですけど、二つの種類をうまく平

行させる、というのは、現状としては必要だと思います。ただ、将来的には、やはり課題

があってデータを出す、というのが理想的な IR なのかな、という感じはします。 

 

小湊：今のやりとりに対して、ご質問等あればお受けしたいと思います。 

質問者：確認させていただきたいのですが、先生のお話を聞いていると九州大学における評価室

の存在価値を高めなくてはならない、ということをお話になっているようにも思える。ま

だ評価室とか IR というのは、そういうレベルにないのではないかと思っている。どういう

ことかと言うと、私は○○大学（地方国立大学）なのですが、今やらなくてはならないの

は、○○○○○○○○○○○○○○、さまざまなことをやっている。そういういろんなこ

とをやっていくことが日本の将来を支えていく学生達の一つの支えとして学士力というの

かもしれませんが、日本の高等教育の質をどのように維持し高めていくのか、全国的な危

機なわけですから。そのときに、今の大学がどういうことをミッションにして学生を育て

ていかなくてはならないのか、それが果たせるのか、それを誰が検証していくのか、それ

をどのように教育に活かしていけるのか、それが私は、評価の課題だと思うんです。私は、

先日、小湊先生の講演を聴いて、九大が IR という活動をやっていて、というのを聞いて、

現在、私は人ものカネと評価を担当している理事なので、九州大学の位置付けというのは

結構違うなと感じる。私は、そういうレベルで今の大学の評価を IR にするかどうか、とい

う議論すべき状況ではない、と考えている。アメリカに対して遅れているとか、そういう

ことはあまり考えていないが、現在、日本の教育力というのが大事だと思っている。また、
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今、出ている学生の質、というものが本当に大丈夫なのか。私たちも学生を目の前にして

