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［事例報告］（大学評価コンソーシアム）

IR 履修証明プログラムの開発について
藤原 宏司 1 ・浅野 茂 2 ・白石 哲也 3 ・鈴木 達哉 4 ・山本 幸一 5
概要：筆者らは、IR（Institutional Research）の未経験者および初心者を対象とした、IR 履
修証明プログ ラムを開発中 である。このプログラムは、藤原（2015a）が整理した米国におけ
る IR 履修証明プログラムを参考に、
「IR 入門」
「IR 応用」
「データマネジメント＆分析（DMA）」
「IR 実践」の４分野を通じて、IR 担当者に最低限必要な知識および技術の涵養を目指す。本
稿では、上記プログラムの詳細を報告する。

キーワード：IR（Institutional Research）、IR 人材育成、IR 履修証明プログラム

１．はじめに
近年、日本における IR（Institutional Research）への関心は、より一層高まっている。
例えば、大学評価や IR の担当者が多く所属する大学評価コンソーシアムの会員数は、2016
年 11 月から 2018 年 11 月までの約２年間で、206 機関 614 名から 303 機関 995 名へと大
幅に増加している。IR 関連の勉強会や研修会も頻繁に開かれており、同コンソーシアムの
イベント情報ページ 6 によると、上記期間における開催件数は 53 件にも上る。IR 機能を導
入し、客観的なデータに基づく大学経営や教育改善を目指す動きが活発化している証左の
一つであろう。
しかしながら、その現場を支える IR 担当者を取り巻く環境は、大変厳しい状況にある。
日本の IR 担当者は、原則的に異動を伴う事務系職員や任期付きの教員が大多数となって
おり、専門職員や専任教員を IR オフィスに配置している大学は極めて少ない（嶌田ほか,
2016）。その結果、多くの大学では、IR 業務の継続性に関する課題や、IR 担当者が何から
始めてよいか分からない、といった日本特有の文化的かつ構造的な問題が生じている。
こうした実態に歯止めをかけるため、IR 関連の勉強会がたびたび開かれていることは前
述した。これら勉強会は、開催概要を見る限り、IR の基本的な考え方や講演者が所属する
大学における実践事例を扱っている。だが、勉強会の学習時間は、概ね半日から 1 日程度
となっており、IR を体系的に理解するには時間が不足している。IR 担当者に不可欠なデ
ータマネジメント、データの可視化、レポーティング等の技術的な能力を涵養するには、
それなりのまとまった学習時間が必要ではなかろうか。
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そこで筆者らは、藤原（2015a）が整理した米国における IR 履修証明プログラムに着目
し、IR の未経験者および初心者を対象に、IR 担当者として「最低限」必要な知識および
技術の修得を目的とする「IR 履修証明プログラム」の開発に着手した。本稿では、現在開
発中である上記プログラムの詳細を報告する。なお、本稿は、2018 年 11 月２日に三重大
学で行われた「平成 30 年度 IR 実務担当者連絡会（主催：大学評価コンソーシアム、共催：
三重大学）」で行った発表を再構成したものである。
２．米国における IR 人材育成の現状
先ずは、筆者らが参考とした米国における IR 人材養成の現状を概観したい。米国の IR
担当者は、一般的に米国 IR 協会（以下「AIR 7 」という。）や AIR の加盟団体 8 に属してい
る。AIR の会員は、オンラインによる学習プログラム、対面式のセミナー、AIR が主催す
る年次大会（AIR Forum）におけるワークショップ等、様々な講習プログラム 9 を受講で
きる。ただし、これら講習プログラムは、日本で開催されている勉強会や研修会等とは異
なり、基本的には有料となっている。
上記とは別に、大学院レベルが主となるが、米国では IR 関連の学位（博士、修士）も
しくは非学位プログラム（履修証明プログラム）を提供している大学がある。本稿では、
これら IR 関連の学位・非学位プログラムをまとめて「IR プログラム」と定義する。IR プ
ログラムの一覧は、AIR のウェブサイト上 10 で公開されている。ただし、AIR は掲載申請
のあった IR プログラムを整理しているだけで、IR プログラム自体の教育内容は保証しな
い。また、IR 人材の認定等も行っていない点に留意が必要である。
米国の大学には「定期人事異動」という制度は存在せず、IR 担当者は、専門職として採
用されている。また、採用や昇進の判断は、「IR 分野」における経験や専門的知識・技術
の有無によって決まる。よって、IR プログラムの主目的は、専門職としての人材育成であ
り、プログラム受講者も、IR の分野でキャリアアップを志向する人達が多い。
2018 年 11 月 25 日の時点（以下「今回調査時」もしくは「現時点」という。）では、18
大学が提供する 19 の IR プログラムが同サイト上で紹介されており、学位レベルごとの内
訳は、博士課程が２、修士課程が５、履修証明が 12（ポスト修士レベルが１、ポスト学士
レベルが 10、学士レベルが１）であった。ここでいうポスト修士、ポスト学士レベルは、
入学にそれぞれの学位（修士、学士）が必要であることを意味する。学士レベルは、大学
生を対象としたプログラムである。IR プログラム修了に必要な単位数は、博士課程が 90
単位以上、修士課程が 32～39 単位、履修証明が 12～18 単位であった。
２．１．米国における IR 履修証明プログラム（ポスト学士レベル）
現在構想中の IR 履修証明プログラムは、IR 担当者が定期的に入れ替わる日本の現状に
対応した、IR の未経験者および初心者向けの実践型プログラムである。詳しくは後述する
Association for Institutional Research の略。https://www.airweb.org/
https://www.airweb.org/Community/Pages/Affiliated-Organizations.aspx
9 https://www.airweb.org/EducationAndEvents/Pages/default.aspx
10 https://www.airweb.org/Careers/GraduateEducation/Pages/default.aspx
7
8
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が、学習時間（講習等による実時間数）を 60 時間（単位に換算すると４単位）、到達目的
を「IR 担当者として最低限必要な知識および技術の修得」と設定し、米国において最も一
般的である履修証明プログラムの教育内容を参考に、カリキュラムを構築している。開発
メンバーの一員である藤原が、フロリダ州立大学が提供するポスト学士レベルの IR 履修
証明プログラムを修了していることも理由の一つではあるが、学位プログラムのカリキュ
ラムは、修了要件単位数からも明らかなように学習範囲が広く、筆者らの目的である「最
低限必要な知識および技術の取得」にはそぐわないと判断した。以降、本稿で触れる米国
の IR 履修証明プログラムは、ポスト学士レベルのプログラムを指すこととする。
藤原（2015a）によると、2014 年 11 月 25 日の時点（以下「前回調査時」という。）に
おいて、AIR のウェブサイト上で紹介されていた IR 履修証明プログラムを提供している
大学は７校だった。それから約４年が経過した今回調査時における同プログラムの提供大
学は 10 校である（表１）。この約４年間で、２校が AIR のリストから消え、新たに５校が
追加されたこととなる。
表１ 米国における IR 履修証明プログラム（ポスト学士レベル）
前回調査時（2014 年 11 月 25 日） vs. 今回調査時（2018 年 11 月 25 日）
修了に必要な

AIR ウェブサイトへの掲載の有無 a

大学 名（ アル ファ ベッ ト順 ）
単位数

前回調査時 b

今回調査時

アリゾナ州立大学

15

ボール州立大学

15

ボストンカレッジ

18

フロリダ州立大学

18

インディアナ大学

18

ハンボルト州立大

18

ケント州立大学

18

ペンシルベニア州立大学

18

○

○

サム・ヒューストン州立大学

15

○

○

サンディエゴ州立大学

15

○

イリノイ大学シカゴ校

12

ウィスコンシン大学スタウト校

14

a
b

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○

「 ○ 」 は 、 そ の 大 学 の IR 履 修 証 明 プ ロ グ ラ ム が 、 AIR の ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 さ れ て い た こ と を 意 味 す る 。
藤 原 （ 2015a） よ り

米国の大学は授業料が高いことで知られているが、IR 履修証明プログラムの授業料も決
して安くはない。例えば 、ペンシルベニア州立大学 11 、イリノイ大学シカゴ校 12 、ウィス

11
12

https://www.worldcampus.psu.edu/degrees-and-certificates/institutional-research-certificate/
http://mesaonline.ec.uic.edu/tuition-financial-aid/tuition/
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コンシン大学スタウト校 13 における一単位当たりの授業料（2018 年度）は、それぞれ$886、
$793、$600 と設定されている。
２．２．米国における IR 履修証明プログラムのカリキュラム構成
藤原（2015a）は、フロリダ州立大学の IR 履修証明プログラムが提供する全科目の教育
内容と学習目標をシラバスから調べ、同州立大学のプログラムは「IR 入門」
「IR 応用」
「デ
ータ分析」「IR 実践」の４分野から構成されていると指摘した。それらを踏まえて、分野
ごとの定義を、表２にまとめる。

表２

IR 履修証明プログラムを構成する分野ごとの定義

分野 名
IR 入門

定義
・IR の考え方、業務内容、理論等について学ぶ分野
・IR の活用領域（例：大学評価、アセスメント、継続的改善支援、

IR 応用

IE（Institutional Effectiveness 14 ）等）について学ぶ分野

データ分析

・データ分析、レポーティング手法等を学ぶ分野

IR 実践

・修了プロジェクトを実践する分野

表３は、各大学における IR 履修証明プログラムのカリキュラム構成を、表２で定義し
た４分野をベースに整理したものである。フロリダ州立大学以外の大学は、シラバスを入
手できないため、各大学のホームページに載っていた授業科目名と科目概要からの主観的
な分類となっている。なお、前回調査時に分類された大学が提供する授業科目は、この約
４年間でほとんど変化が無かった。
前回調査時の大学であるサム・ヒューストン州立大学のカリキュラムには、「IR 入門」
および「IR 実践」が組み込まれていない。藤原（2015a）は、「IR 入門」が含まれていな
い理由として、受講者の大半を占める IR 担当者の目的は、技術的な能力の向上であって、
IR 理論の理解ではない（受講者ニーズとのミスマッチ）、と指摘した。また同様に、「IR
実践」に対しては、受講者主導による修了プロジェクトとなるため、アウトカム（プロジ
ェクトの成果）がバラつく可能性があることを挙げている。
今回の調査から、米国における IR 履修証明プログラムのカリキュラム構成には、二つ
のタイプがあると考えられる。一つ目は、前回調査時の大学に多い、「IR 入門」から「IR
実践」までの４分野で構成されているタイプであり、二つ目は、「IR 応用」と「データ分
析」のみの２分野で構成される、今回調査時の大学によく見られたタイプである。何故、
前回調査時と今回調査時の大学で、このような違いが生じたのかについては、追加調査（各
大学におけるプログラムディレクターへのインタビューや訪問調査等）が必要なため、本
13

14

https://www.uwstout.edu/programs/institutional-research-certificate/
上記 URL にアクセス後、「Additional Information」メニュー内の
「Evaluation-and-IR-Registration-and-Program-Information.pdf」）を参照
IE（Institutional Effectiveness）に関しては、藤原（2015c）を参照のこと
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稿では取り扱えないものの、米国の現状は、筆者らが開発中である IR 履修証明プログラ
ムのカリキュラム構築において参考にできる点も多いと考える。

表３

各大学における IR 履修証明プログラムのカリキュラム構成
カリキュラム分野 b

区分

大学 名（ アル ファ ベッ ト順）

データ
IR 入門

IR 応用

IR 実践
分析

アリゾナ州立大学
今回調査時

○

ボストンカレッジ

○

○

○

○

ケント州立大学

○

○

イリノイ大学シカゴ校

△

○

（ 2018 年 ） に AIR
インディアナ大学

○

○

で新たに紹介され
ていた大学

前回調査時

ボール州立大学

○

△

○

○

フロリダ州立大学

○

○

○

○

ペンシルベニア州立大学

○

○

○

○

○

○

○

（ 2014 年 ）か ら AIR
で引き続き紹介さ
れ て い る 大 学a

サム・ヒューストン州立大学
ウィスコンシン大学スタウト校

a
b

○

○

藤 原 （ 2015a） の 調 査 結 果 と 比 較 し て 変 化 が 見 ら れ な か っ た 。
「○」は、その分野の科目が必修、「△」はその分野の科目が選択として受講できることを意味する。

３．IR の定義から考える、日本の IR 担当者に必要な知識・技術
IR に関する見解や定義は様々なものがあるが、筆者らの多くが所属する山形大学次世代
形成・評価開発機構 IR 部門では、以下のように定義している。
山形大学次世代形成・評価開発機構 IR 部門による IR の定義 15
IR とは、客観的なデータ分析に基づいた大学における諸活動の効果検証および、情報
提供等を通じた大学の意思決定または業務の継続的改善を支援すること
この定義は、Saupe（1981, 1990）によるものや、浅野ほか（2014）および藤原（2015b）
が実施した米国における IR オフィスの役割に関する調査結果を参考に、日本の大学の実
状を踏まえ、現実的かつ実行可能な範囲内で設定したものである。筆者らは、IR オフィス
を大学改善の支援部署と捉え、改善を「主導」する部署ではないとして見解が一致してい
る。
この定義を踏まえると、IR 担当者に必要な知識・技術は、表４に挙げた５点となる。第
一点目は、
「 大学における教育研究や大学経営等の諸活動について理解できる」ことである。

