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大学評価担当者集会 2011 第 1 分科会『評価と IR』まとめ 

 

九州大学 基幹教育院  小湊  卓夫 

福岡大学 人文学部      佐藤  仁 

 

小湊：今日は長い時間をかけてのディスカッション、まずはおつかれさまでした。それぞれのグ

ループでどういう議論がなされたのか、ということについては、私も十分には存じ上げて

おりませんけれど、それぞれに有意義なディスカッションがなされたのだろう、と思って

おります。今日は最後の時間を使いまして、これからみなさんが 11 グループで行った議論

のまとめをしていきたいと思います。ただ、まとめ、と言っても何か結論が出てくる話で

はないかもしれません。場合によっては、ただ、ある課題に対する解決策のきっかけだと

か、考え方だとか、そういったものがいくつか出てくる可能性もありますので、そういっ

たところを期待しながら、みなさんの報告のサマリーみたいなものを伺いたいな、と思っ

ております。まず、最初に、各グループのポスターを見て回って、どういう状況だったの

か、という報告をしてもらいます。 

佐藤：福岡大学の佐藤です。グループディスカッション中、ちょっと顔を出して、迷惑だったか

もしれませんけど、実は、これを全部まとめろ、という無理難題が僕に与えられていたの

で、いろんなところにお邪魔させていただきました。 

 

＃１ 

今から示させていただくのは、

僕がまとめた、と言いますか、

「ああ、こんなんがあるんだな」

という印象を簡単にまとめた

ものですので、これを突破口に

「いや、うちは、もっと、こん

なんがあるよ」とか「もっとこ

ういう議論もあるんじゃない

か」という点を出し合う出発点

になればいいんじゃないかと、

思っております。 
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＃２ 

まず、問１のデータ収集にお

ける課題と原因については、

だいたいこういうことがあっ

たんじゃないか、ということ

です。まず、目的で、理解と

いう書き方をされていたとこ

ろもあって、非常におもしろ

くていいなあ、と思いました。

システムがあっても入力され

ない、というのはやっぱり、

なにか目的が共有されていな

いんじゃないか、とか、何の

ためにそもそも収集するんだ

ろうか、という、その目的の

共有がまず、なされていないんじゃないか、ということですね。目的がない、プラスでさらにそ

の体制も上手くいっていない、というところも何かしらあるということです。また、部局の理解

を得ることが非常に難しい状況だとか、技術的に使いやすいデータシステムが存在しない、とい

うこともあるだろうし、一番多かったのは、たぶん、ここだと思うんですけど、誰がどこでどう

やって持っているのか、というのが、なかなか把握しきれない。個人のパソコンの中に入ってい

ると、異動があるとどこに行くかわからない、というような状況。これは別に部署間だけじゃな

くて、学部学科も同様で、学部長が代わるといきなりデータが無くなる。そういった状況もあり

得るわけですね。そもそも、集められないデータといったものもあるんじゃないか、ということ

もありました。卒業生のデータをそもそも集める基盤がない、という状況があったりだとか、あ

と、部局ローカルルールという言葉があっておもしろいなと思ったんですけど、いろんな学部で

それぞれにルールがあって、それぞれ勝手にやっているので、なかなか調整できていない状況が

あったりとか。こういった体制・組織の問題が挙げられます。 
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＃３ 

あとは、細かい方法の問題で

す。やはり大きいのは、デー

タ定義、基準日がどうも不統

一になってしまっているんじ

ゃないか、とかですね。個人

情報を扱うことになっている

んだけど、そもそもそういっ

たところの体制的なところが

できているんだろうか、とか

ですね。あと、数量データに

できないものが、大学内には

あるんだけれど、それをどう

やって集めて、まとめて行く

んだろうか、という方法的な

ところも、やはり課題として存在するんだろう、と思います。 

 

＃４ 

こういった課題を解決するた

めに、どういうところが挙が

っていたのか、と言うと、や

はり大きかったのは、目的の

明確化、というところがあり

ます。ところどころ言葉を勝

手に使ってしまっているので、

申し訳ないですが、ポリシー

というところを非常に焦点を

当てていたところがあったん

ですけれど、そのポリシーを

明確化しましょう。そしてそ

のポリシーを共有していきま

しょう、というこういう流れ

が重要なんじゃないか、ということですね。当たり前ですけど、データ定義、基準日を何かしら

設定できる機会があるべきだ、と。ここにはもしかしたら、国レベルの議論、といったものが必

要になってくるかもしれないわけですけれど、大学の多様性を考えた場合、そのバランスを上手

くどうとるのだろうか、といったような議論もあると思います。やはり組織の問題になると、学

長とか執行部のリーダーシップをどう考えるべきか、というところ。ときには、上から「やれ」

っていうことも必要なんじゃないか、ということですね。システムがあっても入力しないのは、

インセンティブがないからかもしれない。その場合、インセンティブをどうつけるか、という問
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題も出てくるだろう。もちろん執行部の理解が必要だし、その理解があってこそ、はじめてデー

