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

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

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

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

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

た上で、日本への示唆みたいなものを述べていただこう、と考えております。 

 

本田と申します。今、ニューヨーク州

立大学で２つの肩書きがあります。１

つは Albany 校の高等教育政策の博士

課程に在籍しています。ここはニュー

ヨーク州立大学（機構）の中では研究

が中心の大学で、ある意味で九大のよ

うな研究重点大学です。もう一つの所

属は、昨年の 9 月からエンパイア・ス

テート・カレッジというニューヨーク

州立大学（機構）の社会人学生向けの

遠隔教育をやっている大学、日本で言

えば、放送大学みたいなところの IR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

いう言葉が随分大きな定義で使われているなと感じています。その辺の用語の定義をどのように
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して、参加していらっしゃる皆様と共有して説明していけるのかが私の一番の課題だと思ってい

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

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

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

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

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

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

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

く皆さんの顔色を見ながら、進めさせていただきます。 

 

 

日本で大学評価、というのが議論され

ているんですが、アメリカの議論と少

し違う節があるなと思うのは、そもそ

もの用語の定義です。日本語の「評価」

というのは英語にすると「Evaluation」

になると思います。ところが、アメリ

カでは「Evaluation」という言葉は使

いません。「Assessment」か「Review」

になります。何故、私がこんなことを

突然言い出さなければならないのかと

いうと、日本で「評価」と言ったとき

に定義がとても広く捉えられているわ

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

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

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

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

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

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

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

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

価には触れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 評価対象、評価の目的、評価者、評価指標による分
類

評価の類型 評価者 評価対象 評価目的 評価指標

認証評価、国
立大学法人評
価

政府、認証
評価機関

教育と研究
の質、組織
運営

質の保証と改
善、成果の向
上

設置基準に基づく基
礎データ、目標管理に
よる成果指標

学生市場 学生、保護
者

大学教育 大学教育の内
容と就職

偏差値、就職率など

労働市場 企業、政府 大学教育 職務能力の確
保と向上

採用実績と大学の名
声など

 



大学評価担当者集会 2010 第二分科会 

21 

で は 、 ア メ リ カ の Institutional 

Research が一般的にどういう業務を

やっているのかという話に入ります。

九大でもポスターセッションをご覧に

なった方は分かると思うのですが、一

つ目は、a.のファクトブック（Fact 

book）という大学の年報です。アメリ

カでは、私立も州立もどこも作成して

おり、これが IR の最も大きな仕事で

す。二つ目が、 b.州や連邦政府への業

務報告です。アメリカの高等教育を研

究されているような方であれば、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

認識から（間接指標で）捉えているにすぎない。 

 a. 大学年報の作成

 b. 州や連邦政府への業務報告

 c. 各種ランキングへの対応

 d. 学生の満足度や学習度のアンケート調査

 e. 学生募集や在学歴の調査分析

 f. 学習成果の測定

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

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

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

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

て今年何％増えました、とか言えばいいだけですから。 

 

 

次にですね、これが佐藤先生のてこの

天秤の部分と重なるスライドです。私

の場合は、大学の類型によってそれを

分けてみました。ここで注意していた

だきたいのは、皆さんの中でアメリカ

の IR を勉強する、という動機は何な

のでしょうか。私は学部の 2 年次にロ

ンドン大学にも留学していたので、英

語はそこそこ分かりました。そこで、

アメリカのやっていることをとにかく

見たい、そしていろいろ情報を集約し

て、日本の大学改革に資したい、と思

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

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

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

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

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

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

カも直面している課題です。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

て設置された大学。 

大学類型 大学の規模
(学生数)

IR部署
の規模

IR業務の内容

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

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

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

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

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

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

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

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

せん。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

州立とは一味違う事情あるので、ランキングに関心が向きます。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

いただきます。 

 

 

 

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

したいんですが、日本の自己点検評価

を読んだときに、おもしろいな、と思

うのは、「成績評価をしております、

ABCD で D は 65 点以上です」という

ような書き方をしている大学が多く

ありますね。皆さんの大学もそんな感

じですか。これはアメリカだと学習成

果の測定ではそれ程重くは捉えられ

ません。というのも、成績というのは、

教員をご経験の方は分かると思うん

ですが、全員に A を与えたりだとか、

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

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

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

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

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

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

あまり主流ではないと思います。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

しれません。 

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

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

 なぜ成績では駄目なのか？

 学習成果に係る「間接的指標」と「直接的指標」

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

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

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

でやっています、というのをご紹介しましょう。 

 

 