15

https://ir.yamagata-u.ac.jp/what-is-ir/
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次に述べる効果検証（アセスメント）を正しく行うためには、それら諸活動の現状や背景
を知っておく必要がある。

表４

IR の定義から考える、IR 担当者に必要な知識・技術

（１）

大学における教育研究や大学経営等の諸活動について理解できる

（２）

効果検証（アセスメント）に必要なデータを特定、収集できる

（３）

収集したデータを分析に適した形に処理できる（データマネジメント）

（４）

データを分析・可視化できる（データ分析）

（５）

分析結果を分かりやすく説明できる（情報提供（レポーティング））

第二点目は、「効果検証（アセスメント）に必要なデータを特定、収集できる」ことで
ある。これには、効果検証の手法に関する知識に加えて、データの所在把握や、データ担
当部署との交渉に関する技術も含まれる。
第三点から五点目については、「データマネジメント」「データ分析」「情報提供（レポ
ーティング）」にそれぞれ対応している。本稿では、これらをまとめて「データマネジメン
ト＆分析（DMA 16 ）」とする。データマネジメントとは、分析に必要なデータを適切な形
で用意する、もしくは、準備しておくことを意味する（藤原, 2017）。客観的なデータ分析
を継続的に実施していくうえで、正しく処理されたデータが不可欠であることから、IR 担
当者にとって重要な知識・技術だと思われる。
本稿で紹介する IR 履修証明プログラムにおいては、表４に挙げた５点における「初級
レベル」の達成が目標となる。どのレベルを「初級」とするかは、本プログラムの開発メ
ンバーが深く関わっている大学評価コンソーシアムにおいて、現在策定中のルーブリック
17 が参考になる。

４．IR 履修証明プログラムのカリキュラム分野
IR 履修証明プログラムのカリキュラムは、「IR 入門」「IR 応用」「データマネジメント
＆分析（DMA）」「IR 実践」の４分野で構成する。以下、それぞれの分野履修が必要であ
ると考える理由を述べる。
４．１．「IR 入門」分野が必要な理由
米国では、「IR 入門」を取り扱わないプログラムが増えているが、本プログラムにおい
ては必須だと思われる。日本の大学には、
「新卒一括採用」や「定期人事異動」という制度
があるため、定期的に IR の未経験者が IR オフィスへ配属される可能性が高い。また、IR
が学内において十分に定着しているとは言えず、活動目的の明確化に関する課題も存在し

16
17

Data Management and Analysis の略
第一次版を右記の URL から閲覧できる。http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline
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ている（嶌田ほか, 2016）。ゆえに、IR の考え方、業務内容、理論等について学ぶ「IR 入
門」は不可欠である。
４．２．「IR 応用」分野が必要な理由
「IR 応用」は、IR の活用領域を扱う分野である。米国では、ほぼ全ての IR プログラム
において、「IR 応用」に属する科目が開講されている。「IR 入門」から得た知識を、大学
評価、効果検証（アセスメント）、継続的改善支援、IE（Institutional Effectiveness）等
の具体的な実践に繋げていく、欠かすことのできない分野だと考える。
４．３．「データマネジメント＆分析（DMA）」分野が必要な理由
筆者らは、IR 実務担当者としての経験から、データマネジメントを重視している。日本
の大学（特に国立大学）では、様々な情報システム（教務、入試、出欠管理、LMS、財務、
人事等）が互いに独立した形で分散しており、それら情報システムにおけるデータ入力の
形式や運用も担当部署ごとに異なる場合がある。その結果、例えば学生の出身高校所在地
（都道府県）を見ると、ある情報システムでは「山形県」として入力しているデータが、
もう一方では、「山形」と入力されているケースがある。
同一の入力項目においても、データの不整合が見られる。学生の出身校名を例に取ると、
正式名称（例：山形県立○○高等学校）と略称（例：○○高校）の混在や、校名の誤入力
により、情報システム上では同じ高校として扱われないケースである。この問題は、デー
タを手入力している場合や、入力担当者が定期的に入れ替わる部署で起こりやすい。
情報システムに入力されていないデータも学内外には広く存在する。このようなデータ
は、見やすさを重視した集計表としてまとめられていることが多く、セル結合や装飾を目
的とした空白（例：「山 形 県」や「北 海 道」）等が多く使われていることから、デー
タ分析ツールでは正しく扱うことができない。分析のためには、データ変形処理等の事前
準備、すなわちデータマネジメントが必要となる。
米国におけるデータ分析担当者の間で良く使われる概念として「Garbage in, Garbage
out」というものがある。「ゴミを入れても、ゴミしか出てこない」と直訳できるこの概念
は、高品質なデータが、信頼性の高い分析結果を得るために必須であることを示唆してい
る 18 。故に、IR 担当者には学内外のデータを整理し、分析に耐えうるデータとして準備す
るデータマネジメントの技術が重要となる。特に、実際の IR の現場では、データ分析の
教科書に登場するような「綺麗なデータ」を扱える機会はほとんど無いのが実情であり、
データのエラーチェック、クリーニング、変形、結合等に関する学習の機会を、
「データ分
析」の前に提供することの意義は大きいと思われる。
次に、データ分析に関しては、BI（Business Intelligence）ツールを用いたデータの可
視化を主な内容とする。本稿では、IR 業務における BI ツールを、
「意思決定に必要な情報
を、専門的な分析者を介さずに、一般の教職員でも自らの操作によって素早く（動的に）

18

米国では、「Quality in, Quality out」と例える人もいる。
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作成し、共有するためのツール」と定義する（藤原, 2016c）。筆者らの経験上、IR 業務の
大半は学内外への情報提供（レポーティング）であり、高度な統計分析手法を用いる機会
は稀である（藤原, 2016b）。IR 履修証明プログラムでは学習時間も限られていることから、
IR 担当者にとって、より役立つ機会があると考えられる BI ツールについて、一定の時間
を割くことの意味はある。
効果的に情報提供を行う技術も重要である。米国では、「Data Storytelling（データを
使って、伝えたいことを伝えたい人に伝える）」として注目されているが、これに関する教
育を受けている IR 担当者は米国でも少なく（Knaflic, 2015）、日本においても同じ状況で
あろう。大学経営陣等の忙しいクライアントに対して、短時間で要領よく的を射た説明を
する技術は、IR 担当者にとって必須であることから、情報提供に関するトピックも扱う必
要がある。
４．４．「IR 実践」分野が必要な理由
本プログラムの受講対象者（IR の未経験者および初心者）を考慮すれば、学んだことを
実践的に復習する機会は欠かせない。藤原（2015a）が指摘した「アウトカムがバラつく」
可能性に対しては、修了プロジェクト用のデータを統一することで対応する。
「データマネ
ジメント」
「データ分析」
「分析結果発表」
「報告書作成」という一連の流れを実際に経験す
ることで、IR に対する知見をより深めることができると考えられることから、「IR 実践」
分野もカリキュラムに取り入れる。
５．日本における履修証明プログラムの要件
IR 履修証明プログラムの具体的な内容を説明する前に、日本における履修証明プログラ
ムの要件について述べる。日本には、「履修証明制度」と呼ばれる仕組みがある。2007 年
の学校教育法改正により、日本の大学は、学生以外の者を対象とした「特別の課程（非学
位の履修証明プログラム）」を開設し、その修了者に対して「履修証明書（Certificate）」
を交付できるようになった。この制度は、主たる受講対象を社会人としたことから、社会
人のキャリアに役立つ知識や技能を提供する教育プログラムとして位置付けられている 19 。
文部科学省（2017）によると、2015 年の時点では、115 大学が履修証明プログラムを開
設しており、プログラム修了者数は約 3,000 名である。
履修証明プログラムは、学校教育法、同施行規則および関連通知によって、履修証明制
度の趣旨や履修証明書の交付について規定されている。例えば、履修証明プログラムを開
設できるのは同法に規定された大学等の教育機関「のみ」であり、履修証明書は学長名等
で出すことが求められている。また、履修証明プログラムのカリキュラムは、体系的かつ
120 時間以上の学習時間（講習等による実時間数）から構成する必要がある。
現状、学習時間が 120 時間以上となっていることについては、履修証明プログラムの多
様な展開や受講者数拡張の阻害要因となっているとの指摘から、ここ数年、中央教育審議
19

参考資料：大学等の履修証明制度について「大学の履修証明制度の創設パンフレット」
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shoumei/

10

藤原 宏司ほか「IR 履修証明プログラムの開発について」

会を中心に履修証明制度の見直しが議論されてきた（中央教育審議会, 2018）。同審議会が
2018 年 10 月に公表した「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申案）」は、
最低学習時間を 120 時間から 60 時間に削減するなど、社会人がより受講しやすい学習環
境の構築等を求めている。今後、各種法令改正が予定されており、履修証明制度の新たな
枠組みが整備されることが見込まれる。よって筆者らは、この制度改正を見据え、60 時間
の講習に加えて講習外課題および修了プロジェクトから成るカリキュラムを構築すること
とした。
６．IR 履修証明プログラムの概要と特色
上記のとおり、本プログラムにおける講習の実時間数は現行の制度で求められる 120 時
間ではなく、法令改正を見据えて 60 時間とする。次に、正規受講期間を６ヶ月として、
毎月１回、土日の２日間をかけて（表５）、計 10 時間の講習を６回実施する。月に１回の
講習としているのは、講習終了時に課す課題へ取り組む復習時間や、次回に向けた予習時
間を確保するためである。また、開設場所は、受講者の利便性を考慮して東京都内を検討
中である。
表５ 時間割の例
土曜 日

日曜日
9:00

-

10:30

10:40

-

12:10

昼食休憩
13:00

-

14:30

13:00

-

14:30

14:40

-

16:10

14:40

-

15:40

16:20

-

17:50

（4.5 時間）

（5.5 時間）

本プログラムは履修証明プログラムであることから、その修了には、全ての講習への出
席に加えて、課題に取り組み、合格する必要がある。課題は、学んだ知識や技術の定着を
図ることを目的に設定され、翌回に行われる全体発表会での報告が必須となる。
受講対象者は、IR の未経験者および初心者とするが、大学関係者以外の受講も可である。
募集人数は、７人程度を検討しており、学位に関する要件は設けない。また、社会人を主
たる受講者として想定していることから、業務都合の欠席や課題不合格による再履修等の
必要性を考慮して、長期履修も認める方向で検討している。
本プログラムの特色は、IR の基本的な業務プロセスである「データ収集」「データマネ
ジメント」
「データ分析」
「分析結果発表」
「報告書作成」を段階的にステップアップしなが
ら、繰り返し学習することにある。分析対象となる題材（データ）を変えながら反復する
ことにより、受講者が一連の IR 業務を理解し実践できるようになることを目指す。
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学習内容として「データマネジメント＆分析（DMA）」分野にフォーカスを当てている
点も特徴的である。前述の通り、筆者らはデータマネジメントを重視しており、現時点に
おけるカリキュラム上の想定として、全６回の講習のうち５回は「データマネジメント＆
分析（DMA）」分野に関するトピックを扱う予定である。
米国における IR 履修証明プログラムと本プログラムの間には、修了に必要な単位数に
おいて大きな開きがある（米国：12～18 単位 vs. 本プログラム：４単位）。米国の場合は、
前述の通り、専門職としての IR 人材育成が目的であるため学習範囲が広い。一方、本プ
ログラムの目的は、IR 担当者として「最低限」必要な知識および技術の修得である。受講
対象者も人事異動を前提とした IR の未経験者および初心者であることを想定して、限定
的な学習内容とした。
７．IR 履修証明プログラムの学習内容（案）
現時点における各講習の学習内容案を表６にまとめる。第１回では、導入編として「IR
とは何か」について概説する。米国の大学において IR が発展してきた背景、IR の業務プ
ロセス、IR オフィスの代表的な年間スケジュール、個人情報の取り扱いおよび情報活用に
関する法令等を紹介しながら、日本の大学で展開されている IR について整理する。また、
「データ収集の基礎」として、アンケートの作成方法や公開データの活用方法について解
説した後、
「情報提供（レポーティング）入門」として、図表の作り方やプレゼンテーショ
ンの基本を学ぶ。
表６ IR 履修証明プログラムの学習内容（案）
講習 回

