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［事例報告］（大学評価コンソーシアム）

職員ＩＲ（ＳＩＲ）フォーラム実践報告
荒木

俊博 1 ・上畠

洋佑 2

概要：ＩＲに関する講演型のイベントが近年多く開催されている。職員ＩＲ（ＳＩＲ）フォ
ーラムは、大学事務職員のＩＲ担当者を対象としたワークショップ型の問題解決や能力養成
の場である。本稿は、同フォーラムでのワークショップ手法と結果を紹介するとともに、Ｉ
Ｒ担当者を対象とした研修会へワークショップ手法をどのように活用できるか考察を行っ
た。
キーワード：IR（Institutional Research）、人材育成、事務職員

１．はじめに
近年、ＩＲに関するシンポジウムやフォーラムが行われている。筆者らはＩＲ業務を担
当する立場として、それらに参加する中で講演を主たる内容とするものが多く、ＩＲ導入
の成功事例発表や研究成果を一方向的に発信しているものが多いのではないか、また参加
者が現場で直面している課題や問題の解決が図られているかという疑問を抱いた。そこで
ＩＲ担当者が大学の現場で実務にあたる際に、どのような課題や思いを抱えているのかを
明らかし、それらを共有し、問題解決を共同で試みる場が必要であり、併せて「分析力・
協同的マインド・問題解決力」が必要であろうと筆者らは考えた。そして「ＩＲを担当す
る職員自らがＩＲに係る実際の体験を語り、そこから抽出される問題提起について、意見
交換を行い、解決策を共に検討するワークショップを開催し、ＩＲ担当者の分析力・協同
的マインド・問題解決力を高める機会」を目的とした講演とワークショップ 3 の手法を組
み合わせたＳＩＲフォーラム（以下「ＳＩＲ」）を企画し、表１の通りに実施した。
表１
回数

開催日

第1回

2016 年 2 月 6 日

第2回

2016 年 5 月 21 日

第3回

2016 年 7 月 23 日

ＳＩＲフォーラム開催概要
会場

淑徳大学
東京キャンパス

参加者数

当日用いたワークショップ

（うち事務職員）

手法

18 名
（12 名）

（個人・ペア・グループ）

13 名
（10 名）

京都外国語大学

7名
（5 名）

淑徳大学
東京キャンパス

1

講演、ナラティブケース

講演、ナラティブケース
（個人・ペア・グループ）
講演、フォーカスグループディ
スカッション

淑徳大学 大学改革室 主任 メール：araki-t@daijo.shukutoku.ac.jp
金沢大学 国際基幹教育院 特任助教 メール：yousukeu@staff.kanazawa-u.ac.jp
3 本稿における講演は、講演そのもので完結しているものであり、ワークショップとは問題提起を含め
た講演部分とワークのパートとを一体としたプログラムを言う。
2
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本稿では、我が国におけるＩＲの現状や課題を踏まえ、ＩＲを担当する事務職員を対
象とした問題解決を図る為に開催したＳＩＲについて、ＩＲ担当者の人材育成の観点から
報告を行う。
２．我が国におけるＩＲに関する現状
２．１．我が国におけるＩＲ組織とＩＲ人材の現状
近年、我が国の大学では、高等教育の質保証、情報公開の強化、文部科学省の大学教
育再生加速プログラムや私立大学等改革総合支援事業などの取り組みからＩＲ機能の導入
や強化が進められ、各大学にＩＲ組織の設置やＩＲを担う人材が配置されつつある。ま
ず、これらの現状について４つの調査と文部科学省の補助事業結果を表２にまとめた。
表２

先行調査及び文部科学省補助事業から見るＩＲ組織や人材配置の現状
実施年度

調査内容

調査団体

結果
及び対象

「第 2 回

大学行政

2012 年に実施

調査に回答した私立大学の内、「ＩＲ組織

『私立大学事務組

管理学会

し、日本私立大

がある」のは 77 大学（34.4％）、「ＩＲ組

織実態調査』」の

大学事務

学振興・共済事

織がない」のは 147 大学（65.6％）であ

中で「Q4 情報と

組織研究

業団が掌握する

る。また調査報告書内で「2000 年以前の設

事務組織」という

会

601 大学に調査

置は３大学に留まる。

全国

質問項目によりＩ

を依頼し 224 大

Ｒ組織の実態を把

学から回答を得

握

たもので、回答
率は 37.3%
2013 年に実施。

・ＩＲ組織の設置状況は回答大学の約４分

テューショナル・

全 783 大学のう

の１（25.3％）である。

リサーチ（ＩＲ）

ち 557 大学から

・ＩＲ組織を設置する大学の割合が設置者

に関する調査研究

回答

別で大きな差（国立 40.9%、私立 24.7％、

大学のインスティ

東京大学

公立 10.2％）が見られる。
私立大学等改革総

文部科学

私立大学のう

タイプ１の「「大学等内にＩＲを専門で担

合支援事業（以

省

ち、支援事業の

当する部署を設置し、専任の教員又は専任

下、「支援事

タイプ１「建学

の職員を配置していますか」の設問に対

業」）

の精神を生かし

し、ＩＲ担当部署や専任の教職員、もしく

た大学教育の質

は委員会等方式の組織を設置していると回

向上」に申請し

答した大学は、平成 26 年度は 46.0％（全申

た大学

請大学等 706 校中 325 校）であり、平成 27
年度は 66.1％（全申請大学等 714 校中 472
校）である。
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大学における専門

文部科学

2015 年に実施。

全回答大学の内 18.8%の大学においてＩＲ

的職員の活用実態

省（イノ

国立大学 86 法

担当者が配置されている。

把握に関する調査

ベーショ

人、公立大学法

設置形態別にＩＲ担当者を置いている割合

ン・デザ

人 81 法人、私立

は国立大学では 29.1％、公立大学では

イン＆テ

大学 258 法人を

2.6％、私立大学では 22.0％、短期大学では

クノロジ

対象として実施

14.2％である

ーズ株式

され、回答率は

会社委

90.7％

託）
平成 26 年度の大

文部科学

平成 27 年 10 月

【ＩＲに関する取組】

学における教育内

省

～平成 28 年 2

・全学的なＩＲを専門で担当する部署を設

容等の改革状況に

月に実施。回答

置している大学数

ついて

率は 99％（764

…H25：96 大学（13％）

大学が回答）

→ H26：150 大学（20％）
・ＩＲを専門で担当する部署に専任教員を
配置している大学数
… H25：25 大学（3％）
→ H26：48 大学（6％）
・ＩＲを専門で担当する部署に専任職員を
配置している大学数
… H25：67 大学（9％）
→ H26：103 大学（14％）
・ＩＲを専門で担当する部署において、学
内の意思決定に資する提案書を作成してい
る大学数
… H25：27 大学（4％）
→ H26：67 大学（9％）

出典：大学行政管理学会大学事務組織研究会（2014）、東京大学(2014）、文部科学省（201
4a）、文部科学省（2015a）、イノベーション・デザイン＆テクノロジーズ株式会社（201
5）、文部科学省（2016）より荒木作成

この４つの調査や支援事業は、東京大学（2014）はＩＲ組織やＩＲ担当者についての
調査、大学行政管理学会（2014）はＩＲ組織についての調査、文部科学省の委託による
イノベーション・デザイン＆テクノロジーズ株式会社（2015）はＩＲ担当者の配置につ
いての調査であり、明らかにする対象は異なるが、我が国の大学へのＩＲ組織やＩＲ担当
者の配置が徐々に進められていることが分かった。また設置者別にＩＲ組織・担当者を配
置している割合を見ると、国立大学が最も高く、公立大学が最も低いことが共通する点と
して明らかとなった。
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２．２．ＩＲ人材育成研修の現状
徐々にではあるが組織的にＩＲ組織の設置やＩＲ担当者の配置が進められているとと
もに、近年はＩＲ担当者の人材育成の取り組みも行われている。例えば、九州大学の大学
評価情報室教員によるＩＲ人材育成に関する大学院共通教育科目を開講した例（九州大
学，2014）や、愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室のＩＲ担当者を養成するための
ワークショップ（愛媛大学，2016）、四国地区の 32 の国公私立大学・短期大学・高等専
門学校によって構成される四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（以下「ＳＰＯ
Ｄ」）の毎年夏に開催するフォーラムのプログラムの１つとしてＩＲやデータ活用に関す
るセミナー 4 の開催がある（四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（ＳＰＯＤ），
2016）。
また上記以外で、過去にどのようなＩＲに関するシンポジウムやセミナーが開催され
ていたのか調査するために、高等教育に関する知識伝達や能力形成の催しごとの情報が投
稿・集約されている「ASAGAO kyoto-u メーリングリスト」のアーカイブから、2011 年
から 2016 年を対象にＩＲに関するイベント等を抽出し整理した。なお、整理するにあた
って、ＩＲ、Institutional Research 及びインスティテューショナルリサーチ 5 の語句の
検索を行い、抽出した。なお、語句の条件に当てはまるＩＲイベントがあっても、内容が
ＩＲに関係しないものは除外した。なお、抽出したイベントを整理するために、各イベン
ト内容を表３の６つに類型化した。
表３

ＩＲの知識伝達や能力形成の催しごとの類型

形態

主な例

講演

ＩＲの事例や研究成果に関する講演など。なお、講演＋質疑応答も含む。

講演＋ワークシ

ＩＲに関する講演に加えて、参加者間でグループワーク、討論、ワークショップ

ョップ

がプログラムとして明記されているもの。

ワークショップ

プログラムにワークショップと明記され、参加者間でのＩＲに関するワークショ
ップやグループ活動を行うもの。

学会・集会

ＩＲをテーマとした学会や、ＩＲについて情報交換や研究を行う会。

授業

大学院等でのＩＲに関する科目の授業。

不明

上記５つに判断できないもの。

出典：荒木作成

この類型をもとに、2011 年以降に開催されたＩＲに関する催しごとの開催数について
整理をしたのが表４である。

2016 年は 30～40 名程度の定員制とした２～４時間程度の２つのプログラムが開講されている。
なお、インスティテューショナル・リサーチ、インスティチューショナルリサーチ、インスティチュ
ーショナル・リサーチも含める。

4
5
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表４

2011 年以降のＩＲに関するＩＲの知識伝達や能力形成の催しごとの形態別開催数
2011 年

2012 年

2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

総計

講演

2

4

1

11

13

18

49

講演＋ワークショップ

-

-

1

1

5

3

10

ワークショップ

-

-

-

1

-

2

3

学会・集会

-

-

-

-

4

2

6

授業

-

-

-

-

2

-

2

不明

-

-

-

-

-

1

1

総計

2

4

2

13

24

26

71

形態

出典：ASAGAO kyoto-u メーリングリスト

アーカイブズより荒木作成

ＩＲに関するイベントは、講演型が多く、次いで講演内容を基に情報交換を行う講演
＋ワークショップ型が多くみられた。ワークショップ型に該当する事例としては、統計ソ
フトを使ったデータの集計分析技法を学ぶものが見られた。また年度ごとのイベント・セ
ミナー開催数を比較すると、2014 年を境に開催数が多くなっており、類型別に見ると、
特に講演型のイベントが多く開催されていることが分かった。
３．ＳＩＲについて
３．１．ＳＩＲで用いたワークショップ手法
第１回及び第２回ＳＩＲと、第３回ＳＩＲで導入したワークショップの手法は異な
る。第１回及び第２回ではナラティブケースのワークショップを実施した。「ナラティ
ブ」とは「広義には語られまたは書かれる表象全般を指すが、狭義では物語（ストーリ
ー）の形式に構成される一定の表象形式ないし、ジャンルを意味する言葉（シュワン
ト,2009,p221）」を意味する。なお、著者は「ナラティブケース」の「ケース」は「事
例」という意味でこの言葉を用いている。つまり、ナラティブケースのワークショップと
は、ＳＩＲの講演部で、講演者が自身のＩＲ実務に関わる体験や悩みをＳＩＲ参加者の前
で語り、そこから抽出される実務上の課題や論点についてワークショップ形式でグループ
討論を行うものである。著者が考える当該手法の特徴は、誰もが「ナラティブ＝物語」の
話者となることができるという点である。ＳＩＲの「ナラティブ」は、必ずしもＩＲ担当
者の成功談だけではない。講演者が実務における自身の悩みや苦労を参加者と共有し、そ
れについてＳＩＲに集った全員で協働的に解決に取り組める機会となることが、「ナラテ
ィブ」を採用した理由である。なお、第１回及び第２回ＳＩＲにおける問題提起の課題抽
出は、講演者と著者側で事前に行った。
第３回ＳＩＲは、小規模な参加者協働の問題解決型のフォーカス・グループ法による
ディスカッション（以下「ＦＧＤ」）で実施した。ＦＧＤとは、「あるグループの人びとを
集めて特定のトピックやある範囲の問題について議論（シュワント,2009,p193）」するこ
とを意味する。安梅（2010）は、フォーカス・グループ法について質的研究手法面での
特徴として、関係者の「なまの声」を体系的に整理する、関心テーマの背景にある潜在
的・顕在的な情報を把握する、さらなる研究のための仮説を立てることを目的とする場合
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に有効であると論じている。第３回にＦＧＤ導入を検討したきっかけは、第１回と第２回
のアンケート結果や著者の振り返りを通して、参加者のニーズに応えられていることを感
じていながら、参加者の満足度が第１回と比較して第２回の方が下がっていた点が挙げら
れる。著者は、満足度の低下の原因をワークショップ時間の不足による参加者の消化不良
にあるものと推察した。そこで、第３回では参加申し込み時に、参加者が日常的にＩＲに
ついて抱いている悩みを記載し、その悩みを著者が取りまとめてＦＧＤの議題テーマと
し、第 1・2 回よりも協働で課題解決する時間を多く確保した。さらに、取りまとめた参
加者の悩みは、ＦＧＤのファシリテーター（著者）が当日のワークショップにおいて参加
者の知識・体験を引き出しながら、共有し、それぞれの悩みを集団で解決することに努め
た。
３．２．第１回ＳＩＲの内容と結果
第１回ＳＩＲでは、図１に示すスケジュール 6 に沿って「職員が語るＩＲ：私立大学等
改革総合支援事業から見るＩＲの実態と補助金について」というタイトルにて、現職のＩ
Ｒ担当者Ａによる講演を行った。
図１

