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まえがき
これまで２年間に渡って、「評価と IR」という共通テーマで本分科会を実施してきました。平
成 23 年度は「データ収集編」、平成 24 年度は「分析編」と題して、全国から参加いただいた皆
さん（評価担当者、データ分析担当者、それらに関係する方々）と、課題と解決のための議論を
行ってきました。今年はいよいよ「活用編」として、集めた情報をどのように活用すれば、改善
（意思決定支援）が図れるのか、ということを議論したいと考えていました。
まず、「意思決定（Decision Making）」というと、どうしても責任者がマネジメントを行うこ
とを意味する印象がありますが、本分科会では、組織のボトムである各現場での判断（Decision）
からトップである管理職による決定も含めたものを意思決定と考えることにしました。その意思
決定を効率的、効果的に行ってもらうためには、さまざまな支援（Decision Support）が必要に
なり、その意思決定に関係する者（評価担当者、IR 担当者およびその周辺業務に従事する者）を、
「意思決定支援者」と呼ぶことにしました。例えば、評価担当者は、PDCA サイクルの中で、過
去の実績を踏まえながら、現状を把握することを基本的な業務としています。また、チェックを
示す評価結果（現状把握）は、次のアクションを示す意思決定（および判断）のために用いられ
ることを期待しています。ただし、現状ではその連関がないため、評価が改善に活かされない、
という現象が生じています。そのような状況を補う機能として、IR（Institutional Research）
が注目されています。
米国では、IR が、意思決定支援（一定程度の改善へ向けた支援）を行っていますが、IR 自体
は、意思決定を行っていません。あくまでも意思決定し、改善を図るのは、管理職や各現場であ
り、IR は、裏方のスタッフや名脇役のような役割を果たしているわけです。また、米国の IR は、
米国特有の事情や必然性の上に成り立っており、同じ機能をそのまま日本の大学に持ってきても
うまく適合するかどうかはわかりません。しかしながら、米国の IR 担当者と日本の評価・IR 担
当者が実際に会って業務の話をしてみると、各大学で置かれている環境は全く異なるにも関わら
ず、なぜか話が通じることが分かってきました。それは、日米問わず（というよりたぶん世界中
で）、大学とは「学生を受け入れて、学修させて卒業させる」という基本機能については変わらな
いと言うことです。そのため、大学人としては、学内のさまざまな情報に触れることで、課題や
問題点を見つけ、これらを何とかしたい、という思いは万国共通なのではないか、と考えていま
す。加えて、そのために管理職や各現場が行わなくてはならない改善へ向けた支援をきっちり行
うことについて、困っている箇所も案外変わらない、という印象を受けました。日本でも、さま
ざまな方が、さまざまな方法で大学の改善に取り組んでいますが、我々のような評価担当者（IR
担当者およびその周辺業務に従事する者も含む）は、多くの課題を網羅的に知ることができる立
場にあることから、そういう意味では、改善へ向けた支援を行うには非常に適したところに位置
していると考えられます。
このように、意思決定支援者がどのようにして意思決定を支援していくか、そこが評価を評価
で終わらせない鍵、データ分析をデータ分析で終わらせない鍵となる部分だと考えられます。で
は、そこをどのように具体的に取り組めば良いのか。それを今回、参加者の皆さんの知見を集め
て、考えて行きたい、と考えました。
それらを議論するために、直接使えるかどうかは別として、米国が積み上げてきた事例の中か
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ら、本担当者集会ではこれまであまり取り上げてこなかった大学の意思決定に関する理論を紹介
し、米国における IR による意思決定支援の実際と、それらがどのような仕組みで動いているのか、
ということを紹介していきました。
「評価を評価で終わらせずに、どのように改善に活かすのか」というのは、この担当者集会が
第 1 回目から考えているテーマです。このシンプルだけど、難しいテーマについて、米国での理
論、事例などの紹介も織り交ぜながら、皆さんの知見を集めて、解決策を模索していきましたの
で、ご覧いただければ、と思います。

平成 25 年 12 月 25 日
大学評価コンソーシアム 副代表幹事
（茨城大学 評価室 助教）
嶌 田
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実施概要
１．日時・会場
平成 25 年 8 月 23 日（金）１０：００－１６：００
神戸大学 瀧川記念学術交流会館 2F 大会議室
２．タイムテーブル
10：00～11：50 講義編
10:00－10:25【25 分】趣旨説明・講義 1（嶌田）：「評価と IR：これまでとこれから」
10:25－11:15【50 分】講義 2（浅野・本田）：
「米国における IR による意思決定支援と我が国で
の活用について」
11:15－11:25【10 分】休憩：質問・感想ペーパーの回収
11:25－11:55【30 分】質疑応答
13：00～16：00 討論編
13:00－14:25 グループディスカッション
14:25－15:00 ポスターセッション
15:00－16:00 全体討論とまとめ
３．班分けについて
今年度も昨年度（分析編）同様、各班が架空の大学の評価セクションという想定でグループ討
議を行っていただくので、なるべく多彩な面々で班を組めるように工夫した。なお、各グループ
における司会、書記、まとめ役、報告者などの役回りについては、運営スタッフ側から特に指定
はせず、各班の判断に任せた。
４．参加者について
○ 参加者について
第一分科会には、計 56 名の教職員等が参加した。参加者の属性分析には、申し込み時に参加者
からご提供頂いた所属や職種等の情報を基に作業を行った。なお、
「参加者」とは、国公私立大学、
短期大学及び関係機関の「通常会員」であり、運営スタッフである「幹事」及び「運営協力者」
を除く。
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職種別詳細（N=56）
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職種別の参加者比率では、職員が 84％及び教員が 16％であった。また、職員の職層を「課長
等」及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」、
「准教授」、
「講師」及び「助教」に分けて示
した。職員の係長・係員等が 55％と最も多く、次が職員の課長等で 29％であった。職員の参加
が多いのは、評価と IR」と題したテーマで３年間にわたって実施してきたこと、本集会が実務的
な内容を扱った研修会であることと「一定程度整合的なデータと考えられる。

性別詳細（N=56）
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性別では、男性が 86％及び女性が 14％であった。また、職種別とあわせて確認すると、男性
職員が 73％と最も多く、男性の係長・係員等が全体の 48％を占めていた。
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所属区分別では、国立大学が 55％を占めており、私立大学が 29％、関係機関から 9％の参加が
あった。地区ブロック別では、九州・沖縄地区の参加者が 23％と多く、近畿地区が 20％、関東
地区が 19％であった。北海道及び東北地区からの参加者は計 9％と少なかったが、他の地区ブロ
ックからは満遍なく参加していた。
地域ブロック・所属区分別と職種別をあわせて確認すると、国立大学職員の参加状況として、
九州・沖縄地区の 14％、中部地区及び中国・四国地区の 9％が多かった。また、私立大学職員の
参加状況として、関東地区及び近畿地区の 7％が多かった。

地域ブロック・所属区分別（N=56）
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（藤井［名古屋大］・大野［鳥取大］
・嶌田［茨城大］）
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第一分科会「評価と IR －これまでとこれから－」（作業説明と若干の解説）
茨城大学 評価室
助教 嶌田 敏行

「評価と IR －これまでとこれ
から－」ということで、これま
での動きとこの分科会の主旨、
そして「評価と IR」とは何なの
か、ということについてお話し
させていただこうと思います。

配付資料ですが、普通に印刷し
ていただければ、これらがある
はずです。ない場合ですが...、
手持ちの予備がすべてなくなっ
てしまったので隣の方に見せて
もらってください。
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本日の第一分科会のタイムテー
ブルは左のスライドの通りです。
（記述省略）

「評価と IR」なのですけど、評
価とは何ですか、と言いますと、
端的に言えば、目的などに照ら
してある時点でどういう状態に
なっているかを調べる行為、知
る行為、つまり現状把握です。
次に何をすべきかを調べるとい
うのが、評価を行う一番の目的
となります。
「次に何をするべき
か」ということをやりたいわけ
ですが、我々評価担当者は、報
告書づくり、と言いますか説明
責任のための評価を結構な時間
を割いてやっております。では、
IR は何なのですか、というと、これも端的に言えば意思決定支援です。英語の教科書とかには、
「Decision Support」って書いてあります。データを有用な情報へと変換し、意思決定や現場で
の判断にデータを活用していただけるような支援するわりと地味な仕事でございます。
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「評価と IR」というタイトルで、
これまで３年間、データの収集、
データの分析、情報の活用とい
うことで分科会を開催してきま
した。最初の年はデータ収集編
ということで、何をやったのか
と言いますと、まずは改善や評
価や IR にはデータ収集が最初
だろう、ということで、とにか
くデータを集めてこないことに
は我々は仕事が始まらないわけ
ですから、それをやるときにど
のような課題があるのか、その
課題についてみなさんで議論し
ていった、というのがこのときの会です。

結論としましては、データを提
供してくださる現場、集める
我々、指示を出す上の三者で、
なぜデータを集めるのか、とい
う目的が共有されていないと、
非常に苦しいわけですね。要す
るになぜいいデータが集まらな
いのか、と言いますとみなさん
の想いがバラバラだからです。
上は、とにかくデータを集めれ
ばいい、とか、現場ではとにか
くエクセルを埋める、みたいな
感じになっていて、なぜ、もし
くは、何が知りたくてこのデー
タを集めているのか、というのがないとみなさん熱が入らないわけですね。また、何のためにデ
ータを集めるのか、ということを共有していかないと、定義なども定まっていかないのではない
か、というような結論になりました。さらに、例えば、学校基本調査があるからデータを集めな
くては、大学情報データベースにデータを出さなくてはならない、みたいな受け身でやっている
ところから、次にどうすればいいのか。また、単に集めているデータを活用できるようにするた
めにはどうしたらいいのか、みたいなことを考えながら一歩先、データを集めたその先の読みな
がら、データを集めていけば、もう少し建設的なデータ収集ができるのではないか、というよう
9
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な議論と結論になりました。
大学評価担当者集会 2011 第一分科会「データ収集編」
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20110916-1

これらの議論は「データ収集作
業のガイドライン」ということ
でまとめました。１）データ収
集の目的とデータ定義を明確に
して、全学できちんとやりまし
ょう。２）執行部の理解を得て、
協力してもらうことも重要です、
と。３）地縁、血縁というわけ
ではないですけど、日頃のコミ
ュニケーションというわけじゃ
ないですけど、データが欲しい
ときだけ「よこせ！」って言っ
てもなかなかうまくいかないで
すよね。インフォーマルに日頃
からおつきあいしておくのが重要です。
評価業務のガイドライン
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline

次の年が「評価と IR」データ分
析編ということで、評価活動や
IR 活動を実施する上で、データ
分析をするわけですが、その時
の課題は何ですか、ということ
について、去年、この会場で議
論させていただきました。アメ
リカの IR 担当者がよくやるよ
うな数値分析については、日本
の大学では、まだ、あまり行わ
れていないのです。そうなりま
すと、我々評価担当者が行うデ
ータ分析って何ですか、という
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と、各部局から集まってくるテキストデータ、つまり状況の記述、プロセスの記述を分析して、
うちの大学がいまどうなっているのか、ということを行うわけです。このような日本独特の数値
データではないテキストデータのとりまとめみたいな作業を通じて、単なるデータを意味のある
情報に変換させているわけですので、それをどうやったら効率的にできるのかという議論をさせ
ていただきました。

そのときにもいろいろ出てきた
わけですが、目的と言いますか、
目標や計画が曖昧だと現状把握
が困難になるわけです。ですの
で、計画策定などをやっている
際に、そのような企画部門や計
画部門に支援をしていくと、最
終的に自分らが評価作業を行う
ときにも楽が出来る、というわ
けですね。
「あれやりました。こ
れやりました。」というようなや
った結果を表層的に伝えるので
はなくて、
「やった結果どうなっ
たんですか？」ということをき
ちんとまとめていかないと、単に現象論的記載で終わってしまうわけです。例えば、地域貢献活
動としてシンポジウムをやりました。参加者は３０人でした、となっても、
「で、どうなったんで
すか？」ということがないと、次にどうするか、というところに話がつながっていかないわけで
すね。
留意点の２番目としましてはで
すね、評価担当者になったばか
りのころは、例えば、部局さん
から出てきた記述に対して、こ
れはダメだ、これはマズイ、と
いうダメだしは、わりとすぐに
出来るようになります。その部
局さんは、当たり前だと思って
やっているんだけど、実は結構
いいことをやってるみたいなと
ころを褒めて伸ばしてあげるみ
たいなことが出来て一人前なの
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ではないか、というような話が出てきました。いいか悪いか、ということをどうやって判断する
か。それにはデータや根拠を以て、それを判断するわけですよね。褒めるということはけなす以
上に、そういうことに気を遣わないと単なるお世辞になってしまうので、優れている点をきちん
と相手に説明できるようになって評価担当者、IR 担当者としては一人前なのかな、というような
感じでした。
評価業務のガイドライン
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline

では次に、大学の改善のために
どうしたらよいのか、という話
です。評価を単なる評価作業で
終わらせないためには、改善へ
の意思決定に大学全体が向かっ
ていく必要があります。そうな
ると、現状把握で得た情報を、
どのように意思決定支援に活か
すのか。つまり、今回のテーマ
でもある「評価と IR」の改善へ
の活用を最終的には考えていか
なくてはならないわけです。

大学という組織がどういう組織
なのか、というのは大学人は分
かるわけですが、大学の外にい
る方には結構分かりにくいです。
例えば、数量的に把握可能な「利
潤」みたいな形で使命が達成で
きたかどうかなかなかわからな
いわけです。
「いい学生を育てま
す」って言っても「じゃあ、い
い学生って何ですか？」みたい
なことになるわけで、非営利組
織故のわかりにくさがあるわけ
です。また、大学の組織運営に
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参加したり意思決定に関わる様々な人たちの権限が不明確と言いますか、あるときには教授、あ
るときには委員長、あるときには副学長のように安定していない。さらに、学問の自由に保護さ
れた雇用者がいて、経営に文句を言ったり、多くの卒業生を抱えたりしないわけですね、企業さ
んは。また、リーダーシップなんかも、学内外からいろいろ制約を受けるわけです。文科省の政
策に学内政策は影響を受けますし、お金の面でも国立大学は国からの補助金に頼っていますので、
大学としてこうしたい、というものが、なかなか展開できない、というようなところがあります。
る役割は実際的というよりは相当象徴的。

ここは、意思決定者は、大学の
マネジメントの中で、多様な意
思決定哲学を用いるので、IR 担
当者はそれを理解していた方が、
意思決定支援がやりやすいでし
ょう、という話です。
（もう少し
勉強しないと、表層的なお話し
か出来ないので、今回は紹介だ
けに留めておきます。なおご興
味のある方は、こちらをご覧く
ださい。ゲイリー・マクラフリ
ン、リチャード・ハワード（林
隆之訳）「第６章：IR の理論・
実務・職業倫理」『IR 実践ハン
ドブック』）
この分科会でのテーマは、改善
のための意思決定をどのように
支援するのか、という話になり
ます。では、この分科会で扱う
意思決定はどの範囲なのか、と
いうのを少し整理します。まず、
「意思決定（Decision Making）」
というと、どうしてもトップと
言いますか、マネジメントの責
任者の方が行う話で、確かにそ
うなのですけど、この分科会で
は、組織のボトムと言いますか、
各現場でいろいろ判断したりす
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るのも、トップが決めるものもすべて意思決定でしょう、と考えることにします。トップだけで
はなく、判断を支援してもらいたいすべての人という全体の話だと思ってください。

次に、意思決定支援者とは何な
のか、という話ですが、その意
思決定を効率的、効果的に行っ
てもらうためには、さまざまな
支援が必要になるわけですよね。
結局、何かを大学で決める、と
いうときに、当てずっぽう、と
言いますか、雰囲気で A 案にし
ますか、B 案にしますか、と決
めてしまうわけにはいかないわ
けですね。実際には、そうやっ
てますが。そこのところをどう
やったら、効率的に役員会や評
議会が判断できるのか、という
ところでどう支援するのか、という話です。そういうのを支援するスタッフはいろいろいるわけ
ですが、評価担当者や IR 担当者などは、あきらかに「意思決定」を支援する業務に携わっていま
す。評価担当者や IR 担当者などいろいろ呼び方はあるのですが、今日は、意思決定支援者と呼ぶ
ことにします。

評価疲れの原因というのがあり
ます。評価担当者は、PDCA サ
イクルの中で、過去の実績を踏
まえながら、現状が今、どうな
っているの、というのを調べる
わけです。PDCA の C、チェッ
クである評価結果は、次のアク
ションの意思決定のために用い
られるということを、少なく、
我々評価担当者は期待していま
す。心のどこかで評価結果が次
の改善に活かされたらいいなあ、
と思って仕事をしているわけで
すね。しかし、実際には、なか
なかそううまくはいかない、というところに臍（ほぞ）を噛む思いをしているわけです。結局、
14
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報告書ができあがってしまえば、それで上の方は OK みたいなかんじで、あとはヒアリングをど
う乗り切るか、みたいな感じでは困るわけですね。
「出てきた課題なんかをどうするんですか？」、
「大学を何とかしなくちゃいけない」というのを評価担当者は切実な思いとして持っているわけ
で、なかなかみなさん時間もないので、我々としてもどこまで何ができるのか、というところが
あります。そういう釈然としない思いが、評価疲れにつながっているのかな、という気もします。

IR 担当者というのが最近、いろ
いろ聞かれるようになりました。
昨日もシンポジウムでその辺の
話題がいろいろ出てきたかと思
います。現状のいろいろな課題
のある状況を打開するため、と
いう意味もあって、最近、機能
として、IR（Institutional
Research）が注目されているわ
けですが、アメリカでも IR は意
思決定支援は行っているわけで
すが、意思決定をするわけでは
ないので、あくまでも改善を図
るために上の方や各現場が何らかの判断を行うときに脇役の動くわけですね。決める人たちがき
ちんと決められる、楽に決められる、上手く決められる。意思決定が円滑に進むように支援をす
るわけです。主役はあくまでも現場の人たちであり、学長や副学長や学部長なわけです。IR は、
あくまでも名脇役としてうまくやっている、というのが向こうの現場で聞いた話です。

日米の IR の共通点ですが、アメ
リカの IR は、アメリカ特有の事
情や必然性の上に成り立ってい
るわけです。例えば、日本だと
入学した学生の８割、９割はそ
のまま卒業していくわけですが、
アメリカだと入って次の年には
半分いません、みたいな状況に
なるわけですね。半分いなくな
ってしまうのだったら、じゃあ
次の年にどのくらい学生を入学
させないと、自分たちの給料が

15
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払えなくなってしまうのか、みたいな切実な問題があるわけですね。そういうのエンロールメン
ト・プロジェクションということで在籍者予測を立てていかなくてはならないわけです。つまり、
必然性があるから、IR が発達している、というわけです。例えば、こういう学生受入や在籍継続
について、日本では何かしなくてはならない必然性はまだないわけです。このように、日米の IR
の状況はかなり異なるわけですが、そこにいる本田さんやミネソタの IR オフィスに藤原さんとい
う方がいらっしゃるのですが、不思議と愚痴がコボしあえるんですね。
「先生方はあまりすんなり
言うこと聞いてくれないですよね」とか、困り事にはなにか日米共通のバックグラウンがありそ
うなんです。

たぶんですね、大学というのは、
学生を受け入れて卒業させる、と
いう基本機能は万国共通ですか
ら、本質的な課題は、日米でも世
界じゅうでもあまり変わらない
のだろうなあ、と思っています。

評価と IR との融合ということで
す。日本でも、さまざまな方が、
さまざまな方法で大学の改善に
取り組んでいるわけですが、が、
我々のような評価担当者や IR 担
当者というのは、多くの課題を作
業の中から網羅的に把握できる
立場にあります。つまり、改善へ
向けた支援を行うには非常に適
したところに位置にいるわけで
す。

16

大学評価担当者集会 2013 第一分科会「評価と IR：活用編」

では、「意思決定支援者がどのよ
うにして意思決定を支援してい
くか」ということを考えるわけで
すが、これが評価を評価で終わら
せないための鍵、データ分析をデ
ータ分析で終わらせない鍵とな
るわけです。そこをどのように具
体的に取り組めばいいのか。評価
やデータ分析が改善につながる
ためにどうしたらよいのか。それ
が今回、第一分科会でみなさんと
議論していかなくてはならない
課題かな、と考えました。

意思決定支援をする方は学内に
たくさんいます。そのうち評価
担当者、IR 担当者に注目します
と、結構、やっていることはか
ぶるなあ、というが、いろんな
ことを調べたり、実際、業務に
当たっての実感です。
話です。に限った話ではありま
せん。
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評価担当者は、部局さんからの
データを読み込んで、分からな
いところがあれば、部局等に聞
いて、目標に照らした現状がど
うなっているんですか、という
ことを把握することが求められ
ています。実際には、アカウン
タビリティーのための報告書を
作ったりすることが多いわけで
すが、
「評価をやって解ったこと」
というのを評価室や近くの課だ
けでなくて、学内のいろんな方
と虚位有していかなくてはなら
ないわけですね。

意思決定支援者で IR としての側
面ですが、IR 担当者は、データ
を収集、集計しながら、学内外
からの求めに応じて提供してい
く、要するにデータリクエスト
に応えていく、という大きな仕
事があります。また、いろいろ
なデータを意思決定や判断をす
る人にとって意味のあるデータ、
つまり分析などを行って使える
情報に変換しなくてはならない
わけですね。生データをバンと
渡されても、ぱっと見ではわか
らないですよね。つまり、その意思決定のために必要な情報は何なのか、ということを考えて、
データを変換させていていくわけです。それが IR の一番の仕事だろう、と思います。また、そう
いう意思決定が円滑に進むように工夫したり、というところも応用技としては結構行われていま
す。
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これが意思決定支援者能力段階
表ということで、評価的な側面と
IR 的な側面に分けています。評
価的な側面は、「読む・聞く（理
解する）」「書く」「話す（共有す
る）」という能力要素が、
「駆け出
し」のレベルなのか、十分なレベ
ルに「近づいている」のか、「越
えている」ときにはどういう状況
なのか、というものです。
IR 系能力・技能としては、同じ
ものを見ているのですが、データ
の収集、データの分析、情報の活
用ということで分けていて、これは 20 ページに掲載しています。これは、まだいろいろ構築途上
なので、ご自身がどのあたりかな、みたいなところをご覧いただいて、
「おかしいなあ」とかご意
見があれば、それとなくで結構ですので、ぜひお知らせください。

意思決定支援者の能力として 20
ページの表に示していますのは、
基礎的能力です。つまり、「大学
を俯瞰的に見る」「データなど客
観的なエビデンスをもとにもの
ごとを考えられる」「他人の話を
聞くことが出来る（適切な対応が
出来る）」ためのマインドを持つ
ために必要な能力・技能がその表
です。一方、統計の知識や、情報
技術、データベース、高等教育政
策、学内事情などの知識やスキル
セットは、必修ではない、といい
ますが、その大学やその方の適性に応じて上乗せすればいいだろう、というものです。どういう
ことかと言いますと、データベースの専門家を採用しても IR や評価が出来るか、というとなかな
かそこは難しいわけですね。つまり下側のマインドセットがないと、せっかくの能力が意思決定
支援という場面では宝の持ち腐れになってしまうわけです。我々は、日頃、この下側を訓練して
いるわけですね。ですので、そこに「学内事情」について学んだりすれば、さらに意思決定時に
活躍できるわけですね。20 ページの表（ルーブリック）は下側を涵養するための能力・技能の整
理だと思っていただければ、と思います。
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○ 意思決定支援人材の基礎能力ルーブリック（能力・技能要素段階判定表）
［案→継続的に検討中］
能力・技能要素

H25.8.23 第一分科会［資料５］

駆け出しである

近づいている

十分である

越えている

（Not Meeting）

（Approaching）

（Meeting）

（Exceeding）

評

【 読む・聞く（理解する） 】

価

○部局等から寄せられたデータ（テキスト、数値）を読んで

ト、数値）について、上司の説明を受け、 ト、数値）をもとに、上司の支援を受け

数値）をもとに、不足している部分があれば、 に、不足している部分があれば、相手に不必要な不信感を

系

意味を理解できなくてはならない。

それが何を意味しているのかを概ね理解

ながら、不足している部分などを相手に

相手に聞いたりしながら、目的に照らした当

持たれないようにしながら、追加の情報収集を行ったりし

○理解できなければ、部局と相談し、不足している部分を明

することができる。

聞いたりしつつ、目的に照らした当該部

該部局や大学の現状を概ね理解することがで

ながら、目的に照らした当該部局や大学の現状を理解する

部局等から寄せられたデータ（テキス

らかにした上で、加筆、修正、再調査を依頼しつつ、現状を

部局等から寄せられたデータ（テキス

部局等から寄せられたデータ（テキスト、

局の現状を概ね理解することができる。 きる。

部局等から寄せられたデータ（テキスト、数値）をもと

ことができる。

把握しなくてはならない。

【 書く 】

評価（報告）の目的（学外向け説明責任、

評価（報告）の目的（学外向け説明責任、学内向け改善）

任、学内向け改善）をほぼ理解した上で、 学内向け改善）を理解した上で、部局等から

を理解した上で、部局等から寄せられたデータ（テキスト、

なら、どこがまずいのかが分かる報告書を、説明のためなら、 の指導等をもとに一定程度理解した上

部局等から寄せられたデータ（テキス

寄せられたデータ（テキスト、数値）を適切

数値）を適切にまとめ、評価だけでなく評判の向上に貢献

いかに自大学が優れていたり、適法状態で業務を行っている

で、部局等から寄せられたデータ（テキ

ト、数値）を分担してまとめることがで

にまとめることができる。

したり、学内の改善に資する資料を別にまとめることがで

のかを、報告先が理解できるように表現しなくてはならな

スト、数値）の矛盾や不備な点のチェッ

きる。

い。

クができる。

○目的に応じた報告書が作れなくてはならない。改善のため

【 話す（共有する） 】

評価（報告）の目的（学外向け説明責
任、学内向け改善）について、上司から

評価（報告）の目的（学外向け説明責

きる。

評価（報告）の目的について、上司か

評価（報告）の目的に応じて、上司な

評価（報告）の目的に応じて、相手に適切

評価（報告）の目的に応じて、相手に適切な（書き方や

○評価作業で得た知見は、評価作業を直接的に行っているメ

ら説明を受けながら理解し、自らがチェ

どを通して、相手に適切な（書き方や必

な（書き方や必要なデータ等の）助言を行っ

必要なデータ等の）助言を行ったりすることができる。そ

ンバーだけでなく、大学執行部や部局執行部など間接的に参

ックしたデータ（テキスト、数値）につ

要なデータ等の）助言を行ったりするこ

たりすることができる。

の際に、相手が気づいていない優れた点や劣っている点を

加しているメンバーとも共有し、評価作業だけでなく、改善

いて、不備な点や矛盾点について、評価

とができる。

の手がかりにしてもらえるよう配慮する必要がある。

を分かっているメンバー（上司等）と共
有することができる。

集めたデータ（テキスト、数値）のチェッ

データのチェック結果について、不備

ク結果をもとに、大学、学部執行部などへ、

状況に応じて、自発的に大学、学部執行部などへ目標や

な点や矛盾点だけでなく、気がついたこ

その求めに応じて、目標や計画の進捗状況な

計画の進捗状況などの部局や大学の現状を説明し、共有

とをメンバーと共有できる。

どの部局や大学の現状を説明し、共有するこ

し、その上で、何らかの示唆をすることができる。

とができる。また、部下の状況に応じて適切
な指示や情報の共有ができる

IR

データの収集及び集計結果の提供

系

それとなく伝えることができる。

また、メンバーと情報を共有するだけでばなく、部下の
能力を引き出す指導ができる。

部局等からの要望に応じて、相手が指

部局等からの要望に応じて、相手が指

部局等からの要望に応じて、相手が指定す

部局等からの要望に応じて、相手が指定するフォーマッ

○データ収集の目的を明らかにした上で、学内にあるデータ

定するフォーマット（様式、定義）に従

定するフォーマット（様式、定義）に従

るフォーマットに従い、正確で信頼性の高い

トに従い、正確で信頼性の高いデータを収集し、相手に提

を集計し、部局等の要望（指定するフォーマット：様式、定

い、上司等の助けを借りながら、データ

い、一部上司等の助けも借りながら、デ

データを収集し、相手に提供することができ

供することができる。また、データの利用目的に応じ、デ

義）に従って、データを提供できなければならない。

を収集し、集計の上、相手に提供するこ

ータを収集し、集計の上、相手に提供す

る。現場やデータベースなどの収集フォーマ

ータを追加して提供したりすることもできる。

（データベースなどがあれば、その利活用や管理なども IR

とができる。相手からの質問に対し、上

ることができる。相手からの質問に対

ット（様式、定義）などについて熟知してい

担当者の業務の範疇に含まれるであろう。）

司やデータ提供元と相談しながら回答で

し、自力で調べて回答できる。

る。相手からの質問に対し、的確に回答でき

きる。

データの分析及び情報提供（データから情報への変

現場やデータベースなどの収集フォーマット（様式、定
義）などの改善提案を行うことが出来る。

る。

部局等からの要望について、概ね理解

部局等からの要望に応じて、概ね相手

部局等からの要望に応じて、適切に理解し

部局等とのやりとりを通して、相手が本当に望んでいる

換）

し、上司からの指導等をもとに分析作業

に説明することが可能な分析手法を用

た分析手法を用いて、レポートを報告するこ

情報を含んだレポートを、警戒感などを持たれず（信頼感

○学内にあるデータを部局等の要望に応じて、彼らの意思決

を進めることができる。

いて、レポートを報告することができ

とができる。

を持たれている中で）に報告することができる。

定に資する情報へと変換しなければならない。
○そのためには、相手が求めていることを理解し、適切なコ

相手との打ち合わせ等は、上司に同席
してもらわないとなかなか進みにくい。

る。
また、しつこく思われないない程度に

ミュニケーションをとりながら、最適な手法を用いて、相手

内容を相手と確認しながら作業を進め

に分かりやすいレポートを作成する必要がある。

ることができる。

また、報告内容について、依頼者と適切な
打ち合わせをしたり、必要に応じて他の専門
家の意見なども参照できる。

能力・技能要素

IR

情報の活用（改善支援）

系

○IR が意思決定支援であれば、集めたデータ、分析した結果

駆け出しである

近づいている

十分である

越えている

（Not Meeting）

（Approaching）

（Meeting）

（Exceeding）

の情報などを、意思決定に活用してもらわなくては、その存
在意義が問われるだろう。

○この部分については、明日２３日に第一分科会に於いて、
議論を行い、その結果を使って、作成する。

○ 意思決定支援人材の応用能力について
意思決定支援人材の能力は基礎的部分（主としてマインドセット）と応用部分（主として知識・スキルセット）に分けられる。応用部分については、想定される応用能力（求められたり、本人
のキャリアによって持っている能力）としては、統計、計画立案支援、学生調査、エンロールメントマネジメント、大学経営、学務事務、教学マネジメント、IT、データベース、プログラミング
（データ解析）、プログラミング（業務ソフトウェア製作）、高等教育事情（法令、答申、政策動向）、学内事情、手続き論などが想定される。これについては、十分か不十分か、という尺度は、そ
の大学や担当者によって異なるため、このような形のルーブリックではなく、意思決定支援者としてどのようなレベル（初級、中級、上級等）なのかをどうかを示すことになると考えられる。
能力・技能要素
統計、計画立案支援、学生調査、エンロールメントマネジメント、
大学経営、学務事務、教学マネジメント、IT、データベース、プ
ログラミング（データ解析）、プログラミング（業務ソフトウェア
製作）、高等教育事情（法令、答申、政策動向）、学内事情、手続
き論など

