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「これまでの大学評価担当者集会における米国 IR の議論」
福岡大学 人文学部

佐藤 仁

＃０
福岡大学の佐藤です。私がお話し
させていただきたいのは、大学評
価担当者集会でこれまで、米国の
IR というものがどういう風に議
論されてきたのか、というところ
ですね。突っ込んだ話がなかなか
出来ていないというところが正
直なので、実際、どういう方が報
告をされて、どういう内容だった
のか、というあたりをみなさんに
も共有していただきたいと思い
ます。また、私自身、今は福岡大
学ですが、2007 年から３年間九
州大学の大学評価情報室に勤めておりましたので、そのときに難波さんと同様に、いくつかのア
メリカの IR を見てきましたので、そういったところの報告を交えながら、進めさせていただけれ
ば、と思います。

＃１
ということで、概要は、今、説明
したとおりです。
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＃２
大学評価担当者集会自体は
2007 年からスタートしました。
明日の担当者集会で第５回にな
るわけですけど、ここまでアメ
リカの IR というものについて
議論してきた、ということを考
えますと、二人の方を呼んで講
演をしていただいて、議論を深
めた、ということがあります。
お一人目は、先ほども話があっ
た柳浦さんで、アメリカの大学
における IR の過去・現在・未来、
ということで報告をしていただ
きました。お二人目は本田さん。
昨年ですね。ニューヨーク州立大学の IR オフィスに勤めていらっしゃる方で、米国の IR の概要
と日本への示唆、ということでお話をしていただきました。お二人とも IR 関係の仕事に就かれて
いるんですが、柳浦さんは、どちらかというと、州全体の政策形成とか、そういった大きな枠組
みの IR を担当されている方なのに対して、本田さんは、アセスメントにかなり特化した IR をさ
れている方なので、若干議論の内容が、そういうことで色が違うかな、と思います。

＃３
先に、柳浦さんが、どういうこ
とを報告していただいたのか、
ということを簡単にまとめま
す。いくつかポイントに絞って
いきますけど、まず、IR とは
何か？という点について。特に
2008 年に呼んできたので、ま
だ我々の中にもそもそも IR っ
て何？ということがあったの
で、そこら辺を報告してもらえ
ませんか、ということで、その
辺に焦点を当ててもらいまし
た。いろんな定義を持ってこら
れて、例えば、意思決定者が知
らなければならない情報を提供すること、とか、大学の影響下にあるプロセス、構造、結果に焦
点を当てた分析をすること、大学がミッションに沿った目的を達成するように導いていくことが
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IR の目的なんだ、ということです。IR が「やらないこと」は何なのか、というと基礎研究や理
論構築、論文発表、日本でいう「研究」と言われることは IR はやらない、ということですね。も
っと端的に言えば何なのか、というと、
「へー、それで？」という問いに答えるプロフェッショナ
ルという風に説明をしていました。英語で言うと、「so what」というか、いわゆるオチの部分で
すよね。これこれ、こういうデータがあります。
「で、何？」という、それに答えることができる
のが、IR というプロフェッショナルなんだ、という説明をしてました。

＃４
そういうことができるような
IRer ですかね、そのスキルを考
えるときに、日本で言われてい
るように、すごい能力が求めら
れるかもしれない、ということ
もありますが、アメリカでもそ
れはピンからキリまでなんだ、
ということですね。先ほど、難
波さんの報告にもありましたけ
れど、最近は、博士号保持者の
需要がどうしても増加している、
と。あとで説明しますけど、分
析の内容がどんどん複雑になっ
ていくので、やはり高度な学位
が必要なんじゃないか、ということ。それに伴って、以前は教育系とか社会科学系が多かったみ
たいですけど、最近は、数字をがっつり扱う理数系、ビジネス系の学位が、高まってきている、
その一方で、実態見てみると何なのか、記述統計が最も利用される分析手法です。なんか IR とい
うと非常に複雑な統計を用いて、複雑なことをやるのかと思いきや、簡単に単純集計、平均出し
たりとか、ちょっとクロス集計してみるとか、その程度です。なので、ソフトウェアもエクセル
が最も用いられる。SPSS を駆使するというよりかは、Excel でバンバン使える内容で十分行ける
んだ、と。先ほどの話にもありましたが、ほとんどの IR が少人数で運営されているものなんだ、
ということです。では、こういったスキルをどうやって習得するのか、ということなんですけど、
これは、ちょっと柳浦さんのご経験だと思いますけど、OJT が基本的なものであって、確かにあ
とでも説明しますけど、大学院や何かしらの外部の研修プログラムはあるけれども、それはわず
かな機会であって、基本的にもう OJT で自分たちの知識を身につけていくんだ、ということです。

