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「ハンドブックからみた IR の概要と大学のマネジメント」 

 

九州大学 基幹教育院  小湊  卓夫 

（報告時：高等教育開発推進センター） 

 

 

＃１（タイトル） 

大学評価・学位授与機構の研究会

の中で AIR が出しているハンド

ブックの翻訳をしました。それを

通じて、日本では IR の全体の概

要というのがなかなか詳細には

照会されていません。ある特定の

領域に関しては、紹介されている

のですけど、そこ以外はなかなか

紹介されていないような状況で

すので、まずはアメリカの IR の

実態というものをこの本を通じ

て見えてきたところをかいつま

んで説明させていただきたい、と

思っています。 

 

 

＃２（問題意識） 

先ほどから少し話が出ているんですけど、IR 自体がもともとアメリカの高等教育機関で立ち上が

ってきた活動ですから、本家にあたるわけですけど、最近、日本でも IR への関心が急激に高まっ

ている、と。大学の教員や職員の方と話をさせていただくとよく出てくるわけですね。でも、お

話を伺っていると、どうも人によってとらえ方がまちまちだなあ、というイメージを持っており

ます。それはそれでかまわないんですけど、まずは米国の断片的な紹介がなされているという関

係上、人によってとらえ方が違っているのでではないか、という問題意識もありましたので、そ

こをまず、米国の実態をきちんとお伝えすることが肝要なのではないか、と考えております。と

くに日本でも関心が高まってきた背景の 1 つには、第三者評価の導入とともに生まれてきた評価

部門が IR 機能の一部を担う、という形で、とくに国立大学を中心に動いてきたわけですが、第一

期目の中期目標期間の終了後、現在、第二期目に入っておりますけど、評価部門の縮小を含めた

動きが出てきておりまして、大学の中で IR 機能を実質化していくのが難しい状況になっておりま

す。これはとくに国立大学において、ということですが。もっと根本的な問題としては、大学の

ガバナンス構造、または組織内のマネジメントの構造の中で IR 部門からの情報が、適切に活用さ

れるように組織化された意思決定プロセスをどう形作っていけばいいのかという点です。 
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あとでお話ししますが、IR 自身

は大学で行われている様々な活

動、特に教育面での活動に焦点が

当てられがちですけれども、そう

いう活動をまずはデータで集め

て、ある価値付けをなされた上で

の情報提供を行うことで意思決

定を支援する、という機能を持っ

ています。ですから全学的な意思

決定プロセスに何らかの形で関

わっていかなければ、IR は機能

しないわけですけど、それを日本

の大学でどう構築していけばい

いのか、というのが 1 つ大きな問題になっている。あと、実際に IR に興味、関心を持たれている

方の多くが意識するところですけど、いったい、誰がやるのか、いったい何をやるのか、そのた

めにいったいどんな知識やスキルが必要なのか、ということも当然具体的に検討していかなくて

はならない。そういった背景があるために、大学評価・学位授与機構で、IR に関心がある、また

は、評価にいろいろ携わってきた方々を中心に研究会を立ち上げまして、AIR、米国 IR 協会と訳

しておりますけど、そこから出ているハンドブックの翻訳を行いまして、その中で、当然翻訳す

るだけではなく、定期的に集まって研究会を開催して、日本の大学への適応可能性という点など

について議論を重ねてきた次第です。 

 

 

＃３（翻訳及び議論対象文献） 

実際に扱った本は、リチャード・

ハ ワ ー ド の Institutional 

Research という本で、副題が

Decision Support in Higher 

Education というタイトルです。

まあ、「インスティチューショナ

ルリサーチ：高等教育における意

思決定支援」と訳していますけど、

ちょっと古いんですけど 2001 年

に出されたハンドブックです。か

なり厚みのある本です。今日、触

れたいと思っていますのは、これ

が章立てになっていますけど、全

部で７章立てですけど、とくに日本に置いて関心が強いと思われるエンロールメント・マネジメ

ント、学習成果のアセスメント、計画策定と政策分析と、どうしても外せない IR の歴史的背景だ
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とか理論的な観点ですね、そういった４章を中心に簡単に概略を説明させていただきます。ただ