初級

中級

上級
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講義２「米国における IR による意思決定支援と我が国での活用について」
浅野 茂（神戸大学*）
本田 寛輔（メイン州立大学アーガスタ校）

嶌田：「米国における IR による
意思決定支援と我が国での活用
について」ということで始めさせ
ていただきたいと思います。

嶌田：米国のインスティテュー
ショナル･リサーチが日本に紹
介されて数年経つわけですが、
IR とは何かみたいな話が定まら
ないままに様々なことが解決で
きる「魔法の杖」のように思わ
れている節があります。
浅野：昨日の議論や本田さんの
コメントにもございましたよう
に、アメリカであっても「IR と
は何か」ということについては、
必ずしも 1 つの定義が存在する
わけではありません。大学の類
型や規模といった、属性に応じて状況が違うということは学術的にも言われているところです。
柳浦さん（Postsecondary Analytics, DC）の見解を借りると IR 部門は学内でも「何でも屋」と

*

現所属、大学評価・学位授与機構 研究開発部
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揶揄されているところもありまして、部署構成や業務内容は各大学に応じて違う、というのが本
田さんと同様にアメリカの第一線で活躍される柳浦さん知見だという風に捉えております。
浅野：研究レベルでは、ソウプ
の定義が用いられることが多い
わけですが、何が言われている
か、といいますと、
「意思決定を
支援するための情報を提供する
目的で行うさまざまな調査」と
いうようなことが言われていま
す。また、昨今の山田先生（同
志社大学）のご指摘を踏まえま
すと、
「個別大学内の様々な情報
を収集して、数値化・可視化し、
評価指標として管理し、その分
析結果を教育・研究、学生支援、
経営等に活用する活動。」と定義されています。山田先生は、昨日も教学にフォーカスされた IR
を「教学 IR」という風に定義されていましたが、IR 一般でみますと、こちらにあるような教育、
研究、学生支援、経営等に活用するといったことが言われているかと思います。また、鳥居先生
（立命館大学）の論文から引用させていただいておりますが「IR は機関が優先する課題にそくし
て何を明らかにするのかを定め、適切なリサーチ・クエスチョン（問い）を立て、現状のモニタ
リングだけではなく、当初の計画・目標に照らした進捗状況を計り、改善に向けた次期計画の策
定につながるような意思決定を支える機能だと見てよい。
」ということです。冒頭、嶌田さんのほ
うからも説明があったかと思いますが、やはり我々としても IR というのは、ひとつ重要な機能と
して意思決定を支える、意思決定を支援する、というところにフォーカスしていくべきではない
か、という風に捉えております。

24

大学評価担当者集会 2013 第一分科会「評価と IR：活用編」

浅野：一方で、日本の状況とし
ましては、佐藤さんらが 2009
年に調査された結果から、全体
的な傾向として、評価で把握し
た課題などが、大学経営に反映
されにくいという状況がある、
というのがあきらかになってい
ます。また、山田先生も、多く
の高等教育機関では、教育の改
善が不可欠であるにも関わらず、
なかなか共有されずに、先生方
の主観、あるいは経験値などに
もとづいて現状認識が行なわれ
ることが多い、と述べておられます。また、大学経営の現場におきましては、IR 組織や専門的技
能を有した人材がいない、というような状況、また IR 人材を育成するためのプログラムも存在し
ない、ということも鳥居先生、高田先生、森先生の論文で指摘されています。

浅野：こういった状況を踏まえ
まして、本田さんと日米を少し
分かる形で対比させていただい
たのですが、例えば、こちらに
ありますように、
「情報システム」
というのを軸に採ったときに、
どういったことがあるかと言い
ますと、
「日本の現実」としては
データベースがなかなか整備で
きていない、というのがあって、
IR もデータを集めるために部
局回りに奔走するというような
ことになっています。昨日の私
の報告でも紹介させていただき
ましたが、日本の現状としては、システム的にデータを持ってくるのが難題といいますか、アタ
マの痛いところだと言えると思います。一方で、アメリカにおおきましては、かなり整備はされ
ておりまる。
、一部手作業でデータを作成している大学もあることから、必ずしもアメリカが進ん
でいる、という状況ではないということはありますが、日本よりはデータを入手しやすい環境に
あると思います。
「業務内容」に関しましては、日本の現実といたしましては、やはり評価報告書
の作成というのが IR 機能を担っている部門での主たる業務としてあるかと思います。一方でアメ
リカにおおきましては、やはり単なる報告書作成ではなく、報告書作成においてもある程度高度
25
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な分析がなされていて、その業務の割合というのは大学の規模や担当者の能力に依って異なりま
すが、ある程度データ分析の結果にもとづいて作成された報告書が意思決定にも活用されていま
す。もちろん、意思決定に結びつかない場合もありますが、日本とは少し状況が違うと捉えられ
るかと思います。また、
「担当者」で見ていきますと、日本では教員か職員の職位しかなくて、部
署移動で専門性が高まらない、という問題があるかと思います。一方でアメリカにおきましては、
かなり専門職化されています。比較的、業務ごとに分割・細分化されていて最低限の能力として
ICT に強いようなことが求められる傾向がとくに強まっている、という指摘もございます。また、
担当者の受けた教育内容や職務経歴により、専門能力の高さは様々ということでありますが、昨
日の小林先生のご講演にもありましたように、やはりアメリカというのは、この辺で層の厚さと
いうのが日本と比べて異なっていると考えられます。一方で、意思決定支援というお話をさせて
いただきましたが、そう見たときに大学の執行部がどうなっているか、というところであります
が、
（日本では）執行部はなかなか評価報告書やその他の分析データを意思決定に反映させていな
い、というのは、本日ここにお越しいただいているみなさまが普段抱えておられるモヤモヤ感の
１つだと思います。それに対してアメリカではどうかと言いますと、執行部はデータ以外の政治
的な側面にも配慮して、意思決定に活用している問う状況があります。しかしながら、案件の性
格によりデータの意思決定への活用には濃淡があり、特にアセスメント関係で教育改善にデータ
を活用するといったときには、我々が少なくとも調査した範囲では、アメリカにおいても同様に、
それほどすんなり受け入れられるものではなくて、特に IR 担当者の技量が問われる所でもあるか
と思います。一方で、やはり IR 人材の層の厚さであったり、情報が整っていたりということで、
改善志向の IR が徐々に定着してきていますので、アメリカの執行部については完全にデータに基
づく意思決定をしているわけではありませんが、それなりに進んできている状況があるかと思い
ます。

浅野：今、お話しした内容を少
し具体例としてお示しさせてい
ただきたいと思います。ここで
紹介させていただきますのは、
嶌田さんと本田さんと 2011 年
の 10 月に米国の５つの大学に
事例調査に行きまして、IR 部門
の長や専門職の方々、合計９名
に面接調査をさせていただきま
した。本日は、その結果を共有
させていただきたいと思います。
ご存じの方もいらっしゃると思
いますが、アメリカで最近は IR
というよりは、IE という省略が
見られることが多くなっています。最近、学会発表をしようとしたときに、「これって Internet
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Explorer じ ゃ な い で す よ ね ？ 」 と い う 冗 談 を 言 わ れ た と こ ろ で す け ど 、 Institutional
Effectiveness で、IE と略されています。何を意味するかと言いますと、先ほど出てきた IR が改
善志向に向かっているというところの「改善志向」というのを前面に押し出すために Institutional
Effectiveness という風に部門の名称を用いているようです。
本田：この辺で、
「次から次へとアメリカからカタカナだったり、訳のわかんないローマ字を持っ
てきて日本を混乱させるのか」という複雑な思いを持っているのですが（苦笑）
。今の浅野さんの
ご説明に私見を加えさせていただきます。私なりの見方としては、日本の評価室とアメリカの IR
室というのは全く異なるのかというと、そうでもない。先の嶌田さんのスライドにもありました
が、私は発展段階の違いだと捉えています。60 年代や 70 年代の IR 第一世代は、僕の目から見る
と、日本の評価担当者とあまり変わらないように映ります。連邦や州政府、そして適格認定協会
といった対外向けの報告書を作っていた人たち。大学によっては、教務課や人事部で数字を切り
盛りしていたようです。それが 90 年代に入って、適格認定協会が「もっと改善をしっかりやれ」
と言ってきたので、IR だけではなく、学習成果の診断や戦略計画と呼ばれる分野が芽生えてきた。
こうした新しい部門の専門員は、伝統的な IR 担当員のように単にデータ報告をするだけでなく、
教員と伍して仕事を進める専門性と資格が求められています。こうした専門分野を総括する用語
として Institutional Effectiveness という部書名を使っている大学があります。

浅野：こちらのスライドが事例
の調査結果になります。実は何
も無しに聞きに行くと、比較的
総花的と言いますか、これまで
に論文で書かれたようなことし
か出てこない場合が多いので、
事前に本田さんと調整しながら
事前に調査の枠組みを設定しま
した。、実際には、本田さんから
ご提案いただいたのですが、単
に IR の業務を列挙していただ
くのではなくて、それがどのよ
うな目的で行われているのか、
というのをある程度踏まえて、
２つの軸を立てて IR 担当者にインタビューをしていく、というのをやりました。簡単に説明させ
ていただきますと、１つは通常やっている日常的な業務なのかどうか、という軸と、スポットで
対応する臨時的な業務なのか、というところの軸ですね。もう一つが、
（その目的が）学外への説
明責任のためなのか、学内の改善なのか、ということを聞いていきました。我々も当初、訪問校
の担当者が答えにくいのではないか、というところを危惧しておりましたけども、インタビュー
していく中で、５大学に共通していたのは、すぐにみなさん（各業務を）プロットしてくださっ
て、意外とみなさん、この枠に当てはまりやすいのかな、というのを実感することができました。
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これが１つ目の州立 A 遠隔教育大学における IR 業務ということで、ここは少し特殊な要素が含
まれています。日本で言いますと放送大学に近いような大学です。通信制で社会人の方が主に学
生さんとして在学されるわけですけど、そこの IR 業務というのは、例えば、もっとも典型的なも
のですけど、
［学外への説明責任］＋［通常業務］としてやっているのは、連邦教育省への高等教
育機関情報の提出、あるいは、学生調査の実施、適格認定の報告で、この辺は日本の評価室、評
価部門に近いような内容になっております。一方で、対角にあります［学内の改善］＋［通常業
務］というところにいきますと、戦略計画の実施であったり、学生の評価、学習成果のアセスメ
ント、出願と入学者数の分析、あるいは 4 年次までの在学率の分析であったり、様々な学生に係
る分析ということで、ここはかなり IR が進んでいる業務のひとつとして、捉えることが出来ると
思います。また、下に行きますと、スポットで、通常ではなく執行部や部局長等からスポットで
来るような調査、あるいは、学外からスポット的にくる調査であったり、その業務対応というの
は、こちらのほうに集約されています。こういった形で、例えばアメリカですと、全米学生実態
調査の実施や各種大学ランキングへの情報提出というのは、［学外への説明責任］
（情報公開）＋
［臨時業務］
（スポット）というところでやっている。また、［学内の改善］＋［臨時業務］とい
うところでは、競合校との比較分析あるいは、教員給与の比較分析といったことをやっている、
ということがあるかと思います。
浅野：これは２つ目の調査結果
で、私立の教養教育系大学にお
ける IR 業務を図示したもので
す。、まず［学外への説明責任］
＋［通常業務］あたりは共通し
ていると思います。先ほどの A
大学だと、
「戦略計画の支援」は、
［学内の改善］＋［通常業務］
に入っておりましたけど、冒頭
申し上げましたとおり、大学に
よって IR の位置づけは異なり
ますし、業務の捉え方、という
のも異なりますので、同じ州に
ある大学であっても、州立私立、
それぞれの業務の位置づけは異なってくる、というのがこの調査では明らかになりました。
本田：実際、こういう小規模の私立大学だと IR 部署に人材を割けない、という事情もあります。
浅野：そうですね。この大学は比較的小規模なので、スタッフが充実していない、ということも
あって業務の位置付けとしては、こちら（第二象限）のほうが優先され、こちら（第一象限）の
ほうはややウエイトが低いということも考えられるかと思います。
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浅野：もう一つ私立です。工科
系の単科大学に近いイメージで
すが、どちらかというと教育と
研究がバランスされた大学でし
た。こちらも IR オフィスに関し
ましては 3 名で運営されていま
して、大規模ではございません
が、見ていただきますと、さき
ほどの教養大学とは、あまり内
容的には変わらないところです。
特徴的だったのは、データベー
スとかそのあたりのシステム系
の整備がかなり進んでいる大学
だったかと思います。

浅野：再び州立のほうにもどり
ましてコミュニティ･カレッジ
の調査結果になります。こちら
を少し見ていただきますと、こ
この第一象限（［学内の改善］＋
［通常業務］
）が充実していたと
いう印象を持っております。ホ
ームページで調査結果を学内外
に公表しており、情報発信が充
実していました。担当者のお話
ですと、毎年 1000 ページくらい
のホームページのデータを更新
する、というようなことを言っ
ておりましたので、コミュニテ
ィ･カレッジという特性もあるのかもしれませんが、かなり IR に熱心に取り組んでいて、その調
査結果を学内の改善や学外の公開に向けて、積極的に発信しているというようなところでござい
ました。また、こちら（第四象限）を見ていただきますと、私立大学や IR が進んでいるところで
すと、学内の改善の中にアセスメントといったものが入っておりましたが、ここでは、まだ、そ
こまでは定着していませんでしたが、この調査結果から見ていただいても分かりますように、こ
の象限の位置づけというのが、大学によって異なっていっているかと思います。
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浅野：これが５つ目の大学で、
州立の研究大学です。日本の国
立大学に近いイメージだと思い
ます。意外だったのは、研究系
の大学であっても、学生のエン
ロールメント・マネジメントや
リテンションというのは、通常
業務として改善志向でやってい
る、というようなところも見受
けられました。こちら（第三象
限）の業務に関してましては、
比較的他のところと共通してい
る感じだと思います。州立大学
の中ではかなり有数の研究大学
ではありましたが、IR 部門には IE 担当准副学長に 2 名と IR 統括者（Director）、3 名の IR 担当
員の合計 5 名で構成されておりましたが、かなり業務は細分化されていて、IR 業務が定着してい
る大学の１つでした。
浅野：次に、これまでお話しし
た５つの大学の調査結果を総括
させていただきます。事例対象
校に共通するというところを抜
き出していきますと、さきほど
の軸でいきますと、
［学内の改善］
＋［通常業務］でフォーカスさ
れていたのが、とくに学生系の
進級率、在学率、卒業率の分析
といったものであります。一方
でまだまだ定着していない、と
いうのが見受けられたのは、ベ
ンチマークであったり、戦略計
画の策定支援であったり、学習
成果のアセスメントということであります。本日の議論に関わるのは、たぶんこのあたり（第一
象限）の業務だと思うのですが、アメリカでは大学の特性に応じて IR 業務の位置づけが異なると
いう話はさせていただいきましたが、１つ日本と随分違うな、と思いましたのは、例えばこのあ
たり［学外への説明責任］＋［通常業務］がかなり第一象限にシフトしかけている、というとこ
ろです。かなり第一象限に向けて改善志向の方に向かって行っている、あるいはスポットでやっ
ているような臨時業務でも第一象限に向かうような形で、IE という名称にも象徴されますように、
評価結果あるいは IR の分析等を通じで出てきた結果を改善に結びつけていこうという動きが強
い、という風に捉えております。
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浅野：おさらい、と言いますか、
我々が実際に調査してきた結果
をみなさんと共有させていただ
きますと、（１）アメリカの IR
部門といえども日本の評価室と
同様に学外への説明責任に対す
る業務に多くの時間を割いてい
る、という実情があります。ま
た、一方で、
（２）説明責任とし
て作成したデータを、学内の執
行部や各種委員会が要求するデ
ータ分析に活用している、とい
うところは少し違いが見られる
かな、と思います。また、（３）
学習成果の診断、つまりアセスメントですが、これは学内での反発が強い、というのはアメリカ
でも共通しているようですが、それ以上にアメリカでは適格認定団体、アクレディテーション団
体からの圧力がどんどん強くなっていてアセスメントが求められる傾向が強くなっていますので、
それに対応していく、というのが今後の課題として挙げられています。また、
（４）学生調査に関
しましては結果自体の良し悪しであったり、競合校との優劣によって、改善への活用度が異なる
ということでありますが、これは NSSE であったりそのあたりの全米規模の調査であったり、
IPEDS 等を活用して、とくに学生にフォーカスしたベンチマーク等が実施されていて、それが改
善に向けて活用されているという風に捉えております。
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浅野：ここまでの話で、今回の
テーマにしております意思決定
支援というところにフォーカス
していきますと、アメリカにお
きましても、IR 業務というのが
意思決定に必ずしも活用できて
いない、というところがありま
す。活用できているのは、どち
らかというと財政的な案件、お
金に絡む案件です。学内の教職
員の意識改革や組織文化の変革
を伴う案件については、アメリ
カであっても、まだまだ困難な
状況にあると捉えています。少
し補足させていただきますと、意思決定支援に活用できているというのは、設備投資をどう効率
化するか、あるいは学費割引率をどういう形で抑制するか、あるいは補助金削減対策としての全
学予算編成委員会の編成の見直しといったことに対して、ある程度データが活用されているとい
うのが実情です。

浅野：この調査結果から本日の議論にある程度参考にしていただけるのかな、というのが調査結
果の中にございましたので紹介させていただきます。まず IR 部門というのは、みなさんデータを
ガツガツ分析して、そのレポートをすることによって学内で意思決定を支援されているという風
に捉えられているかもしれません。しかしながら、実際に行ってみると、関連部門への事前の根
回しを非常に重視し、学内でのコミュニケーションを円滑にすることに留意しています。調査時
にインタビューにお応えいただいた方のお言葉をそのまま引用させていただいておりますけど、
重要なのはここにありますように、
「役職者の会議ではデータ提出の際に彼らを驚かせないのはと
ても重要である。」といったことです。当事者を驚かせるのは、改善を進めていく際、望ましくな
いわけですね。突拍子もないデータをいきなり出して、唖然とさせるようなことではなく、会議
に先立ち、事前に情報を提供するわけです。そのことで各々が心の準備をし、会議までには問題
点を冷静に受け止めて対応策の検討まで議論ができるようになる、というようなことも IR 担当者
は述べておられました。
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また、他の大学ではありました
が、
「データの誤った解釈や誤用
を是正する際の応対」では、頭
ごなしに「あんた間違っている」
「おかしい」みたいなことを言
うのではなくて、なぜそれが間
違っているのか、というのを明
確にしながら理解を得るという
ようなことをやっています。特
にここに書かれていますように、
例えば、先生方の自尊心を傷つ
けないとかですね、意外と人間
的な側面が強いという風に言え
るかと思います。

浅野：もう一つ重要なのは、デ
ータの中立性、というところが
あります。学内でさまざまな委
員会等で出てくるデータという
のは、一般の先生方であったり、
理事の先生方がご自身の所掌で
あったり、ご自身のご所属に有
利な形でデータを提供される形
が多いのですが、IR 部門はそれ
に対して、バイアスのないデー
タを提供していくためにデータ
に中立的である、というのが重
要であるという示唆があります。
また収集して分析したデータと
いうのは、その場では意思決定に用いられなくても、次の計画立案につながりそうなデータとし
て根気強く提供していくということが重要だということを述べておられました。そのことによっ
て、IR の存在意義を示していっているというようなことも言われておりました。
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浅野：以上のことをまとめさせ
ていただくと、まず IR 部門の「勘
どころ」と言いますか IR が意思
決定支援をする上での重要な心
得といったものがあるように思
えます。１つ目に言えるのは、
データに対する誤った解釈を是
正する際に事前に関連部門に根
回しをする。あるいは、地道に
継続的なデータ分析活動を通じ
て「あの部門のデータは使える」
と思っていただけるような状況
を醸成していくということです。
２つ目として、データを盾にとって関連部門または当事者と対立するのではなく、むしろ協調す
る姿勢を重んじる、ということである。これは先ほどお話ししましたように、IR 部門は得てして、
全学のセンシティブなデータを含めてアクセスすることが可能になって参りますが、それ故にデ
ータに対してはすごく慎重であるべきだ、と言うことだと思います。データがあるからといって、
それを盾に「ここがおかしい」
「あれがよくない」とかを頭ごなしに言っているのではなくて、一
緒に大学をよくしていきましょう、と協調する姿勢を持ちながら、議論をしていくべきだ、とい
う風に考えております。また、これは日本の大学でもアメリカの大学でも共通していますけれど
も、執行部の交代に依ってですね、IR 部門に対する風当たりや捉え方というのも、どうしてもそ
の時々によって変わってきます。ただ、そういうことに完全に受け身になるのではなくて、IR 部
門が大学の中ではサービス部門の１つの部門でることを踏まえ、継続的な業務を展開していく上
では、執行部の交代に左右されることなく、その時々の要望に応じながら、学内の調整役という
のを果たすわけですけども、先ほどお話ししましたように「データに忠実である」とかですね、
他の部門との調整というのを重視しながら執行部との意思疎通というのも円滑化していくという
のも重要かなと思います。とくに意思決定者は執行部ですので、IR 部門に出来ることは、意思決
定をする方々をどのような形で支援していくかというところに尽きますので、自分が意思決定で
きない、という矛盾、モヤモヤ感は残りますが、それは少なくとも自分たちが持ち得ているデー
タを提供することによって執行部の意思決定を促進していくことが重要かなと捉えています。
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浅野：ここから少しずつ難しい
話に切り替わっていきます。意
思決定とはそもそも何ぞや、と
いうところに展開していきたい
と思います。少なくとも、私個
人的は、このように捉えていま
して、
「意思決定とは、特定の目
標を達成するために、ある状況
において複数の代替案から最善
の解を求めようとする行為。」と
考えています。ただ、一方で、
特に IR 部門で言われていますが、
意思決定というのはここにあり
ますように、情報収集・分析して、政策提言して、施行支援をしていく、という単線的に物事が
順序立てて進んでいくリニアな経路ではなくて、ここを行ったり来たり、あるいはここからこっ
ちに戻ったり、と行ったり来たりするプロセスであるのと同時に、複数の要素がそこに絡んでく
る複雑な経路として捉えてみたほうがいいのではないか、という風に考えております。その際の
視点として、これからお話しするのは組織論の中から持ってきていますけども、
「大学の組織特性」
ともう一つ意思決定について重要な知見をもたらしています「ゴミ箱モデル」というのがござい
ます。こういったものを今回ご紹介させていただきながら、意思決定という難しい現象を捉えて
みようと考えています。

浅野：まず、組織の特性というこ
とでありますが、バーンバウムと
いう方をご存じの方はいらっし
ゃいますか。見たことがある、読
んだことがある。聞いたことがあ
る、というのでも結構ですけど。
こちらが英語の原著です。もしよ
ろしければ、みなさんにもご一読
いただければ、と思います。私は
神戸大学の大学院で、この本で学
んだので、図書館に当然あるだろ
うと思っていたら、国内でも有数
の社会科学系の蔵書を誇る神戸
大の図書館にこの原著はなかったのです。そういう意味では非常にレアな本ですが、これが原著
で、日本語版は玉川大学出版部から出ていますが、絶版になっています。実は、この本は非常に
知見に富む内容になっていて、米国の高等教育関係の大学院では必読文献になっているようです
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が、なかなか読み解きにくいところもあります。アメリカの大学院で半年から１年をかけて講義
される内容を、今回は要点だけ説明させていただきます。バーンバウムさんについては、実はア
メリカでもいろんな大学の学長さんを歴任されて、自らが大学のマネジメントに関わったという
ご経歴をお持ちの方ですけども、その方がおっしゃるには「大学では、企業組織における合理主
義的意思決定によって運営するのではなく、構成員の合意形成によって運営される。」というとこ
ろです。ここはたぶん重要なポイントかな、と思います。大学では、意思決定を単なるプロセス
と捉えるのではなくて、どのような形で合意を形成していくか、というところが重要な組織だと
いう風に捉えていただければ、と思います。
「大学の組織を含めた教育組織においては、組織の目
的について構成員の意識が曖昧かつ多様であり、組織を取り巻く状況についての因果関係が理解
されにくい。
」これは難しいように言われていますけど、簡単にお話いたしますと、要は大学が目
指すべき方向について、みなさん共通の理解を持っていない、といえるかと思います。

浅野：このバーンバウムさんの本
の中で出てくるのは、４つの大学
のタイプが出てきます。この本の
言おうとしているところはです
ね、それぞれの大学の属性に応じ
て意思決定の支援の仕方とかで
すね、そういうのが異なるのでは
ないか、というのが言われていま
す。簡単に紹介させていただきま
すと、「同僚平等型組織」という
のがありますが、これは組織が非
常に単純で、いわゆる地元密着型
の大学とかが該当するかと思い
ます。そういったところでは、対面での相互作用というのが非常に重要で、そういった対面を通
じた日常のやりとりの中で調整が図られ、物事が決定されることによって意思決定といいますか
合意形成がなされていくといわれています。ただ、その際に、逆に日常の接点というのを重視し
ますので、慎重にやっていく、というところが求められます。一方で、
「官僚制型大学」というの
は、組織は単純ではなくて、徐々に規模が大きくなっていく、あるいは学部数が増えていくとい
ったことになりますと、組織はどんどん階層的に構造化されていきます。そのことによって規則
であったり、活動の調整であったりというのが、ルールで徹底されるようになります。そういっ
たところでは、意思決定は規則によってある程度合理的になされ、あるいは管理上に専門性とい
うのが入ってきますので、インフォーマルな仲良しクラブみたいなものから、徐々に組織として
の体裁が整ってくるわけですけども、そこでは意思決定というのかなり合理的に捉えられていま
す。ある程度、手順を踏んでものごとを決めていくような形になります。
「政治型大学」というの
は、さらに規模が大きくなるに連れ、組織は複雑で分権化されていき、意思決定に役立つ合理的
な計算、法規や規則は存在しませんが、利害関係者間の交渉というものが重視されるようになり
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ます。いわゆる、学部レベルでの闘争といいますか、そういったものが強くなってきて、そこら
辺の調整というのが重要になってくるというような形になります。「無秩序型大学」というのは、
これは研究大学が最たる例だ、という風にいわれています。組織としての要件である、構造、役
割、規則は持ちますが、目標に対する合意、解決のための明確な手段、あるいは安定した意思決
定参加がない、ということでかなり専門性の高い集団になりますので、そこに対する共通のルー
ルもなければ、意思決定に参画する人もその時々によって変わってくる、という形になります。
本田：突然、このようにいろいろな類型の大学があると説明されても、皆さんとしては困っちゃ
いますよね（苦笑）。これはアメリカの話だから、日本の大学の話にどう引き戻していけばいいの
かというのが、参加されている方々の関心であったり、課題かと思うんです。このバーンバウム
の研究というのは、様々な大規模研究大学や小規模の私立教養大学を訪問して、現地調査から浮
かび上がってきた特性を抽出して、こういった概念モデルを作ったわけなんです。日本の状況に
無理矢理当て嵌めてみるとするならば、
「同僚平等型」みたいな大学は、例えば、学生数が 2～3,000
人の本当に小規模なところ。どちらかというとルールに縛られるよりは、人間関係の中で意思決
定を進めることに重きが置かれるようです。それが学生収容数 5,000 人くらいになってくると、
「官僚制型」に移行してくる。人間関係だけでは、5,000 人規模の学生を捌き切れなくなってく
るので、どうしても規則と手続きが出来あがってくる。更に 8,000 人以上の大学になると、学部
数が増えてきて、学部間の利害関係や交渉事が増えてきて、政治型の特性を持った組織運営に移
行します。これが、10,000 人以上で、とりわけ旧帝大のような研究重点大学あたりは「無秩序型」
の組織運営になってくる。何ででしょうか？それはですね、大規模研究大学になると一生懸命に
経営しなくても、入学の選抜度と学生の質が高くて手間が掛からないし、教員の研究の生産性も
高くて、財政的にも中規模や小規模の大学よりは安定しています。こうなると、特に規則や調整
なんかをしなくても、それぞれの部署の自律性に任せた組織運営が可能なわけです。もちろん、
社会一般から認知されるように一定の組織運営の適切さは表面的に担保していますが、意思決定
の内実は意外に場当たり的なのかもしれません。

浅野：今、本田さんから補足いた
だきましたように、バーンバウム
さんの中では４つのモデルが描
かれますが、その４つのモデルを
統合して、大学経営の理想像みた
いなものを掲げられています。そ
の中で言われているのは、ここに
挙げていますように、実際の大学
においては、ある程度類型化され
るといいつつ、さきほど出てきた
４つのモデルは、それぞれの大学
のなかで見られる、ということで
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す。例えば、小規模の 2,000 人規模の大学であっても、無秩序型の大学で見られるような側面が
見られたり、官僚制型の大学の側面が見られたり、ということで程度の差はあれ、４つのモデル
が混在しているというようなことも言われています。一方で、そういったことを踏まえますと、
大学というものを捉えていくときの視点として、社会規範相互作用、官僚的構造、競争選択、及
び認知限界と偏見の要素といったものがありますが、大学というものはやはり、そういったもの
が「ゆるやかに」結びついているような場合と、
「きつく」連結している場合とが混在しています。
そのため、大学によって、それが緩いのかきついのかの度合いが異なり、大学間の差は連結の度
合いの差に過ぎない、という風にも言われています。一方で、大学におきましては、先程来出て
きていますように、核となる文化的要素であったり、組織の下位システムであったりが同じよう
に見える側面がある反面、それらがすべての大学において同じように機能するわけではない、と
いうこともいわれています。要するに、目標が曖昧であったり、組織が違ったりということもあ
りますし、それは大学に応じて機能する度合いが違ってくるということかと思います。ですので、
大学において機能する管理運営の参考例というのは存在せず、実際に機能させるのは困難である
ため、構造的なことを考えるよりも管理職が何をしたらよいかを考える方が良いかもしれない、
というようなこともおっしゃっております。