＃５
では、今後アメリカの IR がどういう風になって、どういう方向に進んでいくのか、というのを説
明してもらいました。IR の存在価値と今後の方向性、ということで、この図を持ってきていただ
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いたのですが、横軸が、Low Value 価値が低い、ところから価値が高い（High Value）ところへ、
です。
一方、縦軸は complexity という
ことで複雑性で、上の方が、よ
り高度なスキルが必要になって
くる、となっています。最も IR
として存在する価値が低いのが、
単にレポ－ティング（Reporting）
するだけ、
「What Happened ?」
過去に何が起こったのか、とい
うことは価値も低いし、簡単に
できると。それが徐々にこちら
（1 時半方向）に向かっていく
ということで、やはり柳浦さん
としては、Predictive Analytics、
つまり将来予測ができるように
なっていくことが、IR の存在価値が、今後高まっていく方向であると。そのためには、先ほども
言った complexity、複雑性が増すので、博士学位が必要になるんじゃないか、ということが言わ
れてきたわけですね。ここの Reporting Analysis がいわば、過去の分析であって、Monitoring
というのが現在の分析であって、Predictive Analytics というのが将来の分析であると。今後の IR
は、いままではレポーティング中心だったけれども、将来の分析が今後必要になってくるんじゃ
ないですか、ということを説明しておられました。

＃６
その IR の存在価値を高めていくために、どういう点に気をつけて行かなきゃいけないのか、とい
うことで、彼が主張しているポイントは、柳浦さんの論文がこの前の IDE の特集号であったんで
すが、データベースのとかデータウェアハウスというものに力点を置いて説明をしています。デ
ータベースを今後、強化していかなれば、やはり将来予測的なところはできていかないだろう、
と。分散するデータベースをどう統合するのか、とかですね、意思決定の役に立つデータベース
の構築といったように、情報基盤技術といったものを、しっかりと、確固たるものがなければ、
将来的なものに存在価値が高まっていかないだろう、ということです。もうちょっと具体的にデ
ータベースをどう進化させていくのか、ということで、私もそこは専門ではないので、細かい話
はなかなか出来ないんですけど、まず、中央集権型からの移行、ということですけど、あとでも
少し説明しますが、いわゆる画一的なデータベースをどん、と 1 つ入れればいいのか、というと、
それではもちろんうまくは機能しない、つまり、中央集権的に一つだけデータベース置く、とい
う状況は、もはややり方としては、古いのではないか、と。
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むしろ、各部門の情報収集・分
析能力の発達させていく、とい
うこと。そういった各部門のデ
ータの収集管理のリーダーシッ
プといったものを、最後、IR の
人たちがとっていく、というこ
とです。各部門がそれぞれデー
タ収集を行う。それをさらに集
めていく、といった部分のリー
ダーシップを IR がとっていく
ことが大事になってくるのでは
ないか、ということです。

＃７
最後に柳浦さんが、日本への IR
の適用について、どう考えてい
るのか、というあたりです。こ
の辺は、実際の講演会の資料と
いうよりは、講演会が終わった
あとの飲み会の話をちょっと思
い出して書いているので、結構、
厳しいこと言ってます。何なの
か、といいますと、
「証拠の文化」、
culture of evidence と言い方を
しますけど、それを構築する上
で最も重要なグループは大学首
脳陣である、と。最も教育が必
要なんだと。つまり、データの
読み方とか、データの重要性というものを認識してもらわなきゃいけないのが、やはり大学首脳
陣である、と。そこを何とかしないと、どうしようもないんだと。今後の IR の方向性としては、
外部・内部向けのいわゆるレポーティング業務と言ったものは、自動化・容易化することによっ
て、コンサルティング業務へシフトすべきなんだ、ということを言っています。つまり、報告業
務は、IR がもうやるべきではない、ということまで彼は説明をします。結果的に何が必要なのか
というと、IR の学内におけるプレゼンスを強化していかなれければ、こういったコンサルティン
グはもちろんできないわけです。もっと重要なことは何なのか、というと他大学とのデータシェ
アや共同研究の展開していくことで、これがなければ IR 全体が発展しない、ということですね。
IR 同士は敵ではなく、味方であって、大学界全体の発展は各大学の発展につながって行くものな
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んだ、という考え方をもっと重視すべきということを彼は説明してくれました。