みると、昔と今ではぜんぜん違う、という意識がある。単に学力だけの問題ではない。精

神的な面も含めて。これをどうやって大学は一人前にしていくのか。高校出て入ってくる

とすごく幼くが、社会で求められているニーズはすぐ即戦力みたいな感じである。そうい

うところで矛盾を感じて、大学をどういう風にしたらいいのか、というところで悩んでい

るんですね。そういう点から、評価をして、システムを作っていくなかで、評価室や IR 室

を作っていくという観点での議論が欲しいな、と思ったのですが、いかがでしょうか。 

佐藤：私が九大の事例を出すと、評価室を作らなくてはならないのか、などの議論にどうしても

なってしまうのですが、私はそういう立場ではないですし、評価室はすばらしいものだとは

思わないです。評価室のプレゼンスを上げることばかりになってしまっているのではないか、

ということですが、正直、そういうところはあります。おっしゃるとおりだと思います。で

も何でそういうことを行わなければならないのか、というところを考えると、なかなか我々

の活動や理念を理解してもらえない、伝わらない部分があるわけです。個人で知らない人の

ところに行くと跳ね返されてしまう、という現状もあります。そのために何をやらなければ

ならないのか、ということを考えると「私たちは、こういう立場で、こういうデータを出し

ているんです」ということを示す必要があると思うんですね。評価室のプレゼンスを上げる

ことに、なぜそこまで固執するのかというのは、以前、アメリカに調査に行ったときにジョ

ージワシントン大学に行ったのですが、そこの IR オフィスの人たちの話でとても印象的だっ

たのは、執行部の方々は IR オフィス以外のデータをまったく信用しない、データはかならず

IR オフィスから出す、というような状況があるということでした。確かにそれは最も理想だ

ろうと思いました。評価室がそうなるべきかどうかというのは別として、データを出す、と

いうことに対する信頼性を得るには、単純にデータを出すだけじゃなくて、組織としてのプ

レゼンスといったものも何かしら必要になってくるんじゃないか、と考えます。そのために

は、特に執行部に対するプレゼンスを上げるというような取り組みも出てくるのかな、と個

人的には思います。当たり前ですけど、自分たちのクビが切られないようにがんばっていま

す、いうことをアピールするわけではありません。先生がおっしゃるように、どういう大学

でありたいのかという観点から現状の改善を進めていくために、理想論・経験論に過度に偏

るのではなく、データに基づいて改善を支援するという IR の理念を共有したいという我々の

思いがプレゼンス向上の背景にあるということを理解してもらえればと思います。こうした

説明が足りなかったのは、今回は評価と IR のつながりという点での報告でしたので、組織の

あり方を考える際に議論に出てくることかなと思っています。 

小湊：時間があれば、論点整理のそれぞれについて見ていきたかったわけですが、今の話は、機

能としての IR と組織としての IR という風に書いてますが、そこの問題だと思っています。

さきほど嶌田さんのほうから、まず課題があって、その課題について調査しろというのがあ

る。例えば、本田さんはアナリストだからそういう依頼を受けているわけですよね。アナリ

ストというのは、もともとそういう立場の人ですから。そういう風に大学のマネジメントの

一連のプロセスの中で、課題は既に明確に意識されている。その課題に対して、何か解決策

を見いだしたいから基礎となるデータを出してくれ、把握するためのデータを出してくれ、

というのが本来、理想だと確かに思います。ところが日本の大学の中に果たしてそういう機



大学評価担当者集会 2010 第二分科会 

47 

能がどのくらいあるのか、ということを考えたときに、これは経験論から語るとあまり良く

ないのかもしれませんが、なかなかお題が上から落ちてくる、ということは少ないんですね。

それで、外からいっぱい言われるわけです。外からいっぱい言われる最大のものが大学評価

なわけです。大学評価では、外からいっぱい外圧がかかって、あれが課題だ、これが課題だ、

ということが出てきますから、じゃあ、それをテコにして、大学全体のマネジメントのやり

方みたいなものを少し刺激できないか、それが私がこの前、報告した中の一部の話だったと

思うんですけど、結局、IR 室を大学全体のマネジメントプロセスの中に入れる、ということ

は、大学のマネジメントのあり方を変えることにつながる、そういうものなんじゃないかと

思っています。だからその第一歩目としては、既存のデータからどういった課題が今大学と

してあるのか、というのを出すのは一つのステップとしてあり得ると思いますし、そのこと

をきちんと受け止める執行部なり回りの先生方がいて、さらにその上、次の課題を見たい、

と言って課題が降りてくればうまく回っていくんだろうと思います。ただ、その具体化の方

策は、それぞれの大学の文脈がいろいろあるでしょうから難しいんだろう、と思っています。 

本田：大学類型に戻りますが、アメリカでも大規模大学の IR オフィスというのは学部学科に口出

ししにくいんですね。学部学科が外部研究費を持ってきて走っているので、なんでわざわざ、

となるわけですね。これは、オルバニー校の本田として話しているのですが。九大は、まさ

しく、その辺のジレンマもあるんじゃないかな、と思っています。小規模な大学の方が、私

も日本の自己点検評価書を読んでいて、大学幹部が、失礼ですが、定員割れを起こしている

大学の方が IR 機能により要望が高いわけですね。意識としては。そのデータの読み取りの読

み取り具合によっては経営も怪しくなるので、そういうところでの組織の形態だとか、風土

とか組織文化によって努力する方向性が変わってくるのは必然なんかな、と思っています。

それで、ご提言された人材像を作ってそこからどのようにそれをしようか、というのはまさ

しく日本の方々でそういう意識を持っていて、そういう手法をご存じの方が先行事例でどん

どん増えていって作っていくしかないですね。 

小湊：いかがでしょうか。 

質問者：（マイク不使用のため聴音不能） 

本田：私が他所から来た、ということで暴言を吐かせていただくと、学長側の意向がないから IR

ができないとか、データが集まらないからだとか、言い訳はアメリカにもあるんです。私は

一アナリストとして、自分のプリミブルとしてやっているのは、学長や副学長が全学委員会

で教授と口論していて二進も三進も行かない、というのは私にとってはうまみなんですね。

それをアナリストとしてリサーチデザインして、どういう議論整理と論点整理をして次の課

題と提案を出すかなんですよ。なので、すごい不思議なのはこういう会場に来ていて、どう

やったら改善提言できるんですか、っておっしゃると自分の大学に帰って一番問題になって

いるところ、数値化がまだされていない、個人の認識での問題をどのようにリサーチとして

洗い出せるか、そこに IR のアナリストのなんなんでしょうね、力量が問われるところだと思

うのでぜひご自身の大学に帰って、全学委員会か評議会に顔を出してみなさんがけんかして

いて意見が合わないところを、あとは実証データでどう組み立てるかなので、アンケート調

査はにほんでも簡単にやりすぎですけど、アンケート項目の作り方っていうことでアメリカ

ではマスターレベルで１科目あるんですね。１セメスター分取らされるので、それくらいガ
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リガリできる人が日本でも出てくれば、そういう意思決定に直結するようなリサーチデザイ