講演者Ａは講演の最後におい

第１回ＳＩＲスケジュール

て、勤務先でのＩＲに関する現
14:00‐14:10
14:10‐14:20
14:20‐14:50
14:50‐15:00
15:00‐15:15
15:15‐15:30
15:30‐15:45
15:45‐16:00
16:00‐16:30
16:30‐17:00
17:00‐17:30

Staff IR Forum「職員IRフォーラム」趣旨説明
インプット「職員が語るIR」
事例紹介＆問題提起「IRオフィスの設立提案」
質疑応答
休憩（名刺・情報交換等）
ワークショップ概要説明
個人ワーク（問題提起について検討）
シンク・ペア・シェア（個人ワーク内容をペアでシェアし議論）
グループワーク（２つのペアを１グループに統合し議論）
グループ発表（５グループ×６分）
参加者による投票形式でのグループランキング付け

状や自身の体験を踏まえて、「必
要なデータをすぐに得られる状
況で、ＩＲの部署の必要性に疑
問を持っている執行部に対し
て、どのような（ＩＲ担当部署
の）設立提案をするか」という
問題提起をＳＩＲ参加者に対し
て行った。この問題提起をもと
に、後に続くワークショップの

課題として個人ワーク、シンク・ペア・シェア 7 、グループワークを行った。このワーク
ショップ部分で、講演者Ａのナラティブとして出された問題提起に対して解決を図るため
に、個人での検討・精査から、ペアでの議論、そして５班に分かれてグループワークを行
い議論した。ワークショップでは、進行上のガイドのために、個人ワークやペアワーク、
グループで課題解決が図れるよう、著者側でワークシート 8 を作成した。
これらのワークシートを活用したグループワークを実施した結果、ＩＲの設立提案とし
て、ＩＲは「データから価値のある情報に変換する役割」といったものや「情報収集、現
状把握、課題解決、解決案提案がＩＲの役割であり、（ＩＲ担当部署を設立することによ
6

スケジュールは当初の予定で提示したものであり、実際は多少時間を前後している。
ＳＩＲでは、個人ワークで行った結果を、グループワークを行う前にペアワークで意見交換した。こ
れは、ペアワークで意見をまとめる事によって発言を増やし思考を整理するとともに、グループワーク
の発話量を増やす事も狙いとしている。
8 当日のワークシートは、以下のＵＲＬで公開する。
https://drive.google.com/file/d/0B1sEK_YDYjqYUkp4SUJ3NjBpU3c/view?usp=sharing
7
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って）より高い次元での組織運営が可能となる」といった提案が挙げられた。なお、第１
回目ではアンケートを用いて、５段階の尺度でナラティブケースの理解・面白さ・感情移
入・適切性やフォーラムの面白さ・意義・満足度の７項目について、調査を行った。その
結果、全項目で約８割が肯定的な回答であった。さらに、分析力・協働意識・問題解決
力・ＩＲに対する認識変容の４項目について質問したところ、分析力はあまり変容してお
らず、協働意識や問題解決力は比較的変容し、ＩＲに対する認識は４つの中で最も大きく
変容していた。
３．３．第２回ＳＩＲの内容と結果
第２回ＳＩＲでは図２に示すスケジュールの通り、講演部分の前半として、ＩＲをテー
マにした修士論文を作成し大学院を修了した現職の大学の事務職員Ｂが一人目の講演者と
して、「大学の多様性をもっと大切にしてはどうか」をタイトルに講演を行った。
図２

第２回ＳＩＲスケジュール

次いで講演部分の後半とし
て「独り歩きするＩＲ」とい
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インプット「職員が語るIR：大学の多様性をもっと大切にしてはど
ナラティブ＆問題提起「独り歩きするIR」
質疑応答
休憩（名刺・情報交換等）
ワークショップ概要説明
個人ワーク（問題提起について検討）
シンク・ペア・シェア（個人ワーク内容をペアでシェアし議論）
グループワーク（２つのペアを１グループに統合し議論）
グループ発表（５グループ×６分）
ワークショップ総括・アンケート

うタイトルで講演者Ｃが講演
を行った。講演者Ｃは大学院
で高等教育に関する研究を行
っている現職の大学の事務職
員（当時）である。講演者Ｃ
からは、「ＩＲへの期待と現実
があり、実際ＩＲはデータを
取りまとめるだけといった現
状があり、①大学にとってＩ

Ｒの必要性とは何か、②ＩＲでしかできないことは何か、③ＩＲ部署だからこそ出来るこ
とは何か」といった問題提起をＳＩＲ参加者に対して行った。ワークショップ部分では、
コンセプトマップ 9 を用いた。コンセプトマップを用いた個人ワークでは、ワークシート
の真ん中に「ＩＲ」という言葉を配置し、ＳＩＲ参加者自身が考えるＩＲから連想できる
語句を黒字で記入する。次いで、シンク・ペア・シェアで各自が作成したコンセプトマッ
プを共有し、自らが作成したコンセプトマップから、シンク・ペア・シェアを通して変化
があったところに赤字で書き足すルールを設定した。このルール設定の目的は、他者との
対話により自身のＩＲ概念が変容していくプロセスを、リフレクション（振り返り）活動
を通して可視化することである。このコンセプトマップを用いた２つの活動により、参加
者自身のＩＲ概念を整理できるとともに、対話による概念の拡がりを感じることができた
ものと推察する。この整理の後、ワールドカフェ形式 10 でワークを実施した。第２回ＳＩ

9

本稿のコンセプトマップは、ＳＤから派生する語句を自由に記述したものある。またコンセプトマッ
プは以下のＵＲＬで公開する。
https://drive.google.com/open?id=0B1sEK_YDYjqYTjBpZ1FFM2taSVE
10 グループで組み合わせを変えながら話し合いや交流を行う事によって、主体的で創造的な話し合い
をつくるためのファシリテーション形態の一種（堀，2012）

9
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Ｒでは、４～５名で構成される班を３つ作った上で、第１回ＳＩＲとは異なり、ＳＩＲ運
営者から各班１名のファシリテーターを配置して、ワークショップを進行し、講演者Ｃか
ら提起された３つの課題について、表５のように解決提案を出した。
表５

第２回ＳＩＲにおけるグループワークの結果

課題

解決提案（グループワーク結果）

①大学にとって、ＩＲ

・「ＩＲ」は手段、必要なデータ収集調査を行う。

の必要性とは何か？
②ＩＲでしか出来ない

・ＩＲとは「大学全体を俯瞰して見られる」

ことは何か？

・組織の共通言語（情報）をコミュニケーションツールとして活用する。

③ＩＲ部署だからこそ

・データから情報にする。

出来ることは何か

・データを（一元化）つなぎ、まわす。
・計画・ＰＤＣＡ・評価基準の総括から改善提案→意思決定へ

第２回目のアンケートは第１回目と同じ項目を用いて実施した。回答の全体傾向は第
１回目とほぼ同様であったが、ナラティブケースの理解度については、第１回目より肯定
的な回答の割合が低くなっていた。この理由を考察した結果、第２回目の参加者はＩＲ担
当者となって日が浅かった者が多かった点と、ワールドカフェ形式を取り入れたことから
グループで解決するには十分な時間が取れなかった点が考えられた。参加者の変容につい
ては、問題解決力と分析する力は、協働する力とＩＲに対する認識に比べて変容していな
かった。これはグループワークの課題設定が抽象的であった為と考えられる。
３．４．第３回ＳＩＲの内容と結果
第３回ＳＩＲは、図３のスケジュールに示す通り著者と講演者Ｄが講演を行った。
図３

第３回ＳＩＲスケジュール

著者による１つ目の講演
では、第１回及び第２回Ｓ
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Staff IR Forum「職員IRフォーラム」趣旨説明
第1回、第2回SIRアクションリサーチ研究発表
科研費（奨励研究）成果報告
質疑応答
休憩（名刺・情報交換等）
フォーカスグループディスカッション

ＩＲの報告を行った。２つ
目の講演では、講演者Ｄが
「平成 26 年度科学研究費
補助金（奨励研究）」を受
けて実施したＩＲに関する
研究の結果報告「英国大学
におけるＩＲ取り組みの調
査について」であった。そ
の後、参加者から事前に出
された現場で抱える課題

（表６）を基に著者がファシリテーターとなりＦＧＤを実施した。
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表６

第３回ＳＩＲフォーラムにおけるワークショップでの議題（荒木作成）

・学修成果の可視化

・ＩＲにおけるリサーチのメインは評価指標の

・ＩＲに関して把握している職員は自大学では

設定のためなのか

多くない点

・施策の立案・実行のためのエビデンス探しな

・データの参照（利用）権限

のか

・入口から出口までの学生についての分析の実

・ミッションをいかに測定可能な指標にブレー

例

クダウンするか

・ＩＲ実務者として最低限身に付けておくべき

・個々の教職員とどのようなコミュニケーショ

知識能力

ンを取ればよいか

これらの課題について、第３回では全ての課題を取り上げることが時間の制約上でき
なかったが、例えば学修成果の可視化の課題については、各大学の学修成果の事例や運用
方法などをファシリテーターが情報をその場でホワイトボード等を用いて整理を行い参加
者にその場で示し、参加者が日常業務上で直面している課題の解決に還元 11 することがで
きた。
３．５．ＳＩＲの総評
本節では、計３回実施したＳＩＲを総評したい。第１回はＩＲに取り組む前の課題、
第２回はＩＲ活動を行う中での課題、第３回はＩＲ担当者が日常で直面している課題につ
いて取り上げ、提案策定や課題解決を図った。第１・２回と第３回で取り入れたワークシ
ョップ手法は異なるが、第１・２回は、課題に対しグループで提案を策定し、第３回では
いくつかの個々のＩＲに関する課題について解決を図っている。いずれの回でもＳＩＲの
目的は達成できているが、第３回では一部の課題しか取り上げられなかったことから、今
後もＳＩＲに留まらずＩＲ担当者が集う勉強会においてワークショップを行い、課題解決
を図っていく必要があるものと考えられた。
４．ＳＩＲの実施結果の分析と今後の課題
４．１．ＳＩＲの実施結果の分析
本節では、ＳＩＲ全３回実施結果の分析と今後の課題について考察したい。第１回ＳＩ
Ｒフォーラムにおけるグループワークの課題は、ＩＲの必要性を理解できない学長へのＩ
Ｒ部署の設立提案を行うことであった。第２回ＳＩＲにおけるグループワークの課題は、
「既にＩＲ担当部署はあるが、うまく機能していない大学」を例に、学内へのＩＲについ
ての啓発や理解促進方法の提案を行うことであった。第３回ＳＩＲは、参加者からＳＩＲ
開催前に提示されたそれぞれの現場での課題を、著者が取りまとめた上で、著者と参加者
協働で課題解決に取り組んだ内容であった。
第１回目及び第２回目に行ったナラティブケースの有用性は、誰でも話者となること
ができる点である。また、ＩＲ実践に関する成功事例や研究成果がなくても実施できると
いう点もナラティブケースのもうひとつの有用性である。つまり、ナラティブケースは、
11

