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第 2 分科会「日本の大学評価と IR」パネルディカッション 

 

モデレータ 小湊卓夫（九州大学） 

パネリスト 佐藤仁（福岡大学人文学部） 

パネリスト 本田寛輔（ESC, SUNY） 

コメンテーター 淺野昭人（立命館大学） 

コメンテーター 嶌田敏行（茨城大学） 

 

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

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

くは論点といったところに対して、お話ください。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ろです。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ば良いのか、アドバイスなりをいただければ、と思います。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ントいただければ、と思います。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ル、存在感を示すことができると思います。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

小湊：今のやりとりに対して、ご質問等あればお受けしたいと思います。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

あり方を考える際に議論に出てくることかなと思っています。 

小湊：時間があれば、論点整理のそれぞれについて見ていきたかったわけですが、今の話は、機

能としての IR と組織としての IR という風に書いてますが、そこの問題だと思っています。

さきほど嶌田さんのほうから、まず課題があって、その課題について調査しろというのがあ

る。例えば、本田さんはアナリストだからそういう依頼を受けているわけですよね。アナリ

ストというのは、もともとそういう立場の人ですから。そういう風に大学のマネジメントの

一連のプロセスの中で、課題は既に明確に意識されている。その課題に対して、何か解決策

を見いだしたいから基礎となるデータを出してくれ、把握するためのデータを出してくれ、

というのが本来、理想だと確かに思います。ところが日本の大学の中に果たしてそういう機
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能がどのくらいあるのか、ということを考えたときに、これは経験論から語るとあまり良く

ないのかもしれませんが、なかなかお題が上から落ちてくる、ということは少ないんですね。

それで、外からいっぱい言われるわけです。外からいっぱい言われる最大のものが大学評価

なわけです。大学評価では、外からいっぱい外圧がかかって、あれが課題だ、これが課題だ、

ということが出てきますから、じゃあ、それをテコにして、大学全体のマネジメントのやり

方みたいなものを少し刺激できないか、それが私がこの前、報告した中の一部の話だったと

思うんですけど、結局、IR 室を大学全体のマネジメントプロセスの中に入れる、ということ

は、大学のマネジメントのあり方を変えることにつながる、そういうものなんじゃないかと

思っています。だからその第一歩目としては、既存のデータからどういった課題が今大学と

してあるのか、というのを出すのは一つのステップとしてあり得ると思いますし、そのこと

をきちんと受け止める執行部なり回りの先生方がいて、さらにその上、次の課題を見たい、

と言って課題が降りてくればうまく回っていくんだろうと思います。ただ、その具体化の方

策は、それぞれの大学の文脈がいろいろあるでしょうから難しいんだろう、と思っています。 

本田：大学類型に戻りますが、アメリカでも大規模大学の IR オフィスというのは学部学科に口出

ししにくいんですね。学部学科が外部研究費を持ってきて走っているので、なんでわざわざ、

となるわけですね。これは、オルバニー校の本田として話しているのですが。九大は、まさ

しく、その辺のジレンマもあるんじゃないかな、と思っています。小規模な大学の方が、私

も日本の自己点検評価書を読んでいて、大学幹部が、失礼ですが、定員割れを起こしている

大学の方が IR 機能により要望が高いわけですね。意識としては。そのデータの読み取りの読

み取り具合によっては経営も怪しくなるので、そういうところでの組織の形態だとか、風土

とか組織文化によって努力する方向性が変わってくるのは必然なんかな、と思っています。

それで、ご提言された人材像を作ってそこからどのようにそれをしようか、というのはまさ

しく日本の方々でそういう意識を持っていて、そういう手法をご存じの方が先行事例でどん

どん増えていって作っていくしかないですね。 

小湊：いかがでしょうか。 

質問者：（マイク不使用のため聴音不能） 

本田：私が他所から来た、ということで暴言を吐かせていただくと、学長側の意向がないから IR

ができないとか、データが集まらないからだとか、言い訳はアメリカにもあるんです。私は

一アナリストとして、自分のプリミブルとしてやっているのは、学長や副学長が全学委員会

で教授と口論していて二進も三進も行かない、というのは私にとってはうまみなんですね。

それをアナリストとしてリサーチデザインして、どういう議論整理と論点整理をして次の課

題と提案を出すかなんですよ。なので、すごい不思議なのはこういう会場に来ていて、どう

やったら改善提言できるんですか、っておっしゃると自分の大学に帰って一番問題になって

いるところ、数値化がまだされていない、個人の認識での問題をどのようにリサーチとして

洗い出せるか、そこに IR のアナリストのなんなんでしょうね、力量が問われるところだと思

うのでぜひご自身の大学に帰って、全学委員会か評議会に顔を出してみなさんがけんかして

いて意見が合わないところを、あとは実証データでどう組み立てるかなので、アンケート調

査はにほんでも簡単にやりすぎですけど、アンケート項目の作り方っていうことでアメリカ

ではマスターレベルで１科目あるんですね。１セメスター分取らされるので、それくらいガ
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リガリできる人が日本でも出てくれば、そういう意思決定に直結するようなリサーチデザイ

ンができるアナリストも生まれてくると思います。 

小湊：時間が随分押してしまいましたが、人材に関して言えば、私も論点で一つ挙げているんで

すけど、いないわけじゃない、と思うんですね。大学の中にもそれぞれ企画を担うセクショ

ンの方がいて、彼らも大学が抱えるある特定の課題に対していろいろデータを集めて提言を

されているわけです。ただ、その方々が、キャリアを積んでいく際に、どうしても短期間の

人事ローテーションがあって配置転換をされてしまうので、上手くその培った能力を活かせ

ない、という面がひょっとしたらあるのかもしれない。だとしたら、そういう人たちを集め

て人事のあり方を考えるなり、ただ、そういう培ったものをですね、その人達を中心に何か

研修制度を作ったりして、きちんと伝えていくような役割を何らかの形で作っていけば徐々

にではあるかもしれませんけど、そこにいない人材というものが育っていくのではないかな、

と私自身は考えていたところです。それで、最後になりますけど、そのデータを扱う仕事は

いかに重要なことなのか、というのは本田さんの報告にもありましたが、さきほどもちょっ

と話に出てきたのかな、と思いますが、アメリカの研究者でバーンバウムという方がいらっ

しゃるんですけど、こういうことをおっしゃっているんですね。情報を収集する、というこ

とはまさにそれ自体が組織の環境を確定する仕事そのものなんだ、ですから、そういう情報

をどういう風に収集するか、というのは収集する側のふるいにかけられるので、まずその時

点で重要になるわけです。さらにデータを集めて分析する側が部署としてどこに所属するか

によっても大学のマネジメントに大きな影響を及ぼす、ということをおっしゃっていました。

ですから、基本的に IR の議論というのは、私たちはたまたま大学評価をきっかけに、という

風には考えていたわけですけど、大学全体のマネジメントそのものを捉え直す、一つのよい

きっかけではないか、と個人的には考えています。さて、ちょっとタイムマネジメントが上

手くいかなかったですが、これで分科会を終了させていただきたい、と思います。今日は、

どうもありがとうございました。 

 


