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「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。 

 

 

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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発表の概要

• はじめに

• 「日本の大学にはすでにIRがある」という議
論をめぐって

– 発表者の立場と腑に落ちない理由

– IRの「支え」

• なぜ評価室がIRをするのか

• 九大大学評価情報室の事例

– 前提となる土壌

– 多方面からの方策とそのレスポンス

• まとめ：評価室がIRを担うメリットとデメリット
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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。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに

• 日本ではどうやってIRを展開できるか？

• 評価業務はIRにどう関わることができるのか？

• 実際の現場でIRを展開するには何が必要か？

• IR人材にはどんなスキルが必要か？ etc.

2

日本におけるIRの可能性を評価の観点から検討

そもそも論のイメージを共有・議論することから
↓

日本の大学にすでにIRはあるのか？

 

「日本の大学にはすでにIRがある」という議論

• 少なくとも「伝統的なIRの機能」すなわちデー

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のではないだろう
か。（森 2009）

• アメリカのIRと異なるのは、わが国では多くの
場合、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
ないこと、そしてIRのための専門家が配置さ
れていないことなどである。 （森 2009）

3  
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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 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。 

 

 

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

• （IRの）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IRが機能していないと断ずる議論もやや乱
暴にすぎる。（加藤・鵜川 2010）

• 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（加藤・鵜川
2010）

4  

発表者の立場・見解

• データを収集して、それをまとめて、提示するという
活動は、もちろん様々な大学に存在する。

• 業務改善を始めとするボトムアップの活動があるこ
とも、少しは承知している。

5

今年の3月まで九州大学大学評価情報室に勤務
→評価の立場からIRに向けた取り組みを試行、研究

「＝日本にはIRがある」という議論に対しては、何か
違和感を覚えてしまう。
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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。 

 

 

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。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why?: IRの機能の観点から

教育評価

教員業績評価

学生調査

エンロールメント
マネジメント

その他

レポート作成

計画策定・政策
調査

財務分析
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Delaney(1997)による機能分類

 

アメリカの場合

7

A大学のIR
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

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

8

B大学のIR

 

日本にIRがあるという説の捉え方

教育評価

教員業績評価

学生調査

エンロールメント
マネジメント

その他

レポート作成

計画策定・政策
調査

財務分析
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IRやってます!!

 

でも。。。。

教育評価

教員業績評価

学生調査

エンロールメント
マネジメント

その他

レポート作成

計画策定・政策
調査

財務分析

10

ここがないのにIR？？
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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。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

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、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。 

 

 

11

分業型IR??

 

つまり、

• 支え（てこ）とは何か？

– 「IRの定義」という難しい問いに

– 「○○の定義によると・・・・」は理解できるけど、イ
メージはできない

• 支え（てこ）の要素は何か？

12

腑に落ちない理由
→支え（てこ）がないのにIR
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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。 

 

 

 

支え（てこ）の要素を考えてみよう

• 持続可能性

– 一時的なプロジェクトではない。

• 学内有用性

– 大学の教育研究活動、管理運営の改善に資するもの。

• 客観性

– 経験論に頼る業務改善ではない。

• 即時性

– すぐに対応できる体制

• 反復可能性

– 誰がやっても同じ体制

13  
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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。 

 

 

 

何のことなのか

• データ管理

– 一元的な管理体制（ハードというよりはソフト）

– 「○○さんのパソコンにデータがある」という状況
からの脱却

• 組織的な活動

– 個人の取り組みから組織的な対応へ（必ずしもハ
ードを整えるというわけではない）

– IR活動の学内における位置づけ

14

評価室からIRを展開する意味と可能性
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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、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。 

 

 

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

なぜ評価室がIRをやろうとするのか？

15

• 自己評価書作成において、データの一元的管理が
必要不可欠。

• 現状の把握により、課題の所在を認識可能。

データ管理

組織

• 評価対応は、「縦割り体制」の中で横断的に、そして
組織的に動かなければならないもの。

• 意思決定に直結する組織（「室長＝理事」等）として
存在することもできる。（ケースによりけり）

 