＃８
続いて、本田さんの報告のポイ
ントは、さきほどもちょっと話
をしましけど、柳浦さんとは違
ってですね、アセスメントとか
学習成果とか、そういったとこ
ろに焦点を当てて報告をしても
らいました。もちろん、本田さ
んにも IR ってそもそも何です
か、という説明もお願いします、
ということだったので、基本的
な概念、説明をまずしてもらい
ました。これは先程来から説明
があるように IR の一般的な業
務はいろんなものがあるけれど
も、大学の種別によって力点が異なりますよと。研究大学だったり、リベラルアーツカレッジだ
ったり、そういった規模や、公立・私立によっても何が大事な業務になるのかは、もちろん異な
りますよ、と説明していました。

＃９
かなり細かい話に入りますが、
学習成果の測定について、言っ
ていたことです。まず一つ目は、
いわゆる GPA だけではもう不
十分な段階に来ている、と。GPA
だけで、学生の学習成果が上が
ったと判断することは、もう不
十分だと。さらに、ルーブリッ
クを活用したアセスメントを推
進しなくちゃいけない、と。ル
ーブリックというのは、例えば、
１から５までの評価をつけると
きに、１の段階ではこういう能
力、２の段階ではこういう能力
という細かい評価表みたいなものを作って、それでアセスメントをする、ということです。間接
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評価を活用することが、学習成果の測定においては大事です。間接評価とは何なのか、といいま
すと学生調査の満足度とかあるかと思いますけど、ただそれを実際に活用していくのは難しいん
だ、ということです。2 つ目が戦略計画について、彼自身も関わったということで、そのご経験
を話してもらったのですが、そこに IR がどう絡むのか、ということですが、成果指標の策定する
ことが IR の一つの業務になっています、ということを言っていました。これは先ほど小湊先生の
話の中にもあったかと思うんですが、政治的なコンテクストに対する考慮というのが、非常に大
事になってくるので、IR の論理だけでも、もちろん成果指標みたいなものを作ることはできない。
だから、それに伴うデータの定義、収集、分析・解釈というのも非常に難しくて、戦略計画に IR
が関わるというのは非常に大きな困難を要する、ということを説明しておられました。また、
PDCA サイクルを日本にも導入しましょう、という当たり前、おきまりの文句になっていますけ
ど、では、アメリカではどうなのかというと、全学的に成功している事例は米国でも少ない、と
いうことですね。全学的に、と書いているのは、部局ごとにうまくいっている例はあるんじゃな
いか、ということは言っていました。ただし、大学全体として PDCA サイクル回っていますよ、
というところはほとんど無いはずだ、ということですね。

＃１０
IR で求められる基本的な職務
能力は、これまでも説明にあっ
たとおり、プラス、本田さんは
やはりアセスメントをやってお
られるので、さきほどの柳浦さ
んとはちょっと違うわけですね。
それは５つ目には統計学の基礎、
ということで回帰分析をやらな
ければならない、などですね。
あとは、先ほど、嶌田さんの報
告にもあったように、リサーチ
デザインですね、社会科学の基
礎ですね。モデルを作ったり、
仮説を立てたりです。その辺の
能力はやはり必要だろう、ということを挙げています。

＃１１
本田さん自身、日本に IR を適応する、といったところで、どんなところに気をつけなくてはなら
ないのか、と言った場合、本田さんは大学職員の経験がある方なので、かなり日本の文脈に精通
していらっしゃると思います。
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それで、アメリカの IR が非常に
イメージだけで捉えられている
日本の現状はやっぱりまずいよ、
といった話をずっとしておりま
す。日本は、どちらかとういと
後発なので、後発優位性を活用
して、米国の失敗例から学ぶ、
ということを考えてみてはどう
ですか、ということを提案して
いただきました。具体的に日本
の文脈を踏まえた議論とは、ど
ういうことなのか、ということ
で本田さんが提案していたこと
は、まず一つ目としては、各大
学が抱えている課題ですね。IR のような活動に向けた課題の洗い直しによって、現在、何が出来
ているのか、という部分を逆に明確化してみませんか、ということです。また、既存部署の連携
を通して、IR を推進していくことが重要であろう、と。四つ目は、さきほどの難波さんの話の IR
マインドと共通することだと思います。日本の大学職員には異動が必ず付いてきますので、そう
いった場合に、そういう状況を踏まえて IR を入れる、ということを考えた場合、評価担当者がき
ちんと IR に関する能力を身につけ、
それを新しい部署で発揮する分散型の IR 像といったものが、
必要なんじゃないか、ということです。だから IR マインドを持った職員をたくさん増やす、とい
う先ほどの難波さんの提案と重なる部分がある、という風に思います。