当日出された課題や解決方法については、参加者のみにインターネットクラウドを用いて、公開し
ている。
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ＩＲの勉強会やシンポジウムを行う上では導入が容易な手法である。話者の語りの中にあ
る課題の抽出をどのように誰が行うかという難しさもあるが、ＳＩＲで行ったように話者
や主催者側であらかじめ課題を抽出したほうが進行はスムーズであると考えられる。この
手法は、大学のＩＲ担当者が数人集まった小規模の勉強会でも取り入れやすいと考えられ
る。ＩＲ担当者の人材育成の観点からは、コミュケーション能力、想像力、共感力を育成
することができる点であると考えられた。例えば、ナラティブの話者にとっては、自身が
直面する課題を整理し、文脈を共有しない他大学の職員に説明することは、貴重なコミュ
ケーションのトレーニングになるであろう。また、参加者にとっては、話者が直面する現
状を想像し、共感できる力を養う機会となるであろう。
第３回目のＦＧＤでは、ファシリテーターが参加者のグループダイナミクス 12 を働かせ
ることにより、講演型での少数の取り組みや事例紹介からだけでは聞くことが難しい、幅
広く深い情報を整理することによって、個々の課題の解決を図ることができる。しかし、
ファシリテーターの力量がＦＧＤの成果に大きく影響するという点は、グループワークの
手法として選択する際に熟慮する必要が考えられる。ただし、ＦＧＤにおいてファシリテ
ーターの熟達が必要であるという難点を、ＩＲ担当者のファシリテーション能力を育成す
る機会であると捉えることも可能であると考えられる。もちろん、参加者にとっても、参
加者同士で対話をしながら協働で問題解決を図る力を養うきっかけになるであろう。
またＳＩＲ全３回を通してみると、ナラティブケースやＦＧＤを用いたワークショップ
は、第１・２回のアンケートでは、様々な項目における参加者の変容が見られた点と、第
３回においてワークショップ終了までにほとんど全ての課題について解決策を検討できて
いる点から、双方ともにワークショップの手法として有用であると考えられる。また全３
回の内容について俯瞰すると、ＩＲを担当する事務職員が抱える課題は、組織やＩＲの役
割、評価指標や権限に関するものが多く見受けられた。また第３回ＳＩＲフォーラムで出
たように、大学の事務職員には教育に関する専門分野の知識が十分ではない場合が想定さ
れ、教学ＩＲを実践する上で様々な困難が生じる可能性が示唆された。
またＳＩＲを通して、抽出された課題や参加者を見ていくと、ＳＩＲに参加したＩＲ
担当者は、専門職化やジョブローテーションによってＩＲを担当している者が多かった。
ジョブローテーションによって、新規業務としてＩＲに接することとなったＳＩＲ参加者
は、異動直後のＩＲ業務に不慣れな期間において、同じような悩みを抱く傾向があるので
はないかと考察された。大学評価コンソーシアムは、評価業務に関するガイドラインや評
価担当者向けのルーブリックの策定、ＩＲの初心者向けの講習やワークショップを行って
いる。この大学評価コンソーシアムの情報誌「大学評価とＩＲ」において報告されている
実例や取り組みは、ジョブローテーションによってＩＲを担当することになった事務職員
には非常に有効性が高いのではないだろうか。

12

例えば、個人で考えるより、グループでの相互作用によって新規性やより良い案が生まれる事を指
す。
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４．２．今後の課題と展望
本節ではＳＩＲを３回実践した経験とその分析を踏まえて、今後の課題と展望につい
て述べたい。今後の課題については、第一に講演型とワークショップにおける参加者の変
容について比較する必要がある点が挙げられる。第二に、ワークショップ開催における時
間と場所の制限である。全３回の実践から、ＩＲ担当者が直面する問題を協働で解決を図
る場は提供できたが、ＩＲ担当者が抱える課題は、第１回や第２回の課題で取り上げたＩ
Ｒ組織の位置づけや組織に関するものから、第３回で取り上げた現場での実務に関するも
のまで幅広く、限られた数時間の中で全ての課題解決を図ることは大変難しい。また、第
２回の参加者のアンケートの自由記述から、遠方開催での参加が難しく、オンライン開催
を望む声があったが、ワークショップをオンライン上で開催することは容易ではない。続
けて、運営上の課題について述べたい。ＳＩＲは、ワークショップ形式で実施するため
に、当初より、イベントのサイズを小規模で見積もっていた。しかし、３回とも著者の見
積もりよりも参加者数は少なかった。この理由としては、ＳＩＲの開催は、「ASAGAO k
yoto-u メーリングリスト」や著者と知り合いであるＩＲ担当者にＳＮＳを通じて発信し
たが、ＩＲ担当者になったばかりの事務職員は、ＩＲに関する基本的な情報収集に不慣れ
であり、ＳＩＲのような知名度があまりないイベントは情報として入りにくいからである
と考えられる。したがって、ＩＲを担当する事務職員に対して、小規模なイベントがどの
ように周知できるかが課題として挙げられる。
著者は、ＩＲ担当者がどのような悩みを抱えているかを明らかにする実践・研究活動
を継続するとともに、ジョブローテーションによってＩＲ担当者になった事務職員の経験
や体験を整理し、ＩＲ業務に関する悩みや課題に対してどのような解決を行ったかの調査
分析を引き続き行っていきたい。
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安梅勅江編著（2010）『ヒューマン・サービスにおけるグループインタビュー法Ⅲ／論文
作成編
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イノベーション・デザイン＆テクノロジーズ株式会社（2015）『大学における専門的職員
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http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/__icsFiles/afieldfile/2016/06/02/13714
56_01.pdf
愛媛大学（2016）『「SD コーディネーター養成講座＆IRer 養成講座 in 名古屋」の開催に
ついて』，
https://web.opar.ehime-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2016/07/SDCIR_2016_finalversion.pdf
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大学行政管理学会大学事務組織研究（2014）『大学事務組織の強化書. 特定非営利活動法
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東京大学（2014)『大学におけるＩＲ(インスティテューショナル・リサーチ)の現状と在
り方に関する調査研究』，
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/__icsFiles/afieldfile/2014/06/10/13476
31_01.pdf
堀裕嗣（2012）『教室ファシリテーション

10 のアイテム・100 のステップ～授業への参

加意欲が劇的に高まる 110 のメソッド～』学事出版株式会社．
文部科学省（2014a）『平成 26 年度 私立大学等改革総合支援事業調査票 入力要領』，
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/20
14/10/22/1341277_18.pdf
文部科学省（2014b）『平成 26 年度私立大学等改革総合支援事業 設問毎・回答毎の該当
件数』，
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/20
14/10/22/1341277_6.pdf
文部科学省（2015a）『平成 27 年度 私立大学等改革総合支援事業調査票』，
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/20
15/11/18/1352815_11_1.pdf
文部科学省（2015b）「平成 27 年度私立大学等改革総合支援事業 設問毎・回答毎の該当
件数」，
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/20
15/11/18/1352815_6_1.pdf
文部科学省（2016）「平成 26 年度の大学における教育内容等の改革状況について（概
要）」，
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/__icsFiles/afieldfile/2017
/02/17/1380019_1.pdf
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初めて評価を担当される方へ（前編）
隆宏 1

関

大学評価コンソーシアムが開催する大学評価担当者集会では、大学評価の実務
経験がほとんどない初心者を対象に「評価初心者セッション」を実施しています。
本解説はその内容のうち、講義編で扱う、大学評価に関する基礎知識、自己評価
書を作成する際に求められる着眼点・発想法・留意点を中心に簡潔に解説したも
のです。これを前編、後編の２回に分けてお届けします。
キーワード：
大学評価、評価担当者、認証評価、目標・計画に基づく評価、自己評価書
目次
（前編）
はじめに
１．大学評価担当者の基礎知識と心得
１．１．大学評価とは
１．２．評価担当者とは
１．３．評価業務に当たって意識すべき事項
１．４．実際の取組を点検・評価するための考え方
１．５．内部質保証とは
２．認証評価の概要
２．１．認証評価とは
２．２．認証評価の特徴
２．３．大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び各機関の評価基準
２．４．大学機関別認証評価のスケジュール
２．５．これからの認証評価（第３サイクルに向けての留意点）
（後編）

（情報誌「大学評価と IR」第９号に掲載）

３．目標・計画に基づく評価の概要
３．１．目標・計画に基づく評価とは
３．２．認証評価と目標・計画に基づく評価の違い
３．３．国立大学法人評価の概略
４．自己評価書作成に当たってのチェックポイント
５．評価をより良く行い、改善に活かすために
５．１．評価業務のガイドライン
５．２．IR（インスティテューショナル・リサーチ）
５．３．IE（インスティテューショナル・エフェクティブネス）
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新潟大学 経営戦略本部評価センター 准教授

メール：tseki@adm.niigata-u.ac.jp

15

情報誌「大学評価と IR」第 8 号（2017）

はじめに
みなさんは「大学評価」という言葉を聞いて何をイメージするでしょうか。大学評価に
直接関わる業務に従事したことがなければ、教職員を含めた大学関係者であっても、
「 評価」
という言葉の印象から、大学に優劣をつけたり、大学をランキングしたりすることをイメ
ージするかもしれません。
初めて大学評価を担当する教職員（大学評価担当者）は、大学評価に関して特別な興味
関心がある人を除けば、実際の大学評価業務をこなしながら大学評価に関する知識や技術
を身につけるのが一般的でしょう。大学評価担当者になると、大学における教育、研究、
社会貢献、管理運営等の広範囲の情報を扱い、第三者を納得させ、社会的説明責任を果た
しうる大学名義の書類を作成するなど、複雑かつ高度な業務を即戦力として遂行すること
が求められます。
このようなことから、大学評価担当の初心者にとっては、目の前の業務を処理すること
がまず優先され、大学評価の根底にある考え方を分からないまま大学評価の実務に当たる
状況が起こりがちです。この問題に対して、大学評価担当初心者の「実務」や「即戦力」
というニーズを踏まえると、大学評価の勘所を手軽に理解できる自学自習用テキストの存
在は有用であると考えられます。そこで、大学評価業務の意味や意義を理解することを目
的に、
「評価とは何か」という基本的な観点について、大学評価担当者として押さえておく
べき大学評価の基本的な知識や考え方を簡潔に解説するテキストの作成を試みました。
本解説は、大学評価コンソーシアムが開催する大学評価担当者集会において、大学評価
の実務経験がほとんどない初心者を対象とする「評価初心者セッション」の講義編のテキ
ストを意図して作成したものです。この基盤となっているのは、2008～2009 年度九州大
学教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクト「大学マネジメント人材育成プログラ
ム構築のための実践的調査研究（研究代表者：小湊卓夫）」とその成果である「SD セミナ
ー－現場と計画評価をつなぐ」（2009 年 9 月九州大学にて実施）から始まり、大学評価担
当者集会における研修実施に至るまで、九州大学の関口正司先生をはじめ、九州大学大学
評価情報室（当時）の室員の方々による研究と実践です。ここに厚く御礼申し上げます。
本解説の作成に当たり、大学評価担当者集会（当時）の第二分科会や評価初心者セッシ
ョンを担当し研修用資料を作成された、九州大学の小湊卓夫先生、鳥取大学の大野賢一先
生、神戸大学の土橋慶章先生、神戸大学の長崎英助氏、立命館大学の藤原将人氏はもとよ
り、茨城大学の嶌田敏行先生、山形大学の浅野茂先生、九州大学の藤井都百先生、山形大
学の藤原宏司先生、明治大学の山本幸一氏をはじめとする大学評価コンソーシアムの幹事
や運営協力者の方々から、全体の構成から記載内容の詳細まで多くの提案や指導をいただ
いたことに厚く御礼申し上げます。また、平成 24 年度科学研究費補助金（学術研究助成
基金助成金）基盤研究（C）「IR マインドを涵養する評価人材の育成プログラムの構築に
関する研究」（課題番号：24530988、研究代表者：嶌田敏行）、平成 27 年度科学研究費助
成事業（科学研究費補助金）基盤研究（B）「大学の評価・IR 機能の高度化のための実践
知の収集・分析とその活用に関する研究」
（課題番号：15H03469、研究代表者：嶌田敏行）
も使用しました。
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１．大学評価担当者の基礎知識と心得
１．１．大学評価とは
実際に行われている大学に関係する様々な「評価」として、例えば、学生による授業評
価、研究プロジェクト等の開発評価、教職員の人事評価、大学あるいは学部等の組織が自
ら行う評価、設置認可や認証評価等の外部者による評価、世間からの評判等を挙げること
ができます。これらの評価について、誰が何のために評価し、その結果をどのように活用
するかという問題を考えることが重要です。
大学に関わる評価は図１に示すように、各大学が行う大学の自己点検・評価（①層）、
学外の第三者組織による評価や政府機関による評価（②層）、その他のマスメディアや企業、
高校関係者等の利害関係者による評価（③層）に大別されます。