浅野：ここまでが、大学という
組織の特性についてお話しさせ
ていただきました。ここからは、
意思決定の方に話を移していき
ますが、先ほどお話ししました
ように「ゴミ箱モデル」を紹介
させていただきます。
「ゴミ箱モ
デル」というのはコーヘンらに
よって 1972 年に提唱された枠
組みです。その枠組みというの
は、従来の「最適化意思決定論」
に対して、、
「満足化意思決定論」
として確立されたものでござい
ます。前者の「最適化意思決定論」とは何か、というところでありますが、これは経済学、ある
いはオペレーションズ・リサーチといった経営の分野でもよく言われている行動科学のように人
間の行動を観察していくような分野で中心に展開されてきた枠組みです。共通しているのは、経
済学の発想が根底にあり、
「利潤最大化及び費用最小化の原則に基づき、数学的なモデル等によっ
て導き出した最適解の選択行為」ということです。これが何かと言いますと、いわゆる数式のよ
うなもので、
「こうすれば、こうなる」という、かなり予測可能性を前提にしている理論です。し
かしながら、現実世界においては、人間の選択であったり、行動というのは、経済学で言う効用
関数のように単純なわけではございませんので、
「ある選択がある特定の結果をもたらす」という
前提も通用しない場面が多い、ということであります。それを踏まえて展開され始めたのが、
「満
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足化意思決定論」でございます。人間の選択行為の複雑性を踏まえて、とくに集団心理学等の領
域を中心に展開されたのが、この「満足化意思決定論」というものであります。ここでは、意思
決定というのは「最適解を導き出す最適決定ルールは存在せず、受容可能で満足できる代替案か
らの最適な選択行為」として位置づけられています。ですので、先ほど申し上げましたように、
意思決定を単線的に捉えない、というのはこういった視点からも援用しているところであります。

浅野：では、このゴミ箱モデル
というの何かについて、これか
ら説明させていただきます。こ
のモデルは、大学の研究から生
まれてきたものです。提唱者の
コーヘン等は、所属していた大
学の中での意思決定をモデル化
しよう、という着想から構想し
たものです。そのため、大学と
は非常に親和性が高いといいま
すか、もともとそういった属性
を踏まえて、出てきた理論であ
るということも言えると思いま
す。重要なのは、組織の目的であったり、構成員の意識が曖昧かつ多様であったりといったこと
や、組織を取り巻く世界についての因果関係も理解できない状況にあるという前提を置いていま
す。そのため、意思決定を特に定常的ではない非定型の意思決定というのを射程に入れています。
定常的というのは、日常的にルールに則って決めていくようなことですけど、それ以外のものに
関しましては、その時々によって意思決定に参画する人が定まっていない、ということがありま
す。これは、大学で言いますと、委員会等が該当すると思いますが、その時々によって、例えば
代理の先生が来られたり、あるいは２年に１回どんどん委員が交代したりしますので、定期的に
意思決定に参画する人が変わってくるということを前提に置いています。こういった状況をゴミ
箱理論の中では、
「組織化された無政府状態（organized anarchy）」と位置付けています。そのた
め、大学という組織では、
「組織化された無政府状態」にあり、意思決定は、以下に示す４つの独
立した構成素から誘導された結果だと捉えています。その構成素が何かと言いますと、
「問題」
「解」
「選択機会」
「参加者」です。
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浅野：こちらのスライドにそれ
ぞれの構成素の概要をまとめさ
せていただきました。まず、
「選
択機会」というのがございます
が、これは組織が「決定」をし
なければならない状況を意味し
ます。例えば、老朽化した設備
を更新しないといけない、契約
の結ばなければいけない、職員
の雇用・昇進・解雇等を決めな
ければならない、といった節目
節目のタイミングや場面だと理
解していただければよいと思い
ます。次に、
「参加者」というのが出て参りますが、これは先程来出ていますように、この意思決
定の場面に入る人たちですね。次の「問題」というのは、先ほどお話ししました「選択機会」で
解決されるべき「問題」です。例えば、老朽化した設備を更新する「選択機会」では、その決定
に参画する「参加者」にどの設備を更新してもらうか、あるいはもっとも優先度の高い設備が「問
題」として捉えることができます。最後に「解」というは、
「選択機会」
「参加者」
「問題」がそろ
った段階で、それをどういった形で解決していくのか、ということの決定の結果です。通常、
「解」
は「問題」とは別に誰かが生み出した結果と捉えられます。

浅野：少し、難しい話をしてきま
したので、どこまでみなさんに伝
わっているのか、少し気になると
ころですが、これまでの話を大学
と照らし合わせて、この表に整理
してみました。先ほどの４つの構
成素の順番は異なりますが、それ
ぞれの構成素ごとに大学では何
が該当するのかをこの表にまと
めました。まず「問題」というの
は例えばが、学生の確保、学習成
果の測定、戦略計画や財務などに
関する課題と置き換えることが
できます。次に、「参加者」というのは、執行部、教職員あるいは、IR 部門の担当者が該当しま
す。また、学外ですと適格認定団体、あるいは連邦政府、州政府、日本ですと文部科学省かもし
れませんけども、こういった方々が参加者に該当します。次に、
「選択機会」というのは、執行部
の会議であったり、各種委員会、戦略計画の策定などを実施する場面を指します。そして最後に
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「解」とは、特定の課題に係るデータの集計であったり、分析、さらには構成員の認識により導
き出された解決案、という風に言えるかと思います。
浅野：いままで、いろいろな要素
を出して説明してきましたが、少
なくとも我々の中で、この図を見
ていただいて、ご理解いただけれ
ば、と思って準備させていただき
ました。単純に言いますと、「問
題」「解」「参加者」「選択機会」
という構成素が偶然、組み合わさ
れて一定の時間軸を経て、何かし
らの決定がなされる、というのが
ゴミ箱モデルの基本的な考え方
です。そのため、例えば「問題」
「解」
「参加者」
「選択機会」が同
じであっても、時期をずらして実行しても、その結果として導出される決定は、その時々によっ
て違う、と言われています。先ほど、お話ししましたように経済学をベースに置いている意思決
定論ですと、ここに入っている要素が必ず数式の様に組み合わさって、必ず同じ答えが出てくる
と考えるわけですが、このゴミ箱モデルにおいては、これがそのときどき、すなわち投入される
タイミングや参加者が異なることを踏まえて、同じ問題であっても、そこから出てくる決定とい
うのは違う、という風に捉えています。

浅野：そういった前提の下、決定
には、どういったタイプがあるの
かというところに話を移します。
ここに示していますように、「見
過ごし」
「やり過ごし」
「解決」と
いうものがございますが、ゴミ箱
モデルでは、意思決定というのは、
いずれかの３つの決定に帰着す
る、と言われています。先ほどお
話ししましたように、どのような
タイミングや組み合わせで、ゴミ
箱に投入されるかによって、いず
れかに帰着するわけですけど、重
要なのは再現不可能ということであります。今日、こういうことが決定されたからといって、明
日、同じような条件でやっても再現はできないということです。
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浅野：３つのタイプについて、説
明させていただきます。まず、
「見
過ごし」ですと、問題がきちんと
投入されないうちに、潜在的な問
題を見過ごして問題に対する解
を決めている場合です。問題を見
誤って意思決定がなされると「見
過ごし」というものに帰着しやす
いと言われています。次に「やり
過ごし」については、問題に対す
る解を決めることができず、先送
りにしているうちに、タイムリミ
ットが来たので何らかの決定を
形式上行ったという場合です。何かわからないが、やっているうちに結果的に何かが決まった、
というような状況といってよいと思います。そして、
「解決」というのが、どちらかというとみな
さんがイメージされている意思決定に近いかと思います。投入された問題に対して、ある程度対
応するような解決策が導き出される決定だという形で捉えていただければと思います。

浅野：これまで、少し理論的なお
話をさせていただきましたが、大
学の実態に照らして問題を見て
いきたいと思います。例えば、問
題の捉え方の相違というのは、現
実の場面では、（１）執行部と学
内教員の認識の相違といったと
ころにも見て取れます。より具体
的な例として、学習成果の測定に
おいては、評価担当部門は自らの
業務に対応するために必要だと
捉えがちですが、執行部は必ずし
もそういう形では捉えないとい
うこともあるかと思います。また、
（２）学内関係者の主観に基づく課題の認識ということについ
ては、執行部の先生方はご知見が豊富ですので、自らの経験で「自分はこう思う」ということで、
必ずしも根拠を明確にしない場合もあるかと思います。ただ、そういうことがなされないことに
よって、執行部の先生が問題だと思っていることを学内にいる方がそう捉えるか、というとそう
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でもないという状況になるかと思います。また、問題を捉える上で重要な要素としては、例えば、
（３）調査結果が良好な場合というのは、なかなかそれが課題としては認識されにくい、という
ことがあるかと思います。学生調査等を実施された経験がある先生方や職員のみなさんは、少し
実感が湧くかと思いますけども、非常に結果が良好な場合、学内では課題として捉えられず、次
の行動に結びつけにくいということがあるかと思います。そのため、様々な課題があっても結果
が良好な場合、なかなかそれが課題あるいは問題だと捉えてもらえない部分があるかと思います。
したがいまして、こういった条件がある場合というのは、IR 部門が「問題」ですよねということ
で提案するため、データや分析をしていってもなかなか意思決定に繋げてもらえないというとこ
ろがあるかと思います。一方で、大学という組織の特性を踏まえますと、これは本田さんとずっ
と議論させていただいているのですが、IR の根底には、先程お話ししましたソウプの定義などに
ありますように、経済学的な要素が強くございます。より具体的には、合理的な意思決定を支援
する、というようなところを意図した定義がなされていますので、どちらかというと大学組織の
特性、特殊性とは全く違うベクトルや方向にあると捉えるべきではないか、という風に考えてい
ます。こういったことを踏まえますと、IR 部門というのは、必ずしも自分たちが適切だと思うよ
うな「解」を投入しても、なかなか意思決定者である「参加者」に受け入れられない場合が多い
ということがあると思います。また、「解」を投入しても、
「見過ごし」あるいは「やり過ごし」
に帰着してしまい、想定していた解決型には帰着しにくいといったことになるかと思います。
「問
題」に対する「解」を投入しても、そのために準備された「選択機会」や意思決定への「参加者」
に依存するため、IR 部門が理想とする状況はなかなか作りにくいのではないかということが言え
ると思います。

浅野：ここから少し、先程来お話
ししています、アメリカの調査結
果と照らし合わせて行きたいと
思います。IR の先進国アメリカ
においても先程来お話していま
すように、IR 業務を意思決定支
援に活用できている、というのは
財政的な案件が多い状況があり
ます。一方で、学内教職員の意識
改革や組織文化の変革を伴う案
件については困難な状況にある
ということが言えます。このこと
は、日米を問わず、一般的な傾向
として、大学内では各種の会議において大学構成員の間で現状認識のズレが生じるのはごく当然
のことではないかということを暗示しているかもしれません。また、IR 部門が問題に関する全て
の情報を提供できる、というわけではないということもございます。したがいまして、解決策の
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決定に至るまでには構成員の間で、共通認識、あるいは合意の形成へ向けて地道に努力していく、
ということが重要ではないかという風に捉えております。

浅野：そういったことを促進する
ために米国の IR 部門がどういう
ことをやっているかというと、繰
り返しになりますが、ひとつは、
学内関係者とのコミュニケーシ
ョンを非常に重要視している、と
いうことであります。多少裏話を
しますと、嶌田さんと私で本田さ
んに（訪問調査の）お願いをした
ときにですね、本田さんからお叱
りを受けたのは、アメリカを青い
鳥化するな、ということでした。
実際に我々も行ってみて意外だ
ったのは、先程の事例報告でも出てきましたけれど、非常に人間的な側面が重視されています。
アメリカの IR の部門の方々は、自らが分析したデータをそのままぶつける、あるいはそれを盾に
とって何かをする、というのではなくて、仮に A という部局に不利なデータが出てきた場合、A
部局の関係者とまず事前にしっかりその情報を共有して、まず自分たちはこういう根拠で分析を
したけれども、あなた方はどう捉えるか、という確認であったり、結果が A 部局にとって不利で
あっても、そこには分析から見えてこない他の要因があるかもしれない、ということで、その辺
をかなり慎重に手数を踏んでですね、やっています。このことについては、例えば研究論文なん
かを読まれた方々はランディ・スウィング先生が IR の１つの重要な側面として、コミュニケーシ
ョンというのを挙げておられますが、まさしくそういった側面が、我々の事例調査でも見て取れ
ました。一方で、コミュニケーションを重要視しながら、実は継続的にデータを提供する、すな
わちデータを集めて、いろんな分析をしていく、あるいはデータに対しては、かなり中立的であ
るということを重視しています。中立性を担保する一環として、ベンチマークであったり、大学
執行部へのデータの感度を高めることで、昨日の私の報告でも配布させていただきましたああい
うデータ資料集を作成して、通常はみなさんが想いだけで語られているところに、少しずつデー
タを裏付けていってやるといったこととか、本日お越しいただいている阿部先生のご報告にもあ
りましたように、やはり当たり前だと思っていることをデータで示していくというのは、実は重
要だったりするわけですね。ですので、そういったことをアメリカの大学は、実はかなりやって
いる。そうすることによって当初は先ほどのゴミ箱モデルで言いますと、問題を取り違えていた
場面や、あるいはやっているうちに何かしら解決したというようなことを少しずつ抑制していき
ながら、いわゆる問題と解決が、対応していくような状況を作って解決型の意思決定を推進しよ
う、という風に努力していることが見て取れます。こういったことはですね、おそらく先程から
お話ししていますように日本とアメリカにおいても、組織の違い、国の違いはありますが、大学
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を１つのセクターとして捉えたときに、実は日米共通、あるいはもしかしたら世界共通なのかも
しれませんけども、意思決定支援においてこういった要素というのは、実は非常に重要なポイン
トではないか、という風に捉えております。
本田：昨日から参加されている方は、４時間のシンポジウムのあとに、今日もまた午前中に２時
間ですね。我々企画側でも、今日の午前中の資料は盛り沢山すぎるのではないかと懸念しており
ました。でも、なぜ敢えてやってみたのかを簡単に説明させていただきます。
我々の意図としては、大きく 3 つありました。まず 1 つ目に、四象限分析で IR 業務を整理す
ること。「アメリカの IR って何ですか？」という問いに対し、先行文献は単に様々な IR 業務を
羅列する嫌いがあります。
「それらを全てやっているのか？」というと、そんなことは無くて、大
学によって IR 部署や業務が異なることは昨日以来、様々な講演者が報告されています。数ある
IR 業務を、あのような四象限で分類すると分かり易いのかなと思って、皆さんにぶつけてみた次
第です。
この四象限なのですが、ご自身の所属されている評価部署の業務を振り返える際にも使ってい
ただけるかと思います。例えば、この業務は執行部から臨時の問い合わせが多いなとか、この業
務は毎年定例でやっているから定常業務だなと整理する道具として使えます。ご自身の部署内で
は各象限に割いている業務量の見直しや業務分担の確認ができるでしょうし、執行部との関係で
いえば評価室がどのような業務を担っているかの全体像を示す際に有効でしょう。
2 つ目に、バーンバウムの大学モデルはアメリカの高等教育の組織論で一番読まれている教科
書です。我々はこれはおもしろいと思って、全部読み込んできたわけですが、みなさんも興味を
持たれたら、玉川大学出版から和訳が出ていますから是非読んでみてください。
「うちの大学の状
況って、まさにこれだよ」と面白い発見があると思うんです。今日のスライド一枚を５分ですべ
て説明するのは、ちょっと難しいかなと承知していたのですが…。それでも、
「こういう大学の捉
え方もありますよ」とまずはご紹介させていただきたく、発表に盛り込みました。
もう少し欲張った意図を申し上げると、自分の大学の現実が、他所の大学と全く同じというの
は考え難いわけです。ですから、午後のグループ討論のなかで、
「うちの大学はこういう特性があ
るのですが、あなたの大学ではこういう特性が強いですね」という議論をする際のヒント、もし
くは情報源の１つになれば良いなとも考えています。
最後に、3 つ目のゴミ箱モデルなのですが、あれは評価関係に携わる方々の一般教養的な意味
合いがあります。アメリカでは IR やアセスメントなど細分化された専門家がいるわけですね。デ
ータベース屋さん、調査屋さん、統計屋さんとか沢山いるわけですが、僕はどちらかというと組
織論を学んで IR の分野に入って行ったので、あまり理想を持たない方です。執行部がデータみて
くれなくても「まあこんなもんだよな」って妥協できる。ただ同僚を見ていると、例えば情報工
学や心理統計などをガリガリやってきた人に限って、組織論的な素養が少し薄いようで、意思決
定を単線で捉えてしまうことがあります。
「データ集めた、分析した、執行部は必ず使わなくては
ならない」みたいなものすごく高い「期待度」を持ってデータ報告をして、それが無視されると
イライラしちゃうんですね。みなさんもイライラしていませんか？（笑）
浅野さんのゴミ箱モデルというのは例え話なんですね。意思決定が単線ではなくて、複数の構
成要素がある。例えば、参加者によっても変わってくるし、問題の捉え方によっても変わってく
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るし、複数の要素があって、それをガラガラポンで意思決定が紡ぎ出されているわけです。しか
も、データを意思決定に使っているというお手本的な場合と、関係者の間で問題さえうまく捉え
ないで理想論だけで解決策を探っている場合と、たとえ問題の把握はできても、解決策の合意に
まで達することができないこともあり、そうこうしている内に、
「はい、これまで」と時間切れで
す。これって、会計年度が決まっている財務ではよくある話しです。何はともあれ、そういう風
に「意思決定にはいろんな形があるんだ」と皆さんの頭の中の片隅にでもちょっと入れておいて
いただけると、先に私が申し上げた、
「データを執行部が使ってくれないよ」という憤慨を少しで
も和らげることができるのかなと思って、説明させていただきました。
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大学評価担当者集会 2013 第一分科会 講義終了後の質疑応答（補足版）
回答者：

嶌田 敏行

（茨城大学）

浅 野

（神戸大学）

茂

本田 寛輔

（メイン州立大学）

問１－１：意思決定者（学長、役員、部局長）は IR を求めているのか。無いより有った方が良い
程度では IR 担当者のモチベーションも上がらないのではないか。（辻高明）
嶌田：確かにそうですね。非常によい質問だと思います。実際に求められているのか、というと
ころですが、日本の大学の場合、経営的に困っているか、というとあまり困っていないと
いうのが本音の所だと思います。米国と比較して必然性がない、みたいなところがなかな
か日本で IR が展開しない 1 つの要因なのかな、と思うわけですね。でも実体験からいいま
して、データをいじっていると「あれ、ちょっとこれはまずいよな」というのが出てくる
わけですね。それを、それとなく、学部長や評議員の先生に教えてあげると非常に喜ばれ
るわけです。問題になる前に、インフォーマルにお知らせするわけですね。そういうのを
日常的にやっていると、学部さんの方から、
「うちこういう課題があるんだけど、ちょっと
データでみてもえない？」みたいなご依頼が来るわけですね。ですので、日頃からいろい
ろおつきあいしていると、何か困ったらあいつらに聞いてみるか、という風に思っていた
だけるのかもしれません。仕事が増えても、給与が上がるわけではありませんので、オー
バーワークにならない範囲で、いろいろみなさんもがんばっていただければ、と思います。
本田：その状況は何となく想像できます。ただ、他者に依存した動機付けでは長続きしないでし
ょう。心理学でいう内発的な動機（Intrinsic Motivation）を維持するには、現在の業務を
どのようにして楽しむことができるかだと思います。前日の阿部先生のご発表同様、私も
IR の仕事を楽しくてやっています。
まずは、意思決定者がどのようにしたら「データ基づいた改善」
（IR）に重きを置くよう
になるのか、様々なデータを提供して、創意工夫されてはいかがでしょうか。それでも執
行部に振り向いてもらえないときは、私の場合は学会発表などで外に自分の考えを発信し、
他者と共有することで活動意欲を高めていくようにしています。
浅野：今回は、時間が無かったので、あまり触れませんでしたが、IR の基本的な機能の 1 つとし
てコンサルティング機能というものがあります。これは、最初は能動的にやるしかなくて、
受け身では、たぶん浸透していきません。ですので、ここが分岐点になると思います。例
えば、執行部から求められていなくても、評価作業を進める中で気がついたことを自らが
問題だと捉えて、それをどうつないでいくか、というプランが描ければ少しずつでも状況
は変わるのかな、と思います。いくつかの文献（高田, 2012；鳥居, 2013 等）を通じて、ま
だまだ日本の大学では米国に比して IR が必要とされていない傾向が示されています。特に
国立大学では、学生確保にそれほど困っていない現状もあり、米国の IR が強みを発揮して


現所属：大学評価・学位授与機構
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いる Enrollment や Retention 関係の業務は、京都光華女子大学、山形大学の取組を除けば
ほとんど実施されていない現状があります。一方で、学生確保に困っている私立大学にお
いては、そもそも専任で IR 担当者を置くほどの余裕はなく、必要としていてもそこにリソ
ースを割けないという現状があります。また、IR 担当者を配置している大学においても、
多くの場合、任期付採用となっているため、専門職として確立されていない実情がありま
す。したがって、IR はそれほど必要とされていないといえますが、米国においても当初は
同様の状況が見られました。こういった状況を打破するため、彼らは根気強く、精度の高
いデータや報告書を出しながら、執行部や学内関係者の意識を変え、自らが存在意義を勝
ちとっています。あまり必要とされていない日本の大学においては、たしかに IR 担当者の
モティベーションが上がりにくい現状は否めませんが、良質なデータを根気強く示しなが
ら、自ら存在意義を確立していく気概が求められているのかもしれません。研究レベルで
も、IR は学内におけるコンサルタントとしての役割が重要だという指摘にもあるように、
やはり自ら積極的に働きかけていくスタンスは重要だと言えます。
問１－２：IR という呼称について。Institution は世の中にたくさんあり、もちろん大学という訳
語ではない。暗黙的に大学という組織を意味して使われているが、適切な表現はないのか。
（辻高
明）
嶌田：大学というと向こうの教科書などを見ると「Universities and Colleges」のようになって
いることが多いのですが、現地ではどうですか。
本田：ご指摘の通りです。Institution という用語は社会学や組織論など、文脈によって異なる意
味付けがされます。IR の場合は、Higher Education Institution の HE の部分が省略され
たくらいに考えていただいても差し支えないと思います。Institutional という語は米国人
でも会話の文脈や意図によって変わってくるので、日本語に翻訳する際に、一語で多数の
意味合いを包括させるのは難しいと思います。ちなみに、たとえ用語が抽象的だとしても、
米国は日本よりも実践例が豊富なので、IR の具体例を用いながら理解のすり合わせができ
ます。
また、ちょっとした小話になりますが、現在の勤務校の上司との会話で面白い発見があ
りました。彼は IR の仕事としては機関レベルのデータに焦点を当てて業務を進めます。そ
こから、場合によっては学部別に分析することもあります。私は元々は学習成果の診断の
専門員だったので、学部学科のデータから集めて、場合によっては機関レベルに集計する
こともあります。この視点の違いで学内政治への配慮や業務の取り組み方が異なるので、
結構カルチャーショックでした。
最後に、歴史的な変遷により Institutional の用語の理解を深めたい場合は、下記をご覧
ください。
リチャード D.ハワード編、大学評価・学位授与機構 IR 研究会訳（2012）『IR 実践ハンドブック: 大学の
意思決定支援』玉川大学出版部（特に 6 章）
沖清豪・岡田聡志（2011）
『データによる大学教育の自己改善: インスティテューショナル・リサーチの過
去・現在・展望』学文社（特に 1、2 章）
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浅野：例えば、九州大学では IR を「機関調査」というふうに訳しています。米国においても、
Institution は、コミュニティ・カレッジ、4 年制大学、研究大学等を総称する用語として
用いられています。日本においても、
「大学」と一括りにしていますが、そこには短期大学、
4 年制大学、単科大学、大学院大学が含まれています。大学以外の訳語としては、「機関」
が最も適訳といえるのではないでしょうか。

問１－３：評価担当者は、IR をする人なのか、IR 活動を支援する人なのかを検討することが必要
である。（辻高明）
嶌田：確かにそう思います。なかなか IR 担当者と評価担当者の切り分けもできないのですが、見
ている側面の違いだと思います。IR が何か、というところになってくるわけですが、
「意思
決定支援」であると考えるならば、学内の様々なところ、場面で行われている意思決定が
しやすくなるような情報提供を行うのが IR の仕事だと思います。評価も説明責任のために
行っているところは否めないわけですが、同時に現状把握を行っているわけです。その情
報は、十分に意思決定に活用してもらえると思いますので、そういう意味では、評価担当
者も意思決定支援者であり、それはある種の IR 担当者であろうと思っています。
浅野：評価と IR を機能または組織（人）で捉えるかの違いではないでしょうか。機能で捉える場
合も、日本の実態（特に国立大学）は、評価から IR に展開していっている場合が多いと思
います。その際、評価担当者は評価業務を通じて大学の状況を把握し、特に課題について
は改善策等を提言していくことになり、その過程を通じて IR 業務を担っているといえます。
組織（人）については、所属する大学における IR が分散型なのか中央集権型なのかによっ
て、IR の位置づけは変わってきます。分散型の場合、それぞれの部署に配属された IR 担
当者がそれぞれ IR 活動の一部を担い、中央集権型の場合、専門の組織（人）が IR を実際
に担うということになると思います。
本田：
「IR を実践する人か、IR 活動を支援する人なのか」面白い問いですね。日本の高等教育全
体の方向性として議論するか、ご自身の業務や権限の範疇として議論するかで内容が変わ
ります。前者は拙著、IDE の論考でまとめています。後者は辻さんの職務規定や学内の業
務の内容から形作られていくのだと思います。
問 1－2 とも関連しますが、Randy Swing は IR が学内の改善の旗振り役であるべきだと
いう IR 像を提唱されています。これによると、IR という呼称よりは Action Research と
いうのが本質的な描写、もしくは活動であると 2000 年前半に日本で講演されたと記憶して
います。
ちなみに、私の米国の経験は両方です。執行部から依頼されたデータ分析は自分が主担
当として分析から報告までを遂行します。他部署から依頼がある業務としては、データ分
析やアンケート調査の作成や実施を支援する場合が多いです。
おそらく、ご自身の考えや状況下で IR をどのように捉えているかにより、問 1－3 への
答えが変わってくるでしょう。周囲との関係性の上で、辻さんご自身が答えを見出だすこ
とができるのではないでしょうか。
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問２：意思決定支援者は、学内でどのくらいの権限（パワー）を持っているのでしょうか。私の
所属する大学は本年度から評価部署を設置し、現場が作成した自己点検・評価報告書をもとに、
改善が必要な箇所を指摘し、改善を促している最中です。こちらとしては良かれ、と思い提案し
ているものの、現場スタッフは指摘箇所がなぜ問題なのか、なかなか理解を得られない状況もあ
ります。
各大学の IR 関係部署は、どのくらいの提案力を持っているのでしょうか。学長直轄などで、かな
りの改善を促すパワーを持っているのか、それともあくまでも現場が主役であるため、状況説明
するに留まるレベルなのか。その点をみなさんに伺いたいです。
嶌田：どのくらいのパワーを持っているのか、というと、端的に言えば、評価室長がどのポジシ
ョンの方なのか、というところに依存すると思います。例えば、理事なんかで、学部さん
なんかにもガンガン言えるような感じなら、評価活動で集まってきた情報を学部さんに流
しながらお願いや指示を出したりできるわけですね。実際、どこまで踏み込むのか、とい
うのは、なかなか難しくて、頭ごなしに「お前らぜんぜんだめ」みたいなことばっかり言
っていても、ぜんぜん仲良くなれないと思います。うちは、現在は変えられてしまったの
ですが、以前は役員が学部長室に出向いて、ひざ詰めみたいな感じで２時間程度、和気藹々
と課題を共有したり、いい点をどう大学で支援するか相談したりしていたわけですが、こ
れをやるときの基礎資料が年度計画とその実施状況で、それを共通基盤に大学と部局とで
いろんな話をしていたのですね。上から目線ではなく、目線をお互いの執行部が併せるこ
とで、結構、建設的な議論ができるんじゃないか、というのが経験的に感じたところです。
権限を振りかざすのは簡単なのですが、それで相手が言うことを聴くのか、ということで
すね。相手がその気になってくれるように、データを使ってちゃんと話せばいいんだと思
います。焚きつけ方の問題なわけですね。そういうのを理事が理解していれば、うまくや
ってくださいますし、強引にやれば学部さんは仲が疎遠になっていきます。
浅野：理事の位置付けも関係すると思います。理事にも序列があるわけですので、評価を担当す
る理事が末席の方だと、評価室でうまく理事を説得しても、それが大学執行部にはうまく
伝わらない、ということになってしまうと思います。本学の場合、企画・評価は研究担当
理事の次席なので、結構、大学執行部のなかでも意見が通りやすいのではないかと思いま
す。トップダウンで物事を決められる大学であれば、それなりにパワーを有しているでし
ょうが、大学という組織の特性上、学長といえども、人事権すら持っていない場合が多い
と思います。そのため、大学は何かを強引に決めて実行しにくい組織といえます。このよ
うな組織においては、まず合意を形成することが重要で、IR はその裏付けとなるデータや
エビデンスを示す役割を担っているといえます。また、ゴミ箱モデルで示したように、IR
担当者が問題だと思っていても、執行部やその他学内関係者がそのように思わない場合が
あることを意識しておいた方がいいと思います。何が問題なのかをデータやエビデンスを
示しながら、当事者に納得してもらわないと、いくら良かれと思って提案しても、聞き入
れてもらえないように思えます。
本田：ご質問の前半部分で、
「データを提供して提案しているのに、なかなか受け入れてもらえな
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い」状況は米国でも多かれ少なかれ存在します。浅野さんの講演にもありましたように、IR
担当者やディレクターはコミュニケーション能力を有し、根回しをしっかりやっています。
ここで、それ以外の重要性にも触れてみたいと思います。リサーチのデザイン力と言い
ますか、社会調査法みたいなものを少し勉強すること。それにより、このデータ分析の手
法は、うちの大学のこの問題に応用できるなと目利きが出来るようになります。私が学内
で腫れ物みないな問題を扱うときには、1 つのデータソースだけでは勝負しません。かなら
ず複数のデータと分析視点から攻めます。この「卒業生アンケートの満足度」に加えて「在
学中の学生の学習経験のアンケート」も使おうというように、英語で言うトライアンギュ
レーション（Triangulation）をします。これにより、ある課題を「こういう捉え方もでき
ますし、こんな解釈もできますよね」という風に一緒に考えていく場づくりをするのです。
後半のパワー、提案力ですが、これは個々人の専門性に依存しますので、一般的に言い
難いです。嶌田さんと浅野さんは執行部との関連性というところでお話しされていますが、
私はちょっと違う側面から。まず、自分のキャリアで 18,000 人くらいいるニューヨーク州
の大学から、メイン州の 6,000 人程度の小規模校に異動したのですが、１人の存在感が物
凄く違うのですね。組織が小さいので、個人の権限と責任が大きくなるわけです。自分が
どのように学内で認知されているのか、英語で言うところのインプレッション・マネジメ
ントには常に気を遣っています。自分はこういう専門性が高い人間で、自分はこういう特
殊な技能を持っていて、先生方が侃侃諤諤やっているところにこういう話題提供ができま
す、ということを自己紹介でさらっと伝えておくわけです。そうすると、学内の教員が「こ
ういうときにホンダに頼もう」と認識してくれるようになりつつあります。また、
「他所の
大学がどうなのか」というよりは、おそらくこの質問は参加したみなさん、お一人お一人
に向けられたものだと思うんです。自分がどう立ち回ればいいか、自分がどういう専門能
力をつけたらいいのか、みたいなものを自問自答しながら、学内での人間関係を構築して
いって、それが最終的にデータ提供とデータ活用につながっていくのだと思います。執行
部の権限と IR 部署による提案の可能性は、学内における課題の性格により大きく異なるの
で（例えば、入退学、学習成果、財務など）、一般論では議論が難しいかと思います。米国
の詳しい状況であれば、今回の講義２のスライド 13 から 16 までをご覧ください。
日本の状況については、佐藤他（2009）がアンケート調査を実施されています。数年前
のアンケート結果から現時点の間に何らかの変化が現れているのか、再調査をしてみるの
も面白そうですね。
http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/gakujutsushi/mgzn9/__icsFiles/afieldfile/2009/04/23/n
o9_16_sato_no9_04.pdf
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問３：良質なデータを提供しても、データへの感度が悪い意思決定者であれば、意味がないこと
がよくわかりました。マネジメント層だけでなく、すべての階層におけるデータリテラシーの向
上について有効な方策がありましたらご教示ください。（創価大学 松岡尚志）
嶌田：大学というのは不思議なもので、漫然とものごとを決めていても、直ちに危機に陥るよう
なケースは少ないと思います。米国がなぜ IR に取り組むのか、ということに対する 1 つの
答えとして、
「それをやらないと経営上まずいから」ということが挙げられます。州政府や
学生の経済的支援を行っている団体などへの説明責任や、学内からのデータリクエストに
対する対応などは、日本の大学人としても想像がつきやすいと思います。米国の大学の場
合、一般に日本で言うところの収容定員というものがありません。その上、４年で卒業す
ることを前提にしていません。（なので、僕らの感覚では、１年生から２年生に進級する、
というのを「Returned Student」と多くの方が言ってました。勝手に進学するのではなく、
戻ってきてくれる学生なのですね。もちろん名の知れた超エリート校は、そんなにぼろぼ
ろ学生がいなくなるわけではありませんが、地方の州立大学などですと、１年生が２年生
に進級する割合（いわゆる Retention Rate ですね）が 50％台、といってもあまり誰も驚き
ません。日本だと、おそらく多くの大学で 90％台は軽くあると思います。そうなると、例
えば、抜けた分をきちんと埋めないと、財政的にかなり苦しくなるわけですね。そのとき
の教室等の数や大きさ、運用状態、教員数など、もろもろを考えて入学者を確保できない
と、大変なわけです。このように学生の流動性が高いために、それをうまく考えてどのよ
うに入学させるかとか、退学や他大学に行かないように、どのようなケアをすればよいの
か、ということがみんなの関心事になるわけです。ご飯を食べるためには。また、日本の
学生と異なり、自らが多額（年間３～４００万円）の教育ローンを組んで入学してくる学
生も多数います。そうなれば、自ずと、自分が出したお金に対して、それを満たす教育が
受けられているのか、ということは学生の最大の関心事になることは想像に難くありませ
ん。このような例から見るにも、日本の大学において、「危機感」の醸成と大学の進むべき
方向などを、
「二進も三進も行かなく」なってから考えたのではもう遅く、入学してくれた
学生に迷惑がかかりますし、卒業生もがっかりするでしょう。なので、どうしたら、今い
る、そして、今後入学してくれる学生が、さらに「この大学に来て良かった」と思っても
らえるような学生生活になるのか、ということを考えていかなてはならないでしょう。ま
た、このような「この大学に来て良かった」と感じる学生を増やしていくことは、不本意
入学者の心理的葛藤を解消することにもなるでしょうし、卒業後にその大学のよき応援者
となってくれる可能性が高まりますので、寄附金戦略の上でも有効ではないかと考えられ
ます。
本田：嶌田さんが上記で米国の状況を日本の担当者の視点でまとめてくださったので、私は少し
違った観点から回答します。
まず、松岡さんの悩みは米国でもしばしば見受けられます。ただし、
「良質なデータ」と
いうのが、
「誰にとって、どのような基準で良質なのか」を冷静に検討する必要はあると思
います。評価担当者が良質だと思うデータでも、その伝達方法や報告のタイミング、報告
を受けた人々の構成など様々な要素により、データへの評価は変わるからです（いわゆる、
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ゴミ箱モデルから見た意思決定の過程ですね）
。別の立場からしてみれば、執行部は評価部
署が「わかり易いデータを持ってこない」と批判することもできます。ただ、これでは批
判の堂々巡りで非生産的なわけです。
ありきたりな回答で恐縮ですが、執行部が関心を持つようなデータの作成と提供の仕方
に工夫をし、徐々に評価部署の認知度を上げることが第一歩です。これは米国でも同様な
ので、今回の講義２のスライド 13 から 16 までを、より詳しくは我々3 名の高等教育学会
2012 年の発表スライドをご高覧ください。
私なりの心掛けとしては、執行部に対してデータの読み方や分析結果から浮かび上がる
「論点」を要約して報告するようにしています。更には、ある課題や事象を多面的に捉え
ることで、執行部が向き合うべき問いを組み立てていくこともします（そうしないと、他
者批判で会議が終わるときもあるので）。
また、執行部に専門知識が欠けている案件の場合は、彼らが私の専門領域の知識に依拠
したいので、論点だけでなく「提案」もして欲しいと言われます。その際に、「自分の知り
得た情報とデータ分析では」と断りを入れながら、改善案を伝えています。常に、自分の
持ち合わせている情報には限界があり、それを他者から学ぶという姿勢は必要かと思いま
す。