ンができるアナリストも生まれてくると思います。 

小湊：時間が随分押してしまいましたが、人材に関して言えば、私も論点で一つ挙げているんで

すけど、いないわけじゃない、と思うんですね。大学の中にもそれぞれ企画を担うセクショ

ンの方がいて、彼らも大学が抱えるある特定の課題に対していろいろデータを集めて提言を

されているわけです。ただ、その方々が、キャリアを積んでいく際に、どうしても短期間の

人事ローテーションがあって配置転換をされてしまうので、上手くその培った能力を活かせ

ない、という面がひょっとしたらあるのかもしれない。だとしたら、そういう人たちを集め

て人事のあり方を考えるなり、ただ、そういう培ったものをですね、その人達を中心に何か

研修制度を作ったりして、きちんと伝えていくような役割を何らかの形で作っていけば徐々

にではあるかもしれませんけど、そこにいない人材というものが育っていくのではないかな、

と私自身は考えていたところです。それで、最後になりますけど、そのデータを扱う仕事は

いかに重要なことなのか、というのは本田さんの報告にもありましたが、さきほどもちょっ

と話に出てきたのかな、と思いますが、アメリカの研究者でバーンバウムという方がいらっ

しゃるんですけど、こういうことをおっしゃっているんですね。情報を収集する、というこ

とはまさにそれ自体が組織の環境を確定する仕事そのものなんだ、ですから、そういう情報

をどういう風に収集するか、というのは収集する側のふるいにかけられるので、まずその時

点で重要になるわけです。さらにデータを集めて分析する側が部署としてどこに所属するか

によっても大学のマネジメントに大きな影響を及ぼす、ということをおっしゃっていました。

ですから、基本的に IR の議論というのは、私たちはたまたま大学評価をきっかけに、という

風には考えていたわけですけど、大学全体のマネジメントそのものを捉え直す、一つのよい

きっかけではないか、と個人的には考えています。さて、ちょっとタイムマネジメントが上

手くいかなかったですが、これで分科会を終了させていただきたい、と思います。今日は、

どうもありがとうございました。 
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「日本の大学における IR 機能のあり方を議論する際の論点」 

 

九州大学 基幹教育院  小湊  卓夫 

（報告時：高等教育開発推進センター） 

 

IR 活動の必要性と制度化への課題 

 データはどのように収集されるのか 

 重要なデータが個人の PC や各種フォーマットで散在 

 類似するデータでもデータソースが異なる（定義の不統一） 

  → 大学の実像を把握するためにも正確で継続的なデータ収集が必要（データ収集の体制

の再構築は業務のあり方を変える可能性がある） 

 データはどのように活用されるのか 

 管理業務のための活用か戦略（計画）遂行のための活用か 

 大学の重要課題とそれを共有することができているか 

 大学の目標とその実現のための計画を立案し進捗を把握する 

→ 目標・目的とそれを実現するための計画を明確にすることがデータ活用の第一歩 

 誰がデータを活用するのか 

 部署内での報告→業務報告だけになっていないか 

 委員会・教授会報告→委員会や教授会が実質的な意思決定を行っているのか、個人の経験に依

存した決定を行っていないか 

 学長報告→学長は大学の重要課題をデータに基づいて把握しようとしており、課題解決に向

けてリーダーシップを発揮しうるのか 

→ 役割と権限を明確にすることでデータ提供の目的と内容が明確になる＝全学・部局のマネ

ジメント体制が問われる 

 

機能としての IR と組織としての IR 

 日本の大学に IR 室は必要か 

 一般論としては IR 機能は必要と思われるが、室の設置は大学の判断による 

 正確で効率的なデータ収集だけであれば、既存の事務業務で対処は可能かもしれない 

 問いかけに対し各種データを関連づけ、求められる情報を提供するには一定のスキルと専門

性が求められる＝リサーチとコーディネーションを兼ねることは従来の組織では困難？ 

 IR を担う人材はいるのか 

 機能としての IR は潜在的に大学の中に潜んでいるので、人材はいるはず 

 継続的な業務経験の必要（人事ローテーション） 

 業務遂行のための人材育成が必要（内外の研修制度） 

 IR を実践するきっかけとしての大学評価 
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 データ収集、分析、報告、課題抽出等、IR の基本的活動内容の多くが含まれている 

 意思決定や計画策定という高度な機能を求める前に、自身の大学をよく知る必要がある 

 →評価をやり過ごすという態度では IR は機能しない 

 IR への過大な？期待への違和感 

 データに基づく自己点検（IR）と（教育）改善は活動主体と活動領域が大きく異なる点に注意

＝IR 機能を強化することが直接的に改善を促進するわけではない 

 

組織構造はある種の情報を収集する責任を負っている者にも影響を及ぼす。これは、情報を収

集する者がどのようにその情報を伝え、評価するかという方法を決めるといういみで重要な問題

である。 

 データの意味はどちらにもとれることがよくあり、また潜在的に入手可能とされるデータの多

くは、そのデータに出会う人間の期待や経験によってふるいがかけられるので、データ収集の仕

事は、実際上組織の環境を確定する仕事を遂行することでもある。 

 学生の教育効果に関するデータの収集、分析、および配布を、学生部長の責任にするか、それ

とも大学組織研究所の所長あるいは入学課課長の責任にするか、ということで大きな違いが生ま

れる。 

『大学経営とリーダーシップ』、R.バーンバウム、玉川大学出版部 P137） 
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○報告書作成および企画運営担当者（平成 22 年度第二分科会運営チーム）について 

 

淺野 昭人* 立命館大学 学生部 次長 

（当時所属：立命館大学 キャリアセンター） 

コメンテイタ－［総合討論］ 

 

小湊 卓夫  九州大学 基幹教育院 准教授 

（当時所属：九州大学 高等教育開発推進センター） 

司会、モデレーター［総合討論］ 

 

佐藤 仁*  福岡大学 人文学部 講師 

講演、パネリスト［総合討論］ 

 

嶌田 敏行*  茨城大学 評価室 助教 

コメンテイタ－［総合討論］ 

 

本田 寛輔 IR Analyst, Empire State College, SUNY 

講演、パネリスト［総合討論］ 

 

*は大学評価コンソーシアム幹事 
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