その他のマスメディアや企業、高校関係者等の
利害関係者による評価（③）
学外の第三者組織による評価や
政府機関による評価（②）
各大学が行う大学の
自己点検・評価（①）

図１

大学に関わる評価の基本的な構造

（出典：新野・藤原（2010）92 ページ（図１）を基に筆者作成）
本解説では、大学が主体となって行われる大学自身を対象とする評価を扱います。上述
の例では、大学あるいは学部等の組織が自ら行う評価や、認証評価等の外部者による評価
が該当し、図１では①層と②層が該当します。これらの評価は、主に、(a)大学の教育研究
活動等の目的や特徴、成果を示し、社会に説明する「説明責任」、(b)大学における諸活動
の現状理解を通じて、問題点や課題を明らかにし、大学の質の保証ならびにその維持・向
上を図る「改善」、の２つの目的に基づいて行われており、大学自らが掲げる理念・目的を
達成するために重要な役割を果たします。以下、本解説で「大学評価」といったら、特記
しない限りこの意味で用います。
大学評価の中核にあるのは、図１に示すように、大学（あるいは学部等）自らが組織と
して行う諸活動について評価（現状把握・分析）し、その結果をもって教育研究等の課題
を改善するために行う「自己点検・評価」です（①層）。学外の公認された第三者組織によ
る評価や政府機関による主な評価として、現在、日本では、表１に示す認証評価機関によ
る機関別認証評価（２．１．参照）、政府機関による国立大学法人評価（３．３．参照）が
あります（②層）。機関別認証評価にしても国立大学法人評価にしても、
「自己点検・評価」
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を基にして実施されることから、各大学には、様々な評価活動のなかでも、まず、各大学
の教育研究の改善のために、自己点検・評価活動を行うことが期待されているといえます。
表１
評価制度

機関別認証評価と国立大学法人評価の概要
機関別認証評価

基礎となる法律

国立大学法人評価

学校教育法

国立大学法人法

全ての大学、短期大学、高等専門

評価の対象

学校

評価の目的

評価の内容

実施時期

国立大学法人、大学共同利用機関法人

教育研究活動等の、①質の保証、

①中期目標期間における諸活動の質の

②質の改善・向上、③社会的説明

向上、②次期中期目標・中期計画への

責任

反映、③国費の投入に対する説明責任

認証評価機関が定める評価基準に

中期目標、中期計画及び年度計画に対

基づき、教育研究、組織運営及び

する教育研究活動や経営面等を含めた

施設設備の総合的な状況

総合的な達成状況
各年度終了時、４年目終了時及び中期

７年以内ごと

目標期間（６年）終了時

（出典：関（2011）78 ページ（表 4-7）を基に筆者作成）
なお、各大学や認証評価機関が①層や②層の評価結果を社会に公表し、利害関係者がそ
れを利用することにより、③層の評価が行われることが期待されていますが、現状ではほ
とんどそのようなことは行われておらず、大学や評価機関と利害関係者の双方の溝を埋め
ることが課題になっています。
大学評価のうち自己点検・評価は、大学が組織である以上、大学制度が始まった時から
各大学において何らかの形で行われてきたと考えられますが、
「制度としての大学評価」が
始まったのは、日本では 1990 年代に入ってからのことです。
（ちなみに、世界の趨勢から
すると日本は遅れて大学評価制度が導入されています。）大学評価制度導入の経緯を表２に
示します。
表２
事

大学評価制度導入の経緯

項

概

要

大学設置基準の大綱化（1991 年） 「事前規制方式」の緩和と引き換えに、
「自己点検・評価」
の努力義務化
大学設置基準の改正（1999 年）

自己点検・評価の実施と公表の義務化、自己点検・評価の
外部者による検証の努力義務化

認証評価制度、国立大学法人評価

大学の自己点検・評価に基づく第三者による評価の義務化

制度の開始（2004 年）

（出典：関（2011）70 ページ（表 4-1）を基に筆者作成）
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新制大学制度発足後、授業科目及びその単位数から施設・設備に至るまで詳細に規定さ
れた大学設置基準が制定され、これに基づいて大学の新設や学部・学科の新設の際に設置
審査が行われる体制（「事前規制方式」と呼ばれます）が続いてきました。1991 年の大学
設置基準の改正（「大綱化」と呼ばれます）では、事前規制の一部を緩和する代わりに、自
己点検・評価により大学自身が教育研究の質を保証するという大転換が行われました。そ
の後短期間のうちに「自己点検・評価の努力義務化」から「自己点検・評価の実施と公表
の義務化及び外部者による検証の努力義務化」、さらに「自己点検・評価に基づく第三者に
よる評価の義務化」へと義務内容が強化されています。特に、第三者による評価として、
2004 年に認証評価制度と国立大学法人評価制度が開始されました。
1991 年の自己点検・評価の努力義務化を受けて、各大学では自己点検・評価報告書を作
成・公表してきました。しかし、現状の分析・点検は行われているが、改善につながる自
己評価は十分行われていないのが多数で、さらに、根拠に乏しい報告書や自己弁明調の報
告書も少なくありませんでした。第三者評価の導入に際し、このような問題を改善するた
め、第三者組織である評価機関は、評価者を含む第三者が納得できる根拠資料・データを
示しながら自己点検・評価ならびに第三者評価を行うこと（エビデンス（根拠）に基づく
評価）を徹底させています。
これを受け、各大学が試行錯誤しながらそれぞれの大学の文化・特性に沿う形で評価活
動を展開させており、対外的には評価文化が根付きつつあるといわれることもあります。
一方、現場レベルでは、
「評価疲れ」の言葉に代表される、評価作業に係る負担の大きさ等
の問題、評価自体が目的化しているという課題が指摘されています。このため、大学内に
は、大学評価制度あるいは大学評価に係る業務に対して否定的な意見を持つ人もいます。
大学評価に関わる者は、大学評価の目的を忘れることなく、これらの課題の改善について
考えることも大切です。
１．２．評価担当者とは
大学評価の実施に当たり、大学内で自己点検・評価業務（以下、簡単に「評価業務」と
いいます。）の統括や実際の自己評価書の執筆を主となって担当する教職員を本解説では
「評価担当者」と呼びます。また、大学評価において、大学が提出した自己評価書を分析
し、訪問調査等を行って評価する者を本解説では「評価者」と呼びます。
自己点検・評価活動（以下、簡単に「評価活動」といいます）は、全学単位ならびに学
部等の組織単位で「自己点検・評価委員会」等の委員会組織を中心とする体制で行う大学
が多いです。全学単位の委員会組織では、副学長等の役職者（「評価担当」の肩書きを持つ
ことも多いです）が委員長となり、各学部等の代表者が委員になるのが一般的です。また、
大学評価に係る事務を担当する「評価係」等の事務組織を総務企画系の部課に置き、担当
職員を配置することが多いです。ただし、大学により、その職位や専任・兼任の違いがあ
ります。これらに加えて、評価活動の中枢機能あるいは支援機能を担う「評価室」等を設
置する大学もあります。室等のミッションに応じて、例えば、副学長全員を室員にする、
専任教員を置く、教員・職員が室員であるなど、大学によって構成員の状況は様々です。
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これら組織の連携の良否は、自己点検・評価の良否に直結するため、評価担当者は常に気
を配らなければいけません。
１．３．評価業務に当たって意識すべき事項
評価担当者が評価業務に当たって意識しておくべき事項を以下に述べます。これらは評
価業務を円滑に進め、実のある評価活動を実現するために必要不可欠な事項です。
（１）支援的であること
「評価」という言葉から「査定」というイメージでとらえられがちですが、１．１．で
述べたように、
「評価」には説明責任と改善の２つの目的があります。したがって、
「査定」
ではなく、質の維持・向上のための手がかりを提供することが重要です。このことから、
評価担当者は、大学の諸活動の改善を支援する者であるという意識を忘れてはいけません。
同時に、
「 改善のための評価」という考え方を学内構成員に浸透させていくことも大切です。
（２）非排除・双方向的であること
評価業務は、評価担当者が単独で行うことはできず、関係部局の教職員等との連携・協
力があって初めて成立します。そこで、関係部局の教職員等をなるべく多く巻き込みなが
ら評価の目的を共有し、密なコミュニケーションを通じて教育研究等の状況を把握するな
ど、信頼関係を構築することが重要です。
（３）明示的であること
改善を志向するためには、思い込みに基づく判断、美辞麗句を並べた作文、自虐的な思
考ではなく、根拠に基づいて客観的な事実を示し、誠実に自己点検・評価を行うことが重
要です。その際、現状を把握し共有するために、多様なデータに基づいて活動の根拠を明
示することが必要です。
１．４．実際の取組を点検・評価するための考え方
大学評価における主要な評価対象は、大学が設定した中期的な目標・計画や教育プログ
ラム等の実施状況ならびに達成状況です。大学（実質的には評価担当者）は実際に行われ
た取組あるいは行っている取組とその自己評価を記載した自己評価書を作成し、評価者は
これを基に大学が行った自己評価の妥当性を評価します。したがって、大学には、第三者
からの評価に耐えうる自己評価書の作成、ひいては自己点検・評価の実施が求められます。
これを実現するために、評価担当者は、実際の取組をどのような考え方で自己点検・評
価すべきか、また、評価者がどのように評価するのか理解しておくことが重要です。以下
では、その基本的な考え方を説明します。
○「目的・目標－計画－実行－評価－改善」という一連の流れを踏まえ、点検・評価項目
を明確にする。
大学運営において、大学は、自らの目的・目標を実現・達成するために、計画を立て（Plan）、
計画を実行し（Do）、計画の実施状況や成果を評価し（Check）、この結果に基づいて次の
行動計画あるいは改善計画を立てる（Action）、という「PDCA サイクル」を回転させる
ことの有効性がしばしば指摘されています。図２は「目的・目標－計画－実行－評価－改
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善」の構造を示したものです。しかしながら、PDCA サイクルのうち、「P」と「D」にと
どまる大学が多いこともしばしば指摘されており、「C」と「A」の実質化が課題になって
います。

目的・目標

図２

「目的・目標－計画－実行－評価－改善」の構造

（出典：筆者作成）
大学評価に話を限定すると、中期的な計画及び年度計画のように細分化された計画の立
案や教育プログラム等の設定が Plan に当たると考えるならば、それらの自己点検・評価
は Check の段階です。
計画やプログラムの自己点検・評価に当たって、指標（評価指標）を設定するなど、そ
の実施状況や成果を確認できる点検・評価項目を明確にする必要があります。点検・評価
項目の明確化は、自己点検・評価を行うべき事項を定め、計画やプログラムは適切に実施
されたか、改善を要する点はどこかなどの自己評価へとつながります。そして、これが
PDCA サイクルの次の段階である Action の動機になります。
点検・評価項目を誰が設定するかについては、大学（執行部）の考え方次第です。例え
ば、①点検・評価項目を設定しながら計画をブラッシュアップする目的で計画立案者が行
う、②自律的な PDCA サイクルを回転させる目的で個々の計画や教育プログラムを担当す
る組織または総括する組織が行う、③評価業務の一環であるという趣旨で評価担当者が行
う、④これらの融合型で行う、などが考えられます。いずれの場合であっても、自己点検・
評価を円滑に進めるために、評価担当者は点検・評価項目を理解する（場合によっては見
直す）必要があり、さらに計画やプログラムの担当組織との間で点検・評価項目を共有し
ておくことも大切です。
具体的な点検・評価項目は、目標・計画に基づく評価（例えば、国立大学法人評価）を
念頭に置く場合、究極的には「計画に記載した内容を実施したか」や「目標の達成にどれ
だけ近づいたか」などが考えられますが、その内容が抽象的であれば、点検・評価を行い
やすくするため、具体的な内容にブレイクダウンする必要があります。認証評価を念頭に
置く場合、認証評価における質問（認証評価機関ごとに観点、視点、留意点等と呼んでい
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るもの）を点検・評価項目に転用する（必要に応じてブレイクダウンする）のも一案です。
また、評価担当者の立場で点検・評価項目を見る際に、目標・計画や質問の文言だけにと
らわれるのではなく、収集すべき根拠資料・データについて考慮することも大切です。
○

