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「評価室から展開する IR の可能性と限界」 

 

福岡大学 人文学部  佐藤 仁 

 

＃０ 

「評価室から展開する IR の可能性

と限界」という題でお話をさせてい

ただこうと思います。まず、なぜ私

がこんな発表をするか、というとこ

ろから、若干説明をさせていただき

たいのですが、私は、今年の３月ま

で九州大学の大学評価情報室で助

教をしておりました。４月からは福

岡大学で人文学部の講師をしてお

りますので、IR をやっているわけ

でありません。ですので、九大での

経験から考えてみたいと思います。

だた、福岡大学では教職課程を担当

しておりまして、ご存じの方もいらっしゃると思うのですが、今年から教職課程を履修する学生

には、全員、履修カルテを作らせるのが義務化されました。その作業には携わっていますので、

それほど IR からずれているところにいるわけではありません。 

 

 

＃１ 

アカデミックな内容というよりは,

フランクな話をさせていただこう

と思います。みなさんとイメージを

共有できればいいなあ、と思ってい

ます。 
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＃２ 

今回いただいたお題は、日本におけ

る IR の可能性を考えるときに、評

価に対応する立場から、どう考えれ

ばいいのか、ということです。具体

的にどう展開できるのか、スキルは

何が必要なのか、などいろいろある

のですが、スタート地点として、み

なさんにもイメージしていただき

たいのは「そもそも論」のところで

す。1 つの議論のきっかけなのです

が「日本の大学に既に IR はあるの

でしょうか？」というところからス

タートできないかな、と思っていま

す。 

 

 

＃３ 

この議論は、すでにいろんなところ

で、いろんな先生方が指摘をされて

おりまして、例えば、大学評価・学

位授与機構の森先生は「データの収

集と適時の提供という機能は、学内

のどこかで果たされてきている」と

指摘されていたり、「それがことさ

ら IR とは呼ばれていないこと、デ

ータが必ずしも１カ所に集約され

ていない」ということでは「アメリ

カの IRと異なる」とされています。 

 

 

 

 

＃４ 

そのほかのご指摘を見ますと、例えば、加藤先生の場合ですと、「本質的な多様性を考慮すれば、

一つの特殊類型にすぎないはずの米国流の活動が見られないからといって、わが国の大学では 
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IR が機能していないと断ずる議論

もやや乱暴にすぎる。」といったご指

摘ですとか、「日本の組織風土や社会

経済環境に根差し、現場職員の持つ

潜在力を起点とした新たな試みが、

米国の流行とは全く異なる形態をと

って確実に成果を上げており、それ

らは本質的に IR の進化形に他なら

ない」というような、つまり、日本

には既に IR があるのだ、というよ

うな形に近いご指摘をされている、

ということです。 

 

 

 

＃５ 

それを踏まえて、みなさんには、ぜ

ひイメージをしてもらいたいと思

います。これは本質的な議論になる

と、ドツボにはまるというか、IR の

多様性ということを考えると、なか

なか議論が収束しないので、むしろ

イメージで十分なのではないかと

個人的には思っています。私の立場

ですが、先ほど申しましたように

（九大の）大学評価情報室に３年間

勤務をさせていただきました。評価

の立場から IR に向けた取り組みを

試行という形でさせていただきま

した。私が着任して認証評価が終わって、法人評価の暫定評価が終わって、そろそろ発展的に IR

に向けていこう、というところだったわけです。私も研究者なので、そこにいらっしゃる小湊先

生や他の室員の先生方と科研費をもらって IR に関する研究を進めて参りました。アメリカに調査

に行ったりもしました。今年度は、アメリカの IR がどう援用されているのか、ということでヨー

ロッパ、オランダに調査に行ったりですね、そういった研究も進めております。そういった立場

を踏まえて上で、私自身の見解を述べさせていただきたいのですけど、「データを収集してそれを

まとめて執行部等に提示する」という活動ですね、それはもちろん様々な大学に存在していると、

私も思います。九州大学でも、もちろん、評価室がやらなくても他のところでされております。

「業務改善を始めとするボトムアップの活動」ですね、トップダウンで何かをするんじゃなくて、

現場にある知識などを基に業務改善をしたりですね、教育改善をしたり、経営改善をしたり、そ
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ういった活動もあることは、少しは承知している立場にありました。けれども、じゃあ、それが