それ以外にも IR に関する基本文献はさまざまありまして、ここには代表的な著者が載っておりま

すけれども、詳しくは後ろの参考文献をご覧いただければ、と思います。あともう一つのハンド

ブックが、ナイトの The Primer for Institutional Research、まさにタイトルのとおり、初心者

向けと言いますか、始めて IR 業務を担当することになった方向けの本です。なぜこれを紹介しな

いのか、というと、実はこれはアメリカの文脈に相当依存した内容でして、まさにアメリカの大

学にインスティチューショナルリサーチャーという立場で入っていった方々が、業務を遂行する

上で、まずどういった情報にアクセスできるのか、それで最低限、どういった分析が多くの大学

でなされているのか、という非常に実践的な内容の本です。それを日本の中で紹介しても、随分

文脈が異なるために相当の違和感がある、ということもあって、これは今回ご紹介する本は、少

し中級編ではあるのですけど、こちらのほうが概略をつかみやすい、ということで紹介させてい

ただきます。 

 

 

＃４（IR とは何？レポートとはどういうもの？） 

人によってはですね、IR という

言葉は耳にたこができるほど聞

いていらっしゃる方もいらっし

ゃるという方もいらっしゃるか

と思いますが、そもそも IR とは

何なのか、ということを簡単に押

さえておきたい、と思います。当

然、漠然とした定義になっていま

すけど、よく使われる定義は、サ

ウプという方の論文からよく引

用されるのですけど、機関の計画

立案、政策形成、意思決定を支援

するための情報を提供すること

を目的とした、高等教育機関の内部、つまり自大学の中で行われる、リサーチ、という言葉を使

うのですが、これは純粋な研究という意味でのリサーチではなくて、日本語にあえて訳すなら「調

査研究」という風に言えるかと思います。ではこういったものが、当然、漠然とした定義ですけ

ど、どういった形で提供されるのか、という話になりますと、当然、IR オフィスは数多くのレポ

ートを作成して、必要とされる、場合によっては執行部、場合によっては部局に提供している、

場合によっては外にも多くの情報を提供している、ということです。提供する際に、当然、レポ

ートという形をとるので、レポートという言葉をよく使うわけですけど、じゃ、このレポートと

は何なのか、ということですね。日本人がレポートと聞いてイメージするのは、みなさんがどう

いったものをイメージされるのか分かりませんが、学生だったらよく授業で出された課題レポー

トですね。または、試験レポートといったものがあります。自分でいろいろ考えて、あるテーマ

についてまとめ上げる、というものですね。そういった意味では、IR のレポートも、そういった
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意味でのレポートに近いのですが、ただ中身は随分違う、ということです。 

 

 