分野
IR 入門

#1

主な 内容

講習回

IR とは何か

分野
DMA

データ収集の基礎
#5

IR 応用

情報提供入門

#2

データ分析の基礎
アセスメント入門

DMA
IR 入門

主な内容

継続的改善支援のために

ゲスト講演

IR 実践

修了プロジェクトのワーク

データマネジメント入門

IR 実践

修了プロジェクト発表会

DMA
情報提供実践

ゲスト講演

#6
IR 応用

データマネジメント実践
#3

次のステージへ向けて

DMA
Power BI 入門
データマネジメント応用

#4

DMA
情報提供応用

DMA = デ ー タ マ ネ ジ メ ン ト ＆ 分 析 （ Data Management and Analysis）

第２回は、IR の現場で活躍している担当者をゲスト講師として複数名招き、事例研究を
行う。IR に対する見解や各大学における実際の活動内容は異なることがあるが、その中か
ら共通項を整理して、IR 担当者に必要な知識や技術について考える。また、「情報提供実
践」として、本番環境（クラスの前）でのプレゼンテーションとエグゼクティブ・サマリ
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ー（Executive Summary）の作成方法を学ぶ。エグゼクティブ・サマリーとは、報告にお
ける重要なポイントをまとめた要約のこと（藤原, 2016a）であり、米国の IR オフィスで
は、口頭発表や報告書の提出時にエグゼクティブ・サマリーを付すことが多い。
第２回からは、データマネジメントに関するトピックを本格的に扱う。今回は入門編と
して、データマネジメントが必要な背景を説明しながら、無料で使える Microsoft 社の
Power Query 20 による実践を学ぶ。
第３回では、データマネジメントおよび Microsoft 社の Power BI 21 によるレポーティン
グについて集中的に学習する。データマネジメントのパートでは、データのエラーチェッ
ク、クリーニング、変形、結合等について、実践例を交えながら解説する。その後、Power
BI を使ったデータの可視化を行う。
第４回では、
「データマネジメント応用」として、マクロ等を用いたデータの自動処理を
扱う。データマネジメントの実務では、単純な作業（例：コピー＆ペースト）を数百回、
数千回繰り返す必要がある場面に遭遇するが、マクロによって、面倒な反復作業を正確か
つ短時間で完了できるようになる。このような、業務効率に繋がる Tips を紹介しつつ、情
報提供の技術を高めるため、米国における「Data Storytelling」に関する議論を概観しな
がら、効果的なレポーティング手法について検討する。
第５回では、「データ分析の基礎」として、記述統計や代表的なデータ分析手法の基本
を学ぶ。また、IR の応用分野として、客観的な効果検証を実施するために必要なアセスメ
ントについて講義する。前半では、学内における継続的改善のよき支援者となるため、心
構えに加えてプログラムレビューや IE 等に関する基礎知識を身につける。後半は、最終
回の「修了プロジェクト」発表会に向けて、講師陣やクラスメイトとのディスカッション
を随時行いながら、準備作業を実施する。
第６回（最終回）の前半は、修了プロジェクトの発表会である。共通のデータを受講者
各々の視点で可視化し、気づきを共有する。また、外部評価委員を招き、受講者の発表お
よびエグゼクティブ・サマリーの内容とルーブリックを比較して、学習到達状況を確認す
るとともに、必要に応じて IR 履修証明プログラム自体の改善に活かす。後半は、IR や評
価の担当者をゲスト講師として複数名招き、所属大学における IR 活用の実態について事
例研究を行う。最後の「次のステージへ向けて」では、日本における IR のこれからの可
能性について、米国の現状と比較しながら議論を行い、所属機関において IR 担当者とし
て実務を推進するための道標を示す。
８．おわりに
本稿は、現在開発中である IR 履修証明プログラムの目的、概要、特色、学習内容等に
ついて紹介した。本プログラムは、法令改正を見据えた 60 時間の学習時間と課題や修了
プロジェクトから成る、IR の未経験者および初心者向けの実践型プログラムである。

20
21

Power Query の具体的な情報等については、藤原（2018）を参照のこと
Power BI の具体的な情報等については、藤原（2016c）を参照のこと
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カリキュラム構成は、米国における IR 履修証明プログラムを参考に検討した結果、IR
担当者が定期的に入れ替わる日本の現状に対応するには、
「IR 入門」
「IR 応用」
「データマ
ネジメント＆分析（DMA）」「IR 実践」の４分野が必要であるとの結論に至った。また、
山形大学次世代形成・評価開発機構 IR 部門による IR の定義から、IR 担当者に必要な知
識・技術を定め、表４に挙げた５点における「初級レベル」の達成を本プログラムの到達
目標とした。
今回紹介した内容は、あくまでも現時点におけるものである。よって、今後変更される
可能性はあるが、筆者らがこれまでに行ってきた IR 関連の講演や勉強会での経験を活か
し、より実用的なプログラムにしたいと考える。IR 履修証明プログラムのコンセプトや内
容等について、ご意見、ご感想があれば、ぜひお寄せいただきたい。今後も本プログラム
の開発を進め、法令改正後、速やかに提供できるよう努めていく所存である。
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大学における IR の実態に関するアンケートの調査報告
－自由記述に見られた困難・活動内容－
橋本 智也 1 ・白石 哲也 2
概要： 本稿は IR 活動の実施上の困難と具体的な活動内容などに関するアンケート調査につい
て報告する。調査の結果、日本の大学における IR は、データ収集で行き詰まっている状況か
ら、データ収集前の目的設定やデータ収集後の活用方法に意識が向く状況に変化してきている
と思われる。また、IR 活動の内容には多様性とともに、設置形態による差異が見られた。

キーワード：IR 活動、実施上の困難、具体的な活動内容、多様性、設置形態

１．はじめに
現在の日本の大学では IR（Institutional Research）活動の担当組織を持つことが一般的に
なってきている。そこで筆者らは、日本の IR 活動の現状を捉えるため、2018 年１月に全
国の 760 大学を対象として、IR 活動の実態に関する調査（「大学における IR の実態に関す
るアンケート調査」）を行った。調査依頼・調査票の送付は郵送で行い、回答方法は郵送も
しくは Web 3 とした。回答期間は約３週間、有効回答率は 31.5%（240/760 校）、回答があっ
た 240 校の設置形態別の内訳は国立大学 39 校、公立大学 22 校、私立大学 179 校であった。
調査は問１から問６で構成され、各設問では、❶「IR 活動が学内にどの程度定着してい
るのか」（問１・２）、❷「どのような人的資源によって取り組まれているのか」（問３・
４）、❸「IR 活動の実施上の困難と具体的な活動内容などにはどのようなものがあるか」
（問５・６）について尋ねた。
上述の設問❶、❷、❸に共通する考え方として、厳密な定義ではなく、緩やかな捉え方
をする中で IR 活動の実態を掴むことを目指した。そのため、調査側で IR 活動の範囲を限
定することを避け、各大学が自大学の文脈において IR 活動と考えるものについて回答でき
るようにし、その回答を基に実施上の困難や活動内容などに関する情報を抽出できるよう
設問を設計した。
❶・❷に関する集計などは白石が担当し、❸に関する集計などは橋本が担当した。❶・
❷は本稿と異なる課題意識の下で設問を設定しているため、それらの結果については別稿
（白石・橋本，2018）で報告している。本稿は、その続報であり、❸の結果について報告
する。なお、調査に使用した調査票は白石・橋本（2018）に記載しているため本稿では省
略する。調査方法などの詳細については、白石・橋本（2018）を参照していただきたい。
四天王寺大学 IR・戦略統合センター／教育学部 講師 メール：thashimo@shitennoji.ac.jp
山形大学 学術研究院 准教授 メール：tshiroishi@cc.yamagata-u.ac.jp
3 回答用の Web ページを設け、フォームから回答ができるようにした。また、同ページには調査票のフ
ァイルを掲載し、メール送付での回答も可能とした。
1
2
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以下では特別に断らない限り❸について述べるものとし、煩雑さを避けるため上記調査
のうち❸の部分を「本調査」と称する。
２．本調査の設問内容
本調査では上述の通り、IR 活動の実施上の困難と具体的な活動内容などを尋ねた。設問
は選択肢式と自由記述式の両方を用いた。具体的な設問を調査票から抜粋し、以下に示す。
問５
＜設問＞
IR 活動を全学的な視点で俯瞰すると、①調査・分析の設計 → ②データの収集・管理（分析前
処理を含む）→ ③分析 → ④報告 という流れがあります。IR 組織が関わっている活動の中
で、最も困っているものと、その具体的な内容を教えてください。
＜回答欄＞
最も困っているものに〇をつけてください：
①調査・分析の設計 ②データの収集・管理 ③分析 ④報告 ⑤その他
上記で〇をつけたものについて、困っている内容を具体的にお書きください。
（自由記述）

問６
＜設問＞
IR 活動でどのような作業、調査・分析、報告などをされているか、具体例をお書きください。
また、IR に関して日々感じていることや考えていることがあれば、教えてください。
＜回答欄＞
（自由記述）

問５は IR 活動の流れの中で最も困っているものと、その具体的な内容を尋ねる設問で
あり、選択肢式と自由記述式の両方で構成される。日本の大学において IR 活動が十分に定
着、機能していくことを阻害する要因はどこにあるのかを探索するために設定した。
問６は実施上の困難に限らず、IR 活動の具体的な内容や日常の IR 活動の中で感じてい
ることなどを尋ねる自由記述式の設問である。
選択肢式の部分は筆者らが提示する枠組み（IR 活動の４つの流れ）の中で答えてもらう
ことを意図して設けた。一方、自由記述式の部分は筆者らが提示する枠組みに囚われずに、
各大学が IR 活動と考えるものについて具体的な内容を答えてもらうことを通して、緩やか
な捉え方の中で IR 活動の実態を浮かび上がらせることを目指した。
３．結果
本章の構成について、３．１で問５の選択肢の回答結果を見る。次いで、３．２で問５
の自由記述の回答結果を見る。そして、３．３で問６の自由記述の回答結果を見る。なお、
公立大学については、回答した大学数が比較的少ないことから、報告する結果が国立大学・
私立大学と比べて偏った回答内容（回答校以外の公立大学ではあまり一般的ではない内容）
になっている可能性がある。
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３．１．IR 活動の流れの中で最も困っているもの（問５、選択肢式）
問５の選択肢に回答した大学は 195 校（分析対象 240 校の 81.3%）であった。設置形態
別に見た場合、国立大学、公立大学、私立大学はそれぞれ、31 校（39 校の 79.5%）、14 校
（22 校の 63.6%）、150 校（179 校の 83.8%）であった。問５の選択肢に対する回答割合を
設置形態別に算出した結果を図１に示す。
国⽴

選択肢

回答数

① 調査・分析の設計

公⽴
割合

回答数

私⽴
割合

回答数

割合

7

22.6%

3

21.4%

42

28.0%

10

32.3%

7

50.0%

57

38.0%

③ 分析

5

16.1%

3

21.4%

18

12.0%

④ 報告

4

12.9%

1

7.1%

16

10.7%

⑤ その他

5

16.1%

0

0.0%

17

11.3%

31

100%

14

100%

150

100%

② データの収集・管理（分析前処理を含む）

合計

図１「IR 活動の流れの中で最も困っているもの」の回答割合

最も高い割合は全ての設置形態で②「データの収集・管理（分析前処理を含む）」であ
った。日本で IR に関心が寄せられ始めた時期の調査において、IR 担当者は学内の各種デ
ータへのアクセス権限を与えられている割合が低い（劉，2014）と指摘されている。本調
査で「データの収集・管理（分析前処理を含む）」と回答した大学の困難の内容が、現在で
もアクセス権限にあるのか、それとも状況が変わってアクセス権限は付与されているもの
の管理や分析前処理などに困難があるかは３．２で自由記述の分類を行う際に検討する。
また、２番目に高い割合は全ての設置形態で①「調査・分析の設計」であった 4 。この結
果の解釈のひとつとして、ある程度の大学でデータの収集・管理についての困難が解決さ
れ始めてきていて、別の困難としてデータの活用を見越した設計が必要であることに、よ
り関心が移ってきている可能性が考えられる。もしそうであれば、現在の IR 活動の実態と
して、データの収集・管理で困っている大学だけではなく、活用を見越した困難を感じる
大学が一定数現れ始めていることになり、日本の IR 活動が新たな段階へと進展してきてい
ることになる。この可能性については、上述の「データの収集・管理（分析前処理を含む）」
の困難の内容（アクセス権限かどうか）と同様、３．２において自由記述の分類を行った
上で検討する。
３．２．IR 活動の流れの中で最も困っているものの具体的な内容（問５、自由記述式）
３．１の回答結果を踏まえて、「IR 活動の流れの中で最も困っているもの」についての
自由記述の結果を見る。まず、回答状況を確認し、続いて記述内容を報告する。
回答状況については、問５の自由記述欄に回答した大学が 196 校（分析対象の 240 校の
81.7%）であり、設置形態別に見た場合、国立大学、公立大学、私立大学がそれぞれ、33
校（39 校の 84.6%）、14 校（22 校の 63.6%）、149 校（179 校の 83.2%）であった。

4

公立大学は①「調査・分析の設計」と③「分析」が同率 2 位（21.4%）。
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自由記述の内容については、設置形態ごとに分類した。分類には KJ 法（川喜田，1970）
を用いた。KJ 法とは質的なデータの構造を見出すための手法であり、具体的な手順として
は、質的なデータをカードに書き、似ていると思われるカード同士をグルーピングしてラ
ベルを付け、それらグループ間の関係を図解化・文章化する。KJ 法による分類の結果を表
１に示す。
表１「IR 活動の流れの中で最も困っているものの具体的な内容」
（自由記述）で見られた困難の分類 ※
２ 従来あまり話題に
１ 従来から話題になっている困難
記入

形態

校数

データ
の収集
・管理

統計

ツール

国立

33

16

1

1

4

48%

3%

3%

6

3

43%

公立
私立
※

なってこなかった困難

設置

14
149

専門、
人材＿

執行部

IR 組織
への指
示・依頼

目的・
方向性

活用

調査・
分析の
設計＿

1

4

8

9

1

9

2

12%

3%

12%

24%

27%

3%

27%

6%

0

1

1

2

0

1

1

3

2

21%

0%

7%

7%

14%

0%

7%

7%

21%

14%

56

5

2

25

16

19

5

3

10

40

15

38%

3%

1%

17%

11%

13%

3%

2%

7%

27%

10%

他部署
兼務、
、連携、 業務、
時間＿

各分類の数値について、上段は当該分類の記述があった校数、下段は設置形態内での記入校数に対
する割合。１校の記述に複数の分類項目が含まれる場合がある。灰色のセルは当該設置形態に特徴
的な記載が見られたことを表す。