問４a：意思決定哲学（講義１で説明が省略されたもの）について、簡単にでも説明頂きたい。
問４b：講義１のスライドで、説明し始めると時間がかかるので、と省略された表について、もし
時間に余裕があればお教えください。
嶌田：これは講義１のスライド 13 ですが、玉川大学出版部さんに作ってもらった『IR 実践ハン
ドブック』の第６章の表です。機構の林先生が訳しているので、それを片手に紹介させて
いただこうと思いましたが、さすがにそんな時間はありませんでした。申し訳ありません。
さて、この内容ですが、261 ページ付近を読んでいただけるのが一番よいのですが、かいつ
まんで説明しますと、以下のようになります。意思決定者は、大学のマネジメントの中で、
多様な意思決定哲学を用いるので、IR 担当者はそれを理解していた方が、意思決定支援が
やりやすいでしょう、という話です。
「政治的な意思決定哲学」
「独裁的な意思決定哲学」
「経
営的な意思決定哲学」
「同僚制的な意思決定哲学」という４つのタイプに意思決定者を分け、
どのような部署にいる方が多いのか、その方がなぜそういう意思決定哲学をとるのか、と
いうことが解説してあります。ただし、この部分の記述は２本の学術論文から構成されて
おり、それを読まないと、ちょっと意図するところが分からないところがありますので、
今後、また別の機会に、日本の大学に応用するとどうなのか、というところを含めて解説
させていただければ、と思います。
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問５：学生数２～３千名規模の大学と、学生数１万人以上の総合大学では、IR を進めるにあたっ
て留意点が異なると思います。総合大学において IR を進めるにあたって、ご助言をいただければ
幸いです。
嶌田：本学（茨城大学）の場合、３キャンパス５学部（学生数約 9,000 人）ですが、このくらい
のサイズですと、IR 担当者は１名で、ぎりぎり各学部さんからのデータリクエスト（年報
用、教員評価用のデータ提供）や分析依頼（２年に１回程度、学部 FD で報告するようなペ
ース）に対応出来るかと思います。また、年に数回は学部執行部の先生方のところに御用
聞き？（課題などを伺ったり、相談に乗ったりすること）ができます。そう考えますと、
これ以上のサイズになった場合には、IR 担当者を複数名にして、受け持ちを決めたりして、
部局さんとのパイプが詰まらないようにしておいがほうが、無難かと思います。
本田：嶌田さんの回答は部署の規模と業務量からの回答ですが、私は少し違った側面から回答し
ます。総合大学の場合、1 つの学部や研究科を 1 つの小規模大学と見立てて情報提供や改善
に向けたデータ支援（IR）を進めていくのが妥当な気がしています。別の言い方をすれば、
総合大学で全学規模のデータを提示しても、学部や研究科にはあまり関連したものとは映
らないでしょう。更に、総合大学では全学を動かそうとすると、評価関連のデータ以外に
も学内政治や手続きが煩雑で時間が掛ると思われます。まずは学部や研究科から情報提供
を始めて、各部署がデータを用いて自己点検を始めるようになり、引いてはそれが全学的
な組織風土につながるよう推進役を果たされてはいかがでしょうか。

問６：教学 IR 業務担当者における、修士号・博士号保持者の割合。平均的な雇用年数と給与水準、
肩書き（役職名）。（北海道大学 高木由紀）
嶌田：大学教育センターのような教育改善業務を司るセンターでは、原則的に IR 業務に携わって
いるのは教員で、それを事務系職員が支援する、というような形になっていると思います。
原則的に IR を担当されている方は教員なので、多くの方が博士号を持っていると考えられ
ます。評価室系統でも IR 業務は行っていますが、教員と職員が協働（というより同じ大部
屋）で行っているケースが多いです。職員は国立大学では、原則大卒以上の採用となって
おり、原則終身雇用です。教員が配置されているのは国立大学でも 10 校強程度だと思いま
す。教員のうち期限の定めのない者は、ほとんどいません。多くが任期付きです。感覚と
しては、准教授が一番多いような気がします。
本田：高木さんのご質問にある教学 IR というのは日本独自の用語なので、その観点と合致した米
国の比較データは得難いかと思われます。米国 IR の人材については幾つか論文があります
が、日本語訳されているのはこちらです。
ランディ・スウィング（山田礼子訳）米国の高等教育における IR の射程，発展，文脈
http://www.niad.ac.jp/sub_press/sciencemag/No3/02.pdf
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問７：ゴミ箱モデルが大学での意思決定の文脈でどう適用されるのか。もう少し具体例も交えて
教えてください。（文部科学省 秋山）

本田：IR 業界ではいわゆる単線的な意思決定へのデータ支援が思い描かれがちですが、現場はも
っと複雑なわけです。その複雑性を整理して説明してくれる 1 つの枠組みが、ゴミ箱モデ
ルだと思います。他にもいろいろ組織論のモデルはありますが、まずは基礎的なところか
ら物事の捉え方を磨いていくのが良いのかなと思い、ご提示させていただきました（回答
の詳細は問 9－2 をご覧ください）。
また、学術の理論は必ずしも「事実」ではなく、「見方」だという点も強調したいです。
浅野：評価であったり IR を通じて我々が意思決定支援をしようとしたときに、やはり、まず何が
問題なのか、というのを自分たちでも設定しないと、どういった解決策、どういったデー
タ分析をそこに持っていくべきか、というのが 1 つと、もう一つは、そこにどういった意
思決定参加者がいるのか、というのが重要なようだ、というのがあります。また、どうい
ったタイミングで持っていくか、というようなことですね。それらを４つの要素で捉えて
いくと、自分たちがやろうとしている意思決定支援を、どういった形で仕切っていく、と
言いますか、どういった方向で持っていくか、という 1 つの考え方の整理になるのではな
いか、と捉えています。

問８：企業のように、合理的意思決定を推進した場合に想定される懸念事項は？
浅野：これはたぶん、アメリカなどがいい例だと思います。アメリカでは利益重視型大学（For
Profit）のようなものが挙げられることがあるかと思いますが、そうなると学生をお金でし
か捉えなくなる懸念があります。というのが、どうやって学費を多く取って、少ないサー
ビスを提供して、学生さんを送り出していくか、という穿った見方にもつながりかねませ
ん。やはり教育というのは、企業のような、感情を持たない製品を生産するところではあ
りません。学生さんを育てていく、というところですので、そういった意味でも合理的な
意思決定は必ずしも馴染まない、と言うところがあると思います。
本田：状況により異なりますが、一般的によく言われる懸念事項は文学部が不利な立場に
置かれることです（もちろん、状況により改善策が無いわけではありませんが）
。政策の観
点で見れば、ニューパブリックマネジメントが導入されて大学や病院の経営で支障がでた
という話はあります。ただ、一個人の IR 担当者として注意しているのは、合理主義への批
判を、あくまで例えですけど、文学部の先生の言い訳にはしたくないんですよね。そうい
う教員に限って、
「合理主義は学生を商品としか見ていないので、けしからん」というよう
な精神論で語ってしまいます。ですが、これは程度の問題でしょう。ある大学の音楽学科
の話しですが、音楽が大好きな学生と音楽が大好きな教員の方がいらっしゃるわけですね。
でも赤字なんです。他の学科の採算にまで足枷になっていると、想いだけでやっていける
のか？本当にこればっかりは難しい問題です。一方で理想・理念論があり、他方で現実的
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にお金の採算と教員人事で学内の手続き論もあります。
少し学術的な論も展開してみましょう。小規模私学で経営難に陥っている場合は合理的
意思決定が求められるでしょうし、研究大学で財政的な心配がなければ、象徴的に合理的
意思決定をしているかのように外部に見せて、組織の妥当性（Legitimacy）を高め、財政
獲得で優位に立つように画策することもあるでしょう。地域の総合大学のように政治的な
作用が大きい場合は、執行部か学内構成員が合理的意思決定を試みることで全体的な合意
が取り付けられるか、余計に混乱するか、状況により異なるでしょう。

問９－１：４つの大学モデルについて
（理念型としてあげられているものなので、現実の大学にそのままあてはまることはないとは思
いますが）これだけ見ると、合理的な意思決定が可能なのが、政治型大学しかないように見えて
しまいますが、その認識で正しいですか？
浅野：モデル的にはそう読みとれますけども、実際の大学ではいずれの側面も存在しますので、
あくまでも規模に照らしてみたときに、こういう特性が見られるというわけです。例えば、
同僚型の大学に於いても合理的な意思決定が行えない、ということでもないです。ですの
で、どのモデルでも合理的な意思決定が起こり得ますが、おそらく政治型のほうが比較的
起こりやすい、と捉えた方がよいでしょう。それは、政治型大学の方が、学内政治を押さ
え込もうという力学が働き、表面的には合理主義的な行動が試みられることが多いからだ
といえます。
本田：組織論を学ばずに IR やアセスメントの道に進んだ米国人を見て感じるのは、自分達が思い
描く理想像と現実の乖離に腹を立て、ストレスを溜めることです。なので、こうしてモデ
ルを応用することの意義として、今自分がどういう状況に置かれているかを客観視して、
フラストレーションを和らげることも重要です。なので、どれが正解なのかに回答を求め
るよりは「こういう捉え方もできるんだ」という風にみたほうが適切かと思います。
午後のグループ討論では、グローバル人材の育成とか国際水準の研究の実施などがある
わけです。これらを大学の類型ではなく、事象として考えてみましょう。人材育成は教育
の観念論と方法論で話しが面倒なわけです。この場合は政治型のモデルで学内の状況を眺
めてみるのが妥当かと思います。研究の場合は各個人の専門性が特化され、執行部はそこ
に立ち入れないので、教員個人が自由に動く無秩序型になる傾向が強いわけですね。
さて、話しを戻してご質問にお答えすると、学生市場により左右される大学の事例を描
いた官僚型大学が合理的な意思決定がより可能でしょう。米国ではコミュニティ･カレッジ、
日本ではワンマンの小規模私学が当てはまるかと思います。
各大学の類型は日本語訳のロバート・バーンバウム著『大学経営とリーダーシップ』玉
川大学出版をご一読ください。そうすれば、ご自身が勤務校で経験した課題や案件を、改
めて別の視点から理解することが出来るようになると思います。

58

大学評価担当者集会 2013 第一分科会「評価と IR：活用編」

問９－２：ゴミ箱モデルについて
経済学的？なモデル化について造詣が浅いため、参加者、問題、解が独立の要素としてあること
が直感的に理解できませんでした。
「問題」の解説文の「出現時刻」～以下が分かりづらいと思い
ます。
浅野：これについても、あくまでの 1 つの見取り図として捉えていただけばよいのかな、と思う
のですが。例えば、嶌田さんは社会科学のバックグラウンドが全くなくて湖沼堆積物の研
究をしていたそうですが、実務的な IR の研究を進めていくうえで、理解は一致したのです
ね。ですので、意思決定支援の実務に携わっていけばいくほど見取り図として理解してい
ただけるのかな、と思います。といいますのも、評価や IR の業務を通じて、データを収集
したり分析したときに何かしら課題を発見したときには、それを「問題」としてみなさん
に共有してもらわなくてはならないわけです。あるいは共有した上で何かを決めてもらわ
なくてはならないわけです。何かを決める場面では、
「決める人」が参加してくるわけです
けど、それが「参加者」というところに分けられると思います。では、その「参加者」を
どういうタイミングで、どのように解決に導いていくのか。そう考えると、この４つの要
素は IR 担当者として意思決定を支援していくときには、非常に参考になる視点なのかな、
と捉えています。
スライド 23 の「問題 (problems)」のところの下から２行目の「そしてそれぞれの問題
は出現時刻とその問題によって特徴づけられると仮定される。」という所だと思いますが、
問題というのは、自分たちが問題だと思っていても、他者がそうは思っていない場合もあ
るわけですね。それをどのようなタイミングで出していくか、ということで、相手に問題
として捉えてもらえることもあるというのを説明しようとしているのですが、説明が十分
ではありませんでした。
本田：どういう風に理解できるのかをかいつまんで説明しますと、皆さん、ご自身の現場で無意
識的に使っているのだと思います。今回の我々の発表は、みなさんの個別個別のご経験を
一旦抽象化して、こういう要素に分けられますね、という作業をさせていただいたと思っ
ています。なので、ちょっととっつきにくいかな、何故わざわざ抽象化するのか、と疑問
に思われるかもしれません。でも、慣れてくるとこの抽象化した枠組みを使って、自分の
日々の普段の業務の振り返りができるようになるんですね。
私が転勤して最初に直面した問題を具体例としてお伝えしましょう。一般教育の学習成
果の学内制度ができあがっていないのです。この課題に取り組むに当たり、まず「参加者」
は誰を入れたらいいのか？学部長を入れなければならないのか、教学担当筆頭副学長
（Provost）をいれなくてはならないのか、アセスメント委員会の委員長先生は入れた方が
いいのかなどです。次は、先述の参加者をどのタイミングで連携するかですね。秋学期に
この議論をするのですが、評議会のスケジュールはどうなってますか。２回目の評議会に
はこの議題を審議したいわけですが、その場合はアセスメント委員会の委員長とは９月初
旬には調整しておかないとだめですね、とか。このような学内手続きの順序立ては皆さん
もやってますよね。それを抽象化して、枠組みとして提示させていただいたというわけで
す。
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問１０：ゴミ箱モデルの理論は興味深く拝聴しました。評価と IR について、国立と私立の違いに
ついて関心を持ちました。
（昨日［編集者註：神戸大主催のシンポジウム］と本日のお話をきいて。
）
私立では、本学もそうですが、同志社さん、京都光華女子大さん等、教学 IR の側面が強く発達し
ているように思います。国私の違いについて、ご教示いただければ幸いです。（立教大学 石田和
彦）
嶌田：国立大学の場合には、平成 16 年度の法人化に伴い、文科省（法人評価委員会）から毎年、
評価を受ける、という体制になったため、それへの「現実的な対応」として評価室などを
設置した、という背景があります。名大、九大など大きな大学は、改善を目指すための IR
（情報分析、データ提供）などをやっていましたが、地方国立は、説明責任を果たすので
精一杯、というのが現状だったと思います。毎年の法人評価は、どちらかといえば管理運
営に重きが置かれます。また、説明責任ですので、
「計画を通して、いかにうちの大学は国
民の期待に応えているか」ということが記述のメインになりますから、
「書きたいこと」が
あって、そのためにデータを集めて、という順番になることが多いわけです。もちろん国
立大学も機関別認証評価は受けますので、その場合、教育がメインになりますが、なぜか
評価部署が置かれている総務系の部署が担当することが多く、教育に関連した業務を所掌
する学務系のセクションは、あまり積極的にからまなくても大丈夫だった、という経緯が
あります。また、なんだかんだ言っても、補助金（運営費交付金）が措置されますから、
学生の動向など、いわゆる教学マネジメントを司る、もしくは支援する部門が、それほど
ナーバスにならなくても、済んでいた、という背景があるのではないか、と考えます。
本田：国立大学は伝統的に研究志向であり、更には FD センターを常設していることも、評価デ
ータによる改善（IR）が教学面に浸透しない理由かもしれません。米国でも状況は似たり
寄ったりで、大学の類型別（研究、教養教育など）の簡単な説明は拙著の IDE 論考をご覧
ください。また、嶌田さんが先述した点は、米国でも起きています。前出の沖・岡田（2011）
の歴史的背景をご一読ください（特に 33 ページ）。
また、教学 IR というのは日本での造語、独自の発展形です。IR を「データ分析して改
善に役立てる機能」として定義し、教学面でそれを果たそうというものです（山田礼子先
生の発表資料にもありました）。私なりの解釈では、学生調査や成績データ、科目履修デー
タを分析して教学の改善に役立てようとされているわけです。
蛇足ですが、この日本で言われる教学 IR は米国だと Assessment に相当すると思います。
ただ、日本では「IR」だけでも混乱しているのに、新たにアセスメントという片仮名を持
ち出すのは、私としては気が引けるわけです。用語だけを取れば、私は「診断」と訳して
います。ただ、米国の Assessment を本格的に説明しようとすると、用語の定義だけでなく、
概念整理や様々な測定手法、更には学内制度など話しが大きくなるので、いずれ時期が熟
したときにでも。
Assessment に関連して、もう少し話しを大きくしますが、日本が「評価」
（Evaluation）
という用語を質保証制度で選んだのは災いの元だったように私は思います。大学組織の次
元で検討すると、評価室が学部や研究科の教育や研究を「評価」するのは門外漢として無
理なわけです。ある意味でおこがましい、若しくは越権行為かもしれません。だからこそ、
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「診断」
（Assessment）として学部や研究科の自己点検の補佐をするのが妥当だと思います。
高等教育政策の次元で検討してみても、Accreditation を「認証評価」と意訳したのは不適
切でした。興味のある方は、IDE の 2004 年の大学評価特集にある合田隆史先生と舘昭先生
の論考をご一読ください。
用語の誤用に係る問題は、名古屋の栗本先生と分科会後に議論しました。評価担当者は
Assessment は改善を主目的とした測定、Evaluation は最終判断（人事評価など）を目的
とした測定、Satisfaction は満足度の測定と 3 つに分けて考える必要があると意見が合致し
ました。学内の様々な状況の中で、この 3 つ異なる性格の測定をしながら、改善を進める
必要があるわけです。

問１１：講義２のゴミ箱モデルで、理解が浅いのですが、このモデルに当てはまる／適した／適
さない課題というのはあるのでしょうか。意思決定は、すべてこのモデルにあてはまっている、
という理論でしょうか。
本田：社会学における理論やモデルは、ある現実や事象を単純化して説明しようとするものです。
現実社会では複数の要素が複雑に絡み合っており、その中からより重要な要素を割り出し、
それらの関係性を説明するわけですね。
なので、ゴミ箱モデルはあくまでも視点というか、組織の意思決定の様子を捉える際の
枠組みです。よく言われる例えが、社会科学のモデルはいわゆる「メガネ」みたいなもの
で、その対象の全体像を大きく捉えるのか、詳細部分を掘り下げるのか、分析の目的や必
要性によって様々な視点の枠組みをあてがい、対象の理解を深めるのが狙いです。
この考え方に基づけば、私はご質問にあるような「意思決定は、すべてこのモデルにあ
てはまっている」という捉え方はしていません。それよりは、ゴミ箱モデルという捉え方
で、様々な意思決定の状況を分析できるのではないかと考えてご紹介させていただきまし
た。もし、こうした物事の捉え方を練習するのであれば、取っ掛かりとして次の文献がお
勧めです。
日下 公人（2002）『すぐに未来予測ができるようになる 62 の法則』PHP ソフトウェアグ
ループ
蛇足ですが、こうした思考は大学院でも特に博士課程で鍛えられます。上記をご一読の
後には、社会科学において理論やモデルがどのように作成されるのかを学ばれると博士レ
ベルの思考が付き、教員と議論を展開する際には有効でしょう。
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問１２：ゴミ箱モデルにおける構成要素について。
「参加者」は、日本の大学では委員会等に該当
し、メンバーが入れ替わることが多いと思いますが、アメリカでも同様でしょうか？（同様の選
択機会に関して。）委員会等は輪番でやっていることが多いのですが、アメリカではどのように人
選しているのでしょうか？（琉球大学 村社敬紀）
本田：鋭い質問です。アメリカも大なり小なり同様で、委員会の構成員は 3 年程度で入れ替わり
ます。更に、委員会でも本当に仕事をする教員と、たまに議論を拡散させて足を引っ張る
教員がいて大変です。執行部はその辺をわきまえて、委員会の構成を考えています。この
ような状況は、公立、私立、研究大学、教育大学にかかわらず、どの大学でも程度の差こ
そあれ存在するようです。
私の経験から一つ具体例を挙げます。学習成果の診断の委員会だと教員だけでは議論が
進まないので、教務筆頭副学長（Provost）からの要請により、私が専門職として参画して
います。

問１３：ゴミ箱モデルというのが、現状の日本の大学にもよく当てはまると感じました。日本の
大学では、他の大学と比較されることに強い抵抗があるように感じますが、アメリカの大学でも
同様なのでしょうか。また、今日の資料に記載されている以外で、他大学の比較を IR に結びつけ
られる工夫・事例がありましたら教えていただければ、と思います。
浅野：日本の大学でも当てはまると感じていただけるとありがたいです。他大学との比較につい
ては、アメリカではかなり積極的に展開されています。自らの強みや立ち位置を把握する
には、他大学との比較が最も有効であり、比較そのものに抵抗もなく、情報もそろってい
るといった点が後押ししているといえます。ただ、闇雲に比較するのではなく、対象とす
る大学を慎重に選定しています。その一環として、似たような属性の大学と任意でコンソ
ーシアムを組んだり、日頃から担当者レベルでデータを交換するといった事前準備をしっ
かりしています。
本田：アメリカはとにかく他校と比較します。私の勤務校であれば、メイン州立大学の 7 つのキ
ャンパスや他州にある遠隔教育大学との比較です。日本で他校との比較に抵抗があるのは
一般的な社会礼節として理解できますが、状況によっては比較が求められる場合もあるで
しょう（国立大学の研究競争力の比較や私学の学生獲得など）。
まずは、大学のパンフレット、雑誌のランキング、自己点検報告書などから情報を集め
ておき、簡単な表で比較情報をまとめ、学内で話しの通じる教職員を探し、会議等で報告
する時期を見計らっておくのが良いかと思います。
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問１４：米国 IR の実際の学習成果の診断は、具体的にどのようなデータを分析しているのか？（琉
球大学 西里英夫）
本田：これは物凄く大きな質問です。ここでは簡単には答えますが、日米で共通する業務として
は成績の分析、学生調査、就職率、資格取得者数、雇用者アンケートが挙げられます。
ルーブリックを使った測定は日本だと成績評価への適用が多いようですが、米国では教
育プログラムの次元での活用も進んでいます。詳しくは嶌田、本田、浅野の 2012 年の高等
教育学会の発表資料、更には小生の今春 4 月の大学評価授与機構での発表資料をご参照く
ださい。［http://www.niad.ac.jp/n_kenkyukai/1229401_1207.html］
また、欧米の教育成果の診断の骨格となる考え方には目標管理があることをご理解いた
だくことも必要かと思います。

問１５：Accountability と Improvement について、本来外部質保証システムは内部質保証を支援
するものであるのが理想と考えます。今日のご報告では、両者が対立軸として設定され、調査大
学でもその整理が自然に受け入れられているようです。米国の大学が感じている両者のギャップ
について問題意識があれば、教えてください。
（今日のテーマと異なるので、今日触れなくても結
構です。）（文部科学省 秋山）

本田：

これは政策側にとって重要な課題です。一般的に、文科省や

認証評価団体は大学が説明責任を果たし、改善もできるという考え方に立脚します（いわ
ゆる両取り）
。これは新公共政策（New Public Management）の観点であり、欧米の質保
証団体や政府の姿勢も大なり小なり同様です。
他方で、大学側は認証評価や自己点検では自分達の強みしか出さない。大学が本当の改
善をするのであれば、自分達の恥部に対峙しなければならいのですが、それを公表しすぎ
て失敗してはマズイ。なので、評価担当者や IR 専門員からすれば、説明責任と改善が対峙
するのはごく自然な状況です。あくまでも挿話ですが、米国のある IR ディレクターと話し
たときに「自己点検は正直であるべきだが、暴露しすぎても良くない」という風に言って
いました。
端的にまとめると、政府は質保証制度（認証評価や法人評価）を通じて説明責任の観点
で大学に求め、それを大学側が法令順守として対応する状況です。この問題について欧州
の研究では質保証制度のシステム・デザイン自体の課題ではないかと指摘されています。
また、組織論の New Institutionalism という観点でみれば、大学の質保証だけでなく、企
業やその他の分野でも評価制度が象徴化し、骨抜きになっている状況は多く指摘されてい
ます。
要するに、政策側と大学側の捉え方の違いを認めたうえで、今後どうするか。ここでは
問題の状況を分析しましたが、今後は政策側が日本の評価制度をどのように運用していく
のかが問われていると思います。米国でも Accreditation の制度刷新は局地的に議論されて
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います。日本ではシステム質保証部会が議論されたようですが、どのように具現化してい
くのでしょうか。下記の論文で、特に 155－156 ページは参考になると思います。
宮浦他「大学における内部質保証の実現に向けた取り組み―自己点検・評価活動および教学
改善活動の現状と課題―」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/itl/outline/kiyo/kiyo11/11_miyaura.pdf
浅野：米国では、自己評価から戦略経営計画の流れが意識されているので、純粋に Accountability
のネタが戦略経営計画経由で Improvement に生かされているかまでは、正直、確信はあり
ませんが、日本の大学よりは生かされているように映ります。
嶌田：前半部分については、少しコメントを。ある事象、と言いますか、どの大学でも、やって
いることは１つです。その１つのネタを説明責任と改善とにどう使い分けるか、というだ
けの話です。説明責任の時には、うちの大学は国民の期待に応えてどのようにがんばって
いるか、ということが記述の主眼となりますし、改善の場合には、どこがまずいのか、と
いうことが主軸になります。法人化 1 年目の評価の際に、こちらもうまく慣れていなかっ
たので、説明責任のための評価書に、ついうっかり、ここはできていなかった、というの
を正直に書いてしまったところ、その部分ができていないのはまずい、という評価をもら
ってしまったので、なんか、いかにうまく書くかみたいなところにフォーカスが行ってし
まっている嫌いはありますが、評価制度が入って大学が変わったか？、と訊かれればかな
りよくなったのでは？、と個人的には思います。認証評価については、外部質保証システ
ムが内部質保証システムを支援するものにかなりなっていると思います。受かることが前
提となっている、つまり、ベースラインの引き上げが目的と思われる評価ですので、受け
るまでに提示されたレベルにどのように達するか、ということで各大学はがんばっている
と思います。実際に、黒船が来ないと、なかなか変容できないのは、今もそうで、大学、
監督官庁、評価機関がいい緊張関係で評価を行うことができれば、それは改善や改革の原
動力やきっかけに十分なりうるものだと思っています。