タ収集のニーズが発生するんじゃないかな、というところです。こういった大きな課題解決のな

かで、これから今後進んでいくのだと思うことでもありますが、やはり部署間の連携を強化しな

ければならない。誰がどこに誰がどこでどうやって持ってるのか、というのをそもそも知らない

限りは、データの収集は始まらないんじゃないのか。もし、データを一括して集約するんだった

ら、どうやって議論していくのか、というやはり組織間の連携強化といったところが始まってく

る議論なんじゃないかな、という風に感じました。 

 

 

＃５ 

内部質保証システムについて

は、なかなかそこまで時間が

回らなかったところが多かっ

たと思うんですけれども、い

くつかのところでは、そこま

で議論をされていたかと思い

ます。アウトカムデータの必

要性というのは、PDCA を回

すためには、どうしても必要

になってくるだろう、という

ところです。ただし、それは

やはり、指標設定が難しいだ

とかですね、でもアウトカム

データが必要なんだというこ

とが、逆にデータ収集が重要なんだ、ということをより際立たせる、というか、この両者の関係

性があります。内部質保証を進めるためにはデータ収集が必要不可欠だということから、こうし

た関係性が明確になると思います。あと、単にデータを集めることから脱却しなければ PDCA サ

イクルは回らない、というところ、これも先ほどのグループの言葉をそのままパクってしまって

申し訳ないのですが、「魂のこもったデータ」というのが僕の中で響いた言葉だったので。いわゆ

る単純にデータを集めるんじゃなくて、現場で何が起こっているのか、という、大学をよくした

いという想いから各職員の方々が働いている、そういった状況の中でデータを地道に集めていく、

ということですね。そこからまずデータを理解することによって、次につながるアクションに結

びつくのかな、というようなところですね。こういったものが、やはりデータとしては、必要に

なってくる、というような議論があったかな、というところです。もちろん、このほかにもいろ

いろ議論があるかと思いますので、いろいろ出していただければ、と思います。 

 

 

小湊：いろいろ漏れはあるかもしれませんけど、大雑把にまとめていただいたもののようです。

11 グループありますので、それぞれのグループの中でどこに重きを置いてどのように議論
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したのか、というのは、それぞれニュアンスが違うと思うんですね。ですから、このまと

めの中で、くみ取れていない部分、漏れている部分もいろいろあるかもしれません。ぜひ

この場を設定しているのですから、みなさんのほうから、今までの報告の中で、補ってお

いたほうがいい点、またはもう少し違う観点から、こういのもある、というご意見等々あ

れば、コメントでもかまいません、是非積極的に出していただきたいのですが、いかがで

しょうか。といっても、すぐにパッと手が挙がらないところが日本の奥ゆかしい文化なの

で、まずは全体をまとめたファシリテータの方から口火を切っていただこうかと思います

が、ファシリテータの方、お願いできないでしょうか。それぞれの自分たちのグループで

話された中身にもとづいて、もう少し具体的なお話がいただければ、と思いますが、いか

がでしょうか。 

 