＃４－１（実例） 

ちょっと具体的に見ていきた

い、と思いますが、例えばです

ね、ここには 1 つの例でスタ

ンフォード大学の IR オフィス

が出しているレポートの一例

が挙がっているわけですけど、

これは Common Data Set と

いいまして、詳しくはあまりお

話しできませんが、よく外部の

出版社がランキングをアメリ

カの場合、よく作成します。有

名なのはUS News社の大学ラ

ンキングなのですけど。その大

学ランキングが、ある意味、勝

手なランキングがつけられる

わけですね。ですからいろんな

問題が起こってきて、そこで大

学サイドと出版社サイドが協議した結果、最低限統一したフォームでデータ提供しよう、という

ことで作られたのが、Common Data Set というものです。ここ十数年は使われています。で、

主要な大学はだいたいこの Common Data Set を IR オフィスが作成して、外部に公表しているわ

けですよね。それで、公表された内容をもとに出版社がランキングを実際に行っているというも

のですけど、見ておわかりのようにですね、おそらく、この中には事務職員の方が非常に多いと

は思うんですけど、極めて基本的なデータが多いわけですね。こういうのもレポートと呼んでい

るわけですね。彼らは。例えば、ここに上がっているのは、学生数に関してです。日本でいうと

ころの学部、学士課程、または大学院課程、それを日本の場合には、ほとんどフルタイムなわけ

ですけど、あとパートタイムの学生ですね。スタンフォードはリサーチユニバーシティなので、

パートタイムは非常に少ない特徴はありますけど。そして、トータルの卒業生ですね。といった

ような学生関連のデータ。ほとんど学生関連のデータですけど、それを一手に担ってまとめ上げ

る仕事を担っているのが IR オフィスです。そして、それぞれの大学、とくに教育プログラムがど

こに特徴があるのかを示すようなこういう表ですね。または場合によっては、入学してくる学生

のいわゆる学力、スタンフォードは選抜度が非常に高い大学ですので、SAT などの点数が 1 つの

選抜の目安にはなるわけですけど、それがどのくらいのレートなのか、点数なのかということを

こう示す。日本でも入試データは当然ありますよね。外部に公表するかどうか別としても、通常、

入試関係の委員会でそういう点数を扱って、当然、事務の方々が資料を作成して出しているわけ

ですよね。こういうのをある意味システマティックにアメリカの大学では IR オフィスがまとめあ

http://ucomm.stanford.edu/cds/2011.html 
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げで出す、というのが仕事になっている。もう一例あげますと、例えば、ここは有名なオフィス

ですけど、フロリダ大学の IR オフィスです。IR オフィスでは、多くの大学ではファクトブック

というものが通常ありまして、そのファクトブックとは何か、といいますと、日本でいうところ

の大学概要のかなり詳細版と考えていただければいいのですが、そういったファクトブックの詳

細な内容をデータとしてまとめ上げて提供する、ということをやっているオフィスです。例えば、

上の方に、こういろいろと項目があってですね、エンロールメントというところを見ようと思い

ますね。そうするとこういうデータがでてくるわけです。これも 1 つのレポートなわけです。さ

っきの学生、エンロールメントですから、入学してきた、とくにアメリカの場合厳密に言うと、

大学を希望する学生、そして入学を許可された学生、許可されても、結構フロリダ大学の場合だ

と半分くらい外に出て行っちゃうわけですね。ですから、実際に、在籍して登録した学生、これ

がエンロールメントの部分です。そうすると、例えば、そういうのがですね、フレッシュマン、

ソフモア、つまり 1 年、２年ですね、そして３年、４年の段階で、男女、どのくらいいるのか、

実は、これはあとで触れますけど、エンロールメントマネジメントにおいて、非常に重要な指標

になってくるわけですね。それで、こういう重要な指標を、数値データとして、非常に簡単な表

なのですけど、学内外に提供するということをやってます。こういったものをレポートとしてイ

メージしていただければ、と思います。この辺を誤解されると、IR の実態を見損ねてしまうかな、

と思ったので、ちょっと紹介しました。 

 

 

＃５ 

では、IR がどういった機能にな

っているのか。いろんな領域のデ

ータを扱いますけど、これもよく

使われるものですけど９つに分

類されています。計画策定支援か

ら学内外のレポートまで様々に

ありますが、IR 室がこれをすべ

て担っているかといいますと、そ

うではないです。特に多くの大学

で担う機能というのは、この部分

ですね。４番（評価活動支援）か

ら９番（内部レポート）の部分で

す。とくにデータを集めて管理し

て、集めたデータの中から、ある特定の目的に沿ってデータを抽出して、さっきのような表にま

とめる。集めたものを必要に応じて学外にも出すし、学内にも出す。そういったものが中心とな

ります。ですから年間あたり、IR オフィスの規模によっても違いますけど、30 から 60 のレポー

トを作成するわけですね、IR オフィスは。ですから年間スケジュールがだいたい決まっています。

だいたい何月にはどんなレポートを出すのかとか。ですので、そういうのに追われる仕事という

側面はあって、あとでお話が出てくるかと思いますが、去年来ていただいた本田さんというニュ
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ーヨーク州立大学システムの日本人の IR スタッフの方がいらっしゃるのですけど、彼の話の中に

出てきたのですが、インスティチューショナルリサーチャーという言葉はあるけど、実態を見る

とレポート作成に追われていて、だからインスティチューショナルリポーターですよ、とおっし

ゃって笑いをとられていました。ただ、これらの機能が並列になっていてわかりにくいというに

はあり得ます。まずデータが基本なので、大学が必要とする、または、学外から必要とされるデ

ータをどう集めてきて、蓄積して、どういう風に分析していくのか、というところが基本となり

ます。それとは別途、これはあとからお話ししますが、学生調査などを含めたテーマに沿った調

査研究です。定性的な調査などもあります。これらがベースとなってさきほどのレポート作成、

または評価書の作成支援といったものが行われています。それで、よく注目が集まりがちな計画

策定、意思決定、政策形成といったものは、極めて高度な機能でして、アメリカの大学でもここ

まで実現できている大学はそう多くはない、ということがデータでも示されています。 

 