問１６：昨夜、８月２２日にアメリカのオバマ大統領がニューヨーク州での演説で、大学の新評
価基準の作成を表明しましたが、背景等がお分かりになればお教え下さい。
評価要素：卒業生がどれだけ社会で活躍しているか等。
本田：オバマ大統領はどちらかというと学費上昇の歯止めに関心があり、その付随的な項目とし
て卒業生の就職率などの情報収集と公開を政策に盛り込むつもりのようです。評価基準に
ついては、たまに連邦政府から小話として話題に上るものの、本当に現実的か疑問です。
現段階ではまだ具体的な施策がみえてきません。
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/08/22/president-obama-explains-his-plan-combatrising-college-costs
http://www.nytimes.com/2013/08/22/education/obamas-plan-aims-to-lower-cost-of-colleg
e.html?pagewanted=all&_r=0
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浅野：学費が高い割に大学を卒業しても職に就けないことが社会問題になりつつある。
Accessibility と Affordability が米国の高等教育機関に共通して求められているが、最近は
学費ローンを組んでまで大学に行っているのに、職に就けないようでは費用対効果が悪い
と判断されるようになっている。

コメント１：北海道大学で URA をしています。主な職務内容は、いわば研究 IR です。（研究環
境構築支援、全学的な研究戦略の策定補助、大型外部資金の獲得支援等。）教学 IR と対照的であ
ると感じた点は、所属先である URA ステーションは研究理事直轄であり、情報を直接意思決定
のプロセスに提供できる、という点です。一方、新規採用者がいきなり新設の組織に配属された
という背景があり、企画・評価といったデータ収集の最前線にいる実務家の方たちとの連携方法
を模索中であるというのが現状です。
日本の教学 IR では、質的データの収集・分析が中心であるという講義 1 の指摘が印象的でした。
数値化されると失われるものが多いと思いますので、この点は日本の強みとして捉えてよいと思
います。アメリカの大学の一般的な職員の能力平均水準は日本のそれと比べて、教育歴や職歴が
低い、ということはあるのでしょうか。ある意味でデータの数値化により、誰にでも実施できる
評価体制になっているのだと思います。のちほど、本田先生に個人的にお伺いしたい、と思いま
す。（北海道大学 高木由紀）
本田：個別で対応させていただきました。この Q&A に盛り込むには大変なので、回答は割愛さ
せていただきます。
浅野：まさに IR 担当者も同様の悩みを抱えています。とはいえ、執行部や上司なりの思いがあっ
て進めようとしており、必ずしも実務者の問題意識と異なる場合があります。実務担当者
としては、執行部や上司がなぜそのような認識に至っているのかを理解する努力を怠らず、
かつ誤っているとすればそれをデータやエビデンスで裏付けしていくことはできると思い
ます。また、誤っていたとしても、相手の尊厳を傷つけないよう慎重に正すことも重要な
要素として挙げられます。
嶌田：日本の大学が質的データと言いますか、記述情報を収集しているのは、説明のためのレポ
ートをしなければならない、という必要性に迫られているからです。数量的データは、何
か「書きたいこと」があって、そのために集める、ということが多いです。また、おそら
く、米国の大学と異なり、入学した学生が次々といなくなるような状況はないので、数量
的なモニタリングのニーズが低いからではないか、と思います。いずれにせよ、大学の置
かれている状況と言いますか、ニーズと言いますか、必然性の問題が大きいと思います。

65

質疑応答・コメント

コメント２：評価担当者や意思決定者が理想など独りよがりな考え、結論を出し、大学運営を進
めていくのではなく、なるべく大学構成員に理解してもらえるようにするには、どのように業務
を進めればよいか悩んでいるところである。評価担当者で事務職員は特に上司に逆らうことがで
きない。明らかに誤っている業務の進め方をしようとしている上司に、その誤りをどのように指
摘すればよいか、午後の討論で学んでいきたい。
本田：具体的な状況がわからないので回答に限界がありますが、その上司の業務の進め方が学内
にどのような影響を及ぼすのかがわかるようなデータがあれば、まとめてみてはいかがで
しょうか。単に上司を批判するのではなく、できれば多面的なデータで、組織全体の課題
として扱うよう政治的な配慮が必要かと思われます。
嶌田：米国調査の際に、いろいろレポートを大学執行部にしても振り向いてもらえないときには
どうしたらいいのか、ということを聞いてみたところ、最初は見てもらえなくても、いろ
いろことあるごとにレポートを出し続けていると、
「あれ、そういういえば、あいつらが何
かレポートしてなかったっけ？」みたいな感じで見てもらえると思うよ、とのことでした。
なので、エビデンスにもとづいて信頼性の高い情報を提供し続けていれば、見ている人は
見ている、と信じたいところですが、なかなかそういうような達観に至れるとは限りませ
んよね。実際には、なるようにしかならないわけですが、腐らずに自分のやるべきことを
やっていれば、少なくとも見ている人は見ています。

コメント３：分析を行う際の事例を、今後、コンソーシアム内で公開して欲しい。何のデータと
何のデータを集めて、どう分析したら、どのような結論が出るのか、など。
嶌田：評価と IR 三部作も終わったので、そろそろみなさんに事例を出してもらい、それについて、
議論する（最初はこのような質問紙で出してもらってやりとりする？）ようなスタイルに
移行していった方がよいかと、個人的には思っています。評価結果を改善に活かすために
は、いろいろとあの手この手があるわけですが、外圧だけでなく、他大学のよい事例など
をテコに学内の改善を促すことがよいのでは、ということを多くの班のみなさんが指摘さ
れており、大学評価コンソーシアムもようやく会員相互間の議論を重視する方向に進めて
いけるのでは、と感じました。
本田：いただいたコメントのように、ある課題にはどのデータをどのように分析して･･･と話しが
進めばよいのですが、実際はそうも行きません。繰り返しになりますが、各大学の規模や
置かれている状況、案件の性格によりデータの分析だけでなく、伝達や意思決定への働き
かけが変わるからです。
まずは、ご自身の大学での活動事例をまとめてみてはいかがでしょうか。その内容を評
価担当者集会の幹事と共有し、今後の発展性を議論してみることをお勧めします。
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コメント４：「評価疲れ」・この言葉を昨日来聞きます。これは書かれているように「誰が何のた
めに必要としているデータ、分析」か、つまりは目的が明確でないことから来るのだと思います。
目的を考えることは、多くは課題の仮説（論点）を作ることと同義ですが、ここの作業が不足し
ている、不十分だと出したものが使われない結果になります（課題があることを誰とコンセンサ
ス［「こうなりたいね」という after の姿とそこに向けた課題］をとるか、その活動が重要と考え
ます。すみません、感想です。（ベネッセコーポレーション 松田実）
嶌田：まさにご指摘の通りです。苦労して行った評価作業が何の改善にも活用されない、という
ときに評価疲れが大きいみたいです。一体、このレポートは何のために作ったのだろう、
みたいな感じです。
本田：同上。大学ができないのであれば、ベネッセがコンサルタントとしてサービスを提供する
のはいかがでしょうか。
浅野：IR 研究を含め、多くの文献で課題や仮説を立てることの重要性が指摘され、それを否定す
るわけではありませんが、現実問題として、必ずしもそれを設定できない場合が多々あり
ます。特に、大学は複雑な組織であり、ステークホルダーも多様なため、なかなか皆が共
通と思える課題を設定することができない側面があります。漫然と評価業務をこなしてい
るうちに、課題や問題が浮き彫りになるという側面もあります。実体験として、IR や評価
業務が定着しきれていない日本の大学では、課題や仮説を見つけ出すことに苦心するより、
ひとまず評価業務をこなしていくなか（走りながら）課題を見出し、その改善策を提言し
ていくことほうが実現可能性は高いと思えます。そうすることで、自分が所属する大学の
実情に即した問いを立てるセンスを磨いていくことも期待できますし。

コメント５：講義１。評価という視点では、国立と私立の関わり方が異なる面もありますが、私
立に所属する私にも体系的に参考になるものでした。これまで数年がかりで段階的にデータの収
集・分析・活用についての議論を進めてこられた過程がよく分かりました。IR について、「誰が
何をどうすれば」良いのか、この場では既に明確になっている気もしますが、現実にはそれを実
行するのが非常に難しいのでしょうね。だから出来た大学は生き残り、出来ない大学は消え去る
運命にあるのでしょうけれど...。
講義２。米国での実際の取組みをまとめて聞く機会はこれまでなかったので大変貴重な講演でし
た。無意識のうちに米国は進んでいて、日本は遅れていると思い込んでいた（思い込まされてい
た）のですが、そんなことはなくて、根本や思いは同じなのか、と感じました。合理性の度合い
みたいなものの差はあるのでしょうけれど...。質問ではなく、感想で申し訳ないです。
（京都光華
女子大学 阿部一晴）
本田：阿部先生のご感想は、私が十分に言語化できていなかった部分を見事に言い当ててくださ
いました。すばらしい考察なので、他の参加者の方々も是非ご一読ください。
浅野：所属校では、どうしても日常の業務を厳しめに評価するところがあるように思えます。同
じような境遇に置かれていらっしゃる方と議論すると、よくできているところや足りてい
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ないことなどが見えてくるので、第一分科会が少しでもそのような役割を担えたのであれ
ば、企画側としては幸甚に存じます。
嶌田：IR といいますか、改善の原動力は「外圧」と「危機感」だと思っています。「外圧」のお
かげで、国立大学はかなり自らをチェックするということはできるようになったと思いま
す。それが改善に活かされないのが悩みですが。そのためには、「危機感」が必要だと思っ
ています。米国の IR がなんで必死にデータ分析するのかって言えば、やらなければならな
いからだと思います。州政府にレポート出さないと不利益を被りますし、進学する学生の
見積もりや引き留めができなければ経営的にピンチに陥ります。そういう意味では国立大
はまだまだ恵まれていて「危機感」に欠けたところがありますが、確かに、まだ余裕があ
るうちに次を見据えて手が打てるかどうか、というところが重要になると思っています。

コメント６：IR の講義等を聞く度に、やはり「魔法の杖」的な感覚になってしまう。しかし、実
際に取り組むと、うまくはいかない。どの大学も同じ悩みを持っている様子が伺える。何が妨げ
になるのかも理解できる。この IR・意識が根付けば、数年後には効果が発揮されるのか？今のう
ちから、若手教職員に意識づける必要があるのか。
根回しや、信頼関係が重要であることがよくわかった。しかし、構成員の多い大学では、さらに
時間がかかってしまいそうだ。そう考えると、意識づけが必要になのかと考えてしまう。
（関西大
学 藤田由典）
浅野：責任ある担当者や専門性を有する人材を配置するのも重要ですが、学内で IR マインドを担
当部署以外に、どのように醸成していくのかも重要な課題ですね。
本田：文面からお悩みは推察できます。ただ、日本では「危機意識」という言葉があまりにも抽
象的に、まじない言葉として使われる嫌いがあるように見受けられます。
少しキツイ言い方になりますが、意識だけあっても、社会調査の基本的な技能が無けれ
ば、物事を変えられないと思います。若手の教職員には『企画書の書き方』や『研究計画
書の書き方』など何冊か勉強されることをお勧めします。各自の分析の能力が上がれば、
その分だけ学内の議論のレベルが上がり、それが個々人の意識、ひいては組織風土へと発
展して行くのだと思います。
少なくとも、私は今回 NY の大規模州立大学からメインの小規模州立大学に移り、自分
の専門性が与える影響力の大きさを感じて仕事をしています。
嶌田：阿部先生のところに書かせていただきましたが、うまい危機感の醸成だと思います。厭戦
感がでるようなものではなく、これからみんなでがんばろう、と思えるものです。国立大
学は半ば強制的に計画を立てることになっているので、これを軸に緊張感を保つべく工夫
されている大学は多いようです。つまり、学内でしっかり評価をやって、計画に対する進
捗をみんなで確認して、課題やがんばっているところを共有するわけですね。私学さんの
場合、国立のような６カ年計画みたいなものを持たないところもある、と聞きますが、建
学の精神という国立大学にはないものをお持ちだと思います。つまり、困ったときに戻る
ところがある、と言いますか、価値観の源泉があるのは、うらやましい、と思っています。
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評価というのは、ある理想的な状況に照らして、現在どうなっているのかを知る行為です。
「ある理想的な状況」がうまく設定できていなければ、建学の精神に立ち返って、それに
照らして、いまどうなっているのか考えたりできるのは、いいなあ、と思っています。も
ちろん、数値でどうのこうのというより、まずは、みんなでどうなっているのか総体的に
議論するような感じになると思います。総体的な現状把握ができれば、もちろん、建学の
精神を具現化する指標を考えて、モニタリングしたりするのも、よいかもしれません。

コメント７：米国の状況も理解し得ましたが、実際の業務のイメージが分からないので、十分に
納得し得ない部分もあります。要するに、大学ごとに、作っていくしかないという印象もあり、
そのための知識の習得に努めたいと思います。
浅野：大学の規模、歴史等、多くの要因に影響されるので、IR も一様ではないということです。
一方で、情報を収集し、その情報を分析して課題や問題を可視化することで、次のアクシ
ョンをどのように起こしていくのかという共通の部分はあると思います。これを実現する
ために、どのような体制や仕組みを組み込んでいくのかは個別の大学で考えざるを得ない
ということではないでしょうか。
本田：仰るとおりです。まずは自分達で作ると自覚し、行動に移された大学が優位に物事を進め
られると思います。がんばってください。
嶌田：また、いろいろとイベントを企画したいと思います。

コメント８：講義 1。これまでの IR の流れが大変分かりやすかった。
講義 2。アメリカと日本の評価・IR に関する共通点がわかり、本学がどれに相当するか考えるこ
とにより、今後の本学における IR 等の進め方の参考となった。
浅野：そのように受け止めていただけると、企画側としてもうれしく思います。
本田：いろいろと事前に勉強されてきたからこそ、我々の発表へのご理解が高かったのかと思い
ます。ありがとうございます。
嶌田：コメントありがとうございます。ハンドブックかなにかにまとめて行きたいと思っていま
す。

コメント９－１：IR を適度に偶像化するのでなく、現場でのひとつの手法、枠組みという見方で
考えてみませんか？
コメント９－２：Cohen et al.、Birnbaum も過去のモデルで、組織の体制は社会環境に依存する
ので、1980 年前後の話として、扱った方がよいのでは？（名古屋大学 栗本英和）
浅野：みなさんのなかで混沌としているのは、意思決定をうまくやりたいんだけど、それができ
ない、ということではないかと思います。上層部も振り向いてくれないし、学内の方々も
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なかなか協力してくれない。そういうなかで我々もゴミ箱モデルを見ていると、少しはア
タマの整理ができたのですね。結局、難しい、難しいとやっていても先に進まない、とい
うのがあるならば、ああいうモデルを頭の片隅に置くと、例えば、自分が IR として何をす
ればいいのか、ということの整理ができるんじゃないか、ということでご紹介させていた
だきました。ですので、あの４つの要素が必ずしも適切か、というのはわかりませんが、
あのような捉え方をすることによって、自分がどこにアプローチしようとしているのか、
そういうものを見るための頭の中の地図、整理の枠組みとして捉えていただければ、と思
います。それに関連してですけど、今、いただいている質問のいくつかが、ゴミ箱モデル
に関するもので、これは確かにご指摘の通りなのです。ゴミ箱モデルは 1980 年代で、これ
はバーンバウムさんもそうなのですが、公表されてからそれなりの年数が経っています。
確かにモデルとしては、古いと思いますが、一方で、そのあとの研究が続かない、という
ことを考えますと、おそらくそれを越える何かが見出せない。つまり、それほど意思決定
は難しい問題であるということがみなさんにもお伝えできればな、と思います。我々も必
ずしもこのモデルが最善とは捉えていませんけど、他に我々の混沌やうやむや感を解決し
てくれるものがあるのかと言いますと、ない、というのが現状です。
本田：コメント 9－1：同感です。コメント 9－2：ある意味で今回ご紹介したモデルは古典的と
いうか、様々な組織論の原型となるもので、それらをまずは理解しておくことは時代を問
わずに重要かと思われます。また、Birnbaum は米国の高等教育政策の大学院でも未だに教
科書として使われています。また、数年前のジョージワシントン大学の高等教育研究科に
よる学長調査によれば、学長の間で最も読まれている文献だそうです。
少し話が難解で、どちらかというと高等教育学会向けの回答をしてみます。社会科学の
概念モデルというのは、学術分野での流行り廃りもあり、それがバイアスにもなり兼ねま
せん。このゴミ箱モデルが作られた後の後発組の研究者らは、
「問題の捉え方がそればかり
になってしまった」という批判的な論文もあるわけです。また、組織論自体の進展も考慮
すべきでしょう。70 年代のゴミ箱モデルや「ゆるやかに連結された組織」という、ある意
味で例え話的な概念モデルから、80 年代以降はコンテンジェンシーモデルという捕らえ方
で、組織の状況に作用する様々な要素を数値化して実証的に研究しようという流れに発展
しました。それはともかく、ゴミ箱モデルは物事の捉え方の原型としての存在意義があり、
その視点は現在の研究でも引き継がれていると思います。
嶌田：９－１は同感です。たぶん、IR の側としても、データリクエストへの対応や、分析などに
ついて、みんなが当たり前だと思っていると、だんだんありがたみを感じてもらえなくな
るので、ハイライト部分をアピールしないと規模拡大できない、という事情もあるのだと
思います。地味にルーチンがんばってます、って言っても、「ああそうですか」としか行っ
てもらえませんからね。でも、そっちがたぶん重要で、そういう下支えがあってこそ、情
報をもとに意思決定をする、という文化が成立しうるのかな、と思っています。
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グループディスカッションについて
［作業内容］評価大学の事例（資料４）から目標を１つ選び、２つのうち、いずれかの計画（も
しくは両方）を素材として、以下の作業を実施してください。
＜改善支援の対象［事象・人］の選定＞
作業１：課題の洗い出し
○ 昨年度の指摘を受けて改善を図った評価大学の取組を素材に用いて、「評価大学が抱える課題
とその原因」を考えてください。
・評価大学の実例のうち、目標を１つ選んで、いくつかの課題を洗い出してください。
・昨年度は、基本的に抑えるべきラインが、
「やっている／やっていない」というような次元であ
ったが、今年度は「やっているがうまくいっていない（問題を問題として認識できていない、問
題の認識は正しいが、方法等が間違っている）
」というところに引き上がっており、難易度として
は１つ高くなっている部分も多い。その際に、なぜうまく行っていないのか、というところを中
心に考察していただく。
作業２：支援（サービス）対象の洗い出し
○ それらの課題に対して、評価・IR 担当者（意思決定支援者）として、誰に働きかけを行えば
よいのか、議論してください。
・対象者として、トップ、部局長、課長・部長、現場の教員などが出てくると考えられる。
・選択機会と対象者を選ぶと言うよりは、関係者が誰なのか、そのうち IR が支援すべき対象は誰
なのか、ということを考える。
※支援内容（作業３）を考えながらのほうが、対象を決めやすい、という場合には、作業 3 から
進めていただいて結構です。
＜意思決定支援の内容と方法の検討＞
作業３：具体的な意思決定支援の内容と方法を考える
○ 以下の３点について、考えてください。（作業２を受けて）
１）課題の解決のために、その対象に何を支援すべきなのかを考えていただき、そのうち、実際
に支援できるものは何なのか。
２）その結果、対象にはどのような行動（改善）を期待するのか。
［問題の認識が間違っていたら、
それをどのように問題だと認識してもらうか：選択機会に応じた解の投入］
３）また、その対象の行動（改善）の結果、大学がどのように変化することが期待されるのか。
［応用課題］→オプショングループにまとめたほうがよい
・１）の支援の内容としては、ネタ（情報）だけでなく、
「場」の提供も支援である。また、実際
的には、常に２）とセットで考えなくてはならないだろう。
・作業３－１）２）に関しては以下の留意点も参考にしてください。
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□ 意思決定支援には、大きく分けて「問題の確定（認識）
」と「改善策の示唆」の二つの方向性
がある。
□ １）の支援の内容としては、ネタ（情報）だけでなく、
『場』の提供も支援である」とありま
すが、「支援」としては、適切な情報の提供が第一義です。
□ 初めに「場」まで含むと「支援」の範囲が拡がるように感じられますので、討論の際は、課題
の解決に向けて、まずはどのような情報、根拠、実態（ファクト）を提供・報告したり、分析・
提示したりするのが望ましいかということを主眼においたほうが、議論しやすいと考えられます。
□ その上で、どのような「場」で、あるいは「場」を設けてそれらの情報等を関係者に示すのが
よいかということを考えると、意思決定に必要な「支援」のあり方が整理しやすくなると思われ
ます。
・３）については、課題解決の目的は、部局や部門の業務改善ではない。したがって、意思決定
支援者としては、部分最適にならず、その結果が大学の改善につながるものになっているのかを
考えなくてはならない。
（本当に改善されているの？、っていうのは見なくてはならないだろう。
：
評価はモニタリングである。そのプロセスに評価担当者は絡んでいるので、流れが否応なく見え
る状態になっている。だから、第三者的に問題を問題として捉えやすい。）意思決定支援者が満足
させるべき対象は、直接のクライアントだけではなく、学生や国民の期待に応えることも意識し
つつ、大学（全体）の改善を支援していくことである。ただし、IR は、あくまでも支援者であり、
それは本来執行部などが決める話なので、深入りしない。
作業４：意思決定支援の際の課題となりうるものと解決策
○ 課題解決のため実行内容について作業 3 で考えましたが、実際に実行する際にはどこに工夫を
すればよいと思いますか。
・うまくやるためには何が必要なのか。工夫をしますか。
・実際にやろうとすると、なにかしらの課題が出てくるが、それを乗り切るためには、どうした
らよいのか。また、どういうところに気を付けなければならないのか。
・ご自身の経験、講義編の内容を踏まえて考えてみてください。
※この作業については、作業３などを討論しながら、
「ここが課題になり得る」というような点を
メモしておいていただくだけでも、十分実務に移したときにヒントになることが出てくると思わ
れます。
作業 4 を考える上でのヒントとしてのクエスチョンとしては、以下のものがあります。
（すべてを
考慮する必要はありません）
Q1．ある課題を特定化していくためには、他にどのようなデータ提供や分析が必要でしょうか？
Q2．この事例では描写されていないが、あなたの実務経験を踏まえて配慮すべき点にはどのようなものがありま
すか？
Q3．あなたが考えた解決策に対し、学内ではどのような賛否が生じられると考えますか？
Q4．あなたが考えた解決策を提案する際に、どのような手順で学内手続きを踏みますか？
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（タイムテーブルの説明につい
ての記述は省略します。
）
「評価大学」という架空の大学の
目標と計画を事例に評価を改善
に活かすための方法について、み
んなで考えていきますが、去年は
６つの目標とそれぞれ２つの計
画がありました。そのうち１つの
目標を選んでいただいたわけで
すが、今年は４つの目標にそれぞ
れ２つの計画があります。今年は
１つ計画を選んでいただけば、と
思います。

作業１としては、まず課題の洗い
出しです。評価大学はいろいろと
問題を抱えていたわけですが、昨
年度のみなさんから受けたご指
摘でかなり改善しました。その改
善した評価大学の状況を読んで
いただいて、
「まだ、ここが問題
だろう」というものを抽出してく
ださい。次に、作業２として、我々
評価担当者として、その課題の解
決のために誰を支援していけば
よいのか、その働きかけの相手先
を考えていただきます。作業２に
関しては、次の作業をやりながらでもかまいません。
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次なのですが、作業３として、具
体的に課題も働きかけの相手先
も分かった、と。では、その方に、
どのように意思決定支援をして
いけばよいのか、ということをみ
なさん考えてください、というこ
とです。１）課題の解決のために、
その対象に何を支援すべきなの
かを考えていただき、じゃあ実際
できることは何ですか、というこ
とを考えてもらいます。２）その
結果、例えば、その働きかけを行
った評議会や学部長さんにどう
いう行動や改善を期待するんですか。こちらは何かを支援する、その方は何かを改善する、そう
すると大学としては Happy になるという図式が描けるわけです。そのために評価担当者、IR 担
当者ができることは何なんですか、ということを考えてもらっていくわけです。また、問題の認
識が間違っていたら、それはちょっと違いますよ、みたいなことを言ったりしなくてはならない
ですし、そういうところも議論していただきます。こちらの灰色の部分は、時間があったらで結
構ですが、３）ある働きかけをある学部長さんにやったときにある学部がある改善を図ることが
期待できるわけですが、ではその結果、大学自体がどのように改善するのか、というところまで
読んでいく作業もやってみてください。

作業３の補足は左図の通りです。
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作業４もオプションで、時間がな
ければここはやっていただかな
くても結構ですが、実際に意思決
定支援をする際には、さまざまな
課題が出てくると思うんです。で
は、その課題は何なのか、ここで
はこういう課題がおそらく出る
はずだから、ここはこういう風に
考えよう、というのは、実際に作
業を進めていただくと、いろんな
話が出てくると思うのですが、一
応、作業４はオプション扱いにさ
せていただきます。
（嶌田敏行）

○ グループディスカッションのねらいとポイント
事例を用いて議論するのは、ハーバード・ビジネス・スクールが実践しているケース・メソッ
ドと呼ばれる学習法と似ています。これについて、少し説明させていただきます。
あらかじめ用意された正解はありません。なので、嶌田さんと私が何か正解を隠していて、皆
さんがグループ発表をやっている間に、
「これは当たり」、
「それはハズレ」というような指摘は全
く考えていません。なので、皆さんの知識や経験に基づいて議論していく中から、自分たちが納
得するような正解が見えてくるのだと思います。いろんなケースが散りばめられていますが、問
題の捉え方は人様々です。皆さんもご経験があると思いますが、教員と事務職と執行部でそれぞ
れの見方が違う。この為、ある事柄がどれだけ深刻な問題なのか、誰が何をすべきなのか等、捉
え方が違ってきます。
問題の捉え方が様々だからこそ、正解への道筋も様々です。ところが、IR がデータで意思決定
支援というと、単純に物事が進むような錯覚に陥るときがあると思うんですね。例えばですよ、
評価担当者が分析して問題が分かったとしましょう。でも、教員や執行部は我々と同じようにデ
ータを理解し、分析結果を解釈するでしょうか？我々はデータにかなり近いところで働いている
ので、問題が分かった気になってしまう。更に困ったことは、問題が突き止められたから、それ
に対して正解は１つみたいな、単線系というか、すごい狭い視点で改善策を捉えてしまうときも
あるんです。
先程の浅野さんの発表の中で、
「意思決定というのは様々な選択肢があって、その中の選択肢か
ら一番最適だと思われることを精査していくこと」とありましたね。例え目指しているものが同
じだとしても、私が A という道筋を選び、参加者は B という道筋を選ぶことも考えられます。
この点を意識して、事例分析の中で皆さんに取り組んでいただきたいことは、他大学の状況や
他人の意見をまず聴いてみるということ。でも、ただ受身で聞いているだけでは「他所の大学の
いい情報もらったよ」というだけになってしまう。その次の段階としては、
「勤務校の現状はこう
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なんですよ」とか自分なりの考え方もグループの方々にぶつけてみてください。自分では普段の
状況に慣れてしまって「俺の考え方は正しい」と思っていたのが、グループの方々と共有してみ
ると、そこには憶測だとか、考えの飛躍や誤謬があったりするのかもしれませんよ。自分の考え
を振り返る意味でも、自分達の意見を交換すること、是非やってみてください。
項目１のところにも戻るのですが、あらかじめ用意された正解はありません。こうなると、
「研
修のお持ち帰りは何ですか」って聞かれるんですね。パワーポイントの資料か何なのか。でも、
単なる知識じゃなくて、参加者同士の議論から得た知恵が本当のお土産なんです。知識と知恵の
違いというのは、たぶん知恵をつけると知識が断片的だったとしても、それを臨機応変に推測で
きたりすると思うんです。そして、知識を実践に応用する、その使い方の柔軟性があるのは、僕
は知恵なのかなと思っています。グループ・ディスカッションを通じて皆さんが知恵を紡ぎ出し
ていければ、今回の事例分析の目的の１つは達成したようなものです。
（本田寛輔）
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平成 25 年 8 月 23 日

評価大学の目標（2008-2012）とその実現のための措置（計画）
に関する状況［終了評価］について
本学では、５年間の目標を立て、その実現のための計画を実施しています。2008 年度（平成
20 年度）から始まった計画も昨年、最終年度を迎えたためプレ終了評価を実施しましたが、各方
面からのご意見を賜り、その結果、さまざまな改善を図ることができました。
ここでは、目標ごとにどのような改善が図れたのか、ということを中心に５年間の成果をまと
めましたのでご高覧賜れればと存じます。
なお、紙面の都合で目標のいくつかの記述は省略しています。（網がけの目標）
また、グループ討議で使用しなかった計画は、参考資料として巻末に掲載しています。
目標１