目的・目標に対し、取組の現状を多面的に把握し点検・評価する。
図３は目的・目標とインプット、プロセス、アウトプット、アウトカムの関係を示した

ものです。
計画立案

目的・目標

大学／学部等の諸活動
（プロセス）

達成状況の提示

図３

目的・目標とインプット、プロセス、アウトプット、アウトカムの関係

（出典：筆者作成）
大きな流れとして、大学は、目的・目標を達成するために、①計画を立案し、②その計
画に基づく諸活動を行い、③その実施状況や成果の自己点検・評価を通じて目的・目標の
達成状況を提示します。このなかの諸活動の実施（②）に関して、必要とされる組織編成
及び人的・物的資源等の投入（「インプット」と呼ばれます）があり、その投入を受けた一
連の活動や取組（「プロセス」と呼ばれます）が行われ、その規模や頻度等により表現され
る活動結果（「アウトプット」と呼ばれる）が得られる、という流れがあります。さらに、
活動による変化や影響が成果（「アウトカム」と呼ばれます）であり、上述のとおり、これ
が目的・目標の達成状況として提示されます。ここで、アウトプットとアウトカムは、と
もに活動の結果であると混同されがちですが、アウトプットはインプットやプロセスによ
って直接もたらされる結果、アウトカムは活動の結果として起こる変化や影響、相違です。
教育を例にとれば、ある学年の学生の TOEIC ○R テストの平均点はアウトプットであるのに
対し、ある学年の学生の１年次と４年次の TOEIC ○R テストの平均点の差（上昇状況）等は
アウトカムになります。研究を例にとれば、学会発表数や論文発表数はアウトプットであ
るのに対し、研究結果の影響力を示す論文被引用数や招待講演数等はアウトカムになりま
す。
一般的に、目的・目標の達成に向けて立案する計画は、インプット型計画、プロセス型
計画、アウトプット型計画、アウトカム型計画、これらが組み合わされた計画のいずれか
に分類できます。言い換えれば、ある活動について、インプット、プロセス、アウトプッ
ト、アウトカムのどれに力点を置くかによって、計画の書きぶりは変わってきます。
しかし、大学評価では、目的・目標の達成状況が評価されることから、どのタイプの計
画であっても、≪インプット→プロセス→アウトプット≫の一連の流れが明確になってい
る必要があります。さらに、実施結果が目的・目標の実現につながっているか、つまり、
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目的・目標の達成状況を示す結果（成果）である≪アウトカム≫を示すことも求められま
す。例えば、インプット型計画について、十分な資源の投入がなされたという実績だけで
は、その計画が実施されたという評価（判断）はできますが、それが本当に活かされ、何
がもたらされたか分からないので、目的・目標の達成状況の評価はできません。
したがって、取組の現状を把握し点検する際に、インプット、プロセス、アウトプット、
アウトカムに着目しながら実施状況、活動の結果や成果等の実績を確認し、何が達成でき
ていて何が達成できていないのか、達成できていない場合、何が十分でなかったのか点検・
評価することが重要です。これは、評価担当者が計画の実施状況を把握し点検・評価する
ためだけでなく、評価者が計画の実施状況や成果を適切に評価するための手がかりにもな
るからです。
１．５．内部質保証とは
大学評価をめぐる最近の動向として、大学における「内部質保証システム」の構築があ
り、各大学には、戦略計画や教育プログラムの目標を設定し、これを達成するために自己
点検・評価を活かして改革・改善を継続的に行う仕組みの構築が求められています。現在、
認証評価においても、内部質保証システムが構築され機能しているかが評価されており、
今後一層重視されることになっています（詳しくは２．５．で説明します）。各認証評価機
関及び「教育の内部質保証に関するガイドライン」では、
「内部質保証」を表３のように定
義しています。
表３

各認証評価機関等における「内部質保証」の定義

大学改革支援・学位授与機構
日本高等教育評価機構

大学等が、自らの責任で自学の諸活動について点検・評価を行
い、その結果をもとに改革・改善に努め、それによってその質
を自ら保証すること。
PDCA サイクル等の方法を適切に機能させることによって、

大学基準協会

質の向上を図り、教育・学習その他のサービスが一定水準にあ
ることを大学自らの責任で説明・証明していく学内の恒常的・
継続的プロセスのこと。
大学が自律的な組織として、その使命や目的を実現するため

「教育の内部質保証に関する

に、自らが行う教育及び研究、組織及び運営、ならびに施設及

ガイドライン」

び設備の状況について継続的に点検・評価し、質の保証を行う
とともに、絶えず改善・向上に取り組むこと。

（出典：大学改革支援・学位授与機構（2017）、大学基準協会（2017）、日本高等教育評価
機構（2017a）、大学改革支援・学位授与機構質保証システムの現状と将来像に関
する研究会（2017）を基に筆者作成）
これらの定義を基に内部質保証のポイントをまとめるならば、①大学は自律性のある組
織として、「大学が自らの責任で行う」こと、②認証評価対応のものではなく、「恒常的・
継続的に行う」こと、③改善志向を持った PDCA サイクルの確立を念頭に、「自己点検・
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評価の結果を基に質の向上を図る」こと、④社会からの信頼を得るために、
「大学の諸活動
の質を自ら保証する」こと、になるでしょう。
内部質保証システムを機能させるには、認証評価という外圧によるだけでなく、質を向
上させるための目標・計画を大学等が独自に策定し、その達成状況を点検・評価の上、改
善に結び付けることが有効であると多くの教職員が認識することが重要です。
２．認証評価の概要
２．１．認証評価とは
認証評価とは、各大学が教育研究活動等の質を保証し、質の改善・向上に資するために、
定期的な評価を受け、その結果を社会に向けて明らかにすることを目的として、学校教育
法第 109 条の規定（表４）に基づき、文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機
関）による評価を受ける制度です。「認証評価」の語感から、「評価機関が大学を認証（適
格認定）する」という意味でとらえられがちですが、法的にはそのような意味ではないこ
とに注意しましょう。ただし、後述する専門分野別認証評価のうち、法科大学院認証評価
のみ適格認定を行うことが法的に定められています（法科大学院の教育と司法試験等との
連携等に関する法律第５条）。
表４
第１項

認証評価の法的根拠：学校教育法第 109 条の内容

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、当該大学の教育及び研究、組織及び
運営ならびに施設及び設備（以下「教育研究等」という。）の状況について自ら点検及
び評価を行い、その結果を公表するものとする。

第２項

大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、７年以
内ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評
価（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。

第３項

専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院
の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の
状況について、５年以内ごとに、認証評価を受けるものとする。

第４項

認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（認証評価機関が定める基準）に
従って行うものとする。

（出典：学校教育法第 109 条を基に筆者作成）
2002 年の学校教育法改正により、2004 年度以降、各大学が評価を受けることが義務づ
けられているこの認証評価は、以下の２種類に分けられます。
（１）「機関別認証評価」（第 109 条第２項）
国公私立の全ての大学、短期大学、高等専門学校（以下「大学等」）が、教育研究等の
総合的な状況について、７年以内ごとに評価を受ける。
（２）「専門分野別認証評価」（第 109 条第３項）
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専門職大学院の教育課程、教育組織その他教育研究活動の状況について、５年以内ごと
に評価を受ける。
このうち、機関別認証評価は、2011 年度から第２サイクルに入っており、2018 年度か
ら第３サイクルに入ります。（第３サイクルの方向性の概略は２．５．で述べます。）
認証評価は、上述のとおり適格認定ではありませんが、その結果は、認証評価機関を通
し、文部科学大臣に報告されます。文部科学大臣は、設備、授業その他の事項において法
令違反に陥っていると判断した大学に対し、必要な措置をとるよう勧告をすることができ
ます。勧告によってもなおその改善が認められない場合、文部科学大臣は当該大学に対し、
所要の変更を命ずることができます。変更命令によってもなお改善が認められない場合、
文部科学大臣はその大学に対し、勧告を受けた組織の廃止を命ずることもできるようにな
っています。実際に、大学機関別認証評価において「不認定」と判定され、その後大学の
設置法人に解散命令が出された例があります。
２．２．認証評価の特徴
認証評価は、各認証評価機関が定める「大学評価基準」（２．３．参照）に基づいて行
われますが、機関別認証評価の特徴として以下の４点が挙げられます。
（１）教育評価が中心
大学は第一義的には教育機関であり、大学における教育活動の重要性を鑑みて、教育活
動を中心に大学の総合的な状況を評価します。
（２）各大学の目的や目標を踏まえた評価
認証評価は、画一的な評価ではなく、各大学の個性や特色を十分に発揮させ、さらにそ
れらを伸長させることを目指しています。それゆえに、自己評価書に大学の目的や目標を
記載させ、評価者はこれに照らして評価を行うこととしています。
（３）自己点検・評価に基づく評価
認証評価は、各大学の教育研究活動等の個性化や質的充実に向けた大学の主体的取組を
支援・促進することを意図しています。大学がこの主体的取組を進めるための出発点に自
己点検・評価が位置づけられることから、認証評価では、大学の自己点検・評価の結果を
分析し、その結果を踏まえた評価が行われます。
（４）大学の教職員等の有識者によるピア・レビューを中心とした評価
大学の教育研究活動等の内容や成果の全てを定量的（数量的）に表すことは不可能であ
り、その大部分は定性的に表されます。大学の状況を適切に評価するために、大学の教育
研究活動等に関して高い識見を有する者（現職の学長、副学長、学部長やその経験者等）
によるピア・レビュー（同僚評価）を中心とした評価が行われます。
２．３．大学機関別認証評価を行う認証評価機関及び各機関の評価基準
全ての大学が対象となる大学機関別認証評価を行う認証評価機関には、独立行政法人大
学改革支援・学位授与機構（2016 年４月に大学評価・学位授与機構から名称変更）、公益
財団法人大学基準協会、公益財団法人日本高等教育評価機構の３つがあり、大学はいずれ
かの機関を自ら選択して認証評価を受けます。
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認証評価機関が定める「大学評価基準」は、認証評価機関が行う大学評価の基準になる
とともに、大学がその教育研究等の水準の維持・向上を図るための指針となるものです。
各認証評価機関における大学評価基準は、表５のとおりです。
表５

各認証評価機関が定める大学評価基準（2018 年度）

大学改革支援・学位授与機構

大学基準協会

日本高等教育評価機構

基準１

大学の目的

基準１

理念・目的

基準１

使命・目的等

基準２

教育研究組織

基準２

内部質保証

基準２

学生

基準３

教員及び教育支援者

基準３

教育研究組織

基準３

教育課程

基準４

学生の受入

基準４

教育課程・学習成果

基準４

教員・職員

基準５

教育内容及び方法

基準５

学生の受け入れ

基準５

経営・管理と財務

基準６

学習成果

基準６

教員・教員組織

基準６

内部質保証

基準７

施設・設備及び学生支援

基準７

学生支援

基準８

教育の内部質保証システ

基準８

教育研究等環境

基準９

社会連携・社会貢献

ム
基準９
基準 10

財務基盤及び管理運営

基準 10

大学運営・財務

教育情報等の公表

（注）上記以外に、大学が
個性・特色としている領
域に関して独自基準を
設定することができる。

（出典：大学改革支援・学位授与機構（2017）、大学基準協会（2017）、日本高等教育評価
機構（2017a）を基に筆者作成）
基準の名称や区分等は認証評価機関ごとに異なりますが、内容的にはほぼ同じといって
よいでしょう。具体的には、「大学の理念・目的」（他の評価基準はこれに照らして評価さ
れます）、学部・研究科等に関する「教育研究組織」、教員の配置やファカルティ・ディベ
ロップメント（FD）等に関する「教員・教員組織」、入学者選抜や学生数等に関する「学
生の受け入れ」、教育課程や授業方法、成績評価方法等に関する「教育内容・方法」、学生
が大学の教育を通じて身に付けた「学習成果」、学生相談や生活支援等に関する「学生支援」、
大学の施設・設備等に関する「教育環境」、大学経営・運営や事務組織等に関する「財務・
管理運営」、自己点検・評価及び改善のためのシステム等に関する「内部質保証」は共通的
に見られる評価基準です。
これらの基準に連なる形で、例えば、
「適切なシラバスが作成され、活用されているか」、
「学生への修学支援は適切に行われているか」というような具体的な質問（認証評価機関
ごとに名称は異なりますが、観点、視点、留意点等と呼んでいます）が示されています。
評価担当者は、「自己評価書作成要領」（機関によって名称は異なります）をよく読み、こ
れらの趣旨や内容を十分理解することが重要です。
大学評価基準に基づく評価に当たっては、以下の２点が重視されます。これらは、認証
評価の目的である「質の保証」と「質の向上」に対応していることに注意しましょう。
①

学校教育法や大学設置基準等の法令要件が遵守されているか。
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理念・目的、教育目標を達成するために大学がどのような努力や工夫をしているか、
それがどの程度達成されているか。
なお、大学改革支援・学位授与機構では、2012 年度より、認証評価とは別に同機構が独