「イコール」日本に IR が既にある、といった議論に対しては、何か個人的に、評価の立場からす

ると違和感を覚えてしまう、というのが私の発表の立場です。今日は、私がなぜこのような違和

感を覚えてしまうのか、といったところを少しでも感じ取っていただけないかなあ、と思ってい

ます。 

 

 

＃６ 

それでは 1 つの出発点として、IR

の機能といわれるものから攻めて

いきたいと思います。いろんな人が

アメリカの IR にはこんな機能があ

ります、ということを、８つとか９

つとか１０コとか挙げるんですけ

ど、今回は、たまたま、この Delaney

という人のを挙げているだけで、こ

れが良いから挙げている、というこ

とではないです。単純に８コ欲しか

っただけで、たまたま８コだったの

が Delaney さんの挙げた機能だっ

た、というだけです。例えば、IR と

言えば財務分析だよね、とか、エンロールメントマネジメントですよね、とか、学生調査ですよ

ね、といった機能をみなさん挙げられます。 

 

 

＃７ 

あとで本田さんの方からもあるか

もしれませんが、アメリカの場合で

すと、例えば、A 大学の場合は、エ

ンロールメントマネジメントと学

生調査にちょっと偏っているとい

いますか、こちらを重視してやって

いる、といいますか、ちょっとこっ

ち（右側）に傾いてやってたりする。 
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＃８ 

逆に B 大学ですと、財務分析、経営

分析の方に偏って、といったような

違いが見えてくると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃９ 

じゃあ、それを踏まえて上で、日本

には既に IR があります、といった

ようなことを議論として捉える場

合に、日本の場合、どこを議論して

いるのかな、と考えると、この 1 つ

の（四角の部分の）機能の部分だけ

を見て、これをやっていたら、これ

イコール IR ですよ、IR やってます

よ、といったような議論を展開して

いるように思えてくるんですね。例

えば、財務分析を１回やってレポー

ト提出してます。だからうちは IR

をやっています、とかですね。 

 

 

＃１０ 

この図を何気なく見ていただいているのですけど、一番重要な部分があるんじゃないかと思いま

す。どこが重要なのか、といいますと、この下の部分だと思うんですよね。ここですね。この天

秤を支えている土台ですとか、てこになっている△の部分ですとかですね。そこがないのに IR と 
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呼んで果たしていいのだろうか、と

いうのが個人的に思っているとこ

ろです。ここが無いのに機能だけが

あるから、日本には既に IRがある、

ということに対して、私はちょっと

何か違和感を覚えてしまうわけで

すね。もちろん、その IR がある、

という議論に対しては、実際されて

いる、ということに対しては否定は

しません。ただ、イコール IR とな

ると、ちょっと違和感を覚えてしま

うわけですね。 

 

 

 

＃１１ 

もしこの土台やてこが無い状況だ

とバラバラに崩れるはずなんです

よね。よく、分業型 IR という言葉

も、最近あるんですけど、これを分

業型 IR と呼んでいいのか、という

と私は呼べないんじゃないかと感

じています。バラバラといろんなこ

とが、いろんなところでやられてい

る状況が、果たして IR なのか、と

いうことですね。 

 

 

 

 

 

＃１２ 

今の図のところをまとめてみます。私がなぜ日本にはすでに IR がある、という議論にたいして、

何が腑に落ちてこないところなのか考えてみますと、先ほどの図でいうと「支え」の部分ですね。

てことなる部分が無い。もうちょっと砕けた言い方をすれば、「支え」とか「てこ」を意識しない、

していない活動のあり方といったものですね。そうなってくると、それが IR だということになっ

てくると腑に落ちてこないわけですね。では、この「支え」とか「てこ」というのは、何なのか、 
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ということを考えますと、さきほど

言ったように、IR ってじゃあどう定

義するのですか、といったような非

常に難しい問いになってくるわけ

ですね。これは、ぜひ本田さんにも

議論していただきたい、と思います。

よくいろんな論文で、○○の定義に

よると、といったようないろんな展

開があるのですけど、でも、なかな

か実際、具体化するときにイメージ

が見えてこないじゃないか、という

ことです。 

 