分類結果の概要として、IR 担当者の間での話題という観点から、大きく分けて２つの状
況が見られた。ひとつは １「従来から話題になっている困難」に言及している大学群であ
り、もうひとつは ２「従来あまり話題になってこなかった困難」に言及している大学群で
ある。この２つの状況は３．１で述べた問５の選択肢式の回答結果（②「データの収集・
管理（分析前処理を含む）」が最も多く、次に①「調査・分析の設計」が多かった）に対応
していると言える。
１ 「従来から話題になっている困難」に分類したものの例としては、データの収集・管
理、執行部との関係などが挙げられる。それらのうち、データの収集・管理は IR 活動を進
めていく際の困難としてとくに話題に上ることが多いものであり、過去の調査（劉，2014）
や、IR に関する研修会・セミナーでの参加者間の議論（例えば大学評価コンソーシアム，
2013）などで度々課題として指摘されている。もうひとつの ２「従来あまり話題になって
こなかった困難」の例としては、IR 活動の目的・活用が挙げられる。これらの困難は、現
在の日本の IR 活動における新しい動きとして捉えることができると思われる。
以下、問５の自由記述について、１「従来から話題になっている困難」と ２「従来あま
り話題になってこなかった困難」それぞれの下位分類の記述の状況を見る。なお、各下位
分類の例示については、自由記述の原文をそのまま転載することを避けるため、文意を変
えない範囲で一部表現を変えている。また、紙幅の都合上、
「例：」の形で、本文中の丸括
弧内に例を記載する。

19

情報誌「大学評価と IR」第 10 号（2019）

＜ １ 従来から話題になっている困難＞
データの収集・管理

全ての設置形態で記述が見られた。上述の通り、IR 活動を進めてい

く際の困難として従来から話題に上ることが多いものである。設置形態別には、国立大学
と公立大学で特徴的な記述が見られた。具体的には、国立大学のみ、研究力の評価に関す
るデータ（例：文献検索データベースの契約打ち切りにより被引用数などが調べられなく
なったなど）と卒業生の動向についてのデータ（例：離職率など）について記述があった。
また、公立大学ではデータの収集・管理に着手する以前の段階にある様子が一部見られた
（例：マークシート読み取り機器のエラー対応をしている、データの所管部署が不明、シ
ステム管理部署からの支援が得られないなど）。国立大学と私立大学ではアクセス権限がな
いというよりも、データの収集・管理を進めている中で発生する具体的な課題についての
記述が多く見られた。
統計

全ての設置形態で記述が見られた。教員よりも職員に関する困難として記述されて

いた。統計についての考え方は大学によって、ある程度違いが見られ、IR 活動を行うにあ
たり、担当者に高度な統計の知識・スキルが必須と一律に考えられているわけではない状
況であった（例：専門的な統計の知識が必要と考えている大学、統計の知識はそれほど必
要ではないと考えている大学、必要に応じて学内の詳しい者に尋ねている大学、統計は必
要としつつも結果をわかりやすく伝えることをより重視している大学など）。
ツール

国立大学と私立大学で記述が見られ、公立大学では記述が見られなかった。ただ

し、ツールに関しての記述は３件であり、他の分類と比べて件数が少なかった。なお、少
ない件数の範囲ではあるが、ツールの用途としては、統計処理ではなく可視化に比較的関
心がある様子が見られた。
他部署、連携

全ての設置形態で記述が見られた。他部署、連携を意識する背景として、

他部署が管理しているデータの収集、情報提供先のニーズの把握がある様子が見られた。
兼務、業務、時間

全ての設置形態で記述が見られた。とくに私立大学において、兼務に

よって困難が生じている様子が見られた（例：趣旨の理解、役割分担、業務量調整など）。
専門、人材

全ての設置形態で記述が見られた。専門分野の内容として、全ての設置形態

でとくに統計に関心が寄せられていた。一方で、統計の知識・スキルに長けた人材を採用
したものの、大学側が期待していたのは統計よりも、大学の置かれた状況を踏まえた調査
設計や分析の能力であったなど、大学が期待する能力と実際の担当者の能力にミスマッチ
が生じている大学群が見られた。
私立大学では統計以外の分野についても様々な記述が見られた（例：統合データベース
の構築や大学の状況を踏まえた分析など総合的に IR 活動を推進できる人材、学部と連携す
る際のコーディネーターなど）。
一般論として、専門性の蓄積に関連する課題のひとつに人事異動があるが、本設問の回
答では、全ての設置形態において IR 担当者の人事異動に関する記述は見られなかった。
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執行部

国立大学と私立大学で記述が見られ、公立大学では記述が見られなかった。とく

に国立大学では執行部との関係性が意識されている様子が見られた（例：IR 組織との関係
性、提供した情報の使われ方、組織体制）。
IR 組織への指示・依頼

全ての設置形態で記述が見られた。とくに国立大学で意識されて

いる様子が見られた。上記の国立大学での「執行部」への意識と関係していると思われる。
私立大学で「依頼」の記述があった場合は、執行部からの依頼ではなく、IR 部署から他部
署への依頼（例：データ提供の依頼など）という文脈がほとんどであった。
＜ ２ 従来あまり話題になってこなかった困難＞
目的・方向性

全ての設置形態で記述が見られた。とくに私立大学において実務上の具体

的な記述が見られた（例：＜国立・公立＞大学にとって必要な調査分析の設定に苦慮して
いる、IR に対する考え方が多様で方向性を見出すのが難しいなど、＜私立＞同じテーマの
レポートでも依頼者ごとに利用目的が違うためにデータベース管理やデータ処理の方法に
工夫が必要、中途退学対策の成果が求められる一方で教学面の改善は目的となっていない
など）。一方で、私立大学においては、IR 組織の目的・方向性を十分に検討することなく、
組織の設置自体が先行し、その中で目的・方向性を模索している状況も見られた。
活用

全ての設置形態で記述が見られた。とくに私立大学において高い関心が見られた

（例：データ活用による業務改善・意思決定をする意識があまりない、受け手が活用しや
すいように報告できていないなど）。なお、活用について記述している大学は、データ収集・
管理をある程度実施できている様子が見られた。
調査・分析の設計

全ての設置形態で記述が見られた。必要性は感じているが設計には十

分に着手できていない様子が見られた（例：データを蓄積していくために調査・収集の設
計が必要、どう分析するのかの設計ができていない、適切な調査・分析の設計について手
探り状態が続いているなど）。
以上、「IR 活動の流れの中で最も困っているもの」に関する自由記述について、 １ 「従
来から話題になっている困難」と ２「従来あまり話題になってこなかった困難」に大きく
分類した上で、それぞれの詳細について記述の状況を確認した。以下、それらの記述の状
況について、まず １ 、次いで ２ の順で筆者らの解釈と今後の課題を述べる。
１「従来から話題になっている困難」に関して、IR 活動は明確な目的の下で行うことが
重要である（嶌田ほか，2015）ため、理想的には IR 活動を行う前に目的について検討して
おくべきである。しかし、とくに「データの収集・管理」は目的の設定がない中でも行え
てしまうことから、実務において差し迫った課題となりやすい。そのため、データの収集・
管理が困難として認識されることが多く、意識があまり向けられてこなかったと思われる。
また、データの収集・管理の困難の内容は、とくに国立大学と私立大学でアクセス権限よ
りも管理や分析前処理などである様子が見られた。このことから、データへのアクセス権
限の弱さが指摘された過去の調査（劉，2014）の時期と本調査の時期（2018 年）を比べる
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と、状況が変わってきていると思われる。その他の下位分類として、「統計」については、
大学側の期待と IR 担当者の能力の間にミスマッチが生じている大学が一定数見られた。ミ
スマッチがどの程度生じているのか、その要因は何か、解消のためにはどのような対策が
考えられるのかなどは、筆者らの今後の検討課題である。
一方、 ２「従来あまり話題になってこなかった困難」に関して、とくに私立大学におい
て、
「活用」と「目的・方向性」についての特徴的な記述が見られた。それらの内容は、こ
れまで困難として挙げられることが多かったデータ収集・管理とは異なるものであり、１
「従来から話題になっている困難」で見られた変化（アクセス権限よりもデータ管理や分
析前処理に困難を感じる）と同様、本調査実施時点における日本の IR 活動の新しい動きと
して捉えることができると思われる。なお、私立大学では従来通り、データの収集・管理
に困難を感じている大学群も一定程度見られたことから、私立大学の IR 活動の状況として
二極化が生じ始めている可能性がある。
私立大学で「活用」などに意識が向き始めていることについて、その背景のひとつに私
立大学等改革総合支援事業が考えられる。私立大学の IR 活動・組織が具体化する主な契機
は私立大学等改革総合支援事業である（沖，2017）との指摘がある。同事業においては、
事業が始まった平成 25 年度（2013 年度）から調査票で学生の学修時間の実態や学修行動
の把握、課程を通じた学生の学修成果の把握などが尋ねられている。多くの大学において、
IR 活動を始めた当初は学内関係者からデータの収集・管理について理解を得ることが難し
かったとしても、同事業への対応を重ねる中でデータの収集・管理への目新しさが消え、
データの収集・管理が円滑に実施されるようになり目前の課題でなくなることで、IR 活動
の目的や方向性が俯瞰的に捉え直されるようになってきているのかもしれない。また、同
事業で学生の学修の実態把握だけでなく、その活用が尋ねられるようになってきているこ
とが影響していることも考えられる 5 。２「従来あまり話題になってこなかった困難」の広
がりの程度や、その背景の検証は今後の課題である。
日本における IR 活動の定着の過程という観点からは、IR 活動を続ける中で「データ収
集・管理」の困難を解消しつつ、次第に「活用」を意識するようになり、さらには「目的・
方向性」や「調査・分析の設計」の重要性を認識することが多くの大学で見られるのかも
しれない。本調査では、設問数を絞り込むため、IR 活動の担当組織が設置されてから何年
経過しているかは尋ねていない。困難の内容や定着の過程と経過年数の関係の検証は今後
の課題である（例えば、データの収集・管理に困難を感じている大学群は設置されてから
年数があまり経過していないのではないか、目的・方向性や調査・分析の設計に意識が向
き始めている大学群は設置されてから年数がある程度経過しているのではないかなどを検
証する）。

本調査実施時までの調査票の変化として、例えば平成 27 年度（2015 年度）から「入学者の追跡調査
等による選抜方法の妥当性の検証」が加わっている。

5
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３．３．活動内容の具体例や日々感じていることなど（問６、自由記述式）
問６の自由記述に回答していた大学は 208 校（分析対象 240 校の 86.7%）であった。設
置形態別に見た場合、国立大学、公立大学、私立大学はそれぞれ、36 校（39 校の 92.3%）、
18 校（22 校の 81.8%）、154 校（179 校の 86.0%）であった。
自由記述の内容について、以下では「活動内容の具体例」（表２）と「日々感じている
ことなど」（表３）に分けて報告する。３．２と同様、KJ 法により問６の自由記述欄の回
答内容を分類した。表に記載している「分類」は順不同であり、各分類の「活動内容」に
ついては文意を変えない範囲で一部表現を変えているものがある。
＜活動内容の具体例＞
学生の入学、在学、卒業の各段階における状況把握に関する活動内容や、経営、大学評
価といった大学全体に関する活動内容など幅広い範囲の記述が見られた。それらの活動内
容の分類ごとに活動内容を整理したものを表２に示す 6 。表２で見る通り、個々の大学の具
体的な記述内容を基にして、日本における IR 活動の多様性が確認できたことは、本調査で
得られた成果のひとつと言える。設置形態ごとに見た場合の詳細については、表２の後で
述べる。
表２「活動内容の具体例」（自由記述）の分類
表２ａ）入学段階、在学中、卒業段階、卒業後
分類
入学段階

活動内容
学生募集（入学前接触状況）、志願者（地域別分布）、歩留まり、入学試験・入試制度（各
入試区分で求める能力を備えているか）、新入生アンケート（志望順位や大学への期待不安）

在学中

成績・GPA（入試成績・区分との関係）、取得単位数、学修時間、授業評価アンケート、FD
（議論・対策の検討材料）、カリキュラム（シラバス情報の可視化）、アセスメントテスト、
中途退学対策（成績・出席不良学生の抽出、要支援学生の抽出、要因分析）、学生生活調査

卒業段階

入学から卒業までの各種データ把握、ディプロマ・ポリシーの達成度、教育内容・大学生
活の満足度、卒業後進路、教員採用試験・国家資格試験・各種試験（成績・GPA との関係）

卒業後

勤務状態（卒業生が勤務する企業や学校園などを対象とした調査）

表２ｂ）経営・研究・情報公開など
分類
経営

活動内容
執行部への報告（大学ランキング、財務状況、人件費・学費・中途退学率・ST 比・定員充
足率・就職率・外国人教員比率・女性教員比率・外部資金獲得などのベンチマーク、経費
削減提案、各種突発的案件）