中村：日本福祉大学の中村です。 

これまでの本学での IR部署に

寄せられる分析課題は、長・

中期経営計画から教員が必要

とする学生別の在籍、退学状

況や成績に関するデータの提

供等、経営に資する政策判断

材料の提供から、教育現場か

らの教育や業務遂行支援材料

の提供まで、幅広い分野で求

められています。そのような

状況の中で、本学に必要な分

析課題とＩＲ部署が担うべき

分析課題の整理が必要であり、

このことは逆に言えば、担当

課室が担うべき分析課題も存在するという認識でいます。どのような分析も、IR 部署に依

頼すれば解決するということでは、IR 部署は雑務に忙殺され、本来の機能は発揮できませ

ん。したがって、まずは、学術的にも明らかになっていない、かつ各大学の状況によって

も異なる、IR 部署が担うべき分析課題の範囲を明らかにすることが必要であると考えます。

もっとも、初めから IR 部署が担うべき分析課題の全てに対応できるわけではありませんの

で、IR（業務）の学内への浸透という視点からも、分析課題の中でプライオリティをどの

ように設定して、業務範囲を拡大していくのかという戦略が必要となってくると思います。 

小湊：コメントという側面からのご意見という風にお伺いしましたけれども、実は、昨日、プレ

イベントでその辺に関わる話はみなさんと議論したつもりではいますけれども、どうでし

ょう、フロアの方で今のご意見に対して、何かコメント等があれば、是非お願いしたい、

と思っていますけれども。小さなデータ、まあ、小さな、というのは、主観的ですから、

細かなデータを集めて、局所的な課題への対応、解決を支援するようなデータと、あと大

学組織全体に関わるようなデータ分析ですね、確かに、両方２つありますが、それぞれ極
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端な形でご紹介されたのかな、と思いますが、それが一つの IR という言葉で括ってしまっ

ていいものかどうか、ということに関して、疑問を少し持たれているわけですね。その辺

に関していかがでしょうか？ 

中村：IR の活動の拡大という意味では、小規模調査から大規模調査へと拡大する流れが自然かも

しれません。しかし、必要データの各課室からの収集や IR（業務）の浸透という意味にお

いては、先述のとおり戦略的な IR 業務の拡大方法があると思います。米国の大学では、政

策形成、意思決定支援のための IR という事例が見受けられますが、これは、経営幹部教職

員への IR の浸透を図る上では効果的であり、結果的にこれらの教職員から現場教職員への

浸透を図る方法も一案かもしれません。 

小湊：どうでしょうか、実際にデータを扱う IR のセクションを持っている大学は、そうそう多く

はない、と思うんですけど、その辺に関してのコメントはいかがでしょうか。 

 

小湊：それではですね、昨日、全体の話をさせていただいた立場から、少し意見だけ述べさせて

いただきたい、と思います。確かに、政策形成、意思決定支援というのは、アメリカの IR

でも目標とする一つの大きな方向性なのですけど、それが実現できている大学がどれだけ

あるか、というと基本的にはほとんど無いわけですよね。大規模な大学は十数名からのス

タッフを抱えているので、役割分担として政策形成支援を行う IR オフィス、というのはあ

りますが、数が多くないんです。ほとんど多くの IRオフィスは少人数で構成されますから、

そこで基本的に関与できないわけですよね。ただ、彼ら自身が専門職としての立場をきち

っと確定して、存在意義を示したい、という意向があるので、向こうの論文でもそうです

けど、IR の向かうべき方向性として、そういう議論がなされているのは、承知しているつ

もりです。ただ、日本は、その組織自体の中で、IR 的な機能をどう位置付けるのかという

議論さえ、なかなかこう、まだ十分に起こってきていない状況なので、いきなりその辺の

話をするっていうのも難しいかな、と。共通の土台がまだできていないのかなあ、という

気が個人的な印象としては、あります。だとするならば、じゃあまずは、IR オフィスがど

ういうデータを集めて、どこに学内で貢献していくのか、という足固めをするとなれば、

やはり学部・研究科等々、教育ユニットからの信頼を得る、というのは、一つの方向性と

してあっていいんじゃないかという気が個人的にはします。といいますのも、データを集

めて分析するというスキル自体を考えた場合に、それが例えば、理工系の先生方だったら、

そういうことを得意とする先生も多いと思いますが、それが人文社会系、特に、私学の場

合、人文社会系がわりと中心のところが多いですよね。まあ、社会調査をやられる先生方

は別かもしれませんけど、決して、みなさん統計になじみがあるのかというと、そうでは

ない中で、そういった意味での素人集団の教授会がそこまでできるのか、そして特に高等

教育の文脈を含めて分析をする、となるとなかなか荷が重いと感じられるかもしれません。

だとするならば、そこを積極的に担っていくのが一つのやり方としてあっていいのかもし

れない、という風に個人的には思いました。この辺についてどうでしょう、他にご意見あ

るかたいらっしゃいますか。 

 

小湊：無ければ、そのほかの点についても、せっかくグループディスカッションでいろいろ議論
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していただいたわけですけど、コメント等あれば、よろしくお願いしたいと思います。 

 