ここからはしばらく、私の発表のスク

リーンだけに集中して考えてくださ

い。例題として、国際性を持った人材

の育成というのを出しました。これを

学内の目標に掲げている大学は多い

と思うんですね。これをどのように測

定しますか、というのが私の例題です。

ちょっと考えてみてください。おそら

く教員の方は、ご自身の学部の目標は

これだっていうのを書くことは多い

と思うんですね。「国際性」と言った

ときに、先ず私は国際性を表す構成要

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

各構成要素をどのようにして測るのか、という話に移ります。 

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

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

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

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

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

学生に実践してもらい、その能力を観察して評価する仕方もります。 

 学生が身に付ける国際性の構成要素を考える

 言語習得

 文化理解

 実践性

 各構成要素の測定方法を考える

 TOEFL/TOEIC/英検

 科目履修

 留学/国際ボランティアなど
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次にルーブリックの中身についてお

話します。ルーブリックって一体何な

んだというと、採点表です。物凄く単

純化した言い方をすれば、学生の小論

文や期末レポートを評価し直すための

ツールです。先程、この説明に入る前

に、成績評価では駄目ですよと言いま

した。その理由は、成績評価だと出席

だとか、クラス内での発表回数など学

習態度が加味されてしまっています。

そう、先程お話した間接指標の一部で

すよね。Learning Outcome はあくま

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

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

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

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

のがあります。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

一番右側の査定になります。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

て、学習の成果の習得がどの程度の水準にあるのかを捉えようとする。 

習得目標 期待に不到達 期待に近づい
ている

期待を満たす 期待を越える

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

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

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

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

実践性 外国語で意思
疎通を行うの
が難しい

外国語で自分
の意見や考察
を表現できる

外国語で自分
の考えや分析
をスライドを用
いて発表でき
る

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

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

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

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

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

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

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

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

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

もらい、それを観察して測定する為のルーブリックです。 

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

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

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

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

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

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

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

習成果の把握をし、教育課程の改善につなげていくことができるはずです。 5 

 

 

ここは少し足早に行こうと思います。

学内で戦略計画があるという大学はど

のくらいありますか。例えば、ビジョ

ンがあって、それをもとに年次計画を

立てて、施行している大学です。（会場

の挙手を見て）結構な数の大学が実施

しているみたいですね。では、その話

に移ります。アメリカでも学長が変わ

る度にストラテジックプランがぽんと

出されて、IR 部門が、どのようにその

指標を作っていくかです。まず、デー

タ定義の問題が多くあります。我々が、

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

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

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

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

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

いて」の発表を参照のこと 

 指標の作成自体が政治

 データ定義の問題

 データの所在と収集の問題

 データの分析と解釈の問題

 定量調査と定性調査の確執

 データの信憑性と活用度

 IRと学内の利害関係者－意思決定の問題

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

境を含めて物事を考えていかないと、まず改善には結びつきません。 

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

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

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

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

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

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

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

せん。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

なんてこともできますから。本気で IR の専門職になりたいと思っていらっしゃる方は、こうした



大学評価担当者集会 2010 第二分科会 

29 

量的、質的の調査手法の強みと弱みだけでなく、社会現象をどのように捉えるかという哲学的な

部分も多少は押さえておく必要があります。6  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

原動力という風に日本の方々が美化するのは恐ろしいことです。 

 

 

この辺は飛ばしてしまいます。でも、

PDCA だけ１点言わせてください。日

本の研究者があまりおっしゃらないと

ころなんですが、あれは組織論を学ん

だ方だとお分かりになると思うのです

が、英語で言うと rational model で合

理主義の理論にしか過ぎないわけです

ね。他にも PDCA が動かないんだとい

う議論が組織研究の中ではたくさんあ

るのですが。その辺の研究や理論系の

話が好きな方は、懇親会のときに議論

しましょう。 

 

 

 

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

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

するのか、考え方の違いを理解するのも重要である。 

 何を基準に改善を根拠立てるのか

 大学におけるどのレベルの改善なのか？

 PDCAプロセスのどこが欠落しているのか？

 PDCAの理論は合理主義に過ぎない

 大学評価制度を概観する二つの理論の葛藤

 



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

30 

最初の PDCA は理想論です。米国はア

ドミニストレーターという専門職がい

て、彼らは様々な大学を渡り歩いて役

職を上昇していく。専門性があるから

こそ、大学を渡り歩けるのだ！という

議論になります。皆さんはそう伺って

いませんか？それもある一面では確か

なのですが、ここにアメリカの人材流

動の限界も存在します。私がアメリカ

に来て発見した驚きを共有させてくだ

さい。 

 

 

 