自に行う第三者評価として「大学機関別選択評価」を実施しています。
選択的評価事項 A：

研究活動の状況

選択的評価事項 B：

地域貢献活動の状況

選択的評価事項 C：

教育の国際化の状況

この選択評価は、大学改革支援・学位授与機構以外の認証評価機関による大学機関別認
証評価を受審している大学でも受審可能です。また、大学機関別認証評価と別の年度に受
審できます。
２．４．大学機関別認証評価のスケジュール
各認証評価機関における機関別認証評価のスケジュール概要を表６に示します。
認証評価を受審する大学は、まず、その大学にとって最も適当と考える認証評価機関を
選択し、受審前年度に認証評価の申請を行います。申請時期は認証評価機関ごとに異なり、
大学改革支援・学位授与機構は９月、大学基準協会は 11 月、日本高等教育評価機構は７
月です。また、自己評価書作成のための研修会等が、大学改革支援・学位授与機構は申請
前の５～６月に、大学基準協会は申請の７か月前の４月に、日本高等教育評価機構は申請
後の９月に行われます。
申請後は（実務的には大学で申請の方針が決まり次第）、自大学の選択した認証評価機
関が定める評価基準に則して、大学の教育研究活動等について、根拠となる資料・データ
等を用いながら自己評価を行い、自己評価書、根拠資料、大学基礎データ等（機関によっ
て名称は異なります）を作成します。この作業は、大学によって進め方が大きく異なると
ころでしょう。学部数等の規模、学部等の自己点検の積み上げを基本とするのか、本部・
事務局主導で進めるのか、日頃からどの程度の深さで自己点検・評価を行っているかなど
を勘案して作業の分担やスケジュールを決め、なるべく手戻りや重複を避けたいところで
す。評価担当者は、準備期間、執筆者の都合や能力（一般に自己評価書作成以外の業務も
あることに注意）、提出前の学内手続きにかかる時間を考慮しながら、余裕のあるスケジュ
ールを立て、進捗管理することが大切です。なお、どの認証評価機関でも、提出前の事前
相談等を行っているので、それを利用するのも有効でしょう。
自己評価書等が完成したら、当該認証評価機関に提出します。期限は、大学基準協会は
４月、大学改革支援・学位授与機構と日本高等教育評価機構は６月です。
認証評価機関は、まず、提出された書面に基づいてピア・レビューによる書面審査を行
うとともに、９～12 月にかけて、評価者が当該大学を訪問して、書面審査では確認できな
い事項について調査する実地調査（訪問調査）を行い、その大学が評価基準をどの程度満
たしているかを評価し、最終的な評価結果をとりまとめます。なお、書面審査後に質問事
項が実地調査の約１か月前に大学に送られ、実地調査約１週間前までに回答を送付しなく
てはいけません。また、実地調査は、大学責任者、教職員、在学生、卒業・修了生等への
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表６

各認証評価機関における機関別認証評価スケジュール（2018 年度受審の場合）

大学改革支援・学位授与機構

受
審
前
年
度

大学基準協会

５～６月

４月

大学機関別認証評価等に関

大学評価実務説明会

日本高等教育評価機構

する説明会、自己評価担当者
等に対する研修会
９月末

11 月末

７月

申請

申請

申請
９月
自己評価担当者等への研修

６月末

４月末

６月末

「自己評価書」提出

「点検・評価報告書」「大学

「自己点検評価書」等提出

基礎データ」等の提出
10～12 月

９～10 月

９～11 月

訪問調査

実地調査

実地調査

１月末

12 月

12 月下旬まで

受

評価結果（案）の通知

大学評価結果（委員会案）の

調査報告書案の通知

審

（必要な場合は意見申立）

通知

（必要な場合は意見申立）

（必要な場合は意見申立）

２月上旬

年
度

評価報告書案の通知
（必要な場合は意見申立）
３月下旬

３月

３月末

評価結果の確定及び公表

「大学評価結果」の確定及び

評価結果の確定及び公表

公表
（「保留」
「不適合」で必要な
場合は異議申立）

備

考

○「大学評価基準を満たして

○「不適合」の場合

○「保留」の場合

いない」場合

翌年度あるいは翌々年度

翌年度

評価実施年度の翌々年度ま

追評価（任意）

再評価

で

○「保留」の場合

追評価（任意）

大学評価実施年度から３年
後まで
再評価
大学評価結果受領から３年

「適合」の認定を受けた翌年

後まで

度から３年以内

「改善報告書」提出

「改善報告書」提出

（出典：大学改革支援・学位授与機構（2017）、大学基準協会（2017）、日本高等教育評価
機構（2017a、2017b）を基に筆者作成）
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意見聴取、授業視察や学内施設見学を含めて２日間行われ、特に意見聴取では書面審査後
の質問事項に関連する質問が多くなされます。
各認証評価機関は、大学に対して、評価結果案等に対する意見申立の機会を（機関によ
っては複数回）設けています。認証評価の評価結果は、認証評価機関から対象大学に通知
されるとともに、刊行物やウェブサイトを利用して社会にも公表されます。
なお、「保留」等と判断された大学は、認証評価機関が定めた期限内に、評価基準を満
たしていないと判断された基準に限定して「再評価」あるいは「追評価」を受けることが
できます。また、大学基準協会と日本高等教育評価機構では、大学の改善・改革を継続的
に支援することを目的に、アフターケアを通じて、
「適合」や「認定」と判断された大学に
対しても、評価結果に「改善を要する点」等として指摘された事項についての改善状況を
まとめた書面を、当該認証評価機関が定めた期限内に提出することを求めています。
２．５．これからの認証評価（第３サイクルに向けての留意点）
機関別認証評価は、2018 年度から第３サイクルに入りますが、それに先立ち、中央教育
審議会大学分科会「認証評価制度の充実に向けて（審議まとめ）」（2016 年 3 月 18 日）に
おいて、認証評価制度の改善に向けた基本的な考え方が示されました。これに基づき、文
部科学省では、認証評価機関が大学を評価するに当たっての「共通評価基準」を追加する
とともに、新たに「重点評価項目」を省令で定め、2016 年 3 月 31 日付けで認証評価機関
及び各大学に通知しました。「重点評価項目」について、「大学評価基準に定める項自のう
ち、内部質保証に関することについては、重点的に認証評価を行うものとすること。」と明
記されました。
特に、この審議まとめでは、大学設置基準等の法令適合性など最低限の質の確認のみな
らず、大学の教育研究活動の質的改善を促す評価制度への転換がうたわれており、評価内
容に関する主な事項が以下のとおり示されています。
○ 内部質保証に関する評価
大学の質保証においては、多様な大学が自ら掲げる目標に向けて教育研究活動を行う中
で、定期的な自己点検・評価の取組を踏まえた各大学における自主的・自律的な質保証へ
の取組（内部質保証）が基本であることから、各大学の自律的な改革サイクルとしての内
部質保証機能が重要です。（内部質保証の概要については１．５．を参照。）
学内外からの関係者の参画を得ながら、組織体制の整備、実施方針に基づく定期的な自
己点検・評価の実施、自己点検・評価の結果等を改革・改善につなげる仕組みの確立状況
など、その取組が適切に行われ、有効に機能しているのかどうかなどの観点から評価を行
うことが考えられます。
○ 三つのポリシーに関する評価
三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・
ポリシー）が一貫性・整合性あるものとして策定され、入学者選抜、教育の実施及び卒業
の各段階における目標が具体化されているかどうか、組織的な議論を重ねた上で策定され
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ているかどうか、実施状況の検証も踏まえて改善されているかなどの観点から評価を行う
ことが考えられます。
○ 「大学による学生の学修成果の把握・評価」に関する評価
学生が「何を身に付け、何ができるようになったか」という観点を重視して学生の学修
成果の把握・評価を行い、どのような評価に基づき大学として学位を授与したかについて
の説明を果たせるようにすることが重要であるため、これについて評価を行うことが有効
です。また、学修成果と社会との接続の観点から、卒業者の進路状況について評価を行う
ことが考えられます。
このうち、「内部質保証に関する評価」に関連して、内部質保証を機能させるための主
な構成要素として、以下の（１）～（５）が挙げられます。これらの詳細については、
『内
部質保証ハンドブック』
（ 高等教育のあり方研究会内部質保証の在り方に関する調査研究部
会（2015））や「教育の内部質保証に関するガイドライン」
（大学改革支援・学位授与機構
質保証システムの現状と将来像に関する研究会（2017））を参照するとよいでしょう。
（１）内部質保証に関する全学の方針・責任体制
内部質保証に関する全学の方針及び手続き（規程やルール）を定めるとともに、内部質
保証システムを機能させる責任を有する者や組織を明確にします。あわせて、内部質保証
の責任者・責任組織と内部質保証に関わる学部等の組織との役割分担を明確にしておくこ
とも大切です。
（２）中期的な戦略計画・実行計画、教育プログラムの設計・管理方針等の策定
国立大学法人や公立大学法人の中期目標・計画、大学が独自に設定した中長期のビジョ
ン、戦略計画等の目標・計画を学内で共有し、その達成に向けた実行計画（年度ごとの実
施計画等）を策定します。それらの目標や計画等の策定時に、実施責任者や実施体制を明
確にすることも大切です。
教育プログラムについては、その目的、育成する人材像、三つのポリシー（ディプロマ・
ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）、教育課程の体系性、学
修成果の測定・検証、教職員の能力開発、点検・評価等の基本的な内容を文書等で定め、
プログラムを適切に実施・管理できるようにすることが重要です。
これらについては、戦略や方針の達成度の測定方法（アセスメント・プラン）もセット
で考えることが望まれます。
（３）点検・評価・改善プロセス及びそれ自体の検証システムの確立（情報の収集・分析
など IR（Institutional Research）機能の確立も含まれる）
大学あるいは学部等の組織、教育プログラムは、その目的や中長期の目標・計画に対し
て、活動状況や進捗・達成状況を定期的に点検・評価し、改善を継続的に実施することが
求められます。また、この点検・評価が機能しているか、その結果に基づく改善が行われ
ているか、効率的に実施されているかなどを検証することも必要です。
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活動状況や進捗・達成状況の把握に関連して、活動の実態を示すデータや資料を適切に
収集・蓄積し、分析を行い、その結果を利用するための体制や手続きを有すること（IR 機
能の確立：５．２．参照）が求められます。
（４）学生や外部者の参画（関係者への意見聴取等）
上記の各種の内部質保証活動において、学生や外部の利害関係者（ステークホルダー）
が参加する、あるいはそれらの者の意見を聴取するような体制や手続きを整備し、それら
の意見を諸活動の質保証・質向上に活用することが求められます。
（５）情報公開
大学は公的な教育研究機関として、利害関係者（ステークホルダー）に対し、その教育
研究活動等の状況に関する情報を積極的に公開することが求められます。特に、質保証や
消費者保護の観点から、教育プログラム等に関する正確な情報、自己点検・評価や外部者
による検証結果、中期目標・中期計画等の公表は重要です。
各認証評価機関では、第３サイクルの認証評価の評価基準等の改訂作業を進めており、
この第３サイクルの認証評価が、大学基準協会及び日本高等教育評価機構では 2018 年度
から、大学改革支援・学位授与機構では 2019 年度から実施されます。評価担当者として
は、上記の審議まとめの内容が、各認証評価機関において具体的にどのような評価基準と
して示されているか理解を深め、次回の機関別認証評価の受審に向けて、今から関係部署
と協働して、内部質保証や三つのポリシー、学修成果の把握等の取組を推進することが求
められます。
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米国における教育プログラムの分類コード（CIP）について
藤原 宏司 1

概要：本稿では、米国の大学における教育プログラムの現状および学業修了状況に関する正確
な報告体制の 構築を目的と して開発された教育プログラムの分類コード（CIP）について、そ
の仕組みと実際の活用事例を紹介する。

キーワード： CIP（Classification of Instructional Programs）、教育プログラム分類コード、
IR（Institutional Research）

１．はじめに
大学の国際化・グローバル化が叫ばれて久しい。我が国における大学の教育・研究機能
をさらに向上させるためには、海外からの留学生および教員・研究者を増やし、多様な文
化や背景を持つ者が共に学ぶ環境を構築する必要がある（文部科学省, 2009）。ゆえに、日
本の大学に関するデータや各種情報を、海外へ魅力あるものとして正確に発信しなければ
ならないが、海外の大学との間には仕組みや文化・制度上の相違点があるため、上手く伝
えきれていないのが現状ではなかろうか。
例えば、米国の大学との顕著な違いとして、外部、特に公的機関への報告時における「デ
ータの集計単位」が挙げられる。日本の場合は、学校基本調査等にもあるように「学科」
もしくは「学部」が基本的な集計単位となっている。
米国には、学校基本調査に類する連邦政府（米国教育省）が毎年実施しているデータコ
レ ク シ ョ ン プ ロ グ ラ ム と し て 、「 Integrated Postsecondary Education Data System
（IPEDS 2 ）」が存在する。IPEDS では、各大学の基本情報（Institutional Characteristics）、
卒 業 生 数 （ Completions ）、 奨 学 金 ・ 学 生 ロ ー ン （ Student Financial Aid ）、 卒 業 率
（Graduation Rates）、志願者・入学者数（Admissions）、財政（Finance）、大学執行部・
教職員（Human Resources）、図書館（Academic Libraries）等、様々なデータを収集し
ているが、IPEDS への報告時におけるデータの集計単位は、「大学全体」もしくは「教育
プログラム（Instructional Program）」がベースである。筆者の知る限り、日本の大学の
ように学部・学科単位でデータを集計し外部へ報告するといったケースは、米国には存在
しない。
米国の大学では、一つの学科が複数の教育プログラムを提供していることが多い。例え
ば、研究系総合大学の統計学科（Department of Statistics）には、学士（Bachelor）、修
士（Master）、博士（Doctor）等の異なる学位レベル（Degree Level）に応じた統計学プ
ログラムが一般的に存在する。また、中小規模の非研究系大学では、数学・コンピュータ
ーサイエンス学科（Department of Mathematics & Computer Science）のような、複数
1
2