人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学

2

生を育成する。
目標２

グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に

41

英語によるコミュニケーションスキルの向上を進める。
目標３

学生の学習支援、生活支援を充実させ、質の高い学生生活が送れるよう

47

に努める。特に経済的支援を充実する。
目標４

教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資

54

金の獲得を図る。
目標５

教育成果や研究成果を地域に還元し、地域に貢献する。

－

目標６

学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学

－

の国際化を図る。
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目標１：人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成する。
（責任部局：学務部）
計画１－２：学生に対するアンケート調査を実施し、獲得した知識・技能・態度について確認す
る。
全学教務委員会の議論に於いて、本学における学修成果の把握については、当初、授業アンケ
ートさえ行っていればよいのでは、という考え方が支配的であった。それに付け加える形で、卒
業式の前後に、何人かの卒業内定している学生に４年間の学習成果に関する意見を聴取したり、
教員に対して、学生が十分な学習成果を得ているかどうかのアンケート調査を行う予定であった。
しかし、授業アンケートで満足度や理解度を把握しても、それは間接測定（学生の主観にもと
づく学習成果の測定である）であるため、本当に実力が付いたのかどうか、ということについて
は、実際分からない。したがって、４年間の本学の教育の満足度や理解度を単に学生や卒業生に
聞いただけでは学習成果の把握としては不十分なのではないか、という意見が出た。
しかしながら、学生の学習成果を直接的に測る術を本学は持っていない。本学の授業アンケー
トは無記名なので、どのような理解度の学生がどのような成績なのかも、分からない。そこで、
平成 24 年度中に、卒業時に高い GPA、平均的な GPA、低い GPA の学生の成績の推移について
分析を行い、各グループの学生の学習成果について、教員から聞き取り調査を行った。
本学では、GPA は導入されており、学生への成績通知には明記されているが、授業料免除の際
くらいにしか利用しておらず、その活用方策が待たれていた。ただし、成績には学習によって得
た知識や技能や学習にともなう行動変容だけでなく、授業や課題に対する学習態度も含まれるた
め、成績＝学習成果ではないが、GPA を成績の代理指標として重視することとした。
資料１－２－１には、基礎資料の例として、工学部の平成 19 年度入学生の退学、留年、卒業状
況の状況を示した。本学では、平成○年に○年生が○人、という管理は行っておらず、伝統的に
入学年度ごとの学生管理を行っている。資料１－２－２には、工学部と文学部の GPA の推移に関
する予備調査結果を示す。４年間の GPA が高い学生は、教養の GPA（1 年前期で代理）も学部
専門の GPA（3 年前期で代理）も高く、高い成績を維持する学生が多いことが分かった。また、
GPA の低い学生は教養の GPA も学部専門の GPA も低く、低い学習成果しか得られていないこと
が想像された。工学部では、低位成績層での留年率や退学率が高いが、文学部では、工学部ほど
顕著な差は無かった。
実際に、上位層の学生、下位層の学生がどのような学習を行っていたのかについて、それぞれ
の学部でトップ 20 名、ワースト 20 名の学生の氏名リストを教員に示して意見を聴取したところ、
トップ 20 名の学生は、授業態度等がよかったり、授業にも積極的に参加しているという意見が多
く、高い学習成果を得ていることが想像された。しかしながら、ワースト 20 名については、担任
でない教員からは、ほとんど印象が無い、という意見が多く、例え、担任などでその学生との個
人的なつながりがあったとしても、芳しくない成績や学習態度であることという意見が多かった。
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資料１－２－１
H19 年度入学

工学部における入学生の推移（コーホート）
入 学

１年後

者

％

300

在籍継続率
卒業率
在籍+卒業率
脱落率

２年後
人数

％

３年後
人数

％

４年後
人数

％

５年後
人数

％

人数

99.0

297

97.67

293

97.00

290

19.33

58

9.33

28

－

0

－

0

－

0

75.33

226

84.33

253

99.0

297

97.67

293

97.00

290

94.67

284

93.67

281

1.0

3

2.33

7

3.00

10

5.33

16

6.33

19

資料１－２－２ グループごとの成績の変化と留年、退学状況
文学部（平成 19 年度入学生）
４年後期

１年前期

３年前期

中途退学

終了時の

の 区 間

の 区 間

率

GPA

GPA

GPA

留年率

上位層

3.09

3.03

3.15

0

0

中位層

2.61

2.6

2.65

0

6.35

下位層

1.81

2.06

1.71

7.69

26.15

工学部（平成 19 年度入学生）
４年後期

１年前期

３年前期

中途退学

終了時の

の 区 間

の 区 間

率

GPA

GPA

GPA

留年率

上位層

2.39

2.37

2.33

1.11

2.22

中位層

1.67

1.84

1.66

1.67

5

下位層

0.95

1.18

0.83

9.42

48.69
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５班
平野 哲生（名城大学 経営本部総合政策部）
、淺野 昭人（立命館大学 学生部）
、
百瀬 郁男（信州大学 経営企画部経営企画課）、飯野 善行（株式会社ＳＲＡ東北 システムグループ）
、
松野 祐子（滋賀県立大学 経営戦略グループ）、遠藤 章憲（三重大学 企画総務部企画チーム）

アンケート調査を実施して学習成果を確認するというのが計画の主旨なのですけど、我々が考
えた課題ですが、まず大きいものとして GPA だけに頼って測定しようとしているところがそもそ
もの課題じゃないかと。GPA だけではなくては正課外の学習成果を調べる必要があるのではない
か、ということを課題として挙げました。
原因としては、大きいところとしては学習成果とは、という定義が明確になっていない。また
教育目標の設定が、こちらの資料では不明確である、と。また、そもそも学習成果の定義から最
終的に PDA としてどのようにフィードバックして改善していくのか、という計画全体の部分も甘
かったのではないか、というところが原因として挙げられました。
支援の対象なのですけども、こちらの大学では全学教務委員会で議論がされたということが資
料に記載がありましたので、そこをメインターゲットにして支援していくことになると思います。
ですので、その責任者の教育担当副学長／理事と全学教務委員会を担当している学務課にまず支
援をする、ということになります。ここは並列的に書いていますが、まずは副学長さんを支援し
た上で担当部署の学務部に話しに行って、議題にこれらの計画を見直してもらうというようなこ
とを投げかけていきたい、という風に考えました。ここに教員と書いたのは、間接的ですけども
全学教務委員会に出すということで、そこから教員にも学習成果ということで GPA に対する認識
を改めて考えていただく、ということを支援の対象者としました。
支援の内容ですが、課題と原因のところで「GPA だけに頼っている」ということを挙げました
ので、GPA 以外の学習成果の測り方を他大学の例などを含めて示していく、と。そもそも GPA
自体も質を上げるためには成績評価の平準化も提案していきたいと思います。
あとは計画として、フィードバックにつなげていくという全体設計、PDCA を回していくとい
う意味で調査の体系化、PDCA マネジメントの研修を実施して、職員、教員、それぞれが勉強し
ていって全体が回るようにしてきましょう、というような意見も支援していく必要があるかな、
と思いました。また、GPA だけではダメというところで、例えば、学習ポートフォリオみたいな
もの学生が１年、１年どのように成長していくのかという経年変化を見たり、GPA に関してはア
ンケートを、例えば記名式にしてこういう成績の学生が、こういう意見を出していて、というよ
うな複数の観点を総合して学習成果を測っていくということも必要ではないか、という意見も出
ました。
支援対象に期待することとしては、この「原因」に挙げられていることを直してください、と
いうことになるんですけど、学習成果をきちんと定義づけてもらって、あとはそれにもとづいて、
その学習成果を測る指標および調査方法を再検討していただく。さきほどアンケートを記名式に
してもらうと言っていたのですが、記名式にするからには学生へのフィードバックもしていただ
けるといいかな、というような検討を行いました。
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［当日の報告した以外のポスターの説明］
（１）計画の課題（問題点）
アンケート調査を実施して学習成果を確認するとなっているが、この調査において、GPA だけ
に頼って測定しようとしているところに問題があると考えた。一例を上げれば、GPA 以外にも正
課外の学習成果を調べる必要性を課題として挙げた。
（２）原因
原因として、そもそも「学習成果」という言葉の概念・定義が明確ではないこと、教育目標の
設定が不明確であることが上げられた。また、
「学習成果」の定義から始まり、その結果を PDCA
マネジメントとしてどのように循環させるのかが、この計画では甘いのではないかという点が原
因として挙げられた。
（３）支援の対象者
文書には、全学教務委員会で議論がされているとなっていることから、この構成メンバーを支
援の対象者とすべきと考える。具体的には、同委員会の責任者である教育担当副学長・理事と全
学教務委員会の事務局を担う学務課を支援をする必要がある。その際、最初に副学長を支援し、
副学長の意向を踏まえて、学務部に相談に行き、計画の見直しを検討して貰うように持ちかけた
い。さらに、全学教務委員会での議論を通じて、委員である教員にも、例えば GPA に関する意識
の転換などの学習効果をもたらしたいと考えている。
（４）支援の内容
支援にあたっては、フィードバックに繋げるためのアンケート調査の全体設計、アンケートを
記名式にして、他のデータとクロス集計できるようにする、PDCA を回すための調査の体系化、
PDCA マネジメントサイクルに関する研修を、教職員向けに実施していくことが考えられる。ま
た、計画の課題を指摘する中で、GPA にだけに頼って測定していると述べたことから、GPA 以
外の学習成果の測り方の具体例として、他大学の例を紹介することや、学習ポートフォリオを導
入し、学生の成長を経年的に把握することも必要である。また、GPA 自身の質向上を図るために、
成績評価の平準化も提案していきたい。
（５）支援対象者に期待すること
学習成果をきちんと定義づけることに加えて、その学習成果を測る指標および調査方法を再検
討して欲しい。また、アンケートを記名式にし、その結果を学生にフィードバックする仕組みも
導入していくことが期待される。
□ 評価を改善に活かすためのポイント
（グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等）
（１）有効（効果的）なアクターを探す
課題解決に向けて誰がキーパーソンなのかを見極め、そのキーパーソンにたどり着くためのプ
ロセスを考える。その際、組織内の意思決定プロセスに詳しい人物の協力を仰ぐことが重要であ
る。また、議論のための場を作るところまで踏み込むことも検討する。
（２）改善を進めるための雰囲気づくり
改善を図るためには、構成員もしくは関係者が共通認識を持つことが重要になる。何のための
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改善なのか、その目的は何なのかを明確にし、そのこと自体をまず共有化する。
（３）外圧を利用する、他大学の事例に学ぶ
大学は、外圧を嫌う風土があるが、省令や規定、答申などを通じて、取組まざるをを得ないケ
ースも多い。また、文科省などが実施する補助金を通じた政策誘導など、外圧を上手く利用する
ことは十分に考えられる。また、アイデアのない中では、模倣から始めるケースもあり、最初は
模倣で良く、制度などを入れようする過程の中で、当該大学の実態に合わせて調整を図る。
（４）改善に向けたシステム構築
改善ためのシステムの構築は、それを上手く運用する体制が同時に実現する必要がある。この
ため、システム構築にあたっては、その内容を構成員全体が理解することに加え、運用チームの
育成が重要である。これらシステムの構築と運用をどのように支援するのかは課題である。
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１－２

評価大学がかかえる
課題とその原因

課題

ＧＰＡだけに
頼っている

結果のフィード
バックがなされて
いない

正課教育での学
習成果に片寄っ
ている

原因

計画に
方向性がない

目標の設定が
不明確

学習成果の定義
が明確になってい
ない

課外活動の成果
が把握できていな
い

全学教務委員会

教育担当副学長

学務部

教員

調査方法の
体系化

ＰＤＣＡマネジメン
トサイクルの研修
実施

学習ポートフォリ
オ（経年的な把
握）の導入

「学習成果」に基
づいた指標・調査
方法の再検討

授業アンケートの
調査の記名化提
案

調査結果の公開
（特に学生への
フィードバック）

支援の
対象者

支援の
内容

支援対象に期
待すること

ＧＰＡ以外の学習
成果のはかり方
の例示

成績評価の
平準化が不可欠

「学習成果」の定
義の明確化（言語
化）
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５班
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９班
龍野 範生（信州大学 経営企画課）、佐藤 仁（福岡大学 人文学部）
、
丹羽 啓介（大阪府立大学 総合戦略課計画・評価グループ）、松永 雅弘（長崎国際大学 学務支援室）
、
塚本 憲司（福岡教育大学 経営政策課）
、津曲 まとな（鹿児島大学 総務部企画評価課）

計画の実効性を高めていく、その実効性の確保に関して、GPA の調査のほかにいろいろな指標
を提示していく、アドバイスしていくという方針自体は５班さんと同じです。私どもとしては、
GPA 調査を指標化していくときに、もっと実質的に評価できるものにしていけないか、というよ
うな観点で GPA の客観性を担保するような手段を考えました。計画のところで獲得した知識、技
能、態度を測るものとして GPA が認識されていますので、各学部で、知識、技能、態度を成績、
GPA に反映できるようなカリキュラムを作っていただけるように教務委員会などに働きかけて
いって、成績評価の基準、他大学の情報なども参考にしまして、FD などをしっかり整えていく
ようなことが、この計画を進捗させる上で必要な要素になってくるかな、と思いました。
データ提供に関しては、認証評価等でもこうした学生の学習成果みたいなものは求められます
ので、そういった評価機関から、こうした指標を使っているのか、というような提示を他の部署
を巻き込んで、全学を巻き込んで、こういった教育の質保証を推進ということで、真ん中に提示
させていただいているのですが、これを全学で取り組んで行けますよう、この青で書いたような
方々に働きかけをしていきたいな、と考えています。
［当日の報告した以外のポスターの説明］
計画 1－2 の事例を通じて、「計画の浸透」及び「実効性の確保」が評価大学の課題であると

・

分析し、IR 部門として「教育における大学の質保障を確保」するため、支援策を検討した。
・

「計画の浸透」については、計画の文言で触れられた学生調査の未実施という課題から、計
画策定時の合意形成のあり方が問題と考えた。対応策として、教務担当副学長や計画策定責任
者を支援し、計画の進捗状況の確認を定期的に行うことで、全学に対し計画の再認識を促した
い。計画策定の部分について、評価・IR 担当者として意見できるかどうかは、各大学の体制に

より違うと思われるが意見できる体制でなくてはならない。
・

「実行性の確保」については、第一に、全学部のデータがない、GPA の基準が曖昧、留年・
退学率の分析からの改善がないといった課題から、評価指標の未設定が問題と考えた。対応策
として、評価指標設定部署を支援し、必要データの提示等により、課題の再認識を促したい。
（支援策例）
・留年・退学率について、そもそも留年・退学率が学習成果の把握に繋がるのかどうか。
・計画１－１で、「成績評価基準が各教員に一任されている」との記載があり、GPA を指標と
して利用することができるのかについて疑問がある。
→GPA を指標として利用するには、評価の基準を整備し、厳格な成績評価を行う必要性があ
る。
・計画１－１では、カリキュラムマップが作成されていないという記載もあり、各科目でどの
ような成果が期待されているのか分からない。
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→カリキュラムマップを作成して、連動させる必要性がある。
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］
評価や IR の部署と比較すると、他部署は「指標」に対する意識付けが低い傾向にある。評

・

価を改善に活かすための計画の策定においては、自大学及び他大学の各種評価における指標を
情報提供し、計画の策定に適切な指標が必要となることを担当課へ意識付けする。
・ 改善計画の PDCA を順調に回していくために、計画の実施状況につき担当課に自己評価をし
てもらい、課題等をできるだけ浮き彫りにし、次年度の計画の修正にあたる。その際、達成困
難な計画については、担当課の肩を持って全学に報告し、適宜修正を心がけることで、担当課
との協力関係を構築する。
・

評価部門と教務部門は、大学の質を担保し、向上させることを目標として業務を遂行してい
るという共通点がある。教務を巻きこんでいくことは困難であるが、教務委員会や教務部門に
おいて、評価で浮き彫りとなった改善を要する事項を報告し、教務の観点からの助言・補助を
受けて、全学で取り組む体制を構築する。
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対象
者
支援
策

課題

計画１－２

原因

９班
効果

★教育にかかる
計画の浸透
アンケート調査の
未実施

計画内容の全学
への不徹底

全学教務委員会と
いう体制の問題

学生に対する
アンケート調査
未実施

教務委員長
教育担当副学長
計画実施の進捗状
況の確認

計画策定時の合意
形成ができていない

計画策定者
（学務部長）

計画の再認識

★＋ ★＝

大学の教育におけ
る質保証の推進

★実行性の
確保
学習成果の把握の方
法
・知識の整理？

１，２学部のみのデー
タ分析（不十分）

・教養と専門のＧＰＡの
とり方

評価指標の未設定
ＧＰＡでは測ることので
きない学習態度の部
分を、どうやって指標
とするか。

留年・退学率の分析か
らの改善がない。

評価・ＩＲ部門からの評
価指標の提示

評価指標を立てる
部署

アンケートでは学習成
果は測れないという課
題に対して、教員への
聞き取り調査？
・教員への意見聴取の
妥当性（ゼミ担当者や
担任なら把握できる可
能性はあるが単なる
講義）
ＧＰＡ調査なので、技
能・態度の要素が充分
に確認できていない。
（教員の聞きとりのみ）

・カリキュラムとの連動
が必要。
・ＧＰＡの客観性
教務委員会
共通教育センター

入学時のデータ、進路
のデータが必要

データの経年分析
他大学の情報提供

課題の再認識

厳格な成績評価

・ＦＤ
・カリキュラムマップ等作成
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１０班
篠田 雅人（学習院大学 人文科学研究所）、稲丸 貴志（宮崎大学 企画総務部 企画評価課）
阿部 一晴（京都光華女子大学 情報教育センター／EM・IR 部）
、
武田 邦宏（東京学芸大学 教育研究支援部情報基盤課）、
萩原 貴志（東京学芸大学 総務部総務課評価推進室）、森藤 郁美（鳥取大学 総務企画部企画課）

最初に立てた「学生に対するアンケート調査を実施し、獲得した知識・技能・態度について確
認する。」という計画が、
「アンケートを実施しても、学生の主観に基づく間接測定では学習成果
の把握には不十分ではないか」という教務委員会の意見により、GPA に置き換えられてしまって
いる。それは計画というものが、正しく議論されていないか、もしくはガバナンスが出来ていな
いのではないか、などの意見につながっていき、このような視点で議論を行いました。
支援体制では、「そのガバナンスに対する支援策を評価担当者から提言して良いものなのか」、
「それを行えるほどには十分コミュニケーションがとれていないのでは」、「やはりコミュニケー
ションを重視するということを、支援していく必要がある」、「そもそも年度計画を立てる段階に
おいて、きちんとしたコミュニケーションが取れていなかったのではないか」、といった意見があ
りました。
ガバナンスは当事者ではなかなか変えられないと思われるので、他大学の情報、事例を提供す
ることによって、例えば「他の大学ではこのような体制で取り組んでいます」というような情報
を提供することができるのではないかと考えました。
それから、「教務委員会が機能していないのではないか」、教育担当副学長、学務部の職員に対
する支援策として、「委員会の構成自体を見直してはどうか」、といった意見もありました。一般
に、教務委員会は各学部から委員の教員が選出されていますが、実際には持ち回りのような形で
やっていますので、委員会としてあまり活発な意見が出ないというようなことがあると思われま
す。実際に運営していく中で学務部の職員というのは、それを裏方として支えるわけですが、
「学
務部の職員が教務委員会の委員ではない」、または「学務部長クラスが委員になっている」という
ケースもが多いので、学務課長、係長などの実務担当者レベルが積極的に参画できるような仕組
み、陪席でも発言できるような仕組みができてくると、委員会が活発になるのかもしれません。
ただ、それに対して、IR 部門や評価担当者がそこに口出しができるのか、少し疑問ではあります。
今回のアンケートで知識・技能・態度といったものが果たして測れるのかということについて
は難しいのではないかと思います。
「質問紙の作り方がよくないのではないか」、
「アンケートを実
施する部署は、学務部・教務委員会とは別に設置することで視点の共有ができるのではないか」、
といった意見がありました。
「自己評価書の書き方自体がよくないのではないか」といった評価書の質についてですが、ま
ず、データの数が全く不足しているのではないか。GPA を比較するにしても 4 学部ある大学で、
2 学部のみで評価している。資料 1－2－1 においても工学部のみである。他の学部のことがまっ
たく分かりません。やはり評価書にまとめるのであれば、他の学部も横並びで見られるように、
書き方についても工夫の余地があるのではないかと思われます。
先にアンケートで知識・技能・態度を測ること自体が難しいのではないか、と提起しましたが、
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それは基本的に評価担当者からの提案という形になるのでしょうが、e ポートフォリオ、学生ポ
ートフォリオを活用するという考え方が最近出てきています。学生ポートフォリオは、常日頃自
分が受けている授業・学習といった単位で評価しています。自己評価と他者評価で、先生と友人
が評価し、三者の評価を蓄積していき、アンケートの代わりになるのではないか、という取り組
みが少しずつ始まっていますので、こういう動きに期待したいと思います。授業アンケートにつ
いては、この大学では数多く実施しています。ただし、授業アンケートの結果が信用できないな
ど教員の不信感があるのではないかと考えられます。授業アンケートは実施しているが、その結
果を教員に返却したとき、真面目に学生が回答しているか細かく見る先生と、袋すら開けない先
生がいるのが実状です。教育の質保証を考える上で実施しているのですから、アンケート自体を
意味のあるものにしていくということをしていかなくてはならないと思います。学生アンケート
を実施する意味、学生と先生との信頼関係を築くためにはどうしたらいいのか、そのことを FD
研修に盛り込んでいく必要があるのではないかと思います。
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］
・評価を形式的なものにするのではなく、真に改善に活かすという意識を学内の各層に醸成させ
ることが重要ではあるが現実には非常に難しい。まずは、学内のコミュニケーション向上という
形で、学内に散在している「思い」のある教職員が繋がっていくというボトムアップの考えが大
切である。
・基本ではあるが、学生中心という視点での検討が必要ではないか。
・日頃改善が必要と思われる業務で、なかなか改善が進まないものについては（今回の事例では、
アンケート調査や全学的なＧＰＡの分析の実施、教務委員会のあり方など）、例えば認証評価や法
人評価といった評価の受審を良い機会（武器）と捉えて、改善へと働きかけるきっかけとしては
どうか。（評価を受審するという外圧をうまく使う。）
・評価担当部署は、評価の結果、
「改善せよ」という上から目線ではなく、現場目線で支援策を提
示したり、情報提供をしたりすることが大切なのではないか。
（今回の事例では、計画の立て方そ
のものがまずかったが、現場任せのまま放置せず、進捗状況を確認したり、どのようにすれば計
画を実施できるかという方策をいくつか提言ができたのではないか。
）
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１０班

計画１－２
課題

対象

そもそもの年度計画の
立て方が悪い

学長

評価室

上層部の意見？を無
視する組織体制

学長

全学教務委員会

各学部（教員）

学務部

副学長
（教育担当）

学務部

委員構成の見直し（実
務担当者（≒職員）レ
ベルの委員を増やす）

学務部

質問紙の作り方の学
習

全学教務委員会が機
能していない

「知識」「技能」「態度」
が測れるアンケート調
査を工夫していない

全学教務委員会

支援策

各現場とのコミュニ
ケーション

年度計画の進捗管理
自体を把握・チェックす
る部署を作る

他大学etcの事例提供

アンケート実施部署を
別に作る（学務部・教
務委員会ではない形
で）

恒常的に学生の知識・
技能・態度について図
れる仕組を検討

自己評価書の質

学生eポートフォリオ
（のようなもの？）

評価室

意識改革
資料・データが一部の
学科分しかない

学務部

データの見せ方の学
習

期待されるもの
＝［課題］のウラがえし

こういうことをすると･･･
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教員ＦＤ研修
授業アンケートを意味
のあるものにするため
の方策
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目標２：グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に英語によるコミ
ュニケーションスキルの向上を進める。（責任部局：学務部）
計画２－１：コミュニケーション能力を涵養するために双方向的な授業を実施する。
まず用語の定義を行った。「双方向型の授業」とは、演習、実習、ゼミなど、学生が事前学習、
演習、実習などを通して得た知見をもとに教員との議論で行う授業として定義した。コミュニケ
ーション力は、ディスカッションを通して、他人の意見を傾聴し、自分の考えをまとめて発言し
つつみんなに理解してもらえること、とした。
いわゆるゼミ形式の具体的な中身は、学部によって様々であり、場合によっては、同一科目名
称（例えば、
「基礎演習」などと）であっても教員ごとに中身や進め方が全く異なるということが
多い。そこで、教育プログラム内においては、同一科目名称の必修のゼミ形式科目については、
それぞれの教育プログラムで共通した学習目標を立てて、その上でそこに教員が独自の目標を書
き足す方式に切り替えることを教務委員会で決めた。
初年次については、基礎力演習ゼミナールとして全学部でほぼ同様の内容の授業を行っている。
全学統一ガイドラインとしては、それぞれの学科（教育プログラム）で重要と考えられる本を１
冊ないし、２冊指定する。事前学習として、学生は、その回の部分を読んで理解してくる。担当
の学生がレジュメを作成し、内容について報告の上、論点を設定する。その論点に沿って、議論
を行う。事後学習としては、その回の報告内容、議論およびそこから掘り下げた論点についてレ
ポートを作成させ、それを教員が添削の上、返却することになっている。資料２－１－１に示す
ように、学部によって多少差があるが、担任が途中経過も含めて、個別指導を実施している。
コミュニケーション力が実際に培われたのかどうかについては、今後、検証を行うとして、担
当している教員の約二割（全学で 30 名）に１）ガイドラインの遵守状況、２）厳格な運用を行っ
た場合の弊害について、簡易的なアンケート調査を実施したところ（資料２－１－２）、１）につ
いては、ほとんどの教員が「遵守できていない部分がある」と回答していた。２）については、
「学科共通の本を読ませるが、自分の専門分野ではない本が指定されると、実はよくわからない。」
「レジュメの作成指導とレポートの添削が結構大変で、研究時間が確保できない」
「教員によって
当たり外れがある、と学生に思われているような気がする」という意見があった。
資料２－１－１

基礎力演習ゼミナールの基礎データ

学部

担当教員

学生の規模

文学部

1 名ないし３，４名

１名のゼミでは概ね 20 名、複数担当のゼミでは、概ね
50 名

経済学部

1名

概ね 20 名程度

経営学部

1名

概ね 15 名程度

工学部

３，４名

概ね 50 名～60 名
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８班
下大田 真一（東京大学 総合企画部評価・分析課）
、寺口 浩史（金沢大学 企画評価室）
、
栗本 英和（名古屋大学 評価企画室，教養教育推進室）、
山本 亜希子（関西大学 総合企画室点検・評価推進グループ）、
横山 輝夫（University of Minnesota -Twin Cities Dept. of Organizational Leadership, Policy & Development）

目標２ですが、
「グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に英語に
よるコミュニケーションスキルの向上を進める。」で、これに係る計画が「コミュニケーション能
力を涵養するために双方向的な授業を実施する。」です。これにつきましては、資料４の６ページ
をご覧ください。実際に双方向型の授業を行っております。ただ、問題点がありまして、６点洗
い出すことが出来ました。
まず、ガイドラインというのを作ってはいるのですが、不徹底である、という問題がありまし
た。２点目は、学部や教員による内容や効果の差が生じてしまっている。３点目は学部ごとのク
ラス規模に差がある。特に理系の教員の数が少ない、という指摘がありました。４点目はアンケ
ートの信頼性が低い。５点目は、双方向授業の成果が示されていないので、分からない、という
ことです。６点目は先生方がアンケートで回答していたのですが、研究する時間が減少している、
という問題点がありました。１つ目のガイドラインが不徹底という問題につきましては、ガバナ
ンスの問題で、組織としてガイドラインときちんとしなくてはいけない、というのが徹底できて
いないということが挙げられます。あとはちゃんとガイドラインを読んでいない先生が多いとい
うことですので、周知方法が不十分である、といえます。２点目は学部や教員による内容や学習
効果の差が生じてしまっている、ということなのですけど、これは先生方の実感として、教員の
当たり外れがある、というのを学生に思われているような気がする、という点がありました。そ
れは授業方法を先生方に委ねすぎているのではないか、ということです。
問題点ごとに横に、原因、対象者、措置・内容と進みます。ガイドラインの不徹底という問題
について、誰に働きかけるか、という対象者なのですが、担当理事や部局長に、ソリューション
としましては、まずはガイドラインの見直し、教育担当ノルマ、研究環境を整える。それを教員
にきちんと周知、徹底する、説明会等を開催するというソリューションが考えられます。
２番目の内容や効果の差が学部によって生じてしまっている、ということにつきましては、同
じく、担当理事や学部長ですね。学長も含まれると思います。こちらについては、教員ごと、学
部ごとに委ねるのではなくて、全学的なプロジェクト、委員会を設置してそこできちんと詰めて
いく、というソリューションが考えられました。
３番目の学部ごとのクラス規模、学生数が多い少ないというのがあります。担当理事、学部長、
教務課を対象に対して、まずはクラス規模を明示しましょう、教員人数を増やす、あとは FD な
どで教員間で議論する。それらをガイドラインにきちんと明記するというソリューションが考え
られました。
アンケートの信頼性が低い、という４点目です。これは教員の約２割にしかアンケートを実施
していないので、ちょっと信頼性が低い。８割くらいに実施してはどうか、ということになりま
して、アンケートの回収率を上げましょう、という提案ができると思います。これは、教務委員
会、教育担当理事に働きかけます。
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５点目で成果がきちんとしめされていない、分からないという問題です。これは評価の方法は
基準がきちんと明示されていない、という原因があります。そのため、担当理事、学部長、学務
のオフィスの長、教務委員会に働きかけてきちんと評価方法と達成目標を、どこまでやれば計画
が達成できたのかを明確に出す働きかけが必要になると思います。
最後、６点目につきましては、先生方の研究時間が減少しているという問題点です。こちらは
レジュメやレポートの添削をされているのですけど、それらに負担を取られてしまっていて、先
生の研究時間が減少している、という現実があります。これについてのソリューションとしては、
担当コマの割当の妥当性を点検し、エフォートの分析を行う、また、学生からの声が聞けており
ませんので、学生にもきちんと調査をする、実態調査をする、という策が考えられます。担当理
事、教務課、研究支援課だけでなく人事課も関係してくるかな、と思います。
これら６つの問題点を分析しましたが、その他の問題も浮かび上がりました。それは、そもそ
もこの計画がきちんと目標実現に適っているか、という根本的な問題です。それは欄外に貼って
ありますが、すなわち、コミュニケーション能力の涵養が双方向授業を実施することで達成でき
るかどうか、といった検証も必要ではないか、ということです。また、目標と計画の作り方をき
ちんと詰めることが必要ではないか、という指摘もありました。
これらの問題点を意思決定の支援者として提案し、支援していく際の課題、解決策については、
時間の関係上十分に議論できなかったのですが、いくつか要素を洗い出してみましたので、栗本
先生のほうから説明していただきます。
これらの問題と要因に対して、措置を全部に行なったら何が起こりますか？

それは評価疲れ

ですよね。限られた経営資源の中で、根本的に何がおかしいのか？と自問自答するなら、例えば、
１番目で、もしガイドラインがずれている（現実な運用に照らして意味をなさない）なら、マネ
ジメントの在り方がそもそもおかしいことを意味していますから、マネジメントで、まず手を打
たないと、いろんな場面で困るはずです。２番目と３番目は、部局によって差がある、もしくは
異なるのは、専門性という文化があるから。そもそも大学は多様性を確保することが大切なのに、
その特色を忘れて、学部によって違うからいけない、と判断して本当にして良いのでしょうか。
それに加えて、教員が追加できる独自の目標があり、教員の個性をある程度、発揮できる余力が
あっても良いのではないでしょうか。あるいは授業モデルの作成という認識，しかし、こうした
課題を従来型の FD で担えるのか、これまで実施してきた FD の仕方がそもそもおかしかったん
じゃないかという振り返り。４番目では、アンケートによる評価。評価って一体、何を測定して
いるのか。その信頼性は？