 

 

＃１３ 

でも、ここをもうちょっとつっこま

ないと議論が進まないので、定義と

いうのをもう少し楽にイメージし

てもらうために、この「支え」や「て

こ」の要素とは何なのか、というこ

とをちょっと見てみます。これは、

完全に私の経験ですので、「ここ違

う」「それ違う」というのはみなさ

んにも議論していただきたいので

すが、「支え」や「てこ」となるに

は、こういう要素があるのではない

と考えています。一つ目は持続可能

性、ということです。その活動自体

が一時的なプロジェクトで終わってしまうようなものだとしたら、それは果たして IR なのだろう

か、という風に考えます。二つ目は学内有用性ということです。一研究として行われているもの

が果たして IR なのか、大学の教育研究活動、管理運営をしっかり改善に資するものでなければな

らないのではないか、ということです。次に客観性ですね。経験、経験論にたよるのは、一部分

では非常に有効だと思いますが、しかし、それに完全にどっぷり浸かった状態での業務改善とい

うものは果たして良いのだろうか。それ自体を IR と呼べるのだろうか、ということになります。

そして、即時性ということです。IR というのはアメリカのいろんなところを見ていきますと、す

ぐに対応できる体制があるんじゃないかと考えています。何か課題が出てきて、これについて調

べて欲しい、ということが出てきたときに、組織だってすぐに対応できる状況、即時性というこ

とですね。最後が反復可能性なのですけど、これは人事異動があっても、誰がやっても同じ体制



佐藤 仁「評価室から展開する IR の可能性と限界」 

12 
 

に果たしてあるのか、その人がいなくなったら IR が終わり、といったものを果たして IR と呼べ

るのかどうか、ということですね。なんか、こういった要素がいろいろあるんじゃないか、とい

う風に感じております。 

 

 

＃１４ 

もうちょっとこれを考えてみますと、

これは一体何のことを意味している

のか、と言いますと、大きく 2 つあ

る、と考えています。1 つはやはり

データ管理の問題です。これは一元

的な管理体制、といろんなところで

言われていると思うんですけども、

簡単に１コのデータベースを使えば

いい、とかそういう話ではありませ

ん。それよりもっと体制の問題だと

いう風に考えていただければ、と思

います。具体的に言うと、「そのデー

タに関しては○○さんのパソコンに

入ってますので、○○さんに訊いてください。」といったような状況というのは、一元的なデータ

管理だとは個人的には思っていません。そういった状況をどう脱却するのか、といったことにつ

ながると思います。二つ目のポイント、やはり組織的な活動であるかどうか、ということです。

さきほど言いましたように、個人の取り組み、一人の人ががんばって IR という場合、その人がい

なくなった場合、IR じゃなくなってしまうわけですね。じゃあ、それが IR なのか、ということ

ですね。このような組織の取り組み、まあこれも、じゃあ評価室入れればいいのか、IR 室を入れ

ればいいのか、ということで解決する問題ではないということはもちろん前提です。IR 活動の学

内における位置付けですが、いろんなレポートを作るのですが、それが改善に至る部分の意思決

定にまで、どうやって行っているのか、という、IR 活動が学内の組織体制のなかでどのように位

置付いているのか、というところが明確じゃないと、やはり、なかなか IR と呼びづらいんじゃな

いか、ということです。この 2 つを考えますと、評価室を基盤として IR を展開する意味と可能性

というものが見えてくるんじゃないかな、と思います。 

 

 

＃１５ 

もう少し具体的に考えてみますと、じゃあ何で評価室が IR をやろうとするのか、ということです

ね。まあ、評価室じゃなくても評価グループでも何でも結構なんですけど、評価を担当する一定

のチームなり組織なりが何で IR をやろうとするのかというと、やはりこの 2 つの部分あだと思い

ます。データ管理については、自己評価書作成において、データの一元的管理が必要性をみなさ

ん感じていらっしゃると思いますし、実際、必要不可欠です。また、実際の評価に携わる方は、 
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現状の把握を網羅的にできるんで