＃１２
以上のところが柳浦さん、本田
さんのところの説明なのですが、
もうちょっと私自身の言葉での
説明がしたいので、自分自身が
見てきた IR というものを若干
だけ説明させてください。九大
の評価室にいたとき、2009 年で
すね、アメリカの IR を３つく
らいの大学を訪問してきました。
その中でアメリカの IR の成立
要件というものが何だろう、と
いうことを考えたときに、これ
はちょうど柳浦さんの上司に当
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たる方と一緒に話をしたときに、アメリカの IR はこういう条件があるから成立しているんだよ、
というような議論になったので、それを持ってきました。一つ目は外部環境。なぜ IR が必要なの
か、という IR を存在させるものがあるし、IR を動かすのは、やはり情報基盤技術だと。その情
報基盤技術を使って、IR を機能させていくのは、やはり人材だと。この３つのものがそろってや
っとアメリカの IR というものは機能するんだということです。

＃１３
外部環境については、ここにち
ょっとまとめておきましたが、
データ要求の圧力がについて、
アメリカは非常に大きいという
ことですね。いろんなデータを
要求される、と。日本でも最近、
増えてきましたけど、その比で
はない。ここには書いていませ
んが、州立大学では、予算がど
んどんどんどんすごい勢いで削
られてきていているので、そう
いう財政的な側面が、外部環境
というところにあるので、やは
り IR というものが必要になっ
てくるというわけです。

＃１４
二つ目、情報基盤技術について、
アメリカと日本の違いは何なの
か、ということなのですが、先
ほども少し柳浦さんのところで
説明したのですが、アメリカの
場合、各部署でデータを集めて、
それをデータウェアハウスとい
うところで、画一的なものでは
ないのですが、それぞれのデー
タベースを活かした形で統一さ
せたもの、という認識なのか、
よくわからないのですけど、そ
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ういうものがあります。データこれ、いろいろ人が動いてますが、例えば、複数の部署に渡るデ
ータを集めるときに、まず学務に電話してこれください、次に財務に電話してこれください、ま
た別の教務の方に電話してこれください、というように人が走り回って、データを集めてくる状
況があります。これは非常に非効率的だし、遅れている、という言い方がいいのかどうかわかり
ませんが、問題があるのではないかということです。

＃１５
人材について、これは、大学職
員を意識した形です。アメリカ
と日本ではこういう違いがある
んだよ、という話ですね。採用、
雇用形態、とありますが、ジョ
ブローテーションが一番大きい
のかな、と思います。外部への
流動性、というのはアメリカの
大学のスタッフの方は大学から
大学へ移っていってステップア
ップしていきますから流動性が
高い。求められる能力もプロフ
ェッショナルだけども、日本の
場合はいろんなところを経験し
てゼネラリストを目指す、というところの違いがあります。

＃１６
そういった状況を踏まえた上で、
日本への適応可能性を考える論
点、ということでたたき台として、
ぜひ皆さんにも考えてもらいた
い、ということで書いてきました。
まず、これまでの議論から考えら
れることは何なのか、ということ
ですね。本田さんも柳浦さんも口
をそろえて言っているのは、米国
IR だって、そんなに上手くいっ
てないよ、ということです。大学
によって、機能は大きく異なる、
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ということを考えれば、うまくいっているところばかりみてもしょうがないんじゃないの、とい
うことですね。二つ目は、嶌田さんも言っていましたけど、IR が別に改善を行うわけではない、
ということですね。データ収集、分析、解釈が仕事だけど、ポイントは、それを読んでくれる首
脳陣が、まずいて、それがそもそも首脳陣に届くような学内における IR 機能の位置づけで、かな
りポリティカルな内容になると思いますけど、これが重要です。柳浦さんは、散々ポリティカル
なところが大事だ、大事だと、いつも言う方なんだと思います。それは、たぶん、かなり苦労さ
れているんだな、ということだと思います。やはり、大学の壁を越えたデータ交換やスキルの共
有の重要性、といったものが、見えてくるのが、やはり見えてくるのがアメリカの IR の実態かな、
と思っています。