そうした本質的事項も点検せずに、評価結果が悪いからって・・・。

これでは評価疲れを起こす原因になります。５番目の単位の実質化をどうするか。これは、教育
の質保証の観点から、自主的な学習時間をどう測定するか、担保するかという根本的な問題に目
を向け、本質的要因を叩かなくてはならない。それから、６番目は教育活動と研究活動の割合、
つまりエフォートの配分です。この点がむしろ重要であって、エフォートの問題は二律背反のた
め，一般に正解がない問題。したがって、突き詰めた議論をやればやるほど、評価疲れが起こる
のではないか。以上が、実施における課題（論点）として挙げられると思います。
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双方向 ？ コミュニ
の
＝ ケーション
授業
涵養

目標２

目標と計画の
作り方

役員

理事・部長の
○○支援

グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、
特に英語によるコミュニケーションスキルの向上を進める。

計画２－１

コミュニケーション能力を涵養するために双方向的な授業を実施する。

問題

原因

1

授業運営のガイドライ
ンが不徹底

○大学組織（機関）とし
てガバナンスができて
いない
○教員への周知方法
不十分

①教育担当理事
②教育担当責任者
（部局長）

2

学部や教員による内
容や効果の差が生じ
ている。

５ 学部に、あるいは
教員にゆだねすぎて
いる

１ 学長、担当理事、
学部長、現場（学部）
の長

対象者

3

学部ごとのクラス規模
に差がある（特に工学
部教員数の少なさ）

○クラス当たりの学生
数が不統一

担当理事、
学部長、教務課、
学部間での会議

措置・内容

① 教育担当ノルマ、研究
環境
② ガイドラインの見直し
③ 教員への周知と確認
（説明会開催等）

ソリューション

→工学部は１クラス50～60名
他学部は１クラス20名程度

１ 英語コミュニケー
ション力向上ＰＪ or 委
員会等の組織を設置
する、専門教員を配置

○ ガイドラインへの明
記
○ クラス規模の明示
－教員人数を増やす
－一人の教員が担当
する授業数を増やす
－ＦＤなどで教員間で
共有・議論

4

5

6

アンケートの信頼性が
低い

双方向授業の成果
（学生の成果）が
分からない、示されて
いない

○ アンケート回答率
の低さ（約２割）
← 教育改善したいならば
８割以上はほしいところ

○ 評価の方法と基準
が担当教員で異なる
（学生に不公平感があ
る）

単位実質化を担保す
る学習時間を評価して
いない（教員）

研究時間の減少

？！

・教育担当理事
・教務委員会

アンケートの回収率を
上げる

④ 担当理事、学部長、
学部オフィスの長

④ 計画に対する評価
方法及び達成目標を
明確化する

① 教務委員会
② 授業担当教員
③ 学生

レジュメ／レポート／
授業に教員の労働力・
時間増

担当理事
教務課
人事課
研究支援課

① シラバスへの記載
② 記載された方法と
基準の点検、ＦＤの活
用
③実態調査

① 担当コマの割当の妥
当性点検
② エフォートの分析、自
己点検
③ 学生への実態調査
－学生アシスタントを雇用
（大学院または３、４年生）
－授業内外でレビュー
（学生同士で）
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７班
大家 隆弘（徳島大学 評価情報分析センター）、井上 心（山梨大学 企画・評価課）、
石田 和彦（立教大学 総長室教学改革課）、坂崎 広志（名城大学 総合政策部）
、
村山 和生（株式会社ベネッセコーポレーション）、宮本 美賀（高知大学 法人企画課評価室）

細かなところは割愛しますが、いろんな課題を分類しますと評価に関する点、運用に関する点、
授業目標の妥当性の３点に集約されます。評価に関しては、原因は評価指標がコミュニケーショ
ン能力といったものなどでしか設定されていない点、全学、学科単位で FD が実施されていない
点、授業目標の妥当性については、全学的共通目標を議論する場や所管、責任の所在が不明確で
ある、というところだと我々は推測しました。
共通的な課題としては、教員の主観による結論で、データの可視化が進んでいない、というこ
とだと私たちは思いますので、支援策としては担当教員のアンケート、これは全数調査ですね、
また学生アンケートの結果を提示することだと考えました。個別の原因に関しましては、これも
やってみないと分からないので、あまりここで具体的に入り込んでいく必要もないのかな、と逆
に考えてしまいました。
あとは働きかけの対象ですが、まずは評価室から、組織図を見ていただくと分かりますけど、
学務課がこちらの分掌、分析と言いますか所管ですので、こちらと相談関係を持つことが大切だ
と思います。また同時に教育担当副学長に情報の提供をすることによって、学務課から教務委員
会、こちらの教務委員会は教育担当副学長が招集するものだと思いますので、この学務課という
実務レベルの方と教育担当副学長と合意を得ることによって円滑に会議を進めていくということ
です。
［当日の報告した以外のポスターの説明］
・現状には多くの課題が見受けられるが、共通課題として設定した部分をまずもって改善するこ
とが必要と考えた。あまり多くの課題や改善事項を提示しても、一度に手を付けられるわけで
はないし、マンパワーも限られているであろうことを考慮した。
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］
・改善を図る上で、所管部署と連携を図る一方、学内の合意形成に向けたキーマンとなる教学担
当副学長に理解をいただくことが重要であろうとの見解に至った。
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計画２－１
※共通課題
分類
評価

その他
の課題

教員の主観
↓
データによる可視化

課題

教員のエフォート管理
を無視したプログラム
設計

原因

計画の達成度を測る
アセスメントが
未実施である

ガイドラインの運用の
しづらさ・負担

評価指標が設定され
ていない

「双方向型授業」の
評価指標の不在

初等以外のゼミの
実施状況

＜改善結果＞
評価指標の
設定とデータ集

「コミュニケーション力」
の修得度合いの測定
法

７班

研究目標である、国際
的水準の研究を実施
↑
研究時間の確保

運用

全学ないしは学科単
位での授業プログラ
ムの構築が不充分

成績評価基準

個別の指導の実施
がうまくいっている
のかわからない

授業目標
の妥当性

教員による
指導のばらつき

初年次ゼミの統一
ガイドラインが遵守さ
れていない

ガイドラインが
適正か

ガイドラインの遵守

ガイドラインの遵守
状況の悪さ

コミュニケーションが
実際に培われたか
どうかの確認方法
（学生の目線から）

学生にとって
適切な授業か
どうかの検証

「双方向型の授業」
が必要だった背景
が不明

共通した目標の
認識は（学生）

全学・学科単位で
ＦＤが行われていない
のではないか？

＜改善結果＞
ガイドラインの見
直し

コミュニケーション力の
定義

教員の独自目標の
設定について未検証

運用負荷が大きい
（支援部局の不在）

「独自の目標」
の立て方のガイド
ラインの必要性

全学的共通目標を
議論する場や所管、
責任の所在

＜改善結果＞
目標に合致した
授業設計

支援策：

担当教員アンケート
（全数調査）

働きかけの
対象

学生授業アンケート
結果（コミュ二ケー
ション力）

教育担当副学長

相
談
評価室

学務課

教務委員会
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計画２－２：習熟度別学習を充実させて英語コミュニケーション力を向上させる。
一方で本学では、グローバル化を踏まえ、平成 20 年度に学長が英語でのコミュニケーション能
力の涵養を重視する方針を打ち出した。
本学における英語の科目は、１年生の共通教育で４単位必修である。その後は文学部の一部で、
英語の必修科目があるものの、それ以外では選択科目でしか設定されていない。共通教育の英語
の習熟度別学習は、プレイスメントテストを行い資料２－１－１に示すような４段階のクラスに
学生を割り当て、週 2 回半期・30 コマで１科目の英語を合格すると、次期に 1 つ上のレベルを選
択できる。全員が中級までの合格が求められている。
共通教育センターでは、学長が打ち出している「一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を
身に付けさせる」ということを目標に、英語の各授業担当者に対して、授業の設計、実施を行い、
成績や単位の付与を行うように指示している。ただし、具体的な授業内容や方法、学習成果の検
証・改善などについては、各教員に任せているため、資料２－２－１に示すように習熟度別クラ
ス編成を行っていたとしても、レベルの差については、誰も検証していなかった。
平成 23 年度に、英語教育の成果を検証するための調査を行った。まず４年生の希望者（211 名
/836 名）に TOEIC を受けさせたところ、平均点は 356 点で、ある程度予想はしていたものの、
想定以上に低かった。英語の授業担当者や各学部の教務委員にアンケート調査を実施したところ、
授業担当者からは、
「そもそもの目標が曖昧で、具体的に何をすればいいのか分かりにくい。
」
「教
員は自ら築き上げた研究や経験に基づき、学生の状況をみながら授業をしているのだから、大学
や共通教育センターはあまり介入しないで欲しい。」
「TOEIC で高い点が取れればよいのか。大学
の英語教育とはそういうものなのか。」
「非常勤の先生（全科目の 68％を担当する）には、なかな
か学長の方針が理解されにくいのではないか。
」という意見があり、学部の教務委員からは、
「と
にかく英語の論文が読めるように教育して欲しい。」「語学学校にアウトソーシングでもよいので
はないか。」というような意見が出た。
加えて、２年生の学生にアンケート調査を実施したところ、
『英語力が入学時よりも向上したか』
については、85％の学生が「そう思う」「概ねそう思う」と回答しているが、『就職に役立ちそう
か』という設問については、 「わからない」
「概ねそう思わない」
「そう思わない」という回答が
83％を占めた。自由記述では、教育効果の検証と称するアンケートや小テストが増え、負担感が
増している様子が伺えた。また、アンケートで指摘したことが少しも授業に反映されていない、
というコメントも一定程度あった。
このような状態であったため、平成 24 年度中に「全学生が卒業時までに TOEIC600 点以上を
目指す」というスローガンを教務委員会で決定し、平成 25 年度からは、以下のような体制で英語
教育を行うこととした。まず、英語については、社会に出てからのツールとしての英語としての
位置付け、学部教育の基礎教育としての位置づけを分離した。社会に出てからのツールとしての
英語は、「実践英語 I、II、III、IV」をそれぞれ１年次から４年次に配置し、隔週通年１単位で I
～III までが必修とした。教員は語学学校の講師を登用することとした。1 年生の 4 月、3 年生の
10 月に TOEIC もしくは TOFEL を大学負担で全学生に受験させて、社会に出てからのツールと
しての英語力を測ることとした。（文学部と工学部は TOFEL、経済学部と経営学部は TOEIC を
それぞれ選択した。）学部教育の基礎教育としての英語は、
「基礎英語」として隔週通年１単位で
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１年次のみに開講することとした。２年次以降については各学部の判断に委ねることとした。
「実践英語」については、学習効果を考えれば、週 2 回の開講を語学学校には勧められたが、
これまでの英語の非常勤講師用の人件費では、隔週が精一杯であった。ただし、英語必修 4 単位
の枠組みを変えなくても済んだのは僥倖と言えよう。課題としては、5 年以上本学の英語の非常
勤講師としてご活躍いただいた先生方に、図らずとも雇い止めのような形になってしまい、若干
のトラブルが発生している模様であるが、総務部労務課で誠意ある対応を行っている。
「基礎英語」については、原則的に当該学部の教員による授業となったため、専門教育への橋
渡しが、これまで以上にうまくいくものと考えられる。
なお、計画では、習熟度別を行うことで英語学習の成果を挙げる予定であったが、さまざまな
検証の結果、
「一般的な企業で活躍できるレベルの英語」という具体的な目標に向けて「実践英語」
というスキル教育を、各学部の教育目標に向けては、
「基礎英語」という二枚看板で英語力の向上
を図っていくこととした。
資料 2-2-1 各習熟度段階別の到達目標
段階

到達目標

プレ初級

高等学校レベルの英語力を確実なものにする。

初級

一般的な企業で概ね活躍できるレベルの英語力を身に付ける。

中級

一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を身に付ける。

上級

国際的に活躍できるレベルの英語力を身に付ける。

資料 2-2-2 到達目標に関する関係教員の意見（平成 23 年度実施）
・そもそもの目標が曖昧で、具体的に何をすればいいのか分かりにくい。
・教員は自ら築き上げた研究や経験に基づき、学生の状況をみながら授業をしているのだから、大学や共通教育センターはあま
り介入しないで欲しい。
・TOEIC で高い点が取れればよいのか。大学の英語教育とはそういうものなのか。
・TOEIC よりも TOFEL ではないか。
・非常勤の先生（全科目の 68％を担当する）には、なかなか学長の方針が理解されにくいのではないか。
・とにかく英語の論文が読めるように教育して欲しい。
・語学学校にアウトソーシングでもよいのではないか。

資料２-2-3：英語力に関するアンケート結果（平成 23 年度実施）
実施時期：平成 24 年 3 月
実施対象：2 年生のうち各学部から 20 名ずつ
有効回答：54（回収率 67％）
問１：英語力が入学時よりも向上しましたか。
概ねそう思
そう思う
う
5％

あまり身につ

身につかな

かなかった

かった

5%

0%

わからない
80％

10％
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問２：本学での英語教育が就職に役立ちそうですか。
なんとなく
そう思う
そう思う
3％

あまりそう思

まったくそ

わない

う思わない

31%

2%

わからない
14％

50％

問３：感想を記入してください。
・教育効果の検証と称するアンケートや小テストが増え、実際の授業時間が少ないと思う。（同様 12 件）
・アンケートで指摘したことが少しも授業に反映されていないと思う。
（同様 27 件）
・同じレベルであっても先生によって宿題が多かったり、少なかったりするのは不公平ではないか。（同様 15 件）
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１班
森 慎二（神戸大学 学務部学務課）、小川 義弘（岡山大学 総務・企画部総務課／評価センター）、
新 正久（熊本大学 運営基盤管理部総務ユニット評価チーム）、藤井 都百（名古屋大学 評価企画室）
、
宇宿 悟（関西学院大学 企画室）、滝浦 昌敏（明治大学 評価情報事務室）

私たち１班は、計画２－２「習熟度別学習を充実させて英語コミュニケーション力を向上させ
る。」について課題の洗い出しを行いました。この計画は当初、「習熟度別学習を充実させる」と
いう計画だったのですが、それを実施するうちに二転三転して、最終的には習熟度別クラスがな
くなってしまうとか、
「英語コミュニケーション力を向上させる」という計画なのに、具体的にど
ういうものを「コミュニケーション力」としているのかについて定義が曖昧だったので途中で定
める、という感じで、５年間の期間の中でかなり迷走しているような印象を受けた計画でした。
下線のついた青い付箋が、私たちが見出した課題で８コあります。学生に授業アンケートをお
願いしたとありますが、それが適切に行われてきたのかどうか、という問題。それから学生のア
ンケートの声を授業に反映させているのかどうかよくわからないといった課題がありました。こ
れらについては、共通教育センターに授業アンケートの実施方法について見直しをお願いしたい、
と考えています。それから個々の授業を点検して、学生の授業アンケートの声が、本当に授業に
反映させているのか、という点もお願いしたい、と考えています。
次に英語の授業をどのように構成するかについての課題です。というのはそもそも大学がどう
いう風に学生に英語力をつけさせたいのかに係ってくると思うのですけど、基礎英語というクラ
スを作りましたが、そのクラスを担当する教員が本当に教える能力を持った相応しい教員なのか
どうか、というところが現段階ではよく分からない。つまり、基礎英語という科目を設置したの
が最近なので、正しく教育効果を生んでいるのかどうか、まだよく分かりません。ですので、授
業を見直した効果を必ず検証していただきたい、というのを教育担当副学長、共通教育センター
長、各学部にお願いしたい、と考えています。
英語コミュニケーション能力を測るために TOEIC600 点という目標を期間の途中で掲げたの
ですが、それにも関わらず TOEIC を全員に受けさせている学部と、そうではなくて TOEFL を
受けさせている学部とが混在しています。ですので、TOEFL の換算スコアなどを明確にするな
どして、全学で掲げた TOEIC600 点という目標が達成できているかどうかをちゃんと測れるよう
に、教務委員会に働きかけて確認をしていただきたい、と考えています。
英語を誰が教えるのか、ということについて非常勤講師の雇い止めの問題が発生しているとい
うことがありました。それについては、非常勤講師を全員解雇してしまったのが本当によかった
のかどうか、人件費削減という観点もあるだろうけれども、非常勤講師に変わる策が何かあった
のではないか、といったことを総務部や共通教育センターなどに確認してもらった方がよいので
はないか、という風にまとめました。
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［当日の報告した以外のポスターの説明］
○ TOEIC600 点の実力を身に付けさせるだけなら外部講座や通信教育などを取り入れることで
も達成できたのではないか。その場合、教務部長や教務委員会への働きかけの中で、このような
案を教員と職員とで検討してもらい、英語コミュニケーション能力を学生につけさせるために最
善の方法を模索してもらいたい。
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］
○ 評価結果で指摘されたことを評価部署が取りまとめて学長に提言し、学長から関係部署へトッ
プダウンで改善を促してもらうようにしている。
○ 評価報告書作成段階で見受けられる主観的な記述について、評価部署が改善を指摘することに
より、自己評価文化の構成員への浸透を促している。
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１班 計画２－２

習熟度別学習を充実させて
英語コミュニケーション力を向上させる。

非常勤講師
隔週開講は人件費
不足が原因か？
雇い止めが
生じている

基礎英語

週2回開講が望ま
しいにもかかわら
ず、隔週開講

TOEIC・TOFELの
レベル
４年生の学生数の
１／４しかTOEICを受
けていない（希望者
のみ）

共通教育センター長：講師によら
ないICT教育の導入など人件費抑
制策があるのでは？
学部（教務委員）：どれだけ英語力
をつけさせたいか？

非常勤講師が
68％を占め、専任
教員が少ない。

学部教育の英語
は１年次のみでい
いのか。

働きかけ
総務：人件費の予算化
スキルのあった非常勤講師も解雇
して良かったのか

英語科目の必修
が１年生の４単位
のみで少ない。

「基礎英語」を原
則当該学部教員
担当

英語必修４単位
の枠組み

２年次以降につい
ては、各学部の判
断に委ねることと
した。

大学負担で全学生受験
文学部、工学部、TOFEL
経済学部、経営学部 TOEICを選
択した。資料２－２－２の資料で
はTOEICよりもTOFELではないか。
［全学統一が必要ではないか。］

・文学部と工学部はTOFEL
・経済・経営学部 TOEIC
なぜ違うのか？
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働きかけ
副学長、共通教育センター、各学
部：目指す学力をつけさせる教員が
担当できているか？教員が確保で
きていないのではないか。授業を見
直した効果を必ず検証すること

働きかけ
教務委員会：TOEICとTOFELの別
試験だが全学で共通の目標を達
成させるのを確認しなくてよいの
か。

１班

学生の動機
（授業アンケー
トから）
資料２－２－３ 問２
英語教育が役に立つ
のかどうか分からない
との回答が「50%」もい
るのは疑問
２－２－３ アンケート
結果 問１と問２の結
果における検証がで
きていない

学生アンケート調査の
結果、教育目標に係
る効果に否定的意見
が高い
習熟度
英語力が就職に役立つこ
とに対する学生の理解を
十分に得ていない。
＜動機づけが不十分＞

教務委員にアンケート
調査を実施したが授
業担当者から
・目標が曖昧、何をす
ればいいのか分かり
にくい、などの意見が
あった⇒アンケートの
内容不備

働きかけ
教務委員会：
・アンケートの主旨
の明確化
・設問の見直し
・結果の検証

授業アンケートの
実施手続き
資料２－２－３
アンケートの実施対象者が全学
生数の1/10程度しかいない

習熟度別クラスの
検証
資料２－２－１に示す習熟度別クラス
編成は行っているが、レベルの差に
ついて検証していない。

アンケート調査は
全学年にすべき

到達目標が曖昧
→ 何もって達成したといえる
のか明示が必要

働きかけ
さがす：H23年度調査
を実施した人

学生アンケートが
反映されない
アンケートで指摘したことが少し
も授業に反映されていない。
資料２－２－３感想
「アンケートで指摘されたこと
が授業に反映されていない」
という意見が27件もある。

授業内容方法
改善が教員任せ
英コミュ力
役立ちそうか
→ 在学生への質問
ではわからないの
は？

学生アンケートを活かしている
実態が見えない。

授業内容・方法
学習成果の検証
を行う体制が整っ
ていない。

具体的な授業内容や
方法、学習成果の検
証・改善が各教員に
任せている

授業内容や方法
学習成果の検証・
改善
→ 各教員に任せ
ている

資料２－２－３
大学や共通教育セン
ターから改善を求めら
れることに対する抵抗
感が強い。
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働きかけ
共通教育センター ：授業の
実態を把握→シラバスガイド
ライン作成など
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２班
周東 夏希（京都工芸繊維大学 評価・広報課）、伊藤 昌之（福島大学 評価室）、
野口 信（九州産業大学 総合企画部）、宮本 貴宣（久留米大学 バイオ統計センター（病院経営室兼務））
、
紅林 孝彰（鳥取大学 企画課）
、藤田 由典（関西大学 学長室 学長課）

我々の議論においては、教員との連携不足に関する問題が多く挙げられた。大学の風土として、
一人一人の教員に任せている部分が多いと考える。学長・学部長会議のところに働きかけ、情報
提供や連携が少し不足しているというようなことを伝達できるシステムがあれば、いろいろと効
果があるかと思う。
また、教育効果の検証が出来ない状態になっているので、教務委員会などで、教育効果の測定
に関する研修に参加するなど、適切な方法を探してもらうことが必要ではないかということを議
論した。
［当日の報告した以外のポスターの説明］
計画 2-2 における当初の目標が「一般的な企業で活躍できるレベルの英語力を身に付けさせ

・

る」という曖昧なものであり、その実施方法も「具体的な授業内容や方法、学習成果の検証・
改善などを各教員任せにする」というものであった。そのため、平成 23 年度に 4 年生希望者
が TOEIC を受けた結果が平均点 356 点と振るわず、学内からも実施方法について不満が出て
いた。これを解決するためには、英語教員による専門部会を設置し、その部会の中で目標の明
確化や教材開発等を検討することが必要である。
・

英語教員の人員不足により、カリキュラムの一貫性、継続性がない状態であるため、その現
状を予算委員会に報告の上、常勤教員を確保する予算組みを働きかける必要がある。

・①について
目標の設定にはこのポスターの流れになるが、最終的には目標を全構成員に浸透させ、実行
に移す必要がある。
②について
関係教員の意見もまとまっていない状況なので、大学全体の意思決定ができる機関でまとめ
る必要がある。
③について
具体的には他大学の事例や、ルーブリックを使用する等、検証を行う。
④について
科目担当は非常勤に依存するより、専任教員に担当させなければ大学、学部の目的を理解し、
カリキュラムの一貫性をもたせることが難しい。
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］
・

組織のトップが理想を語るのは当然であるが、それを実現するための方策については、副学
長や各部局が考える必要がある。目標を立てる際は、組織のトップのビジョンを、①どの組織
が主体となって、②どのような手続きを踏んで、③どの段階まで実現させるかを明確にするこ
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との重要性を感じた。
・

目標を実行するためには、適切な人員配置と担当者の役割の明確化が重要と考える。

・

この大学の風土にかかわらず、どの大学でも新規事業や改革を行おうとすると、教授会自治
や固定化された業務等からスムーズに事が運ばないことが多々あると思われる。構成員への理
解を得るには、具体的な対策はもちろん重要であるが、学長や理事長のリーダーシップが求め
られるのではないか。そして、大学の理念や建学の精神を踏まえて、新規事業の必要性や、改
革の重要性を訴えることが必要であると感じた。
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２班

計画２－２
課題
②
教員間の連携不足

③
評価方法
検証方法がない

④
カリキュラムの一貫
性、継続性に欠ける

②
大学の風土

③
教職員の能力不足

④
人員不足
非常勤に依存しすぎ

②
学長・学部長会議

③
教務委員会

④
予算委員会

①
英語教員による専門
部会の設置

②
情報提供

③
評価に関する研修を
受講してもらう

④
人員不足により、
カリキュラムの一貫性
に欠けているという情
報を提供する

①
目標の明確化とそれ
を補足する取り組み
（教材開発等）

②
各学部・学科への伝
達

③
評価・検証方法を
作ってもらう

④
常勤教員を確保する
予算組み

①
目標が曖昧

原因
①
英語の専門教員の
意見を聴くなど学内で
のコンセンサス不足

対象
①
・学長
・英語教員

行動
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目標４：教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資金の獲得を図る。
（責任部局：研究協力・地域連携部）
計画４－１：外部資金の獲得を奨励し、研究の活性化を図る。
外部資金の獲得については、諸問題があることがプレ終了評価で分かったため、評価大学では、
まず科学研究費補助金の採択実績を向上させることに取り組んだ。
過去４年間の応募件数、採択件数及び採択金額について学部別に応募・採択実績を分析したと
ころ、理科系学部では採択件数は増加傾向であったが採択金額は現状維持であった。文科系学部
ではそもそも応募率が低く、採択件数、採択金額ともに微減傾向であった（資料４－１－１）。
本学の研究企画委員会において、平成 24 年度中に、次期中期計画期間（H25～H29：5 年間）
に、１）応募率の向上、２）採択率の向上、３）本学の特色となる分野の育成という、３つの研
究活性化のための手段を講じることとした。
１）応募率については、工学部はほぼ 100％に近いため、科研費に応募しない教員に理由書を
提出させ、正当な理由無しに科研費の応募を見送れないよう教授会決定を行った。文系学部につ
いては、応募のためのインセンティブ経費として、科研費の新規応募を行った教員に対して、文
学部 1 万円、経済学部と経営学部が 2 万円を現金で支給することとした。研究企画委員会におい
て、文系学部で応募しない教員に対するペナルティはないのか、という意見が理系学部から挙が
ったが、都内に年５，６回出張できるくらいの研究費はあるので、特段困っていない教員も多い、
という意見が文系学部からあり、ペナルティについては当面、課さないこととした。
２）採択率を向上させるために、A 評価不採択者に対して研究費を支給することとした。予算
総額を 300 万円とし、30 人から申請があれば 1 人 10 万円となるが、仮に 2 名からの申請であれ
ば 150 万円が支給される。当初は、研究計画書と予算書、学部長の推薦書を添付させ、それを各
学部から 3 名ずつの委員からなる審査委員会を設置し、それぞれの提案にふさわしい配分額を決
定する案で検討を進めたが、評価コストの割にはあまり効果的ではないだろう、という学長の意
見もあり総額を決めて、それを事前評価無しで配分する方式とした。
３）特色ある研究分野の育成については、200 万円を計上し、学部横断型特別推進研究を全学
から公募することとした。本学では、ここ 10 年で基盤研究 A 以上の採択がない。基盤研究 B は
平均すると毎年 6 件ずつあるため、それらの研究を支援して、基盤研究 A 以上の規模に育てるア
イデアも出されたが、多くの研究が学外者と行っている研究であった。学外の研究メンバーに本
学から資金を提供するのも話がややこしくなるため、本学の中でだけで完結する研究プロジェク
トを育てる方向で検討を行った。本学は、小規模ながら総合大学に近い雰囲気を持つこと活かし、
学部横断の研究を進めることとした。そこで、全学から研究プロジェクトの公募を行い、毎年 2
件から 4 件に研究資金を補助することとした。なお、支援は単年度であるが、毎年連続して同じ
研究グループが研究プロジェクトに公募することは妨げないようにした。
本学の研究活性化策への助言や、これらの研究支援での事前審査などを行ってもらう研究アド
バイザリーボードの設置についても検討を行ったが、次期中期目標期間中での検討事項とした。
また、リサーチアドミニストレーター（URA）の採用についても検討課題に挙がり産学連携コー
ディネーターを振り替える案も検討されたが、地域連携センター運営委員会との折り合いは付か
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ず、これも次期中期目標期間での継続審議となった。
資料４－１－１ 科研費応募・採択実績
応募率

H20

H21

H22

H23

H24

文学部

36.5

33.5

30

32

25

経済学部

52

50

54.5

48.7

50

経営学部

53.5

51.2

49.8

50.5

51.5

工学部

98.3

100

96.7

98.3

95

（単位％） ※ 応募者／科研費を受領していない者

採択率

H20

H21

H22

H23

H24

文学部

17.8

20.2

16.5

12.5

14.8

経済学部

22.3

18.3

19.5

20.8

22.1

経営学部

21.6

19.6

20.2

18.5

20.3

工学部

28

30.2

33.5

31.8

32.6

（単位％） ※ 採択数／応募数

獲得件数

H20

H21

H22

H23

H24

文学部

C5

C4

C3・若 B1

C3・若 B1

C3・若 B1

経済学部

B1・C10・萌 1・

B1・C11・萌 1・

B1・C13・若 B3

C12・若 B2

C12・萌 1・若 B2

若 B5

若 B3

経営学部

B2・C12

B3・C13・若 B1

B3・C15・若 B1

B2・C10

B1・C9

工学部

B3・C20・若 B2・ B2・C22・若 B2・ B2・C19・若 B3

B2・C23・若 B1

B1・C25・若 B1・

萌1

萌1

萌1

（新規＋継続）※B：基盤研究 B、C：基盤研究 C、若 B：若手研究 B、萌：挑戦的萌芽研究
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６班
村社 敬紀（琉球大学 企画評価戦略室）、末次 剛健志（佐賀大学 総務部企画評価課）、
岡本 世紀（お茶の水女子大学 総務チーム）
、今井 佳奈子（長崎県立大学 企画広報課）