 

＃６ 

では IR の歴史的な展開をちょっ

と概要的に追っていきたい、と思

います。といいますのも、大学の

マネジメントと非常に強く結び

ついているのが IR 組織ですので、

それがどのような結びつきを持

っているのか、という観点から整

理してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

＃７ 

一般的には、1950 年代から 1960 年代にかけてアメリカの高等教育機関の中で IR オフィスの設

置が急速に広まってきた、という印象を持たれているようです。それには当然、背景がありまし

て、この時期学生数がですね、ベビーブーマー世代が大学に入ってきた、ということがあって急

増するわけですね。それでご存じの方もいらっしゃると思いますが、アメリカの大学は定員管理

というものが基本的にありません。ですから受け入れられるだけ、あとアドミッションポリシー

がありますから、そのポリシーに沿った形で、受け入れられる学生は基本的に受け入れるわけで

すね。そうするとですね、建物をどう今後、作っていくのか、とかクラス規模をどうするのかと

か、学生をどういう風にクラス編成するのかなど、そういったことがすべて計画されなければ、

学生受入がなかなか思うように行かない、という背景がありますので、その急増に併せたキャン
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パスプランの策定に追われた、という時期のようです。そのためにそういう機能を担うものとし

て IR オフィスがあちこちの大学で作られてきた。ただこのときの IR オフィスは一カ所ではなく

て、大学の中でも個々の部署で、それぞれの業務範囲の中をベースに IR の調査機能を獲得してい

ったわけです。だからある意味分散化していた、そういう時代です。 

ところが第二段階、70 年代から

80 年代半ばに入ってきますと、

学生数が当然、減少します。それ

とともに高等教育機関に対する

公的な資金援助のあり方が大き

く変わるわけです。確か 73 年だ

ったと思います。それまで連邦政

府の補助金が大学に対して、今の

国立大学みたいな形で、私立大学

も補助金を受けているかと思い

ますが、機関に対してされていた

のが、学生への補助にシフトしま

す。だから今の連邦政府の補助と

いうのは、学生補助とは何か、というと奨学金ですね、なので奨学金と研究費ですね。その 2 つ

なんですね。そうすると学生をいかに集めるのか、ということが大学の財務に直結してくる時代

になったわけですね。そのためにいままでバラバラやっていた IR 的な業務というものを大学全体

の意思決定にやはり組み込まざるを得なくなってきた、ということでマネジメントの改善と費用

の削減というのは、大きなテーマでしたから、IR 室を設置して機能を集中化、まあ中央集権化し

てきたわけです。それがずっと今まで続いて、アメリカの大学では基本的には最低でも 1 つ以上

の IR オフィスが設置されているわけです。それで第三段階、近年になりますと、これは日本の大

学でも一緒ですけども説明責任の要求というのが非常に強くなります。アメリカの場合には州政

府が基本的には大きな財政支援を行っていますから、その州民に対して、どのように大学の教育

が貢献しているのか、ということを非常に強く問うという状況が出来てきたわけです。ですから、

それまでは大学の、状況と違って大学のアウトカムやプロセスをきちっと説明し評価することを

支援するためのデータが必要になってきた、ということで、第二段階から第三段階のこの時期に

なって、大学のマネジメントをどうするのか、というところに興味関心が随分シフトしてきた、

ということが言えるわけです。 

 

 

＃８ 

そこで日米の背景の違い、ということですけど、今の表を見てみますと日本もいろんなところで

当てはまるんですよね。例えば、日本における IR の機能、最近でもよく、いろいろと議論されて

いますが、学生調査を中心とした教育の調査研究、いろいろやってます。授業アンケートしかり、

様々な卒業生調査しかりですね。いろんな形で調査をやってますけど、これはアメリカは第一段

階のころからずっと手をつけてきた領域ですね。それで、その組織をじゃあどうするのか、で、
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それが分散している状況、ということを考えれば、日本も、先ほどのレポートの話じゃないです