すけど、そこから課題の所在という

ものが非常に明らかになってくる。

そういうことを評価室は実際にや

っている。そして、組織的な部分に

関しては、評価対応というのは、縦

割行政の中で若干横断的に動かな

くてはならないわけですね。さらに

組織的に動かなければなかなか対

応できないものですね。そういった

ことが既にできる、もしくはやった

ことがある組織が IR に興味を持つ

のは、それは必然だろう、と思いま

す。位置付けに関する問題に関しては、これはいろいろなケースによりけりなので一概には説明

できませんけども、例えば、九大の評価室の場合ですと、室長は九大の評価担当の理事・副学長

です。ですので、我々の意見は室長を通して、意思決定に直結することも可能である、というこ

となんですね。そういう位置付けも明確にあるのではないか、と思います。 

 

 

＃１６ 

これらはハードというか、評価室が

IR をやろうとする環境と言います

か、条件的なものなのですけど、も

うちょっと具体的に実際に携わっ

た人たちが「やはり IR は必要だよ

ね」と考える背景も、もちろんある

わけです。これは、この大学評価担

当者集会の第２回のときだったと

思いますけど、そこのアンケートを

まとめたものから抜粋したもので

す。評価担当者はこういうことを思

っていますよ、というものです。例

えば、「評価に携わるからこそ見え

てくる評価の重要性」というのは、まさにみなさん認識されています。改善のための評価をやら

ないとまったく意味が無いじゃないか、という認識があると思います。また、「計画と評価の連動

が未成熟」であると感じていると思います。特に、計画自体に大きな問題がある場合、評価しき

れない、ということもひしひしと感じていらっしゃるわけです。「縦割り体制ゆえの重複調査の横

行」されているんじゃないか、ということです。同じような調査がいろんなところでやられてい

る。聞くといろんなところでやっているんだけど共有されていない、といった状況を感じている
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わけですね。それで、そういう中で、「関係部署とのコミュニケーション」が一番大事だ、という

ことは評価を担当されている方が一番認識されているんじゃないかと僕は感じています。さきほ

ど言った条件的なもの、このような思いや苦悩といったソフト的なところがあって評価室が IR に

携わる可能性や意義といったものが出てくるんじゃないかと思っております。 

 

 

＃１７ 

それを踏まえた上で、残りわずかな

時間ですが、ざっと、九大の評価情

報室がなぜ IR に展開していこうと

しているのか、といったあたりと、

具体的に何をしてきたのか、という

ところを簡単に紹介できれば、と思

います。私は今、ここには所属して

おりませんので、最新の情報につい

ては、評価室の室員の先生の方に聞

いていただければ、と思います。 

 

 

 

 

 

＃１８ 

まず考えてみたいことは、九大の大

学評価情報室が IR の展開を試行し

ていこうというときに当時の土壌

も大きな要因だったと思います。例

えば、設置背景なんですけど、評価

室が設置された背景は、九大の場合、

実は評価に対応するためではない

んですね。何が目的かというと、研

究者情報の一元的な管理体制を構

築するためにもともとは設置され

た部署です。やはりそういった設置

背景がある、というのも理念的に大

きいんじゃないかな、と思います。

ですので情報技術に係る専門家というのが、我々の評価室にはコミットしていただいております。

下に書いてある専任教員のうち、１人は必ず情報の専門の方ですし、情報技術に詳しい先生方も

協力教員として携わっていただいております。それで４つめですけど、事務部門ですね。企画部
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企画課というところがあるんですけど、そことの連携が当初から非常に上手くいっていた、とい

うところがあるかと思います。５つ目、これは私が入って非常に大きかったのは、職員の方を含

め評価に対する見解が、非常にコンセンサスが取れていた。どういうことかと言いますと、最初

の時期から評価というのは改善のためにあるんだ、ということを全員が認識していたわけです。

それを全員がどのようにしていけばいいか、というのをまじめに考えていた、という土壌があっ

たわけですね。 

 

 