山形大学 学術研究院 教授（IR・データ分析担当）メール：kfujiwara@cc.yamagata-u.ac.jp
IPEDS に関しての詳細は、藤原・大野（2015）を参照されたい。
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の教育プログラムから一つの学科が構成されているケースがある。この場合は、同一学科
に純粋数学を専攻とした学士プログラムやコンピューターサイエンスを専攻とした修士プ
ログラム等、複数の教育プログラムが設置されることになるが、学科の名称や構成要素と
なる教育プログラムの種類は、各大学で異なる。このことは学部に関しても同様であり、
学部名および学部に属する学科の編成は大学の自治に任せられている。つまり、学部や学
科を基準としたデータ収集では、大学における教育・研究の正確な現状把握やベンチマー
クに支障をきたす可能性がある。これが、米国におけるデータ収集が教育プログラム単位
で行われている理由ではなかろうか。
ここで、「応用数学の教育プログラムを提供している大学は全米で何校あるのか」およ
び「応用数学専攻の卒業生数は全米で何名いるのか」という問いを立てる。一般的に数学
系学科では、前述した数学・コンピューターサイエンス学科に加えて、数学科（Department
of Mathematics）、数学教育学科（Department of Mathematics Education）、数学・統計
学 科 （ Department of Mathematics and Statistics ）、 数 理 科 学 学 科 （ Department of
Mathematical Sciences）、応用数学科（Department of Applied Mathematics）等が存在
している。では、全米の大学を対象にして、どの大学が「応用数学」の教育プログラムを
提供し、全米で何名がその教育プログラムを修了したのかを正確に集計することは可能だ
ろうか。米国では、「Classification of Instructional Programs（以下、「CIP」という）」
と呼ばれる教育プログラムの分類コードを用いてデータの管理および集計を行っているた
め、このような問いに対して瞬時に回答できる仕組みを整えている。
CIP とは、米国の大学における教育プログラムの現状および学業修了状況に関する「正
確な報告体制」の構築を目的として、米国教育省の一部門である全米教育統計センター
（NCES 3 ）が開発した教育プログラムの分類コードである。1980 年に発表されて以来改
訂を重ね、最新版は、2010 年に策定されたバージョン 4 となっている。米国の大学は、自
大学で提供している教育プログラムの内容に最も近い CIP を任意で選択し、IPEDS や州
政府、さらには適格認定団体への報告等に備えている。
例えば、筆者が IR 担当者として勤務していたミネソタ州立大学機構（Minnesota State、
以下「MnSCU 5 」という）ベミジ州立大学（Bemidji State University、以下「BSU」と
いう）では、学科（Department）、教育プログラムおよび学位レベルを、MnSCU が運用
する大規模統合型データベース（Integrated Statewide Records System、以下「ISRS 6 」
という）上で統合管理している（表１参照）。
MnSCU は、７つの大学と 24 の短期大学で構成されている全米第４位 7 の規模を誇る州
立 大 学 機 構 で あ る 。 筆 者 は 、 MnSCU に 属 し て い る 31 校 の 教 育 機 関 の 中 か ら 気 象 学
（Meteorology）の教育プログラムを提供している大学・短期大学をリストアップせよ、

National Center for Education Statistics の略：https://nces.ed.gov/
https://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/
5 MnSCU は 2016 年に「Minnesota State」へと組織名を変更したが、
「ミネソタ州」との混同を避ける
ため、本稿では従来までの「MnSCU」を使うこととする。
6 ISRS に関しての詳細は、藤原・大野（2015）を参照されたい。
7 http://www.mnscu.edu/system/index.html
3
4
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というリクエストを受けたことがある。作業の詳細は後述するが、ISRS では CIP を用い
て学生、教員、教育プログラム等を統合しているため、難なく対応することができた。
表１ BSU における教育プログラムの管理例
CIP a

Department

Instructional Program

Degree Level

Math & CS b

Mathematics

Bachelor

27.0101

Math & CS

Mathematics Education

Bachelor

13.1311

Math & CS

Mathematics Elementary Education

Bachelor

13.1202

Math & CS

Mathematics Elementary and Middle Level

Master

13.1311

Education
Math & CS

Computer Science

Bachelor

11.0701

Math & CS

Computer Information Systems

Bachelor

11.0401

a

Classification of Instructional Programs の 略 で 、 米 国 に お け る 教 育 プ ロ グ ラ ム の 分 類 コ ー ド

b

Mathematics & Computer Science の 略

CIP は、米国における標準的な教育プログラム分類コードとしての地位を確立している
（National Center for Education Statistics, 2010）。他の連邦政府機関（例えば、全米科
学財団や労働省）が実施しているデータコレクションプログラム、州政府や地域適格認定
機関への年次報告書、共通データセット（Common Data Set 8 ）に加えて U.S. News &
World Report 社 9 が毎年実施している大学ランキング調査等においても、教育プログラム
関連のレポーティングには、学部や学科ではなく CIP を用いることが原則である。
CIP のような仕組みを導入することによって、我が国においても、教育・研究における
正確な現状把握およびベンチマークを効率的に実施できる可能性がある。加えて、大学ラ
ンキング対応を含む海外に対しての情報発信も容易となるだろう。本稿では、CIP の詳細
と、IR 業務における一般的な活用事例を紹介したい。
２．CIP の仕組みと表記法
CIP は、米国における教育プログラムを整理し、47 の大分野（以下、「大分野」もしく
は「２桁の CIP」という）にまとめている。大分野名のみ、分野名が全て大文字で表記さ
れており、それぞれの大分野に対して２桁の数字コード（xx）が１対１の関係で対応する。
例えば、教育学（EDUCATION）分野には「13」、数学・統計学（MATHEMATICS AND
STATISTICS）分野には「27」、物理科学（PHYSICAL SCIENCES）分野には「40」、心
理学（PSYCHOLOGY）分野には「42」、社会学（SOCIAL SCIENCES）分野には「45」、
歴史学（HISTORY）分野には「54」が、それぞれ割り当てられている。付録に大分野の
リストをまとめたが、日本語訳が適さない分野も含まれているため、オリジナルのみを記
した。

8
9

http://www.commondataset.org/
https://www.usnews.com/rankings
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各々の大分野には、その分野に関連した学問領域が存在する。CIP では、それら学問領
域を中分野（４桁の CIP）として類別し、その下に小分野（６桁の CIP）を置いている。
なお、最新版の CIP では、388 の中分野と 1,720 の小分野が定義されている。表２に、大
分野としての物理科学分野（CIP：40）に属する教育プログラムの分類例を示す。
CIP における中分野は、大分野で定義された２桁の数字コード（xx）に、ピリオド「.」
および２桁の数字コード（yy）を組み合わせた計４桁の数字コード（xx.yy）で表される。
例えば、物理科学分野（CIP：40）における中分野には、化学（CIP：40.05）や材料科学
（CIP：40.10）等の８分野があり、そこには筆者が依頼を受けた「気象学」に関連する分
野（CIP：40.04）もある。ただし、この分野には、その分野名「Atmospheric Sciences and
Meteorology（大気科学と気象学）」が示しているように、気象学以外の学問分野も含まれ
ている。
表２ CIP による物理科学分野における教育プログラムの分類（抜粋）
分野

CIP

分野名（日本語訳）

大分野（2 桁の CIP）

40

PHYSICAL SCIENCES（物理科学）

中分野（4 桁の CIP）

40.01

Physical Sciences（物理科学）

分野数 = 8

40.02

Astronomy and Astrophysics（天文学と天体物理学）

40.04

Atmospheric Sciences and Meteorology（大気科学と気象学）

40.05

Chemistry（化学）

40.06

Geological and Earth Sciences/Geosciences
（地質学と地球科学）

40.08

Physics（物理学）

40.10

Materials Sciences（材料科学）

40.99

Physical Sciences, Other（その他、物理科学）

小分野（6 桁の CIP）

40.0201

Astronomy（天文学）

分野数 = 43

40.0202

Astrophysics（天体物理学）

40.0404

Meteorology（気象学）

40.0504

Organic Chemistry（有機化学）

40.0601

Geology/Earth Science, General（地質学/地球科学、一般）

40.0604

Paleontology（古生物学）

40.0802

Atomic/Molecular Physics（原子/分子物理学）

40.1002

Materials Chemistry（材料化学）

40.9999

Physical Sciences, Other（その他、物理科学）

参 照 ： https://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/cipdetail.aspx?y=55&cipid=88479

小分野は、CIP における最も詳細な教育プログラムの分類区分となっており、中分野に
割り振られた４桁の数字コード（xx.yy）に２桁の数字コード（zz）を加えた、計６桁の数
字コード（xx.yyzz）から成る。連邦政府、州政府、適格認定機関等に対する教育プログラ
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ム関連の報告にはこのカテゴリーが使われることから、米国の大学のデータベースでは、
この６桁の CIP を用いて学生、教員、教育プログラム等のデータを統合管理している（表
１参照）。
物理科学分野（CIP：40）には 43 の小分野があり、
「気象学」を示す CIP は「40.0404」
となっている。つまり、前章で紹介したデータリクエストを完遂するためには、ISRS で
管理している各大学・短期大学の教育プログラムのリスト（テーブル）から「40.0404」
という CIP を持っている大学を探せばよい。クエリの結果、MnSCU において気象学の教
育 プ ロ グ ラ ム を 提 供 し て い る 大 学 は 、 セ ン ト ク ラ ウ ド 州 立 大 学 （ St. Cloud State
University 10 ）のみであり、作業に要した時間は１分にも満たなかった。
最後の 2 桁が「99」で終わる中分野および小分野は、「その他」の分野を意味する。各
大学が、それぞれ提供している教育プログラムに最も相応しい CIP を任意選択しているこ
とは前述した。しかしながら、稀に教育プログラムの内容に適した CIP が見つからないケ
ースがある。そのような場合は、
「xx.99」もしくは「xx.yy99」を使うこととなる。なお、
大分野に「その他」を意味する「99」の数字コードは存在しない。
３．IR 業務における活用事例
IR 担当者にとって CIP は、業務を効率的に行う上で非常に重要である。本章では、実
際の IR 業務における CIP の一般的な活用事例を紹介する。
３．１．類似／競合教育プログラムの同定
３．１．１．CIP を用いたベンチマーク対象の同定
ベンチマーク等を行う際には、他大学における類似もしくは競合する教育プログラムを
正確に同定することが重要であり、その同定作業において、CIP は有益である。例えば、
BSU では環境学分野（CIP：03.0103）の教育プログラムに対して「Environmental Studies」
と い う プ ロ グ ラ ム 名 を 付 け て い る 。 一 方 、 ミ ネ ソ タ 州 立 大 学 モ ア ヘ ッ ド 校 （ Minnesota
State University Moorhead 11 、以下「MSUM」という）、ノースダコタ大学（University of
North Dakota 12 、以下「UND」という）、マイノット州立大学（Minot State University 13 、
以下「MiSU」という）では、BSU と同じ CIP を持つ教育プログラムの名称に、それぞれ
「Sustainability」、「Earth System Science and Policy」、「Studies in Community &
Environment」という異なる教育プログラム名を用いている（表３参照）。
CIP が同一であるということは、その仕組みから教育内容も同様であると考えられる。
ゆえに、教育プログラムの名称が違えども、BSU の「Environmental Studies」に近いプ
ログラムが、MSUM、UND、MiSU において提供されていると判断できる。

10
11
12
13

http://www.stcloudstate.edu/programs/meteorology/default.aspx
MnSCU に属する 4 年制大学の一つ：https://www.mnstate.edu/
http://und.edu/
http://www.minotstateu.edu/