けど、いろんな事務各課を中心に、何らかの機能を担っている、という意味では、第一段階。学

生の減少、景気後退、つまり高等教育機関に対する補助金の低下という点でいけば第二段階にな

りますし、アカウンタビリティの要請ということでは、日本もありますが、アメリカで言うとこ

ろの第三段階、と様々にあります。 

アメリカが長年かけて築き上げ

てきた IR の組織、また機能とい

うものが、じゃあ日本の大学にそ

のまま導入するとしたときに、果

たして機能するのか、ということ

を考えると、随分段階が違う、と

いうことを見てもお分かりのよ

うに、必ずしも機能する保証はな

いわけですよね。ですから日本の

大学は独自にやはり考えていか

なくてはならない、ということに

なります。 

 

 

 

＃９ 

それでエンロールメントマネジ

メントに関しましては、あとで嶌

田から報告があると思いますの

で、飛ばします。1 つ、頭の隅に

置いておいていただきたいのは、

エンロールメントマネジメント

では、いろいろな教育改善も含め

てやりますけど、財務的な側面か

らの影響が非常に強い、というの

があります。さきほどの補助金の

話とも関連します。そこのところ

はご留意いただければ、と思いま

す。 

＃１０ 

教育のアセスメントです。本書では第二章で扱われていますが、要は、大学教育の社会に対する

有効性や学生に対する有効性や、学習成果をどうやって計測していくのか、もともとの始まりは

テネシー大学がですね、1970 年代だったと思うんですけど、パフォーマンス・ファンディングを

導入します。そのことによって、それまでインプット、つまり、いい教員を集め、いい学生を集



大学評価担当者集会 2011・第一分科会 

15 
 

めれば、学生は自ずといい状況で卒業していく、という状況から、そうではない状況に変わって

いくわけです。 

つまり、進学率もどんどん上がっ

てきていますし、それまでの伝統

的な学生だけではない大学生も

増えてきた、ということもあって

教育目標に対する学生の学習の

到達状況はやっぱりきちんと見

ていかなくてはならない、という

ことが強く意識されてきたわけ

です。まあ、テレンジーニという

人の言葉を借りれば、「資源から

教育への組織的関心の方向転換」

ということです。ここで言う資源

とは、さきほどのインプットです

ね。手法としては、今日は詳しく説明できませんが、教育への組織的関心への方向転換、総括的

アセスメントというのと、形成的アセスメントというのがよく紹介されてきます。総括的アセス

メントとは、目的をあくまでも対外的に説明するもので、うちの大学はこういう教育をやってい

て、これだけ評価を受けている、というようなアセスメントをイメージしていただければ、と思

います。例えば、典型的には満足度調査というものが、そういうものに当たります。ところが形

成的アセスメント、というのは、どちらかというと改善志向のアセスメントですから、どうやれ

ば教授学習の環境ややり方が向上していくのか、という話ですね。ですから、学習到達度調査な

どをみて、どこに問題があるのか、だとか成績評価の基準をどうやって作っていくのか、まあ、

非常に細かい点で行けば、ルーブリックの作成、といったものになりますが、そういったことが

議論される、ということです。ただ、この両者は当然相容れにくいので、ここをどうバランスを

とって、外にこたえていくのか、というのは、IR オフィスの 1 つの大きな課題だという認識です。 

 

 

＃１１ 

それで、計画策定と政策分析ですけど、計画策定は大学全体の計画策定です。政策分析というの

は、学内で行われる施策ですね、それが実際にどの程度有効たりうるのか、たり得たのか、とい

うことをきちんと検証していく分析です。それで、計画策定は、現在、多くの大学で何からの形

でやられているとは思うんですけど、戦術的な計画策定と戦略的な計画策定の 2 つがあります。

中期目標・計画、という観点から行けば、これは明らかに戦術的な計画策定です。５年、６年の

スパンといえどもそうです。といいますのも、具体的な実行計画が書いてあります。当然、課題

となるのは予算との連動をどうするのか。ある計画を立案したときに、それをきちっと裏付ける

予算をどう手当てするのか、というのは大きな問題なんですが、ご存じの方も多いですが、国立

大学はなかなかここがうまくいきません。アメリカの大学も然りのようです。それで戦略的計画

というのは、要は組織的な変革、根本的な変革を指向するものでして、当然、将来環境をある程
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度予測しながら、それに大学がどう適応していくのか、ということを描く計画ですけども、そう