＃１９ 

かといってじゃあ IR を目指しまし

ょう、と言ったときに、どこから手

をつけたらいいのか、というのが全

く分からない、という状況でしたの

で、我々が執った方法というのは、

IR というのは、「執行部等からの要

望によってデータの一元的な管

理・活用からレポートを作成し、提

案を行う」と位置付けたときに、こ

れをいっぺんにやっていくのは無

理なので、じゃあ何からやればいい

んだろう、ということでいろんな策

を考えました。例えば、執行部から

要望される存在になりましょうとか、もちろんデータの一元的管理を積極的に進めましょう、と

か、データの重要性を認知してもらいましょうとか、ですね。ツールとして、評価の重要性とか

意義をアピールしながら、IR に向けた展開ができないか、ということをして参りました。 

 

 

＃２０ 

それで、さきほど言いましたように、何からしたらいいのか分からない、ということがありまし

たし、卵が先か鶏が先かの議論じゃないんですけど、何をしたらいいのかよく分からなかったの

で、とにかくスタートしてみよう、ということになりました。ですので、「できる範囲で分析レポ

ートを作成・提案」しました。既にあるデータを使って、執行部に提案をしてみました。「データ

の「居場所」調査」は自己点検評価のためだけじゃなくてですね、実際に、どういう部署がどの

ようなデータを持っているのか、というのを一斉に訪問して聞いてみました。どういうデータベ

ースを使っているんですか、とかですね。発見した場合には、それをなるべく共有しませんか、

というような取り組みをしました。それで、「評価室はデータを持っている、そういうところです

よ」ということを学内外にアピールする、という意味で学校基本調査を使ってファクトブックを 
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作る、といったこともやっています。

それで評価活動と絡めて言えばで

すね、改善のための評価というとこ

ろをなるべくアピールしたいので、

積極的にフィードバックする。こう

したフィードバックは、評価を担当

した教職員だけじゃなく、学部長を

含めた各学部の教職員、さらには執

行部の先生方の前で報告するなど

積極的に行っていきました。 

 

 

 

 

 

＃２１ 

それで、どういった反応が返ってき

たのか。これは個人的にいいように

解釈すればこうですし、悪いように

解釈すればその程度なのですけど、

とにかく継続的にやりました。私が

着任する前から小湊先生がいらし

た時から継続的にされていたとい

うこともありますので、レポートを

出しても「君ら誰？」という感じか

ら「ああ、評価室ね」くらいへは反

応が変わってきた、と思います。「評

価室にこういうデータあります

か？」という問い合わせがいろんな

部署からくるようになりました。これは、データと言えば評価室だよね、という認識がちょっと

は高まってきたのかな、ということかな、と思います。もちろん、そういうデータを持っている

わけがないわけですね、僕らは網羅的に集めているわけではないので。ただ、そういうような要

望がある、というような状況が出てきました。先ほど言った「ファクトブックには、こういう情

報をぜひ載せてくださいよ」といったニーズというものもいろいろなところから出てくるように

なってきました。これはやはりデータに対する意識が学内の中で少しは高まってきたのかな、と

いう風に感じています。「データを有する部署とのコミュニケーションが促進」されてきた、とい

うこともあります。先ほど言ったように、データの居場所を探していろいろな活動をしている中

で、いろいろなコミュニケーションをしてデータ共有しましょう、とか、データベースをうまく

連結しましょう、とかですね、そういう重要性がいろいろな部署で認識されてきて、コミュニケ
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ーションが少しは促進されていったんじゃないかと思っております。 

 

 