評価担当者の思い・苦悩（佐藤他 2009）

• 評価に携わるからこそ見えてくる評価の重要
性の認識

– 改善のための評価

• 計画と評価の連動の未成熟

– 計画自体に大きな問題がある場合も

• 「縦割り体制」ゆえの重複調査の横行

– 同じような調査の蔓延と情報の不共有

• 関係部署とのコミュニケーションの重要性

– コミュニケーションの手段としてのデータ

16  
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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。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

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。

評価から展開するIR：

九州大学大学評価情報室の事例

17  

IRへの展開を支えた当初からの土壌

• 大学評価情報室の設置背景

– 教員の教育研究等活動に関するデータの一元的
な管理体制の構築

• 情報技術にかかる専門家の存在

• 専任教員2名（のちに3名）という専門的組織
体制

• 企画部企画課（事務部門）との連携

• 室員の評価に対する見解のコンセンサス

18  
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企画部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。 

 

 

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。 

 

 

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

多方面からの方策

19

• 執行部から要望される存在になること。

• データの一元的管理を積極的に進めること。

• データの重要性を認知してもらうこと。

→ツールとして、評価の重要性や意義をアピール

執行部等からの要望により、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。

いっぺんにやるのは無理なので・・・

 

卵が先か鶏が先か？：とにかくスタート！

• できる範囲で分析レポートを作成・提案

– 大学院充足率に関するレポート、国費留学生に
関するレポート、etc.

• データの「居場所」を調査

– 発見した場合は、共有に向けて話し合い

• 評価室がデータを有していることのアピール

– 学校基本調査を中心としたファクトブック

• 評価活動を通して見えた課題を積極的にフィ
ードバック

20  
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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。 

 

 

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

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。 

 

 

 

ポジティブな反応

• 継続的な活動による認識の変化

– 「君ら誰？」から「評価室か」への変化

• 「評価室にこういうデータありますか？」という問い
合わせ

– データと言えば評価室という認知

• 「ファクトブックには、こういう情報を載せてください」
というニーズ

– データに対する意識

• データを有する部署とのコミュニケーションの促進

– データ共有・連結の重要性を認識

21  
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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。 

 

今後の課題に向けて（「評価室」から「IR室」へ）

• ノウハウの蓄積と専門性の向上

– 大学評価担当者集会での共有が重要

• 大学評価ポータルの立ち上げを一つの契機

– 多様なデータソースの活用：各部署の業務を前
提に

– 効率化と実質化の追求

• 執行部からの信頼獲得へ

– 定期的な分析レポートの作成・提案

– 経験論を否定するデータだけではなく、経験論を
肯定するデータの活用
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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。 

 

  

まとめ：評価室からIRを展開するメリット・デメリット

23

• 「大学評価のため」という外圧を利用することで、時
にスムーズになる。

⇔評価のためのIRへの危険性

• 横断的な活動がしやすい（新しい活動がしやすい）

⇔「仕事を取られる」と勘違いされる可能性

⇔不安定な組織ゆえの不安定な土台

• データ管理・評価の専門性が高まる

⇔学内の「現場」から極度に離れる危険性

 



佐藤 仁「評価室から展開する IR の可能性と限界」 

18 
 

参考文献 

Delany, A. M.（1997）“The Role of Institutional Research in Higher Education: Enabling 

Researchers to Meet New Challenges”. Research in Higher Education, 38-1, pp.1-16. 

加藤毅，鵜川健也（2010）「大学経営の基盤となる日本型インスティテューショナル・リサーチ

の可能性」『大学論集』第 41 集，235-250 頁． 

小湊卓夫、中井俊樹（2007）「国立大学法人におけるインスティテューショナル・リサーチ組織

の特質と課題」『大学評価・学位研究』第 5 号，19-34 頁． 

森利枝（2009）「日本の大学の IR―それはいかにあり得るか」『Between』2009 年冬号． 

佐藤仁、森雅生、高田英一、小湊卓夫、関口正司（2009）「大学評価担当者の抱える現場の課題

―アンケートの結果から―」『大学評価・学位研究』第 9 号，65-77 頁． 

 

 

［平成 22 年 8 月 27 日 14:40～15:10 於：九州大学箱崎キャンパス］ 