研究

研究力（論文数や被引用数を用いた大学間比較、強みとなっている研究分野の割り出し）

情報公開

大学 HP・大学ポートレートの情報公開、学校基本調査・新聞社調査などへのデータ提供

学外調査

大学 IR コンソーシアムの調査実施、同調査の結果を用いた大学間比較

大学評価

自己点検・評価や機関別認証評価（データ収集・分析・提供、報告書執筆、その他受審業
務）、中期目標・中期計画（指標策定・モニタリング・進捗管理）

6

表中の「分類」と「活動内容」は、紙幅の都合上、設置形態を区別せずに記載している。設置形態ご
との特徴は本文を参照。
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表２ｃ）その他
分類
データ

活動内容
データベース構築（学内データの一元管理）、ファクトブック・冊子作成（学外向け、学内
向け）、データカタログ（学内データの所在確認）

ツール

BI ツール管理運営、e ポートフォリオのシステム構築

少数の記

３つのポリシー（検証用エビデンスに関するデータ収集・分析）、成績評価分布、高大接続

述

（関連する取り組みでのアンケート設計・実施・分析）、入学前教育（入学前の評定平均値・
出身高校ランク・入試結果などと入学後の成績の関係）、実習（実習先へのアンケート）、
留学（留学経験の効果検証）、留学生（出席状況や成績など）、転入生（アンケート）、産業
界が求める人材（アンケート）、保護者（アンケート）、学習支援の状況、学生の活動動線、
教員評価、他部署からの分析相談、日本語検定（成績との関係）、強化指定クラブ（出席状
況や成績など）、医学分野（CBT・OSCE の成績分布）、地元就職率、指定国立大学・私立
大学研究ブランディング事業に関する業務

国立大学で特徴的に見られたのは、評価活動（認証評価、自己点検・評価、中期目標・
中期計画）に関する記述、執行部に関する記述、研究力に関する記述であった。評価活動
に関する記述については、国立大学の IR 活動・組織が具体化する主な契機が評価活動であ
る（小湊・中井，2007）ということが関係していると思われる。また、研究力に関する記
述については、公立大学、私立大学でも見られたものの、とくに国立大学で、より具体的
な内容の記述が見られた。一方で、国立大学では中途退学に関する記述は見られなかった。
また、教育支援、学修成果、FD などに関する教学面での情報提供の記述はあまり見られ
なかった。
公立大学では、国立大学、私立大学でも見られる活動（入試、成績、授業アンケート、
中途退学、データ集作成、就職状況など）がほとんどであり、あまり特徴的な活動は見ら
れなかったが、唯一、地元就職率への言及が特徴的であった。
私立大学では、多様な IR 活動に関する記述が見られたことが特徴的であった。国立大
学、公立大学との違いとして、とくに学生募集、歩留まり、中途退学、国家資格試験など
への関心が見られた。それらの私立大学の関心事には、学生納付金に依存する割合が高い
という私立大学の経営環境（河田，2017）が影響していると思われる。また、カリキュラ
ム、履修、学修時間といった教学面への関心も見られた。上述の通り、私立大学の IR 活動・
組織の主な契機は私立大学等改革総合支援事業であるとの指摘がある。同事業の IR 関連の
設問で問われているのは教学面の IR であり（佐藤，2014）、教学面への関心には同事業の
設問内容が影響していると思われる。同事業の調査票で要件となる活動内容の変化と、各
大学で行われる IR 活動の多様性の関係についての検証は今後の課題である 7 。

本調査実施後ではあるが、平成 30 年度（2018 年度）の同事業の調査票では、それまでの調査票と比
べて例えば次のような変化が見られている。アセスメント・ポリシーに関する設問を追加、把握した学
修成果の活用方法の具体的な例示を追加（「学生の学修指導、キャリア相談等」）、具体的な調査実施の有
無に関する設問を追加（「卒業生のキャリア（就職・進学）の状況等に関する卒業後のアンケート調査や
インタビュー等」）。

7
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＜日々感じていることなど＞
「日々感じていることなど」に関する自由記述をデータ・手法、組織・人的資源、活用
の３つに分類した。分類ごとに自由記述の内容を整理したものを表３に示す 8 。
表３「日々感じていることなど」（自由記述）の分類
表３ａ）データ・手法
分類

日々感じていることなど

データ

データチェックの体制がなくデータの信頼性がない、データベースがない

ツール

分析ツールの導入で分析作業が効率化した

統計

目的に応じて使い分ける（単純集計、検定など）、相手の統計知識に合わせた説明が必要

分析

ベンチマークをしていきたい、テキストマイニングを実施する予定

表３ｂ）組織・人的資源
分類
組織

日々感じていることなど
IR を担当する組織がない、IR 組織を設置してから日が浅い、執行部への報告を規程に定め
ている、学内業務が体系化されていないので IR 組織が「何でも屋」になっている

他部署

各担当課との打ち合わせや調整に時間がかかる、本来の管轄部署がある調査でも全て IR に
任される、IR 担当に必要となる基礎的なスキルはどの部署でも身につけるべき

執行部

利用側の執行部の理解が最も重要、学長が IR 組織を評価していない、IR 活動が意思決定
プロセスの中に位置付けられていない、IR 活動の難しさの原因は担当者のスキルではなく
ガバナンスにある

人材

人材育成・能力向上が必要、適材適所の配置をしてほしい、バランスのよい人材がいない

人員配置

専従が必要だが兼務のみ、新規の人員を確保する予算がない、小規模大学のため人員が割
けない

表３ｃ）活用
分類
活用

日々感じていることなど
学内でデータを活用しようという雰囲気がない、IR 活動が学内に広まり設計から関わる機
会が増加、教員の視点が必要、IR 組織が教学面に特化していると学内で認識されていて経
営戦略などの情報が把握しにくい、執行部への報告が増えている、調査・分析はできるが
報告・周知が難しい、IR 組織に改善提案まで求められる、戦略への貢献ができていない

目的、方向

IR 組織の目的や組織上の位置づけが曖昧、学内にどのような情報を提供していくか方向性

性

が定まっていない、大学が困っていないため目的を定める必要性がない、手段が目的化し
ている、依頼は待っていても出てこないのでまず IR 組織から動く

活動量、認

兼務者の中でも活動量に幅がある、部署によって IR 部署への認知度・協力の姿勢に濃淡が

知度・協力

ある

の姿勢
規模

小規模大学の IR 活動は全体的な傾向の発見ではなく小集団や個別の学生支援で役立つ

進展

IR 担当者は配置されているが何もできていない、経営層に提出できる成果がまだない

その他（少

医学・看護系の IR の研修が少なく関係大学間での情報共有・交換が難しい、定例の IR 活

数）

動が増えて多忙化し踏み込んだ分析ができない

8

表中の「分類」と「日々感じていることなど」は、紙幅の都合上、設置形態を区別せずに記載してい
る。設置形態ごとの特徴は本文を参照。
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公立大学の記述件数が８件と少なかったため、国立大学と私立大学の２つの設置形態に
限定して見た場合、共通していたのは、人材育成が課題になっている、専従とする余裕が
なく兼務の人員が担当している、ベンチマークへの期待がある、学内関係者の役に立って
いるのか分からない、他部署との意思疎通が十分でないという記述内容であった。このよ
うに、国立大学と私立大学という設置形態の違いに関わらず、IR 活動に関して感じている
ことには共通性が見られた。
ただし、上記の共通項目だけに記述が集中しているのではなく、それぞれの大学が置か
れた状況に応じて、多様な感想や考えなどの記述も見られた。多様性の程度については、
国立大学で多様性が比較的低く、ある程度共通した記述内容が見られ、私立大学で多様性
が比較的高く、幅広い内容の記述が見られた。
それら国立大学と私立大学の記述内容の範囲に関しては、上述の通り、IR 活動・組織が
具体化する主な契機が影響している可能性がある。つまり、国立大学においては、主な契
機となった評価活動への対応が必須であり、各大学に一定程度共通した業務が存在するた
めに、本設問の自由記述が似通った内容になっていたと考えることができる。一方、私立
大学においては、私立大学等改革総合支援事業の調査票で示される要件で発生する IR の業
務が国立大学の評価活動の業務ほど明確ではなく、また、同事業への対応状況が大学によ
って様々であることが、記述内容の多様性に影響していると考えることができる。
４．おわりに
日本の大学における IR 活動の現状を捉えるため、本稿では、IR 活動の実施上の困難と
具体的な活動内容などに関するアンケート調査の結果を報告した。
IR 活動の実施上の困難に関しては、アクセス権限の弱さよりも、データ管理や分析前処
理などが関心事になっている様子が見られた。また、従来あまり困難として挙げられてこ
なかった活用や目的・方向性に関する言及も見られた。従って、日本の大学における IR
活動の実態は、データ収集で行き詰まっている状況から、ある程度データ収集が可能にな
り、データ収集後の活用方法やデータ収集前の目的設定に意識が向く状況になってきてい
ると思われる。
IR 活動の内容に関しては、個々の大学の具体的な記述内容を基にして、多様な IR 活動
の実践を確認することができた。また、それら多様な IR 活動を設置形態で分けると、設置
形態ごとにある程度の共通性が見られた。日本の大学における IR の定着について、過去に
は、米国の実践が紹介されている状況（小林，2014）や、米国の実態がわからないまま言
葉だけが独り歩きしている状況（本田ほか，2014）があった。また、日本の先進事例の訪
問調査が行われる状況（浅野・小林，2014）や、日本の事例の手法・ノウハウを蓄積・共
有していく必要性が強調される状況（小湊，2015）もあった。本調査で見られた IR 活動の
内容や傾向を踏まえると、日本の大学における IR 活動は、各設置形態が置かれた状況に影
響を受けながら、各大学の多様な状況に合わせて徐々に定着し始めてきていると思われる。
本稿では紙幅の都合上、各設置形態において IR 活動・組織が具体化してきた主な契機と
IR 活動の定着状況との関係には深く立ち入ることができなかった。その詳細な検討は今後
の課題である。
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第 3 期認証評価受審時における使用データと IR の役割
－大学基準協会受審の 2 大学の事例から－
荒木 俊博 1 ・山咲 博昭 2
概要：2018 年からの第 3 期認証評価は内部質保証を重視している。この第 3 期認証評価を 2018
年に受審した 2 大学の事例をもとに、内部質保証を重視した点検・評価において、どのような
データや情報を認証評価の点検・評価に用い自己点検・評価報告書に記載したか報告する。ま
た報告を通じ、第 3 期認証評価の IR の役割は何かを報告する。
キーワード：認証評価、大学基準協会、IR（インスティテューショナル・リサーチ）

１.はじめに
我が国全ての国公私立の大学は、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による、大
学以外の第三者が客観的な立場から評価を行う認証評価を受審する必要がある。この認証
評価は、2004 年に中央教育審議会の答申から学校教育法が改正され、受審が義務化されて
いる。認証評価の役割は「a）大学の基本的要件の充足状況を確認し、最低限の質を保証す
る、b）教育研究を軸とする大学の改善・改革を側面的に支援する、c）大学の教育研究活
動等の状況を公にすること」
（早田，2016）であり、大学の質に係るシステムの内、大学設
置認可等の事前チェックに対して、大学が設置された後の事後チェック機能としての性質
を有している。
この認証評価のうち機関別の認証評価は学校教育法施行令第四十条によって 7 年以内に
1 回受審する義務が規定されている。また 2004 年からスタートした認証評価 3 は、2004 年
から 2010 年が第 1 期、2011 年から 2017 年が第 2 期、そして 2018 年が第 3 期とされる。
機関別認証評価を行う 3 機関の内、公益財団法人大学基準協会の認証評価の第 1 期は
「自己点検・評価の実質化を目指す評価」、第 2 期は「内部質保証システムの構築を目指す
評価」、第 3 期は「内部質保証システムの有効性に着目する評価」と位置付けられている
（大学基準協会，2018）。第 2 期の認証評価では「自己改善メカニズムの有効性を高めて
いく観点から、内部質保証システムの構築とその有効性に着目した評価」
（工藤，2015）で
あったが、第 3 期認証評価は各大学が第２期認証評価で構築された内部質保証システムが
適切に機能しているかどうかが問われている。これは第２期の大学基準では内部質保証は
大学基準の１つに過ぎなかったが、第３期認証評価では内部質保証の意義が明確化され、
大学運営・財務を除く大学基準の一連の取組が内部質保証によって円滑に行われている事
が求められ、評価する観点が内部質保証システムの構築から適切な運用や機能へと段階的
に変化していることがわかる。なお、ここで言う内部質保証とは「PDCA サイクル等を適
1