いう意味では、10 年、20 年の長期的な展望なんですね。 

でもこれにも課題があって、総論

としてはなかなかうまくいかな

い、というのがアメリカの現状み

たいですが、将来環境の予測が非

常に困難、というところがありま

すね。あと、政策分析に関して言

えばですね、ここは時間が無いの

で、あとで読んでおいていただけ

れば、と思いますが、特に教育政

策が中心になりますけど、それを

立案、修正するためのデータまた

は情報の設計、収集分析および活

用、こういったものを目的とした

もので、あると。ところが利害関係者が非常に多い、ということと、そのことが極めてポリティ

カルな動きに陥りやすい、ということが政策分析の 1 つ大きな課題なわけです。ある大学の中で、

1 つの大きな、九大でもそうですけど、組織を立ち上げようとしたときに、人事を含めさまざま

な利害関係があらわれ、そこをどうバランスとっていくのか、ということが非常に大きな問題に

なるわけで、そういう意思決定をどう支援していくのか、ということを考えると、そこは配慮せ

ざるを得ない、という感じです。 

 

 

＃１２ 

まあ、このようなアメリカで行

われている IR の実情をみたと

きに日本での実現可能性、とい

う話ですけど、時間が無いので、

簡単にさらっと、いや本当は一

番肝心なのですが、あとのディ

スカッションでご議論いただけ

れば、と思います。1 つは、ち

ょっと挑発的なタイトルをつけ

ていますが、IR 室は本当に必要

なんでしょうか？、いや、日本

の大学は必要としているのでし

ょうか。個々の関係者のなかで

は、必要だと思われる方はだん

だん増えてきておられるようですけど、全体の意思決定というレベルで見れば、ここの認識、意
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識というものは、そう高くないのでは、ということですね。仮に高くてもですね、さきほどちょ

っと挙げましたけれど、一番重要なのは、ある問いかけ、または課題に対してですね、いろんな

データを関連づけて、求められる情報を当然提供しなくてはなりません。ですので、一部署の中

には留まれないわけですね。それで、分析しようとすると、一定のスキルと専門性が求められる、

つまり、ある特定のリサーチ能力と、全体、横とのつながりを意識したコーディネーションの能

力が当然必要となってくるわけですが、こういった人材をどう育成、確保していくのか、という

のは 1 つの大きな問題です。ということで、人材本当にいるんだろうか、という話になりますが、

私は基本的にいるんだろう、と思っています。これは経験論からしか語れませんが、やはり、デ

ータを集めて分析する、ということは日々の業務の中で多くの方がなされているはずですよね。

そのことをもっと大学のミッションに照らし合わせて、突き詰めていくようなことをやれば、ス

キルは自ずと向上するものだと思っているのですが、ただやはり課題があって、1 つは人事ロー

テーション、もう一つは人材育成の研修をどうやるのか、ということが課題となっている状況が

あります。 

 

 

＃１３ 

それで、IR を実践するきっかけ

として、こういう大学評価コンソ

ーシアムなど、大学評価というの

は極めていい足がかりになるの

ではないか、ということを指摘さ

せていただきます。ただ、当然、

課題もあります。1 つは，一番最

初にも申し上げましたが、大学の

意思決定に仮に IR の機能、また

は IR 室みたいなものを埋め込も

うとしたときに、意思決定にどう

関連づけた制度設計をすればい

いのか、これは非常に難しいわけ

ですね。下のレベルでは当然できません。上の方が動かないとなかなかしづらい、という問題が

あります。もう一つの問題は、横の連携、例えば、調査もの。教育調査であれば、大学研究セン

ター等々いくつかの大学にはありますけれど、評価室等々もあります。こういったところがきち

んと連携して、こういう意思決定を支援できるようなデータ提供をどうやって、やっていくのか、

ということが問題です。最も肝心なのは、誤解されている方が多いんですが、IR というのは、あ

くまでも支援機能ですから、PDCA でいうところのチェックは出来るんですね。action を起こす

のは、別の主体なわけです。IR が活動を起こしてしまうと、これは本末転倒と言いますか、執行

部の権限、または意思決定者の権限ですから、そこに対し如何に支援するかが重要なんですね。

あくまでもバックオフィスとして動く、と。ただ、そのことをいかに促進するのか、というとこ

ろが制度設計上、どうしても必要ということが言えるわけです。 
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＃１４ 