藤井：さきほど佐藤先生にまとめていただいたスライドで、「大学をよくしたい」という想いでデ

ータを収集する、というのが印象に残ったというのを紹介されていたのですけど、それと

関連して、私たちのグループでディスカッションを行った中では、教員の業績データの入

力がなかなか、どうしてもなかなか上手く進まない、というのがあって、それはどうした

らいいか、というのはまだ具体的な解決策が出ないまま課題として残りました。このこと

はちょっと私としても課題として考えていきたいと思っていて、さっきの「大学をよくし 

たい」という想いでデータを

収集する、という観点から行

くと、先生たちは大学をよく

したいという思いで自分の業

績を入力するようなことがあ

るのだろうか、ということを

考えました。先生たちの業績

入力のインセンティブに、「大

学をよくしたい」という想い

を活用することはありうるの

か、そうでないのか、を考え

たいと思います 

 

 

小湊：なかなか難しい問題ですよね。何が難しいかというと、私たちのグループでも少し問題に

なりましたけど、教員の活動実績を示すデータ収集、おそらくいろいろな大学が固有のデ

ータベースを持っているかと思います。立ち上げの段階では、入力率は、一生懸命がんば

って、お願いするもんで、それなりの入力率になっているんだろう、と思うんですけど、

最大の問題は、その更新率ですよね。私も名古屋大学の評価室におりましたが、あまりも

う出ちゃった大学のこと言うのもなんですけど、当時のデータ更新率はかなり低かったと

記憶しています。そういう状況です。そうすると何のためにデータベースを構築して、デ

ータを集めているのか、ということが非常にわかりにくくなる。活用したい、と思う側か

らしても活用しにくい状況があります。「想い」として教員がどういう想いを持っているの

か、というのはあるんですけど、それは置いても、データの更新をどうするのか、という

のは一つ大きな問題です。これは教員データのみならず、他のデータベースもそうですよ

ね。業務データベースは上手くいっているのかもしれませんけど。その辺について、何か

ご意見等あれば、お願いします。 

藤原：立命館大学の藤原です。私たちのグループの中で、教育情報のデータの入力の件も一つの

トピックとして意見交換がありました。入力率が低い、という問題点の他に、入力の内容

の部分でそれぞれ量とか質、とくに質が異なる部分がある。したがって、入力率だけに注

目する部分もあれば、その中身がどうなのかというところも一つ、着眼点としては、あり
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得るのかと考えます。例えば、一つの事例として挙がっていたのは、シラバスの内容に教

員間で差がある。これを、データ収集の一方で、中身の部分をどう見ていくのかというこ

とも課題として挙げられていたかと思っております。また、教員業績のデータからは少し

離れてしまうのかもしれないのですが、佐藤先生にお示しいただいたハンドアウトの中で、

運用の特殊性みたいなことが挙がっていたかと思うのですが、これに関しても芸術系、あ

るいは音楽系の大学に於いては、何を以て教員の業績として見るのかということで、なか

なか数値化しづらい、客観化しづらい部分ということも多分にあるのかと思っております。

これは、そういう学系の学部を有していない大学に於いては、なかなか理解しづらい部分

があるかもしれないんですが、そういうところは改めて確認が図れたのかという印象は持

っております。 

小湊：はい、ありがとうございました。教育情報の公開という観点から、それぞれの大学の特徴

を示すデータ項目を見るとずいぶん差がある、というコメントもございましたけれども、

中途半端なのですが、時間が 40 分きっかり、ということで、本当はもう少し話を広げなが

ら、だいたいどの辺に合意が取れそうか、というというのを探っていきたかったんですけ

ども、ごめんなさい、時間がもうあまりありませんので、みなさんからのご意見というの

は、ここで一旦、中断させていただきたいと思います。一旦、中断というのは、このあと

終わった後ですけど、それぞれのグループごとにファシリテータの方を中心としまして、

みなさま方、ポスターを作っていただきましたが、ポスターの中身をこちらでまずデジタ

ルデータに起こします。起こして、報告書に載せようと思っています。そのときにそうい

う内容でいいかどうか、また補足した文章の説明等々必要であれば、ファシリテータの方

を中心にグループの中で、少しメールのやりとり等でですね、資料を作っていただこうと

思っておりますので、そこで今日言えなかったご意見等があれば、是非盛り込んでいただ

ければ、と思っております。では、長丁場になりましたけれども、これで第一分科会を終

了したいと思います。どうもみなさまおつかれさまでした。そしてありがとうございまし

た。 