淑徳大学 大学改革室 主任 メール：araki-t@daijo.shukutoku.ac.jp
広島市立大学 企画室 特任助教 メール：h-yamasaki@hiroshima-cu.ac.jp
3 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、日本高等教育評価機構は 2005 年からスタートしてい
る。
2
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切に機能させることによって、質の向上を図り、教育、学習等が適切な水準にあることを
大学自らの責任で説明し証明していく学内の恒常的・継続的プロセス」（大学基準協会，
2017）のことであり、大学に対しては構築している内部質保証システムが機能し、恒常的
かつ継続的に教育の質保証を行うことが求められている。例えば、自己点検・評価により
教育研究等に課題が出た場合、内部質保証システムのプロセスにより適切に指示・改善が
される仕組みづくりが重要とされる。
また大学基準協会における評価体制も各期において変化している。第 1 期は大学全体を
評価する全学評価分科会と各学部・研究科を評価する専門評価分科会に分かれていた（大
学基準協会，2007）。第 2 期は大学全体と各学部・研究科をまとめて評価する分科会（大
学規模によって評価委員数も変動）に変化し（大学基準協会，2010）、第 3 期からは、各
学部・研究科の質保証に関しては内部質保証システムが機能していることを前提とし、大
学全体の観点から分科会（評価委員：5 名程度）に変化している（大学基準協会，2017）。
このことから認証評価は、各学部の教育研究等の取組の評価から、大学全体の内部質保証
の評価へと変化している。
１.２.大学基準協会第 3 期認証評価の評価資料
大学基準協会では、大学基準協会が定める「大学基準 4 」に沿った評価が行われ、大きく
区分して 3 種類の評価資料の提出が求められる。1 つ目は「大学基準」に設定された 10 の
評価基準ごとに自己点検・評価を行い、その結果をまとめた「自己点検・評価報告書」で
ある。第 2 期では、当該報告書を評価基準ごとに大学全体と学部・研究科それぞれの取組
について記載が求められ、学部・研究科数を踏まえた頁数制限がなされていた。しかし、
第 3 期からは大学全体の観点から報告書を作成することが求められ、学部・研究科の記述
は特徴的な取組を示す程度に留まり、頁数も学部・研究科数に関わらず 100 頁程度を目安
として報告書を作成する必要がある。
2 つ目は、
「自己点検・評価報告書」を裏付けする資料として大学基準協会側が様式を示
している「大学基礎データ」及び「基礎要件確認シート」である。
「大学基礎データ」は第
1 期から継続的に提出が求められ、大学基準の改訂にあわせた様式変更が行われている。
一方、第 3 期から新たに求められている「基礎要件確認シート」は、
「法令要件やその他の
基礎的な要件について、その状況を簡易に表したもの」
（大学基準協会，2017）であり、大
学のコンプライアンスに関わる内容を示すものである。第 1 期及び第 2 期の基盤評価 5 で
行われていた基礎的な要件の評価がこれにあたる。基盤評価の項目を具体的に示している
「大学評価 評価に際し留意すべき事項」
（大学基準協会，2016）と「基礎要件確認シート」
の項目を比較すると、
「基礎要件確認シート」の項目は「スタッフ・ディベロップメントの
実施 6 」を除き、大学の理念・目的の公表、教育研究上の目的の学則等への規定及び公表、

4

大学基準とは、大学基準協会が行う大学評価の基準となるものであり、同時に大学が適切な水準を維
持し、その向上を図るための指針を定めるものである（大学基準協会，2017）
5 基盤評価とは「すべての大学に共通して求められる学校教育法や大学設置基準の法令要件が遵守され
ているかどうかを評価」（工藤，2015）するものである。
6 スタッフ・ディベロップメントの義務化は 2017 年 4 月 1 日の大学設置基準改正による為である。
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設置計画履行状況等調査への対応、点検・評価結果の公表、教育情報の公表、学位授与の
方針及び教育課程の編成・実施方針の公表、履修登録単位数の上限設定、1 学期の授業期
間と単位計算、卒業・修了要件の設定及び明示、定員管理、専任教員数の充足、ファカル
ティ・ディベロップメントの実施等の項目は「大学評価 評価に際し留意すべき事項」の基
盤評価に含まれている。なお第 3 期 7 の 2017 年度 8 の「大学基礎データ」では「基本情報」
「学生の受け入れ」「教育・教員組織」「学生支援」「教育研究等環境」「大学運営・財務」
のデータを求めている（表 1）。
表１．第 3 期認証評価大学基礎データ一覧
⼤学基準（内容）

表

名

（表１）組織・設備等
基本情報
（表２）学生
学生の受け入れ

（表３）学部・学科、研究科における志願者・合格者・入学者の推移
（表４）主要授業科目の担当状況（学士課程）

教員・教員組織
（表５）専任教員年齢構成
（表６）在籍学生数内訳、留年者数、退学者数
学生支援
（表７）奨学金給付・貸与状況
教育研究等環境

（表８）教育研究費内訳
（表９）事業活動収支計算書関係比率・消費収支計算書関係比率（法人全
体）

※私立大学のみ

（ 表 10） 事 業 活 動 収 支 計 算 書 関 係 比 率 ・ 消 費 収 支 計 算 書 関 係 比 率 （ 大 学 部
大学運営・財務

門）

※私立大学のみ

（ 表 11） 貸 借 対 照 表 関 係 比 率
（ 表 12） 財 務 関 係 比 率

※私立大学のみ

※国立大学・公立大学のみ

出典：大学基準協会（2017）より荒木作成

最後は、
「自己点検・評価報告書」を裏付けする各大学それぞれの裁量に基づき作成する
「根拠資料」である。なお根拠資料は、資料数の上限が定められておらず、大学が適切に
根拠資料を設定する必要がある。
なお、以上の評価資料の作成にあたっては、大学評価実施前年度の 5 月 1 日現在のデー
タで作成することになるが、作成時期に関する指示がある場合は、その指示に従って作成
することとされている。第 3 期では、自己点検・評価報告書は従来以上に限られた頁数で
大学全体として記載を行う必要があることから、大学基礎データや根拠資料を基にしなが
ら大学としての内部質保証が機能していることを示す必要がある。
第 3 期から基礎要件確認シートの作成及び提出が求められている。このシートは「理念・目的」「内
部質保証」「教育課程・学修成果」「学生の受け入れ」「教員・教員組織」「教育研究等環境」「大学運
営・財務」に関する情報について取りまとめることが必要である。
8 https://www.juaa.or.jp/accreditation/university/handbook_2017.html
7
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２．本報告の目的
本報告の目的は、内部質保証システムの有効性に着目する評価が行われた第 3 期の認証
評価受審時における個別大学のデータや情報の活用を通して、IR の役割や課題について考
察を行うことである。その為に第 3 期の初年度である 2018 年度に受審した筆者ら認証評
価業務に携わった大規模大学及び中規模大学 2 大学の事例について整理を行い検討する。
また本稿では我が国で機関別認証評価を行う 3 機関の内、大学基準協会における大学評
価の取組に着目して整理を行う為、大学基準協会の認証評価を受審した大学の事例を取り
扱う。
なお、内部質保証に関する IR の取組状況については高田（2016）が、中期目標・中期
計画の策定や自己点検・評価に関する IR 業務のあり方については末次（2015）があるが、
本稿の目的とする認証評価における IR の役割について論じたものではない。この他、個
別大学におけるデータ資料集やファクトブックの作成について、関他（2016）、山本（2016）、
土橋・浅野（2015）や高田他（2014）などの事例研究等がある。しかし、認証評価におけ
る IR の役割を整理した研究は、管見の限り、存在しないことから、本稿の着想に至ったと
ころである。
本稿の前章にて第 3 期認証評価の評価資料の整理を行ったことを踏まえ、第 3 章では 2
大学の認証評価の自己点検・評価における情報やデータの活用や示し方について整理を行
い、第 4 章では認証評価受審時のデータの使用と課題について考察をし、おわりに認証評
価時の IR の役割をまとめる。なお、認証評価は受審年の前年度の 5 月 1 日を基準とした
大学評価を行う為、本稿で扱う 2 大学は第 3 期の初年度である 2018 年度の前年度、つま
り 2017 年度に自己点検・評価を行っていることを申し添える。
３．大学の事例
本章では第 3 期認証評価を大学基準協会で 2018 年度に受審した大学が、どのように自
己点検・評価を行ったか、自己点検・評価報告書ではどのようなデータが必要だったか、
あるいは大学基礎データを活用したかについて 2 大学の事例を報告する。
３.１．関西大学の概要と自己点検・評価体制
関西大学は、13 学部、13 研究科、3 専門職大学院から構成されており、学生数は 30,000
名弱の大規模私立大学である。
自己点検・評価活動は、1994 年度以来 2010 年度までは 2 年周期、2011 年度以降は 3
年周期で実施し、全学的に「関西大学『学の実化』自己点検・評価報告書」として取りま
とめてきた。認証評価の受審周期としては、自己点検・評価活動の周期に沿って 6 年周期
で受審している（関西大学の受審年度：第 1 期は 2006 年度、第 2 期は 2012 年度、第 3 期
は 2018 年度）。この他、関西大学の教育研究活動の全容を客観的なデータで示した自己点
検・評価の為の基礎資料集である「『学の実化』データブック」
（以下、
「データブック」と
いう。）の作成や、新入生及び卒業生（修了生）等を対象としたアンケート（以下、「学生
調査」という。）の調査・分析を毎年度実施している。
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その実施体制としては、大学及び併設校を含めた法人全体の自己点検・評価を行う組織
である「学校法人関西大学自己点検・評価委員会」
（委員長：常任理事会が指名する常勤の
役員、副委員長：学長）を親委員会として設置し、その下に大学、併設校それぞれの各部
門の諸活動について自己点検・評価活動を実施する「大学部門委員会」
「 併設校部門委員会」
を設置している。更に、各学部・研究科・研究所・その他の部局においても、それぞれの
規程に基づき「自己点検・評価委員会」を整備している。
第 3 期の認証評価では、PDCA サイクルの全体を包含する内部質保証システムを有効に
機能させる必要性が高まってきたことを背景に、2016 年 11 月に全学内部質保証推進組織
である「内部質保証推進プロジェクト」を学長の下に設置し、この組織が中心となって「全
学的観点から自己点検・評価」を実施の上、
「自己点検・評価報告書」を作成した。この他、
プロジェクトの下に「教育改革検討ワーキンググループ 9 」と「認証評価検討ワーキンググ
ループ 10 」を設置し、認証評価受審準備及び書面評価、実地調査に対する対応を行った。
また、教育推進部長（副学長）の下に設置している教学 IR プロジェクトが関西大学にお
ける IR 活動を推進している。具体的には、関西大学全体のカリキュラム・ポリシーに掲げ
ている「学修成果の評価」を実施するために、学事データや学生の学修活動、大学の教育
活動、入試、キャリア等に係る根拠データを組織的に収集・分析、可視化し、計画立案や
意思決定に資するデータとして活用することに力点を置いた IR 活動を実施している。
３.１.１．評価の流れ
受審前々年度である 2016 年 10 月に第 3 期認証評価における大学基準及び点検・評価項
目、評価の視点が公表され、それを受けて関西大学における評価の視点を「大学部門委員
会」が中心となって作成した。原則として大学基準協会が示すものを活用したが、
「研究成
果の教育への還元状況」
「実社会と連携した教育活動の実施状況」などを「評価の視点」と
して盛り込み、学是「学の実化」を踏まえた特徴ある教育活動の自己点検・評価が可能と
なるように設定した。その後、2016 年度中にプレの自己点検・評価としてパイロット版の
報告書を作成し、予め大学基準協会事務局に求められている内容が記載できているかどう
か、記述の方向性について確認した。2017 年度には大学基準協会事務局の意見や、「内部
質保証推進プロジェクト」及び「認証評価検討ワーキンググループ」などの確認結果を踏
まえて、「自己点検・評価報告書」を作成した。
認証評価対応を含む点検・評価活動を推進する事務局である総合企画室企画管理課では、
①毎年度の「データブック」の依頼に加えて、
「大学基礎データ」の作成分担の割振を行い、
事務的に担当部署に対して作成を依頼し、②提出のあった「データブック」
「大学基礎デー
タ」や「自己点検・評価報告書」の原案に基づいた「基礎要件確認シート」を作成すべく、
必要に応じてデータ等の追加収集及び分析を行った。また「自己点検・評価報告書」の作
成にあたっては、
「大学基礎データ」の内容をほぼ網羅している「データブック」や、教学

9

教育プログラムにおける内部質保証システムの実質的な構築を任務とする。
各学部・研究科・研究所・その他部局及び全学的な観点で執筆した「自己点検・評価報告書」の点
検・確認を行い、その結果を執筆部局へフィードバックするとともに、明らかになった課題をプロジェ
クトに報告することを任務とする。