まあ、最後になりますけど、ここ

で鹿児島出身の方いらっしゃい

ます？。手、挙げにくいですよね。

私、鹿児島出身なんですけど、え

え、鹿児島の方はこの言葉よく知

っていると思うんですけど、「泣

こかい 飛ぼかい 泣こよか ひっ

飛べ」と言うんですけど、ぐずぐ

ず考えるより早く行動に移した

ほうがいいよ、移せ、というわり

と強制的な言葉ですけど、今の日

本の状況を見ても、IR への期待

が日増しに膨らんではいるんで

すけど、その実態がよくわからない、という不安も一方で抱えている、そういうジレンマなわけ

ですね。どっから手をつけていけばいいのか、という悩みを多くの方々が持っておられるようで

す。だとしたならば、さきほどもちょっとお話ししましたが、実際に扱っているデータがあるわ

けですから、まずそこからきちんと始めましょう、というのが、ごくごく当たり前ですけれど、

私の申し上げたいことです。特に、対外的な説明と、学内の改善の双方を目的としたときに、ど

ういったデータを扱うのか、ということは当然、教育に関しては、教育目標、自分たちがゴール

とするものを照らし合わせて、そこからどれだけのギャップがあるのか、ということ測らなけれ

ばならないわけですから、そこを考えなくてはならない。ただ日本の大学難しいのは、ここが非

常に曖昧だ、というわけですね。だから常に見直しが必要なんだと思いますけど、まあ、そうい

ったことをやりながら、実践して、共有して、議論していく、ということを広くやっていくこと

で、土壌が作り上げられていくのでは、と思います。そういったところに大学評価コンソーシア

ムも貢献していきたい、と思っております。ちょっと時間が長くなってしまいましたけど、最後

のページに参考文献として挙げておきました。以上です。どうもありがとうございました。 

 

 

参考文献 

Brittingham, B., O'Brien, P. M. , Alig, J.L. ,(2008), Accreditation and institutional research: 

The traditional role and new dimensions, New Directions for Higher Education, Issue 141, 

69-76. 

Fincher, C. , (1985) “The Art and Science of Institutional Research”. New Directions for 

Institutional Research, No.46, 18-37. 

Howard, R. D. (ed.), Institutional Research: Decision Support in Higher Education, 

Association for Institutional Research, 2001 

Knight, W. E. , (2003) The Primer for Institutional Research. Association for Institutional 

Research 



大学評価担当者集会 2011・第一分科会 

19 
 

Peterson, M. W. , (1999) “The Role of Institutional Research: From Improvement to Redesign”. 

New Directions for Institutional Research, No.104, 83-103. 

Saupe, J. L. , (1990) The Function of Institutional Research 2nd Edition. Association for 

Institutional Research 

Terenzini, P. T. , (1999), On the Nature of Institutional Research and the Knowledge and 

Skills It Requires, New Directions for Institutional Research, Issue 104, 21-29. 

Thorpe, S. W. , (1999) “The Mission of Institutional Research”. The 26th Conference of the 

North East Association for Institutional Research. 

Volkwein, J. F. , (1999) “The Four Faces of Institutional Research”. New Directions for 

Institutional Research, No.104, 9-19. 

Volkwein, J. F., (2008), The foundations and evolution of institutional research, New 

Directions for Higher Education, Issue 141, 5-20. 

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』、5、19-34． 

鳥居朋子（2005）「大学におけるインスティチューショナル・リサーチの実効性に関する考察－

米国及び豪州の事例を手がかりに－」『名古屋高等教育研究』、5、185-203． 

山田礼子（2005）「アメリカの大学における管理運営モデルの変遷」江原武一、杉本均編著『大

学の管理運営改革－日本の行方と諸外国の動向－』東信堂、113-137. 

 

 

 

 

 

［平成 23 年 9 月 15 日 於：九州大学箱崎キャンパス］ 

 

 

 

 