37

情報誌「大学評価と IR」第 8 号（2017）

表３ 環境学分野の CIP（03.0103）を持つ大学における教育プログラム名称（抜粋）
CIP

教育プログラム名

大学

03.0103

Environmental Studies

ベミジ州立大学（BSU）

03.0103

Sustainability

ミネソタ州立大学モアヘッド校（MSUM）

03.0103

Earth System Science and Policy

ノースダコタ大学（UND）

03.0103

Studies in Community & Environment

マイノット州立大学（MiSU）

３．１．２．CIP を用いた STEM 教育分野のリストアップ
米国の大学に留学している学生と CIP の間には深い関係がある。全ての留学生は卒業後、
米国内で 12 ヶ月間働くことができる資格を取得できるが 14 、STEM（Science, Technology,
Engineering and Mathematics）と呼ばれる、科学、技術、工学、数学の教育分野に属す
るプログラムを卒業した学生に限り、更に 24 ヶ月間の延長 15 が認められる。この STEM
教育分野と認定される教育プログラムのリストが、プログラム名ではなく CIP でまとめら
れており、インターネット上で公開 16 されている。なお、環境学分野（CIP：03.0103）は
STEM 教育分野とみなされている。
３．２．教育プログラム一覧の報告
U.S. News & World Report 社が毎年実施している大学ランキング調査には、大学が提
供している教育プログラムの一覧を 6 桁の CIP で入力せよ、という設問項目がある。大学
ランキング関連の調査は、同社以外にも Peterson's 社 17 や Wintergreen Orchard House
社 18 等でも行われているが、教育プログラム一覧に関する質問には、CIP もしくは CIP に
関連付けられている分野名で回答するのが一般的である。
同様の設問は、州政府や地域適格認定機関への年次報告書の中にもある。IPEDS は、６
桁の CIP 別の教育プログラム修了者数の報告を毎年求めているが、外部へのレポーティン
グの際に大学固有のプログラム名を用いたことはない。
３．３．教員と教育プログラムの紐付け
第１章で述べたように、米国の大学では複数の教育プログラムから学科が構成されてい
ることが多々ある。ISRS では、学生のみならず教員に対しても所属学科コードと CIP を
割り当て、学科レベルだけではなく教育プログラムレベルにおいても紐付けを行っている。
表１にある CIP を大分野でまとめると、BSU の数学・コンピューターサイエンス学科
では、数学・統計学分野（CIP：27）、教育学分野（CIP：13）、コンピューターサイエン
ス分野（CIP：11）に関連する教育プログラムを提供している。このことから BSU の同学
科には、純粋数学、数学教育、コンピューターサイエンスをそれぞれ専門としている教員
このような制度を「Practical Training」という。
このような制度を「STEM OPT Extension」という。2016 年３月に 17 ヶ月間から 24 ヶ月間に延長
期間が変更された。
16 https://studyinthestates.dhs.gov/eligible-cip-codes-for-the-stem-opt-extension
17 http://www.petersonssurveys.com/
18 http://www.wintergreenorchardhouse.com/
14
15
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がいると示唆されるが、
「誰」が「何」を専門としているのかを知るには学科レベルでは不
十分であり、教育プログラムレベルの情報が必要となる。
英国の Times 社が発行している Times Higher Education（以下、「THE」という）の
世界大学ランキング 19 には、THE が独自に定めた教育研究分野別に、学生数や教員数、ま
たは獲得した研究費等に関する質問項目がある。THE と米国で開発された CIP は、教育
プログラムの分類に関する定義が異なる。しかし、THE によって「IPEDS Subject Mapping」
という４桁の CIP との対照表が用意されていることと、米国の大学は、教員と教育プログ
ラムを紐付け、研究費等の複雑なデータを詳細なレベルで管理しているため、IR 担当者に
とって THE への回答は、さほど困難なものではないと思われる 20 。
３．４．集計作業の効率化
CIP における大、中、小の分野構造は、集合の包含関係になっているため、様々な集計
リクエストに対して柔軟に対応することができる。例えば、原子物理学を専攻している学
生数を求めたい場合、６桁の CIP が「40.0802」と割り当てられている学生数を求めれば
よい（表２参照）。また、物理学全般を専攻している学生名簿を作成したい時は、４桁の
CIP が「40.08」となっている学生をリストアップする。
共 通 デ ー タ セ ッ ト （ Common Data Set ） の セ ク シ ョ ン J （ Disciplinary areas of
DEGREES CONFERRED）では、当該年度における学位取得者数を「大分野」別に報告
することを要求している。この場合は、付録にある２桁の CIP ごとに学位取得者数をカウ
ントすることになるが、統合型データベース（ISRS）と CIP が利用可能な環境下では瞬
時に作業を行える。
CIP を用いた集計作業は学内レベルに限らない。MnSCU もミネソタ州の行政機関の一
つであることから、州議会や納税者に対して大学経営および教育効果等に関する説明責任
を果たす義務がある。毎年報告しているデータ項目の中に、「STEM 分野における修了生
数」というものがあるが、どの教育プログラム分野を STEM と見做すのかが CIP によっ
て明確に定義されていることから、適切に集計ができる。
４．おわりに
本稿では、米国における標準的な教育プログラムの分類コードである CIP について、そ
の仕組みおよび表記法と、実際の活用例を紹介した。CIP 開発の目的は、米国の大学にお
ける教育プログラムの現状および学業修了状況を正確に把握することにあった。結果、現
在の米国は、連邦政府、州政府、地域適格認定機関、州立大学機構、そして個々の大学レ
ベルにおいて CIP を用いた効率的なデータ集計が可能となっている。

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/
BSU は非研究大学であるため、THE のランキング調査に参加したことはない。しかし、同調査の質
問項目と ISRS で管理しているデータを考えると、仮に BSU が参加したとしても、回答に要する時間は
さほどかからないと考えられる。
19
20
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CIP を使った情報公開を積極的に実施している州もある。例えば、フロリダ州やテキサ
ス州では、教育プログラムの修了者数 21 や、州で提供している教育プログラムのリスト 22 を
CIP 単位で公開している。
CIP は、ベンチマークに重要な他大学における類似教育プログラムの同定に寄与してい
る。ここで、CIP が存在しないケースを想定したい。CIP が目指した教育プログラム分野
の合目的整理および操作性の良いコーディングシステムが開発されなかった状況下で、他
大学における類似教育プログラムとのベンチマークをどう遂行するのだろうか。基本的に
はインターネット検索に頼るしかないと思われる。ただし表３が示すような、教育プログ
ラムの内容は近いがプログラム名称が違う、というケースには対応できないかもしれない。
結果、レポートの精度を高めるには、各大学のホームページを詳細に調べる必要がある。
これは、非常に時間がかかる作業となる。
米国には、「Statewide Longitudinal Data System（SLDS 23 ）」と呼ばれる連邦政府の
補助金プログラムがある。
「より良い意思決定には、より良い情報が必要である 24 」をスロ
ーガンに始まった同プログラムは、幼稚園から大学、さらに就職後までの学生データを長
期に渡って収集し、広範囲な情報に基づく包括的な教育効果の測定による改善を目指して
いる。2017 年度時点では、ミネソタ州を含む 15 州とアメリカ領サモアが、同プログラム
に参加中である。教育プログラム名に依らず、CIP を用いた教育分野の管理が可能である
からこそ、このような複雑なプロジェクトを管理・遂行していけるのであろう。
CIP を「そのまま」日本の大学に適用させるのは、やはり教育システム等の違いから不
可能だと思われる。カナダが 2000 年に CIP を導入しようとしたが成功しなかった。結果、
CIP を部分修正する形で、カナダ版 CIP を 2011 年に策定している。日本版 CIP を開発す
るのであれば、カナダのケースが参考となるだろう。このカナダ版 CIP 開発過程の詳細は、
今後の調査課題としたい。
日本の大学において国際化が叫ばれて久しいが、海外に対して大学の実情を正確に発信
するには、従来の学部・学科単位ではなく、欧米のような教育プログラム単位でのデータ
収集が肝要である。我が国においても、教育効果、学修成果の可視化が急務であり、米国
では、このアセスメント重視の流れが、「SLDS」へと繋がった。より良い情報を効率的に
活用し、我が国における教育の現状を正確に把握するには、実情に即した独自の教育プロ
グラム分類コード開発が必要なのではなかろうか。
謝辞
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http://www.flbog.edu/resources/iud/degrees_search.php
http://www.thecb.state.tx.us/apps/programinventory/ProgSearch.cfm
https://nces.ed.gov/programs/slds/
Better decisions require better information.
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付録 CIP 大分野における学問分野一覧
CIP

分野名

01

AGRICULTURE, AGRICULTURE OPERATIONS, AND RELATED SCIENCES

03

NATURAL RESOURCES AND CONSERVATION

04

ARCHITECTURE AND RELATED SERVICES

05

AREA, ETHNIC, CULTURAL, GENDER, AND GROUP STUDIES

09

COMMUNICATION, JOURNALISM, AND RELATED PROGRAMS

10

COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES/TECHNICIANS AND SUPPORT SERVICES

11

COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES AND SUPPORT SERVICES

12

PERSONAL AND CULINARY SERVICES

13

EDUCATION

14

ENGINEERING

15

ENGINEERING TECHNOLOGIES AND ENGINEERING-RELATED FIELDS

16

FOREIGN LANGUAGES, LITERATURES, AND LINGUISTICS

19

FAMILY AND CONSUMER SCIENCES/HUMAN SCIENCES

22

LEGAL PROFESSIONS AND STUDIES

23

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE/LETTERS

24

LIBERAL ARTS AND SCIENCES, GENERAL STUDIES AND HUMANITIES

25

LIBRARY SCIENCE

26

BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES

27

MATHEMATICS AND STATISTICS

28

MILITARY SCIENCE, LEADERSHIP AND OPERATIONAL ART

29

MILITARY TECHNOLOGIES AND APPLIED SCIENCES

30

MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES

31

PARKS, RECREATION, LEISURE, AND FITNESS STUDIES

32

BASIC SKILLS AND DEVELOPMENTAL/REMEDIAL EDUCATION

33

CITIZENSHIP ACTIVITIES

34

HEALTH-RELATED KNOWLEDGE AND SKILLS

35

INTERPERSONAL AND SOCIAL SKILLS

36

LEISURE AND RECREATIONAL ACTIVITIES

37

PERSONAL AWARENESS AND SELF-IMPROVEMENT

38

PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES

39

THEOLOGY AND RELIGIOUS VOCATIONS

40

PHYSICAL SCIENCES
（次ページへ続く）
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（付録 contd.）

CIP

分野名

41

SCIENCE TECHNOLOGIES/TECHNICIANS

42

PSYCHOLOGY

43

HOMELAND SECURITY, LAW ENFORCEMENT, FIREFIGHTING AND RELATED PROTECTIVE SERVICES

44

PUBLIC ADMINISTRATION AND SOCIAL SERVICE PROFESSIONS

45

SOCIAL SCIENCES

46

CONSTRUCTION TRADES

47

MECHANIC AND REPAIR TECHNOLOGIES/TECHNICIANS

48

PRECISION PRODUCTION

49

TRANSPORTATION AND MATERIALS MOVING

50

VISUAL AND PERFORMING ARTS

51

HEALTH PROFESSIONS AND RELATED PROGRAMS

52

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING, AND RELATED SUPPORT SERVICES

53

HIGH SCHOOL/SECONDARY DIPLOMAS AND CERTIFICATES

54

HISTORY

60

RESIDENCY PROGRAMS
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編集後記
大学評価コンソーシアムでは、大学評価担当者集会という催し物を毎年開催していましたが、
11 回目となる今年からは大学評価・IR 担当者集会と名称を新たにしました。これは評価担当者の
みなさんに加え、近年では IR 担当者のみなさんにも多数お越しいただくようになり、そのために
IR の名を入れたということもありますが、IR 担当のみなさんから出張しづらい時があるなどの
ご要望が寄せられたという面も大きいです。評価も IR も現状を詳らかにする業務であり、やって
いることの本質は変わらない、と我々は思っているわけですが、それらが別のもの、遠いものに
見える場合もまだまだ多いようです。
この担当者集会は、大学評価制度が本格的に始まったのにもかかわらず、現場からは「右も左
もよくわからず困った」という声が多く聞かれたことを受けて平成 19 年（2007 年）に九州大学
が呼びかけて始まったものです。私自身は、第 1 回目は参加していないのですが（一橋記念講堂
で講演をしていた）、小さな会議室から始まったこの催し物も今年は 160 名近くのみなさんにお越
しいただくものとなりました。
担当者集会の原点は、学び合う「場」の提供です。それは第１回からそうですし、たぶんこれ
からもそうだと思います。この情報誌も評価や IR に関するさまざまな情報が集まる「場」として、
これからもみなさんと共に進んでいければ、と思っています。（湖）
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