次のスライドの PD、PD、PD の断続は、

米国の限界点に多少の脚色を入れて、表

現してみました。日本では学長の任期が

4 年で、学長が代わる度に業務内容が変

わって大変だと聞いています。米国でも、

学長の任期は年々、短くなってきていま

す。しかも、性質の悪いことに、アメリ

カ人は打ち上げ花火が好きですから、

Plan で戦略計画を打ち上げ、施行する

（Do）。それが Check の段階に届く前に

よその大学に移ってしまうこともあり

ます。次に来た学長は、自分もいい格好

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

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

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

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

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

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

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

さえあれば PDCA が働くっていうのは幻想ですよね。 

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

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

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

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

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

理 想

Plan

Do

Check

Action

 

現 実

Plan Do

Plan Do

Plan Do

A学長（任期1995-1999）

B学長（任期1999-2002）

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

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

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

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

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

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

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

こそあれ米国にも言えることですが。 

 

 

さて、評価風土の違いです。私はアメ

リカで６年目になりました。博士課程

の他に、実務経験ではオルバニー校で

は IR のインターンで１年、今、エンパ

イアステートカレッジでは専任の専門

職員として１年、過去３年くらいで IR

の全米や地域の集会にも何回か出て、

他所の大学の様子もそれとなく分かる

ようになってきました。私がアメリカ

で働くのが好きな理由は、頭で勝負で

きるところですね。例えば、ルーブリ

ックの国際性の上部概念や下部概念な

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

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

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

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

い教員もいることにはいますが（苦笑）。 

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

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

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

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

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

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

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

っていくと信じて努力するしかありませんね。 

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

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

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

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

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

 日本の独自性を活かした国際的通用性の構築
 米国への劣等感を克服すること
 米国モデルの単なる物真似は止めること
 後発優位性を十二分に活用すること
 日本型のIR像を考える
 個人の認識や意見だけによる議論を越えて
 日本の組織内移動を活用する
 IRデータ共有の大学コンソーシアムを設置すべし

 



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

32 

努力なんです。日本はその努力をがんばって測定しています。FD 研究会を何回開催して、何人

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

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

保証というのは語れません。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

結果を改善に活かせるかといえば、そうではありません。 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

履修者数、授業時間帯など多数の視点から分析することで、教員間の FD 議論の材料を提供することはできる。 



大学評価担当者集会 2010 第二分科会 

33 

けていて、それが法令順守になっていると議論になりました。米国の状況も日進月歩、変化して

いるのです。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

個人の認識や意見だけによる議論を越えることです。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

多いんだと思います。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

34 

思います。 

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

をかなり超過してしましたね、すみません。以上です。 

 

 

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

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

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

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

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

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

いか。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

期目意向で、どのように制度改善が進むのかに期待しています。 

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

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

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

問いたします。 

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

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

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

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

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

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

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

分析からより望ましい選択肢や意思決定を導き出すことでしょうね。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

※未使用スライド１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃１４ 

 IRで求められる基本的な職務能力

 アンケート調査の作成能力

 レポート作成能力

 データベース構築

 社会科学の基礎－概念化とモデル構築

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

『発表後の補足説明』 

 

本田 寛輔 

 

Ph.D. Candidate, ニューヨーク州立大学 Albany 校 

IR Analyst, Empire State College, SUNY 

 

 

A．米国の学習成果の測定について 

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

加態度を除外した能力を測定するため） 

2．ルーブリックは各学部学科の学習目標に沿って作成されます。 

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

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

ねて定義してください（IR も例に漏れず）。 

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

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

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

学術分野があり、評価実践の制度を高めています。 

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

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

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

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

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

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

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

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

か。 

 

B．戦略計画の指標作りについて 

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

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

的な成果追従が学内に蔓延する恐れがあります。 

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

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

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

をもたらしたかを確認するものです。 

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

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

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

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

の「一材料を提供」します。 

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

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

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

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

り、興味範囲で勉強したいという方は、現時点ではご遠慮させていただきます。 

 

C．IR の能力開発について 

1．社会調査方の基礎 

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

んが、下記のタイトルは一度手に取られてみてはいかがでしょうか。 

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

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

2．社会科学の基礎 

お勧め 

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

谷 剛彦 (著) 

内容は未確認ですが、良さそうです。 

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

3．アンケート調査の基礎 

この手の本は数多くあるので、ご自身で調べてみてください。 

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

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

ていただきます。 

 

D．日本型の IR 像の構築について 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ことができるかもしれません。 

 

E．評価担当者間の情報交換、人脈づくりについて 

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

かと想像します。 

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

教材」の情報共有。 

 

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

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

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

また、このプロジェクトの設立と運営に関心のある方はご連絡ください。 

 