10
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IR プロジェクトが取りまとめている各種学生調査（入学時・卒業時（修了時））やそれら
の分析結果を活用した。
３.１.２．どのようなデータを使用したか
本節では、大学の自己点検・評価の中でどのようなデータや情報について大学基準ごと
に言及されたか、また大学基礎データやデータブック、学生調査の集計結果などを含む根
拠資料の使い方について報告する。
基準 1「理念・目的」では、大学の掲げる理念の浸透度合いや、大学の理念・目的を実
現する為に策定された中長期計画の達成状況についてデータを用いて説明している。具体
的には、理念の浸透度合いについては卒業時の学生調査結果を、中長期計画の内、国際化
戦略の進展については留学生の受入れ数、派遣数の変化を用いて説明を行い、データブッ
クを根拠資料として示している。
基準 2「内部質保証」では、行政機関及び認証評価機関などからの指摘事項への対応状
況についてデータや資料を用いて説明している。具体的には、設置計画履行状況等調査に
対する改善意見として指摘のあった定年規程の運用に関しては根拠資料の改善状況報告書
を用いて説明を行っている。また、専門職大学院認証評価に関する指摘事項への対応状況
は、認証評価機関の改善報告書や年次報告書等を根拠資料として示し、その概要を説明し
ている。この他、情報公開の状況や自己点検・評価における客観性・妥当性の確保の観点
から、データブックや学生調査、研究業績を集積した学術情報システム・学術リポジトリ
を示しているが、いずれも根拠資料番号とその概要を示したのみである。
基準 3「教育研究組織」は、学部・研究科や附置研究所やセンター等の設置状況に関す
る説明である為、IR に関する情報やデータは使用していない。
基準 4「教育課程・学習成果」では、主として入学時及び卒業時（修了時）の学生調査
結果やデータブックに収録されたデータを根拠資料として活用している。特に、効果的に
教育を行う為の措置や成績評価、単位認定及び学位授与の適切性に対する現状説明として、
「シラバスに基づく履修が行われているか」「少人数教育の授業受講経験とその満足度」
「適切な履修指導がなされたか」「シラバス記載の成績評価基準に基づく成績評価であっ
たか」などの事項については学生調査結果を、授業形態を配慮した 1 授業あたりの学生数
や単位認定の実施状況などはデータブックを根拠として現状説明を行っている。
この他、学習成果の把握及び評価では取組内容の紹介に留まっているが、教育課程及び
その内容、方法に対する自己点検・評価を踏まえた改善・向上の事例として、①「不本意
入学」及び「ミスマッチ入学者」の把握と対応、②入学時の学生調査結果と GPA を活用し
た取組を取り上げている。この取組の説明に対する根拠資料として教学 IR プロジェクト
による分析結果をまとめた報告書を示している。一例を挙げると、①では「学部と大学満
足度」「学部と大学志望度」などの入学時調査の項目と 4 年間の学業成績のデータを使用
し、1 年次春学期の成績と 4 年次までの成績に大きな相関が見られた為、1 年次春学期の
サポートが重要であることを示唆し、それに対する改善策として、
「不本意入学者」及び「ミ
スマッチ入学者」を対象とした入学年度 5 月時点の授業出席率やパネル調査及び直接評価
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（GPA）とのクロス集計結果などを取り上げ学修状況のモニタリングを実施している旨を
説明している。
基準 5「学生の受け入れ」は、入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理
に関するデータとして、大学基礎データ及びデータブックを根拠として入学定員充足率（学
士課程）、編入学定員に対する編入学生数比率（学士課程）、収容定員に対する在籍学生数
比率（博士課程及び専門職学位課程）について言及している。
基準 6「教員・教員組織」では、適切な教員組織編制について、大学基礎データ、デー
タブックや、専任教員のプロフィールをまとめた「先生の横顔」をもとに、法令要件を満
たしていること、女性専任教員比率、民間企業出身等社会人、外国人教員の配置状況を説
明している。また、FD 活動の組織的な実施状況として大学全体及び学部・研究科単位での
活動実績を、教員の教育・研究・社会活動等の実績として社会的活動、公開講座、高大連
携などの実施状況についてデータブックをもとに説明している。更に、データブックをも
とに、2007 年度と 2017 年度の専任教員 1 人当たりの在籍学生数を比較した表を作成し、
その改善状況について説明している。
基準 7「学生支援」では、修学支援の観点から留学生（受入・派遣）や障がいのある学
生を含む多様な学生に対する取組実績についてはデータブックを基に、奨学金の給付状況
については大学基礎データを基に説明している。特に、関西大学では奨学生制度を導入し
ていることから、制度に有効性があることを奨学金の担当事務局が独自に実施したアンケ
ート結果を通じて説明している。
この他、学生生活支援の観点では心理相談室などの利用状況についてデータブックをも
とに説明し、進路支援の観点では就職実績を企業規模ごとに詳細に分析したデータについ
てデータブックをもとに、進路の学生満足度について学生調査結果をもとに説明している。
正課外活動支援の観点では各種取組に対する実績についてデータブックをもとに説明して
いることに加え、学生センターが独自に実施している学生生活実態調査といった学生アン
ケート結果を活用して学生生活の充実度について説明している。
基準 8「教育研究等環境」は、図書館、学術情報サービスの提供に対して、データブッ
クや図書館内で発刊している「図書館の新しい指標に基づく統計」
「図書館フォーラム」を
もとに、図書資料の所蔵数や年間図書館入館者数、図書館相互利用件数（提供及び利用）、
電子ジャーナルのコンテンツ数及び必要経費、図書館年間開館日数、図書館設備に対する
学生満足度、図書館主催のツアー、ガイダンスの参加者数、ラーニング・コモンズの年間
利用者数、司書資格の有資格者数を説明している。また、博物館サービスの提供に対して
は、開館日数、入館者数、博物館の運営に携わる職員数についてデータブックを用いて説
明している。この他、データブックをもとに個人研究室充足率の向上や学術研究員数を、
所管部署が有する根拠資料をもとに個人研究費執行率を示し、研究環境の整備状況につい
て説明している。
基準 9「社会連携・社会貢献」では、所管部署が有する根拠資料をもとに受託研究、学
外共同研究、委託研究員受入及び指定寄付の件数や研究費総額を示して産学官連携の状況
を、所管部署の会議資料を用いて国内特許出願の件数を示し、知的財産権の状況を説明し
ている。また、スタートアップ支援、社会人教育などの事業に関するイベント、セミナー
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に対する参加者数についてデータブックを用いて説明し、参加者の満足度を独自のアンケ
ート結果を用いて説明している。
基準 10「大学運営・財務」では、教育研究活動を安定して遂行する為の財務基盤の確立
といった観点から、大学基礎データをもとに学生生徒等納付金比率、人件費比率、教育研
究経費比率、事業活動収支差額比率、基本金組入後収支比率を、財務情報を公表する大学
ホームページをもとに当年度収支差額、翌年度繰越収支差額、特定資産と流動資産の合計
残高を示し、関西大学における財政状況を説明している。また、資金運用に関しては所管
部署が作成する資金運用結果を用いて説明を行い、寄付金及び研究費についてはデータブ
ックを用いて募金額、科学研究費助成事業の交付額、受託研究費及び研究助成目的の指定
寄付金額の推移を示すことで、外部資金の獲得状況について説明している。更に、所管部
署の会議資料をもとにして、2014 年度から 2016 年度決算、2017 年度の第二次補正予算
における当年度収支差額、翌年度繰越収支差額、対事業活動収入比、事業活動収支差額比
率、基本金組入率の推移と中長期財政方針における数値目標を比較した表を作成し、収支
改善の状況に関して説明している。
３.１.３．自己点検・評価報告書と IR
関西大学は第 3 期認証評価の「自己点検・評価報告書」提出時に、1,106 の根拠資料を
提出している。その内、認証評価受審に際して新たに作成した資料はなく、データブック
や学生調査結果、所管部署が有する資料等からの引用か、既存の資料から一定期間の数値
推移を 1 つの根拠資料にまとめたものの二種類であった。特に、使用した数値データの多
くが、教育研究活動の全容を客観的なデータで示したデータブックや、新入生及び卒業生
（修了生）対象の学生調査結果が引用元であり、従来の自己点検・評価活動によって根拠
を提示することができている。なお、報告書では、①説明の要となる数値データのみを本
文中で示す、②表などは極力、根拠資料で提示するに留める（本文中での提示は 2 か所の
み）、といった方針のもと作成している。
前述のとおり、関西大学における IR 活動は教学 IR プロジェクトが担っている。日常的
に行っている各種学生調査の分析結果の提供が主に IR 組織が第 3 期認証評価受審におけ
る自己点検・評価活動の中で果たした役割であり、日常的な IR 活動によって蓄積された
データを活用することで、点検・評価活動の推進にも寄与している。また、認証評価受審
に際して必要なデータ項目は各種学生調査実施時に収集できるよう予め設計されている。
なお、大学基礎データについては前述のとおり認証評価対応を含む点検・評価活動を推進
する事務局である総合企画室企画管理課がデータ収集などの取り纏めを行っており、認証
評価受審時での IR 機能としては、教学 IR プロジェクトは各種学生調査の分析結果を含め
た日常的な IR 活動によって蓄積されたレポートの提出、新たなデータ収集は企画管理課
と分離をして、実施している。
３.２.淑徳大学の概要と自己点検・評価体制
淑徳大学は、千葉・埼玉・東京の 1 都 2 県に 4 キャンパスを有する、学生数が約 4,700
名の中規模大学である。大学評価に対し第 1 期認証評価受審後より、大学の自己点検・評
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価を踏まえた大学年報を毎年度発刊している。この大学年報は、第 1 期認証評価受審後数
年間は大学基礎データの収集や大学の教育研究の成果をまとめたのみであったが、第 2 期
認証評価受審以降は、大学や学部や研究科、そして大学附置組織の自己点検・評価結果を
取りまとめ、それらを収録するとともに大学基準協会が示す大学基礎データを毎年作成し、
大学年報の第 2 部（データ集）としている。
大学の自己点検・評価や大学年報の作成は学長を委員長とする「大学自己点検評価委員
会」や各学部に置かれた「学部自己点検評価委員会」等が担っている。また 2017 年 4 月
からは内部質保証の推進に係る重要事項を取り扱う内部質保証推進委員会を設置し、内部
質保証を推進している。
また大学には教学に資する IR を行う IR 推進室が大学事務局内に設置されており、学修
行動等調査などの調査や各種教学データを分析し、アドミッション・ポリシーやカリキュ
ラム・ポリシーの点検評価のための分析レポートを提供し、大学の内部質保証システムに
組み込まれている。他にも各部局や部署からの要請に応じたデータ収集及び分析を行って
いる。
３.２.１．評価の流れ
第 3 期の認証評価準備は 2016 年度から開始している。2016 年度は、認証評価に関する
ワーキンググループを担当副学長及び若手中堅の職員で発足し、第 3 期認証評価に関する
情報収集や教職員（役職者）を対象とした研修を実施した。認証評価を受審する前年度の
2017 年度からは大学改革の重要事項に関し企画・調整等を行う学長直轄の大学改革室内
に認証評価統括室を設置し、各学部や研究科、部署と連携をはかり、認証評価受審や準備
及び書面準備、また実地調査対応を行った。
2017 年度は、大学基準から点検・評価項目を落とし込んだ淑徳大学における評価の視点
を作成した。評価の視点は、大学基準協会による例示があるが、担当副学長と大学改革室
が、大学の方針や現状、特性、そして今後のヴィジョンに基づいた大学の方向性を踏まえ、
策定した。なお評価の視点は、現状のデータから課題となるものも余すことなく盛り込み、
認証評価も大学改革の礎となるように評価の視点を策定した。
評価の視点をもとに、各学部や研究科、部署が点検・評価を行った。しかし大学として
自己点検・評価報告をとりまとめる必要がある為、認証評価統括室が各学部等の自己点検・
評価結果を取りまとめ、内部質保証推進委員会及び大学自己点検評価委員会で審議を行い
「自己点検・評価報告書」を作成した。
大学基礎データ及び基礎要件確認シートは、認証評価統括室が直接関係各部署からデー
タの収集集計を行った。大学の組織に IR 推進室が設置されているが、IR 推進室の主な業
務は大学の教育の質に係る情報の収集等であり、定期的に提出されるレポートは、内部質
保証や自己点検評価、FD などの大学レベルでの委員会で報告がされている。
３.２.２．どのようなデータを使用したか
本節では、大学の自己点検・評価の中でどのようなデータや情報について言及されたか、
また大学基礎データや根拠資料の使い方について報告する。
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基準 1「理念・目的」は、理念や目的、淑徳大学ヴィジョンの説明を行い、理念・目的の
周知を行った事について自己点検をしている。自己点検の中では大学基準を満たしている
ことの説明には IR が提供するデータは使用していない。
基準 2「内部質保証」は、行政機関からの指摘事項に対し適切な対応をしている具体例
として、設置計画履行状況等調査の指摘である年齢構成のバランスについて、根拠資料の
履行状況等報告書を用いて説明を行っている。また各年度の自己点検・評価結果や大学基
礎データを収録した大学年報を諸活動の状況を整理し、公表している根拠資料として示し
ている。なお、いずれも根拠資料番号とその概要のみを示したのみである。
基準 3「教育研究組織」は、学部・研究科や附置研究所やセンター等の設置状況であり、
各組織の概要や目的の説明が主である為、IR が提供するデータや情報は使用していない。
基準 4「教育課程・学習成果」の特徴として、今までの調査等の報告書結果から、大学
の教育研究を効果的に行う為の措置や成果について説明を行っている。例えば、各学位課
程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的に編成しているかについてはセメス
ターごとに行う授業アンケートの IR 推進室が作成をする年間報告書を根拠資料として示
したうえで、アクティブラーニングに対する肯定的な評価結果を学部別に自己点検・評価
報告書の文中に記載し、学士課程に属する学生の活性化の取組状況の成果について記載し
ている。
「効果的に教育を行う為の様々な措置について適切に行われているか」を示す 1 つとし
て、教育課程と授業科目の整合性については授業アンケートの結果報告書を活用している。
これは授業アンケート結果の「授業はシラバスにそって行われたか」の設問の大学全体の
肯定的回答が「前学期は 91.4%、後期は 91.6%である」と示し、カリキュラム・ポリシー
11 を踏まえた授業科目の内容と方法について示唆し、カリキュラム・ポリシーとカリキュ