＃１７
そう考えたときに、日本にも、もちろん、IR みたいなものが既にあるとされている、実際にある
だろうと思うものを考えてみるとですね、例えば、IR が必要とされる一定の外部環境、これは小
湊先生の報告にもあったように大学評価が進んでますし、質保証が求められている。私も、福岡
大学に移って、教授会の議論でこんなに入試のことが話題に上るのか、というのを初めて知った
のですが、学生獲得をどうするのか、といったところ、その話題になると一気に盛り上がるくら
いなので、やはり大きなポイントだと思います。個別部署、いろんな部署でのデータの収集はも
ちろんされていますし、そこにおいて、いろんなデータ分析・解釈もされている、と思います。
あと、業務改善。これは九大の時にもあったのですが、こういう仕事の仕方は、こう変えましょ
う、みたいな目安箱みたいなものを使ってですね、いろいろな業務を改善して、効率化していく
という活動も、もちろんあります。学生調査は同志社の山田先生を中心にいろいろなことが進め
られていると思います。
それで、最後はちょっと皮肉を、
自分へのことも含めてですけど、
IR への過度に期待している風
潮がある一方で、そんなものは
いらないというような過度の批
判もあるのも事実かな、と思い
ます。日本は日本でいいのだ、
という議論に対しては、少し違
うんじゃないかと個人的には、
思うのですけど。両方のような
ベクトルが一気に反対に向いて
しまっているような期待と批判
があるわけですね。
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＃１８
こういったものがある中で、日
本にないもの、わずかなもの、
は何なのか、ということです。
日本に既にあるものは、ほかに
もあれば、コメントに是非書い
ていただきたいのですが、とり
あえず日本にないのは、IR オフ
ィスですね。ほとんどわずかだ
ろうし、IR の専門家なんて、ほ
とんどいないわけです。データ
の一元的管理体制なんかも、な
かなかどこも進んでいないんじ
ゃないかな、と思います。４つ
目は、組織的な IR 活動、これは
何なのか、ですが、これは私が九大にいたときの経験なんですが、例えば、さきほどの難波さん
の話にもあったように、○○さんのパソコンにそのデータはあります、というのはよく聞いたん
ですね。じゃあ、その人が異動したらどうすんだよ、ということを思ったことがあります。今言
ったような組織として IR をやる、といった土壌がまだまだないのかな、と思うわけですね。デー
タに対する学内からの要求も、正直高いとは思っていなかったです、九大にいるときも。つまり
ニーズがあるからデータを提供する、というのが IR の基本的なコンセプトなんですが、日本の場
合、そのニーズがそもそもあるのか、ということですね。柳浦さんは、いつもそこを言うので、
首脳陣が大事なんだ、つまり、ニーズを出してくる首脳陣が重要なんだということを彼はいつも
言うわけです。大学教職員のデータへの理解というのも、よく言われることで、経験に依存して
しまう、特に教員の場合はということです。他大学とのデータ交換は、ほとんど行われていない、
と思います。

＃１９
じゃあ、ないものを全部導入すればいいのか、というそんな乱暴な議論をもちろんすることはで
きないのですが、日本にも必要なものは何なのだろうか、ということを考えるべきかな、と思い
ます。これは私自身の個人的な考えなので、いろんなご意見をいただければ、と思います。まず、
一個人に依存する機能から脱却しない限り、IR はどんどん発展していかない、というのが個人的
な印象です。既存の個人による IR 機能をどう組織的に行うべきなのか、ということですが、小湊
先生の話にもあったように、この機能を大学全体の活動に位置付けることができるのであれば、
IR オフィスは僕も必要ない、と思います。1 人、２人でできるのならば、いちいち組織を立てて
やる必要、はこを作る必要はないと思います。では、組織的に行われていくためにはどうすれば
いいか、というポイントは、これは本田さんが言っていたことですが、組織間の調整、連携強化。

56

大学評価担当者集会 2011・第一分科会

つまり、評価室、高等教育セン
ター、もしくは学務系の支援室
ですが、そういったものの調整、
連携強化を図っていくことが、
まず大事なんじゃないかな、と
思います。二つ目は、データの
利用可能性をどんどん上げてい
こう、ということです。データ
の使いやすさ、とか、データが
使えますよ、という認識を学内
でどう広めていくか、というこ
とです。これは、私が九大にい
るときにやってうまくいったか
どうかは分からないのですが、
さきほど言ったように、そもそもニーズがない、という状況があるかな、と思います。ニーズが
あって IR が機能する、でもニーズがない。ニーズを作らなくてはならない、というのも、日本の
IR が考えなくてはならない一つのポイントなのかな、と思います。そのために九大の評価室でや
ったのが、とりあえずデータを見せてみる、見せたところでこういうデータがあるんだ、という
ことに気づいてもらう、ということでファクトブックというものを作った経緯があります。なの
で、これは 1 つの事例ですが、そういうデータは使えるんだよ、といったものをどう学内に認識
させていくのか、ということですね。そのためにはデータベースをうまく使わなきゃ行けないだ
ろうし、他大学のデータ共有は非常に有効な手段だという風に考えています。発表は以上です。
ありがとうございました。
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