＃２２ 

これはあくまでもポジティブな話

ですので、今後の課題に向けて、と

いうことで、評価室の先生にも聞い

て、ここが今、課題だというところ

を踏まえて、最後、まとめたいと思

います。私の最初の定義から言えば、

九大の評価室は IR 室ではありませ

ん。IR みたいなものをやろうとし

ている位置づけでいいのかな、と思

います。ただ、英語の名称は IR 室

なんですけど。それは IR みたいに

なりたい、という願いを込めて英語

の表記をつけてよい、ということだ

ったので、IR オフィスとつけているだけなんですけどね。やはり必要なのは、ノウハウの蓄積と

専門性を向上させていくことだろう、ことでした。例えば、この集会で、いろんな職員の方、先

生の方が情報を共有してですね、どういうことが可能なのだろうか、ということを、この場を使

って是非議論できないかな、と思っています。この四月から評価室が中心になって「大学評価ポ

ータル」といったものを立ち上げました。これはデータウェアハウスに近いイメージものかもし

れないんですけど、例えば、教務なり、研究なりいろんな部署でデータベースをそれぞれ違うも

のを使っているんですね。そういう現状に対して、いきなり同一のデータベースに書き直しまし

ょう、といったことをやるのは無理ですので、各部署が持っている、各部署の業務を前提とした

上で、データを上手く共有できないか、ということです。そういうことを考えて評価ポータルと

いうものを立ち上げてみました。ただ、これは気をつけなければならないのは、個人的な思いな

のですけども、評価活動を効率化すればするほど、評価活動が実質化するとは、まったく思って

いません。ですから評価ポータルを入れたら評価活動が実質化するのか、といったらそれはちょ

っと違うんじゃないか、と思うんですね。だから効率化、ということはもちろん大事なんですけ

ど、実質化に向けた部分をどうするのか、ということを考えていかなくてはならないわけですね。

これが課題になると思います。やはり IR に向けて、というのは、執行部から、どう信頼を獲得す

るのか、ということで、かなりポリティカルな話になるのかもしれませんけど、我々ができるこ

とはやはり定期的にレポートを出すしかないわけですよね。プレゼンス、と言いますか「評価室

がまた来た、また来た」という程度でもいいとは思うんですけど、そういったことが必要かな、

と思います。これは個人的なイメージなんですけど、IR っていうのは、データで勝負をするのは

分かるんですけど、そのデータというのは執行部の先生方とか、さまざまな意思決定をする方々

の経験論を否定するデータというものも、もちろんあると思うんですね。「それは経験論だからだ

めです、データはこう言っています。」それもあるんですけど、それだけじゃなくてですね、長年
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やられている方の経験やイメージなど、そういう方々がお持ちの感覚というものを裏付けるデー

タの出し方、ということも考えていかなければ、なかなかいろんな人の理解を得るのは難しいか

もしれません。いきなりデータをパッと見せて「あなた違います」では、なかなか信頼を得るこ

とはできないだろう、と考えています。 

 

 

＃２３ 

それで最後なのですけど、評価室か

ら IR を展開するということをやっ

たので、メリット・デメリットいろ

いろあると思います。いくつかある

んですけど、一つ目は、「大学評価

のため」という、これは下世話な話

ですけど、外圧を利用することで、

時にスムーズに動くんですよね。

「情報を共有しましょう。」「なん

で？」「IR のためです」「IR ってな

に？必要性ってなんですか？」って

いう議論になってしまうので、とり

あえず「評価のためです。評価は改

善のためです。改善のための IR やります。」という風に、評価を上手く利用して IR をやる、と

うことは可能になると思います。ただし、これは評価のための IR というような感じに目的がおか

しくなる可能性もあるので、そこは危険性があるのかな、と思います。次に、やはり横断的な活

動がしやすい、といったこともあると思います。新しい活動がしやすい、といったことだと思う

んですけど、ただ、これというのは、さきほどいったように既にある業務を否定する、というこ

とにつながりかねないので、「仕事を取られる」と勘違いされる可能性もあるので、そこは先ほど

いったように経験論といったもの完全に否定する、というやり方は確実に間違っていると思いま

す。また、評価室という組織自体が、不安定な組織なので、なかなかこの継続性というものが難

しいかな、と思います。３つ目は、今、言ったこととも絡むんですけど、評価室が IR をどんどん

展開していくと、やはりデータ管理・評価の専門性がどんどん高まっていくと思います。でも、

それっていうのは、一方で、学内の「現場」からどんどん離れていってしまう可能性もあります。

評価を経験されている方、というのは教務の現場にはいないですし、経験されたことはあるかも

しれませんが、その場の現場にはいないわけですね。あくまでも評価の立場で対応しているわけ

です。なので、この学内の「現場」から離れていってしまう、という危険性を考えなければいけ

ないんじゃないかな、という風に感じております。すみまえん、雑駁な話になってしまいました

が、以上で報告を終わりにしたい、と思います。 
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＃２４ 
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