ラムの整合性が確保されているとしている。
教育課程の自己点検・評価については大学が定めている定量的・定性的な指標「成果指
標」を根拠資料として掲げ、
「学生の学修活動の活性化を高める為の一つの方法としてアク
ティブラーニング導入率の調査、単位制度の実質化を目指した授業時間外の学習時間の把
握等を行っている」と示している。また授業がシラバス通りに展開しているか、教育方法
の適切性についても「調査を実施している」とし授業アンケートの報告書を根拠資料とし
て再度示している。この基準４で活用された授業アンケートは淑徳大学高等教育研究開発
センターが主管しているが、報告書は IR 推進室がデータ集計及び分析を行い作成してい
る。
基準 5「学生の受け入れ」は第 2 期の認証評価で指摘を受けている編入学定員の充足率
と推移について、2010 年以降からの「入学定員・収容定員推移表（学士・修士・博士課程）」
を新たに根拠資料として作成し、定員の適正管理していることを示している。また学生の
受け入れの適切性の自己点検・評価は、入試区分ごとの学生成績等の調査結果を用いて検
証していることを示している。

11

淑徳大学

カリキュラム・ポリシー

http://www.shukutoku.ac.jp/university/shukutoku/policy/
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基準 6「教員・教員組織」は大学基礎データをもとに、適切な教員組織編制の為、必要
な教員数の配置や配置した教員数、年齢構成の課題について述べている。
基準 7「学生支援」は、学生支援の取組について根拠資料をもとに記載しており、IR に
関するデータは使用していない。なお、学生生活実態調査については実施とその活用につ
いて触れている。
基準 8「教育研究等環境」は、図書館や学術情報サービスの提供に対し、図書館司書資
格所有率は根拠資料として新たに作成し、示している。また大学基礎データ表 1 を活用し、
図書館サービスについては「図書資料の質的、量的充実を図っていく必要がある」と大学
基礎データをもとに述べている。また学生生活実態調査をもとに教育環境の満足度につい
て確認していることを記載しているが、内容の項目そのものではなく調査そのものについ
て触れたのみである。
基準 9「社会連携・社会貢献」は記述で、大学としての体制や取組結果を根拠資料とと
もに示しているが、データ等で成果を示してはいない。
基準 10「大学運営・財務」は、大学の財務関係比率に関する指標や目標の説明をし、健
全な経営を行っていることを説明する為に財務比率について、根拠資料「事業報告書」を
示しつつ、財務比率を報告書に記載している。
３.２.３．自己点検・評価報告書と IR
淑徳大学は第 3 期認証評価自己点検・評価報告書提出時に、402 の根拠資料を提出して
いる。その根拠資料の中で、認証評価の自己点検・評価の為に新たに作成した資料は「過
去数年間の定員管理」と図書館司書資格保有率のみであった。そのほかのデータや情報に
ついては、すでに IR 推進室が内部質保証システムに位置づけられている各種会議や委員
会などの学内で報告あるいは共有しているものを使用している。根拠資料の中で IR 推進
室が作成した資料としては 2 つであり、具体的には「入学定員・収容定員推移表」と「図
書館司書資格所有率」である。なおこの２つの根拠資料は認証評価統括室がデータを集め、
根拠資料を作成している。
また自己点検・評価報告書はグラフ等を記載することは禁止されていないが、淑徳大学
ではデータを直接自己点検・評価報告書に示すのではなく、殆どは根拠資料の番号を提示
している。理由として、簡潔に数字で示せるものは本文中に書くが、表などはスペースを
多く使う為、頁数が限られている自己点検・評価報告書ではなく、根拠資料として示すこ
とを優先した為である。
淑徳大学の第 3 期認証評価受審における自己点検・評価の中で IR 推進室の役割は、日
常に行っている授業アンケート、大学年報や各種データの提供を行っている事のみである。
これは認証評価の受審では毎年ルーチンとなっている IR 推進室が示しているデータを多
用した為でもあり、認証評価の自己点検評価で必要なデータ収集や分析は日常的に行われ
ており、それらを基に評価の視点や点検評価を行った為でもある。なお、大学基礎データ
については認証評価統括室がデータを収集し作成しており、認証評価受審時での IR 機能
について IR 推進室は日常的に収集分析しているレポートの提出、新たなデータ収集は認
証評価統括室と分離をして、実施している。
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４.認証評価受審時のデータの使用と課題
2 大学の事例のみであるが、第 3 期認証評価受審時に使用したデータや資料は下記のよ
うに整理できる（表２）。
表２．第 3 期認証評価大学基準ごとの使用データ
根拠資料
⼤学基準

概要
関⻄⼤学

基準１「理念・⽬的」

中⻑期計画の達成状況

淑徳⼤学

〇卒業時学⽣調査結果、
データブック

基準２「内部質保証」

⾏政機関及び認証評価機関からの指

改善状況報告書、改善報

摘事項

告書、年次報告書

情報公開の状況

データブック、〇学⽣調

履⾏状況等報告書

〇⼤学年報

査、学術情報システム、
学術リポジトリ
基準３「教育研究組織」
基準４「教育課程・学習成

効果的に教育を⾏う為の措置や成績

〇学⽣調査結果、データ

果」

評価、単位認定及び学位授与の適切

ブック

〇授業アンケート

性
学習成果の把握及び評価

〇 教 学 IR プ ロ ジ ェ ク ト
分析結果報告書

教育課程の⾃⼰点検・評価

成果指標、〇授業アン
ケート

基準５「学⽣の受け⼊れ」

⼊学定員及び収容定員の適切な設定

⼤学基礎データ、データ

と在籍学⽣数の管理

ブック

編⼊学定員の充⾜率と推移

⼊学定員・収容定員推
移表※

基準６「教員・教員組織」

適切な教員組織編制

⼤学基礎データ、データ
ブック、先⽣の横顔

基 準 7「 学 ⽣ ⽀ 援 」

FD 活 動 の 組 織 的 な 実 施 状 況

データブック

ST ⽐ の 改 善 状 況

データブック

留学⽣（受⼊・派遣）や障がいのあ

データブック

る学⽣を含む多様な学⽣に対する取
組実績
奨学⾦の給付状況

⼤学基礎データ

⼼理相談室などの利⽤状況

データブック

就職実績

データブック

課外活動取組実績

データブック
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基準８「教育研究等環境」

基準９「社会連携・社会貢

学⽣⽣活充実度

学⽣⽣活実態調査

図書館、学術サービスの提供

データブック、図書館の

図書館司書資格所有率

新しい指標に基づく統計

※

図書館フォーラム

⼤学基礎データ

博物館のサービス

データブック

研究環境の整備状況

データブック

産学官連携状況

所管部署根拠資料、所管

献」

部署会議資料
社会連携

データブック、参加者満
⾜度アンケート

基 準 10「 ⼤ 学 運 営 ・ 財

財務⽐率

務」

⼤学基礎データ、財務情

根拠資料（事業報告

報を公表する⼤学ホーム

書）

ページ
資⾦運⽤及び寄付⾦、研究費

データブック

収⽀改善の状況

所管部署会議資料

〇IR が関与したデータ・報告書
※認証評価受審時に作成した根拠資料

さて、この 2 大学の共通点としては、認証評価受審の為に作成したデータや情報は殆ど
なく、日常で作成しているデータブックや調査結果を多く活用し、自己点検・評価を行っ
ている事である。なお、淑徳大学のみ認証評価受審に合わせて根拠資料を「入学定員・収
容定員推移表」と「図書館司書資格所有率」の 2 つ作成しているが、これらは大学基礎デ
ータや毎年発刊している大学年報に収録されていないデータや過去 10 年に渡ったデータ
であることから、新たに作成した為である。
関西大学と淑徳大学のデータの使い方は大きく異なっている。関西大学は自己点検・評
価に必要なデータを予め収集しているデータブックを多用し、自己点検・評価にその成果
を簡潔に示している。一方、淑徳大学では第 3 期認証評価受審の中で扱うデータは大学基
礎データも含めて 7 表であり、関西大学の 17 表と比較して非常に少ない。これは関西大
学では、内部質保証及び自己点検・評価の概要やプロセスも根拠資料を踏まえた説明を行
っているが、それ以上に各取組みに対する成果を示すことを通じて内部質保証システムが
機能している旨の説明を行うことに重きを置いていると考えられる。淑徳大学ではアウト
プットを示すのではなく内部質保証及び自己点検・評価のプロセスや教育研究等の制度や
組織を自己点検・評価報告書に記載することを重視している為であると考えられる。
では、データや情報の使い方はどうであろうか。両大学の共通に見られるものとして自
己点検・評価報告書では説明に不可欠な数字は本文中には示すが、表やグラフなどは使用
せず根拠資料や大学基礎データを提示するに留めるようにしている。この理由として自己
点検・評価報告書の肥大化を防ぐ目的がある。文字と根拠資料名で伝えられる情報量と、
グラフとの情報量を考えた場合、大学の取組みを多く伝えるには前者を選択せざるを得な
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かった為であろう。また第 3 期認証評価の自己点検で重視したのはアウトプットやアウト
カムを図表で表すのではなく、教育研究等について、３つの方針や大学基準ごとの方針等
に則り、何を行い、どのように点検評価を記載する為でもある。
基準ごとのデータや情報の活用について見ていくと基準 4「教育課程・学習成果」は 2
大学ともいくつかの根拠資料を示し、その適切性について評価をしている。しかし基準 3
「教育研究組織」は特にデータ等は示されていない。なお、基準 3 は組織の適切性につい
ての為、教育研究組織の検証を定期的に恒常的な組織を設け、大学の意思決定に関わる IR
を行っている大学であれば、この観点について収集した情報や、データを活用することも
考えられる。
第 3 期認証評価では基礎要件確認シートをはじめとするコンプライアンスに関わる確認
事項が増えているが、2 大学はその根拠資料として学生の受け入れや教員組織編制、奨学
金、図書館、財務比率などの大学基礎データを主に活用している。なお、法令要件の確認
については、自己点検・評価報告書に記載していなくとも、認証評価受審時は基礎要件確
認シート及び大学基礎データを通じて法令違反について厳密に確認が行われる。
５．終わりに
今回の 2 大学の事例を通して重要な点は評価の視点作成時もしくは自己点検・評価をす
る時までに日常的にどのようなデータや情報を IR として作成し、それらを提供、もしく
は評価担当者が把握しているかである。例えば評価の視点は大学がある程度独自に設定を
する事が出来る。その為、既存のデータから見える現状や課題に合わせて評価の視点を定
めるか、評価の視点に合わせてデータを日ごろから作成していくかといった事も大学とし
て判断が必要である。そして関西大学及び淑徳大学の既存の IR を担う組織や委員会の認
証評価への関わり方は日常的に実施しているデータや情報を提供し、認証評価受審に必要
なデータ収集などの IR 活動は認証評価の事務を担う部署が担当している。第 3 期認証評
価の趣旨と照らしても、常設としてある IR を担う組織の役割は、認証評価の為の IR では
なく、内部質保証システムに位置付けられており、アドホックな業務である認証評価を内
部質保証が出来ている事を示す為のサポートする役割であった。
さて、認証評価で示すデータや根拠資料について、認証評価受審時における IR として
どこまでのデータ分析や結果が必要になるのだろうか。関西大学では教育課程及び教育内
容、方法の改善に繋げるには単純集計結果から一歩踏み込んだ調査・分析を行う必要があ
ることから、改善事例に対するエビデンスを示すには教学 IR プロジェクトが作成したデ
ータを示す必要があった。淑徳大学でも認証評価では授業アンケートを根拠資料として示
しているが、IR 推進室が過去数年間に渡って作成している調査の多変量解析などの各レポ
ートは今回使用してはいない。この理由として認証評価での根拠資料のデータ分析の深度
は深くなればなるほど、自己点検評価報告書の中で説明を補う必要がある。また第 3 期認
証評価では分析結果ではなく、データや情報を基に大学が適切に PDCA サイクルを廻して
いるかである。
認証評価の IR の役割として、関西大学及び淑徳大学でも日常的に収集しているデータ
を、評価の視点に応じて適切に提供することであった。
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付け焼刃のデータセットではなく、日々の大学の教育研究等活動の中でデータを集めて
いることや、内部質保証の中で IR がどのように係るかを定めておくかが重要である。
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編集後記
大学における教育改善のためには、十分なやる気もそうなのですが、情報が必要となります。
大学評価や IR は、学内における教育改善情報を取り扱っています。大学評価セクションが把握し
た「現状」に関する情報は、どこまで（誰まで）共有されているでしょうか。また、IR セクショ
ンが把握した「現状」に関する情報も、どこまで（誰まで）共有されているでしょうか。
現状把握のための情報が、教育改善の役に立っているのか。大学評価や IR によって改善が促進
されない、という場合、実はデータの収集や分析ではなく、そこから先の「流通」のところに目
を向けなくてはならないと思います。教育改善のための情報のロジスティクスを考え行かないと、
実は先に進めないのではないか。最近、頓に思うところです。例えば、IR は必要な情報を必要と
する方に必要な時に提供する機能ですが、「必要なだけ」という観点も必要なのかもしれません。
もっとも、改善活動に際して「ファクトを提供するだけ」に留めておくのか、一歩踏み込んであ
る種のプロモーターになるのか。大学評価、IR の担当者の活動範囲は、今後、ますます広がって
いくような気もしますし、さまざまな部署の業務の中に取り込まれていく気もします。いずれに
せよ、この情報誌でそれらの動きを追って行ければ、と考えています。（湖）
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