計画４－１「外部資金の獲得を奨励し、研究の活性化を図る。」ですが、細かく言いますと計画
が３つ立っております。１つ目は応募率の向上、２つ目が採択率の向上、３つめが特色ある分野
の育成です。ただし、評価書の方を読むと、あまりうまくいっていない。全体的にはどうなのか、
という議論もありました。
それぞれの計画ごとに課題は何かということをメンバーの方で抽出をしまして、例えば、文系
の応募率が低いなら、どうやったら意欲を上げることが出来るのか、といった課題が見つかりま
した。またデータから読み取ると、比較的若手については、採択されていそうだというところが
読み取れましたので、もしかしたら年齢階層別の課題があるのかな、という議論もありました。
それぞれの解決策としては、まず１つ目の計画である応募率の向上を図るに当たっては、例え
ば研究費が足りていて、科研費に応募するまでもないと考える教員が特に文系を中心に多い、と
いう事情があるということで、少し短絡的なのですが、そもそもお腹か減っていないから行かな
いのなら、お腹を減らしてあげれば食べ物を探しに行くだろう、ということで、応募しない方へ
の予算のカットなどの解決策もあり得るのではないか、という方向でも議論しました。また、効
果的な働きかけを行うには、教員の年齢、役職等を考慮して教員毎に適切な支援をする必要があ
るけれども、そのための基礎となる年齢別のデータが無いためよくわからない、という意見もあ
りましたので、まずは科研費の申請状況、交付状況について年齢別のデータも必要では無いか、
という議論もありました。
具体的に学内のどこに働きかけをしていくか、といいますと、やはり予算的なところになりま
すので、まずは財務課だろう、という議論をした上で、年齢別の科研費のデータが出るのか、と
言いますと、おそらく研究協力課などに聞いても年齢別のデータは出ない、となると人事・労務
課からも取り寄せる必要があります。このように複数の課からデータを取り寄せ、データを組み
合わせて分析するのもあり得ると思います。
２番目の計画の採択率の向上については、採択率の向上に向けた取り組みは行っているのです
が、それで、この採択率というのは、分母が申請数で分子が採択数なのですが、
「率」を上げるた
めには分子（採択数）を増やせば率は上昇する一方、逆に分母（申請数）を減らしても率は上昇
するので、つまり申請と採択の両方を増やしたいのか、採択のみを増やしたいのか、この大学の
戦略がよくわかりませんでした。そういう中で、どうやって戦略を明確化していくかということ
で、これではデータが足りないね、という話になりまして、解決策としてはどういうトピックが
通りやすいか、そういうことを大学が把握しているのかということをやっていかなくてはならな
い。また不採択になった申請については，そのデータを取って原因などを調べて、解決に向けた
何かを考えて行くということで、アプローチ先としては、最初にデータを受ける研究協力課に持
っていくべきなのかな、ということで議論を進めました。
３つめの計画は、特色ある分野の育成なのですが、この評価大学の方針として基盤研究 A に匹
敵する研究を、学内だけで育てていこうというような方針になっています。そこで、学内の限ら
れた資源のなかで本当に対応できるのか、というところが議論になりました。２番目としてそも
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そも特色となる分野が、エビデンスからは、はっきりとはどこなのか、そうなりそうなところも
含めてよく分からない。また特色ある分野を育成しようとするならば、学部別ではなくて、下の
階層の学科別で見ていかないと戦略が立てられないのではないか、という話になりました。それ
に対する対策として、結局、突き詰めるところ、エビデンスを整理して、可視化して分かりやす
くするということに尽きると思います。ざっくりとした解決策になってしまったのですが、まず
はデータを提供する対象としては、担当の研究協力課のようなところだろう、と。そういうとこ
ろで IR のほうで分析をしながら研究企画委員会のほうに「これではいけない」というような話の
持っていき方、提案をして、委員会のなかで戦略の見直しをしてもらうことが有効ではないか、
というような議論をしていきました。
全体的に見て、取組がうまくいっていないという状況で、なんとなく「目的と手段」、「問題の
所在の解釈」がずれているよね、という面が見受けられるので、このような計画を立てるにして
も、研究環境が悪ければいくら働きかけをしても効果が薄い点も考慮して、その整備もその計画
の１つではないか、という提案もありました。それに対しての解決策としては、研究環境の整備
と充実に向けた調査や分析というところを進めていって、研究協力や施設関係のところも巻き込
みながら改善を進めていく、という形で進めることになるのではないか、という議論になりまし
た。
［当日の報告した以外のポスターの説明］
◯ 評価報告書の科研費に関する表が漠然としていて教員数や採択の内容など、一目見てわかる表
になっていないことから、一目瞭然な表を作成することで、評価の資料となる。
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］
◯ 評価大学の中期計画の評価に対する解釈が明確になっていないことから、何をもって達成とな
るのか不明確である。計画を推進する教職員に対して、
「計画の明確な到達目標」をはっきりと
させる必要がある。
◯ 当たり前のことだが、まず自分の所属する大学の特色（強み）は何か、問題点は何なのかとい
うところをしっかり押さえることで、その後の解決策及び働きかけの対象者が明確になる。
（問
題点の押さえがずれていると、その後の方向性が大きくずれてくる。また、強みを把握してい
なければ効果的な資源配分ができない。）
○ 各部局が持っているデータを組み合わせることで、問題の所在や現状を把握することが可能と
なる。
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計画

４－１
計画１
応募率の向上

６班
課題

解決策

応募率が低い
（文系）

対象者

応募しない人の予
算カット又は研究
費の留保

財務課

年齢別エビデンス
の要求

研究協力課
人事・労務課

どうやって文系の
意欲を上げるか。
文系の中堅（ベテ
ラン）の問題
（年齢もよくわからな
い）

計画２
採択率の向上

どんなトピックが通り
易いか把握している
か？○採択傾向の
データ提供（KAKEN
DB？）

計画の立て方
「採択率の向上」が
「？」
（採択数／申請数）

研究協力課
不採択の状況の
データを取る

計画３
特色ある分野の
育成

基盤研究Ａは学
内だけで対応でき
るのか？
研究企画委員会
「特色となる分野」
が「？」
エビデンスもない

エビデンスの整理
可視化
研究協力課

学科別で見ないと
戦略を立てにくい

全体的に

データが少ないた
め判断できない
→ 必要なデータを
増やす（詳しく）

解釈の方向性が
ずれている（違和
感）

研究協力課
他大学の状況の
情報を集める

研究環境の整備
計画が必要では
ないか

研究環境の整備
充実状況の調査、
アンケート
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３班
斉田 裕二（株式会社ＳＲＡ東北 システムグループ）、西里 英夫（琉球大学 企画評価戦略室）、
本田 寛輔（University of Maine at Augusta Office of Institutional Research and Planning）、
辻 高明（秋田大学 評価センター）、佐々木 喜朗（宮崎大学 企画総務部 企画評価課）
、
松岡 尚志（創価大学 学事部学事課）

６班さんと IR という観点で違うな、というところについてだけ、お話ししたいと思います。１
つは目標の方が「教育内容の充実のために研究資金の獲得を図る」となっています。この「教育
内容の充実のために」というのは枕詞的に書かれているだけなのかもしれませんが、ここに我々
は少しこだわりました。教育内容の充実と言いますと、どういった授業が展開されていて、どう
いった授業はあるんだけど、その分野を専門とする教員がいないとか、こういう授業で学生が、
たくさん受けているんだけど、それが非常勤の先生でまかなわれていて、その分野を専門とする
先生がいない、ということになるのですね。必ずしも研究が教育内容の充実につながりにくいと
いうところもありますので、その（目標と実施計画の実効性）というような点も踏まえて、研究
費の獲得や研究の活性化が必要だってことで、授業内容の精査を調査し、それにもとづいた研究
支援、研究比較得支援について助言をしていく必要があるのではないか、ということが特徴とし
て挙げられます。
あと、少し細かいところではあるのですが、１）にある救済策の在り方についてのところで、
具体的に、学長の感覚で評価のコストの割には、あまり効果的ではないだろう、という学長の意
見があるというところでは、少し、トップの感覚で決めてしまっているのではないかな、という
ところなので、そこを少し（根拠データ）としての評価コストの部分を調べていく必要があるの
ではないかな、ということも出ました。
もう 1 つ、今回の集会で何度もキーワードになっていると思いますが、ベンチマークというこ
とでいいますと何カ所か出てきたのですが、とくに最後の段落に書かれている「リサーチアドミ
ニストレータ」の採用という点、つまり URA という専門職を置いて研究の支援を図ろうという
動きを検討してるようなのですけど、その局面でですね、今いる産学連携コーディネーターとの
振り替え案が、現在、棚上げになっているというところがありましたので、そういった状況に対
して、それぞれの役割なんかを調べて、他大学と比較検討するということで、最後の局面で他大
学との事例を比較することも必要なのではないかな、という意見が出た、というところがさきほ
どの６班さんとの相違点です。
［当日の報告した以外のポスターの説明］
１．目標の設定の課題と支援（改善）策
２．各事項の

1)、2)、その他）の課題と支援（改善）策

［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］
１．計画の段階で、目的と実施することの関係が明確であること
２．意思決定に根拠データを示すこと
３．他大学の状況との比較（ベンチマーク）を行うこと
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３班

目標４
課題
目
標

「教育内容の充
実・・」と研究の充
実（外部資金獲
得）関係？

１）

文科系の応募率が
低い？

２）

計画１
対象

サービスと支援

学長・
学部長会議

目標と実施計画の
適切な設定

教員業績
評価部署

応募率の
ベンチマーク

配分額の差異

研究担当理事

根拠データを出す

データが
分かりづらい

研究協力課

データの見せ方
（新規＋継続）

学長等

根拠データを出す

学長の感覚
で意思決定

授業内容
の精査

評価コストが
不明確

３）

そ
の
他

ＵＲＡの採用
の延期

研究担当
理事

部局ごとの
既得権益

地域連携
センター長

アドバイザリーと
ＵＲＡのすみ分け

研究協力・地域連
携部長

事務局長
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４班
鳥居 朋子（立命館大学 教育開発推進機構）
、秋山 卓也（文部科学省 高等教育局高等教育企画課高等
教育政策室）
、松岡 琢磨（新潟大学 総務部企画課）、松田 実（株式会社ベネッセコーポレーション ベ
ネッセ教育総合研究所 高等教育研究室）、冨永 裕之（山口大学 総務部企画・評価課）、
高木 由紀（北海道大学 URA ステーション）

３班さん、６班さん以外のところですが、うまくいっていない原因は何だろうか、ということ
をさらに詰めると、体制上の課題があるのではないかと、ということが議論されました。端的に
言うと、組織に研究担当の副学長がいない、ということです。研究の目標を立てるならば、そう
いうものも必要であろうということを学長室会議といったところに提案してはどうか、というこ
とがありました。そこで研究戦略の策定や特色ある研究を明確化する、そこに副学長を置くこと
によって研究協力・地域連携部や研究企画委員会などとの連携がうまくいくのではないか、とい
うことです。
［当日の報告した以外のポスターの説明］
○ 現行の計画自体の評価に関する課題について，研究協力・地域連携部へ検討を依頼する。
・正確な課題認識のための詳細なデータ収集・分析の必要がある。
（採択額，共同研究，産学連
携等）
・インセンティブ方式／ペナルティ方式それぞれの効果測定を行う必要がある。
・ベンチマークが必要である。
○ 支援の人的サービスの課題について，研究企画委員会，部局，学長・学部長会議へ検討を依頼
する。
・応募者増につなげるための人的支援が必要（申請書のブラッシュアップ等）
○ 採択率向上のためには，不採択だった申請書の評価についてのデータ，情報収集が必要である。
［グループ討論を通して感じた評価を改善に活かすためのコツ等］
・エビデンスに基づき課題を明確にする。
・課題を多方面から掘り下げ原因を分析する。
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計画 ４－１

（働きかけの対象）

（外部資金の獲得）

４班
体制上の課題
→

研究担当の副学長
のポスト新設

学長室会議
（非公式）

研究推進ポリシー
の策定

特色ある研究の
内容を明確化する

副学長
（研究担当・新設見込み）
ｗ／ＩＲ室

現行計画自体
の評価に関する
課題 →

正確な課題認識の
ためのデータ収集
ex）採択額、共同研究
等、産学連係データ

インセンティブ方式/
ペナルティ方式それ
ぞれの効果測定を
行う。

研究協力・
地域連携部
← 効果測定のため
のデータを収集する

不採択だった申請
書の評価について
のデータ、情報収集

研究企画委員会
部局、学長・学部長
会議
支援の人的
サービスの課題
→

応募者増につなげる
ための支援（人的）
e.g.申請書のブラッ
シュアップ等
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第一分科会をふりかえって（まとめに代えて）
第一分科会の成果は別途、ガイドラインとしてとりまとめます。ここでは、話題提供を担当し
た３名のスタッフで振り返りをさせていただきたいと思います。
浅野茂（神戸大学）：
みなさん、長い時間おつかれさまでした。午前中のセッションで私がみなさんに説明させてい
ただいた内容について、みなさんとても難しいという印象をお持ちになれたと思います。今回、
我々の意図としてはみなさんの日常業務で参考にしていただける考え方を材料として提供させて
いただき、午後のグループワークで少しでも消化していただくことを狙っていました。実際に、
グループワークの結果を拝見させていただきますと、例えば、私にとって印象的だったのは７班
さん、８班さんのポスターの作りを見ますと、完全にあの枠組みにはめてやっていただいた班も
あれば、こちらの９班さんのようの結構、個性的に作られているところもあったりしました。こ
れは逆に比較していい、というわけではなくて、同じ問題、同じ計画を選んでいただいていたと
しても、問題の捉え方はグループや構成するメンバーによって全然違う、というのが１つです。
仮に同じ問題設定をされていたとしても、アプローチしようとする対象者、つまり意思決定への
参加者、あるいは課題を議論していただくメンバーが、それぞれの班で違っているということが
見てとれます。このように、想定する参加者だけを見ても、これだけ異なる視点があり、課題に
ついては、かなりいろんな視点から出していただいております。したがって、みなさんが日常業
務で直面される意思決定、あるいは審議の場においては、その場を構成するメンバーによって、
何を課題と捉えるかが非常に多様だということを感じていただければと思います。このことは、
評価または IR 担当者が、「自分はこれが課題だ」という確信を持っても、決定のプロセスに関わ
る参加者によって、そのように捉えてはもらえないことを示唆いると思います。だからこそ、評
価または IR 担当者は、自分が課題だと感じていることを相手にもそう思ってもらえるよう、デー
タやエビデンスを示しながら、根気強く伝えていくことが求められているのだと思います。今回、
我々が紹介させていただいたゴミ箱モデルの枠組みを当てはめてみて、みなさんにある程度議論
していただく、というところは、ポスターを拝見する限り、少しは消化していただけたかなと感
じております。しかしながら、まだ目標や計画の記載内容や根拠資料が不十分であったり、同じ
計画の中にいろんな問題が混在しているといった課題も見えてきました。これらのことを踏まえ、
今後、もう少し事例の完成度を上げつつ、焦点を絞り込んでいけば、みなさんにもう少し中身の
濃い議論をしていただけるのかな、というのを所見として持ちました。
本田寛輔（メイン州立大学）：
これは私個人の感想なのですが、午前中で既にお腹いっぱいの情報量だなと思ったら、午後も
かなりの分量になりましたね。この分科会の前に、様々な事例について自分でアンダーラインを
引いて、要点や課題に目をつけていました。ところが、実際の皆さんのグループ・ワークをお伺
いしてみると「ここもあったのか、あれ、こんな点もあったのか」と自分の想像した以上に学ぶ
ことが多くありました。なので、皆さんもご自身のグループで取り組んだ目標があるかと思いま
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すが、他のグループの発表を聞いた上で、後でもう一度事例を読み直してみると、
「自分では捉え
きれなかった指摘があったな」と新しい目で読めるのではないかと感じています。
３点だけまとめてみます。
「事例の中で目標設定がおかしいんじゃないか」という指摘がチラホ
ラあったと思います。これってアメリカでもよくある話で、田中先生の分科会（第三分科会）が
専門的に取り組んでおられると思います。それとは別に、我々のような担当者に何ができるのか
ですね。もし理解のある方が執行部に居るとすれば、目標を立てる際に、「この目標を立てたら、
このデータを収集してこんな指標が出せます。でも、こういう言い回しで目標を設定されますと、
ちょっと抽象的になり、どういうデータをつけていいのか分かりません。」というような形でやん
わりとお手伝いをしたことがあります。でも、誤解して欲しくないのですが、私が一専門員とし
てやっているから、アメリカの IR 専門員の皆がそういうことをやっているわけではありません。
午前中の発表でもありましたように、データによる支援には様々な要素が絡み合っています。例
えば、人間関係が築ける組織規模や組織風土を持ち合わせているのかですね。大規模私学の研究
重点大学よりは、中規模の州立大学の方が学内の様々な関係者と仕事をする機会が多くなると思
います。あまりに小規模の大学だと牧歌的すぎたり、財政や人材の面で制限があることも…。話
は戻して、「じゃあ評価担当者に何ができるのか」というのは、「計画が狂っているから俺ら測れ
ないよ」と学内関係者に突き返すんじゃなくて、
「そういう目標だったら、こういう測り方しかで
きません」とか、
「我々が持ち合わせているデータから、こんな目標の立て方が出来ますが」とい
う風に支援してあげることです。
２点目なのですが、私が注意してグループワークを見ていたのは問題の探求という部分をどこ
まで掘り下げることができたかです。もちろんケース・スタディだったので、嶌田さんはわざと
行間が読める様に上手く書いたなと思います。提示されたデータは、皆さんが意思決定だったり
改善支援が提供できるようなデータを全て埋め込んだわけでもない。それに対して、グループで
ある我々が、どういった追加情報を探索できるのかが勝負です。それで、末次さんのところ（６
班）は聞いていて面白いなと思いました。事例の中で与えられた表のデータだけだと限界がある
ので、年齢別で研究者の科研費の応募状況を探ってみようと仰っていましたね。そして、末次さ
んは「データをつないでみる」と発表の中で仰ったと記憶しています。人事のデータと別のデー
タをつなげてみるという様な作業は、まさにアメリカの IR の人がコツコツやっている作業です。
３点目ですが、解決策について、皆さんどこの対象にどう働きかけるかという議論をされてい
ましたね。昨日の講演で触れましたが、データ分析は学内議論の状況によって問題を指摘する場
合と、改善策を提案する場合があります。この辺に意識が向くようになれば、データの組み立て
方としては、解決策の支援をどれだけ数値だったり、他校の事例や制度を表にまとめて、資料提
供をし、意思決定を支援できるかです。別の目標に関して「アンケートを追加で実施する」と報
告されていた班の方がいらしたと思います。解決策を探るために、アンケートを取ってみよう、
あとは集団面接をやってみよう、という提案もすごく良いと思います。それによって「教員を焚
きつける」というとへンですけど、協力関係を築くことにもなるので。意識して欲しいのは、コ
ミュニケーションだったり協力体制を取るのは、必ずしもデータ渡すときだけじゃないんですね。
どうやって調査しようかという企画の段階から教員を巻き込んで協調関係を築いていった方が、
調査の結果も見てもらえる確率が高くなるでしょう。そういう姿勢はとても重要だと思います。
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嶌田敏行（茨城大学）：
データの活用というところで、じゃあ実際次に何をすればいいのか、というところで同じ境遇
の方や他機関の方などいろんな方と議論していただいたことを学内に持って帰っていただいて、
１つでも自大学の改善に役立つことをやっていただければ、と思います。今日は１日ありがとう
ございました。
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第一分科会アンケート結果
アンケートは、参加者 56 名中、44 名に回答していただいた。満足度については、以下のグラ
フの通りであり、90%以上が肯定的な評価をしている。分科会で行ったグループワークについて、
参加者同士の意見交換を積極的に行うことができた点や、それにより多様なメンバー（年齢、職
種、大学種別等）の実務的経験を踏まえた具体的な実践の意見共有ができた点等が、特に肯定的
な意見として散見された。一方で、グループワークの内容に関して、ボリュームが大きすぎるこ
とが指摘されている。この点は、運営に関して、時間が足りなかったという意見が多かった点と
共通する指摘である。
来年のテーマについては、これまでのグループワークを踏まえて、各大学の文脈にどう生かす
ことができるのかという、より実践的な内容を求める意見が多かった。
（浅野茂［NIAD-UE］・佐藤仁［福岡大］）

どちらともい
えない
7%

不満足
2%

満足
46%
やや満足
45%

満

選択理由（５満足～１不満足）

良かった点

悪かった点

来年のテーマ

その他意見・要
望等

1

ボリュームが大きいにも関わらず、

講義はよかった

上記参照（3）

2 日間と大変短い

グループワークの議論が短すぎ、内

期間であるため、

容が薄すぎた。グループワークより、

グループワークに

何を学ばせたいのかが不明確であっ

力を注ぐのではな

た。

く、講義・講演を
徹底的にやってほ
しい。

3

特になし

3

ケーススタディが、ケーススタディ
とするリアリティのあるものであっ
たのか。そうだとしたら、少し残念
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でした。

3

表面的な話で終わってしまった。

4

時間が足らなかったため、議論がし

非日常的

きれなかった。
グループディスカッションでは、課
題の確認はできたが、IR として、ど
のような情報を提供すべきか、どう
分析して、情報をどのように活用す
のかまで議論できなかった。

4

4

他大学の状況や担当者の問題意識を

1 日目、2 日目と全

確認できた。

てのプログラムの

例についての説

グループ討議においては、リーダー

内容が充実してお

明。

シップとフォローシップの重要性を

り、大変、勉強に

感じた。

なりました。

事前に課題の読み込みが不足してい

新しい知見を得る

たため、後半のセッションが消化不

ことができた。

時間管理

IR 導入による成功

良になった。

4

事前の課題、資料の認識不足

漠然と認識してい

今回、初めての参

各大学の取り組み

た IR と評価につい

加でしたが、分科

状況、現状の課題

て、勉強すること

会での周りの参加

等を確認できる場

ができた。

者との習熟度の違

は貴重だと思いま

いがあった。

すので、初日のシ
ンポジウムは続け
てほしい。

4

評価の業務経験がなく、班の方々に

機会を頂き、あり

ご迷惑をおかけしたのではと反省し

がとうございまし

ています。やはり、問題点を指摘す

た。

ることはできても、支援策をうまく
導けなかった。他機関の方と議論で
きたことは、大変有意義でした。

4

主として国立大学の

IR の定義、期待さ

いまのところ、国

上述のとおり、少

評価業務担当者が参加していたた

れているものにつ

立大学の参加者が

しでもいいので経

め、私立大学の人間としては人脈形

いて、ある意味の

多いから、仕方な

営面（財務面）に

成に大いに役立った。多様な切り口、 現実が語られたこ

いのだろうが教学

も目を向けた内容

立ち位置に触れることができまし

とはよかったと思

IR に偏りすぎな

を加えてもらいた

た。

う（過度な期待は

面が否めない。私

い。

誤り、etc）

立大学の参加者は

よかった点：

悪かった点：

教学 IR に偏りすぎ
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か？（評価大学は私立大学だろうが、

もっと経営とのリ

学生数に対して教員数が多いので、

ンクを気にしてい

財務諸表も評価するには必要だと思

る。

う。
）

4

（2）の理由ではないのですが、分科

内容が濃かったの

会でグループワークをするときに、

で、帰ってからい

あらかじめ進行役や初期などの役割

ろいろ勉強するネ

を決めておいたり、図の作り方をリ

タが得られまし

ードするような人がいたら、もっと

た。特に、学術的

作業がスムーズにできたかもしれな

なことは日頃の事

い。

務仕事では分から
ない知識なので。

4

情報量は豊富で、包括的に集められ

継続的に積み上げ

ツール論、フレー

体系的な視点から

米国、日本という

ており頭が下がります。「悪かった

ている

ムワーク論の試行

「IR」を見返すこ

ような姿勢では

点」の印象から、やや満足としまし

錯誤から、そろそ

とも・・・必要で

なく、現場の視点

た。

ろ評価コンソーシ

あれば支援しま

から見てゆきま

アムの本質的なジ

す。

せんか。

ャンルに再編する
時期かなと思うよ
うになりました。

4
4

他大学の状況を討論の間に聞くこと
ができたり、討論の中で自大学の課
題と重なるような部分もあり、参考
になった。

4

グループワークの時間設定がタイト

各大学の事務担当

なかなか職員視

日頃のインフォー

で、
「議論の時間」は妥当だと思おう

と知り合いになれ

点、実務視点の発

マルなインタラク

が、発表にかける時間が短くなって

た点。特にグルー

表が少なかった点

ションについて

しまった。いきなり、全体発表を行

プワークで本音レ

（IR の実現のため

ってもよいと思う。

ベルで話せるのが

に、それが一番肝

良かった。

要だという印象を
受けました）

4

内容については満足であるが、時間

いろいろなお立場

時間配分、発言者

質問紙にも記入

配分がもう少し余裕があるとよかっ

の方のお話しを伺

に時間を意識させ

しましたが、国

たです。

うことができまし

る必要（パネルデ

立・私立に分けて

た。

ィスカッション、

IR を考えてみる

ポスター説明者）

ことも必要なタ
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イミングに来て
いると感じます。

4

内容については満足です。ただし、

多面的に IR につい

議論の時間に工夫があってもよいよ

て考察、議論がで

特にありません

「課題の発見」に
ついては、かなり

うに思われます（全班発表であれば、 きた点

議論が深まってき

ポスターセッションは短めでもよか

ましたので、
「発見

ったかもしれません）

された課題」への
解決策を、各大学
の文脈の中でどう
実装化するかを議
論できると、より
実践的な内容にな
ると思います。

4

IR の活用として、グループのディス

資料が多く、分科

カッションでは、とても参考になり

会の資料は、もう

ました。今回の研修を今後、どう活

少し提供してい

かしていくかが課題だと思っていま

ただきたい。事前

す。

に学習したり、ま
とめる時間が欲
しかったと思い
ます。

4
4

意思決定支援のために、どの対象者

自分の知らなかっ

グループ討議の流

にどのような働きかけを行えばよい

た知識、知恵を得

れが分かりづらか

か、という流れをワークショップ形

ることができた。

った。時間が足り

式で討論でき、考え方が身に付いた。

なかった。

4
4

グループ討議でもう少し IR の視点

グループで議論が

を持つことができたら良かった。

できたこと。IR の
むずかしさを知る
ことができた。

4

良かった点：

グループワークで、

様々な視点の意見を聞くことができ
た。
悪かった点：

午前の内容が難しす

ぎた
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4

少し作業手順が分かりにくかったこ

IR の概説が聞けた

諸説が多くて、事

教員の参加が少

とと、作業時間が短いように感じた

こと。

務職員が多い集会

ないように思っ

にはあまりなじま

た。アメリカの事

ないと思った。

例を輸入すると

が、概ね満足した。

いうスタイルが
正しいのでしょ
うか。

5

総論としては満足している。一方、
進め方については、
「ポスター発表」
が無駄と感じました。時間制約上、
有効な方法がとれるとよいのです
が・・また、ある程度、共通した目
標・計画を実施するよう絞らないと、
全体のよりよいケーススタディにつ
ながらないと思います。また、材料
もよくできているのですが、細かい
部分で大前提が不明であるなど、課
題もありそうです。

5

IR についての情報が得られたし、本

いろいろな形態の

学の取り組みの参考になった。

大学の参画によ

特にありません。

質保証の取組につ

お世話になりま

いて。

した。

り、多少、現状を
感じることができ
た。

5

教職員の方々が何を課題として捉え

IR の定義（あるよ

ていらっしゃるのか、生の声が聞け

う で な い よ う

たのは大変、ありがたいです。

な・・・）の説明
を知ることができ
て、頭の整理がで
きました。多分に
調整力や人間力を
求められる職だと
いう点は意外でし
た。

5

初めての参加でしたが、IR に対する

IR について、理解

講義の内容に対す

自己評価書や認証

神戸大学の皆様、

理解を深めることができました。で

を深めることがで

る時間が不足して

評価に関する研修

ありがとうござ

きれば、分科会の資料は早く貰える

きた。

いたと思う。

とよいと思いました。検討する時間
が取れなかった。また、課題はもう
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少し減らしていただくとよかったと
思います。

5

グループワークを通じて、様々な気

IR に関して、幅広

付きを得ることができました。

く理解を深めるこ

教員評価

とができました。

5

班編成も年齢はうまく配分され、教

ワークショップを

分科会用の資料の

IR 部門の役割（立

員も混ざっており、検討が進めやす

行うことで、単な

配布がお盆までぐ

場のあり方）・・・

かった。私学の職員として参加し、

る講演に留まらな

らいにしていただ

現場レベルの評価

班の 2/3 は国立大学法人の方々では

いことは非常に有

ければよかった。

担当者の声が聞き

あったが、議論に隔たりを感じなか

益である。

1 日目のシンポジ

たい。

ウム（パネルディ

データベースの活

スカッション）で

用事例・・・エン

は、なかなか大学

トリーの際に実態

に持ち帰れる内容

調査をするための

がなかった。

アンケートをとっ

った。

てみたらどうか。

5

新しい情報にたくさん触れることが

評価の初心者のた

IR と URA が果た

できました。

め、ケーススタデ

す役割。現在は、

ィについては、あ

実務担当者が参加

まり積極的に参

対象となってお

加・貢献できませ

り、URA が実務担

んでした。分科会

当者と言えるかど

のディスクリプシ

うか微妙な面もあ

ョンを読んで、参

りますが、大変役

加分科会を選んだ

に立つ情報でした

のですが、選定が

ので、将来的には

甘かったようで

URA も 参 加 対 象

す。

として考慮してい
ただき、積極的に
広報していただけ
るとよいと思いま
す（個人的な感想
ですが）

5

午前のセッションわかりやすく、午

なし

ありがとうござ
いました。

後のグループワークも有益であっ
た。
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5

活発なグループワークができたのが

スムーズな運営

良かった。

5

冒頭の講義が難し

IR による改善事例

かった

発表

特にありません。

国内大学での実際

初めて参加させ

短時間ではあったが、グループで課

非常に幅広い話題

題に取り組むことで実際の問題分析

提供があり、改め

の IR（もしくは IR

ていただきまし

を進めることができた。その中で、

て勉強になり、自

的、IR っぽい）取

た。多くの学びと

各メンバーが自学で抱えている課題

分の考えを整理で

り組み

交流ができまし

等も垣間見えたのが面白かった。午

きたり、刺激を受

た。これを単なる

前中の講義も、重要な視点を多数コ

けたりしました。

自己満足に終わ

ンパクトにまとめていただき大いに

全体のプログラム

らせずに次のス

勉強になった。全体的に、大変、充

が良く考えられて

テップにつなげ

実した分科会でした。

いるなと感じまし

ていきたいと思

た。

います。ありがと
うございました。

5

評価に当たって、他の参加者の課題

情報交換会での横

を正確に把握する際に多角的な視点

のつながりを持つ

で詰めていく方法を目の当たりに

ことができ、また

し、自身の今後の参考とすることが

他大学の現状につ

できた。

いても知ることが
できた。

5

多様な職階、年齢、経験のメンバー

講演のみならず、

内容が少し詰め込

評価で報告書をま

がいたため、実務的なそれぞれの立

ケーススタディも

みすぎに幹事まし

とめる際に、一般

場の意見が聞け、ケーススタディが

あり、よい経験が

た。ケーススタデ

的に分かりやすい

充実して行えた。

できました。

ィの作業時間がも

文章で、と言われ

う少しあれば、踏

るが、大学ごとに

み込んだ議論がで

書きぶりが違うこ

きると思いまし

とが多く、いろい

た。

ろな大学と言葉の
使い方について議
論してみたいと思
います。

5

事務局の方が作業の手順を明確化し

設置形態を問わ

法人評価委員会と

大学情報公表、ポ

ていただいた点、またグループワー

ず、多くの大学が

時期が重なり、あ

ートレート対応

クの皆さんのアイディをどんどん出

参加されているの

まり予習時間が取

していく姿勢で、取り上げた課題の

で、議論が深まる

れない点

見識を深められたと感謝していま

とともに、視野を

す。自大学の取組と後日、比較し学

広げることがてき

内に活かしたいと思います。

る点
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5

よい議論ができた。

IR について、認識

時間が短い気がし

することができ

ました。内容が多

た。

いためでしょう
か。

5

5

知識もさることながら、知恵を習得

各班のアプローチ

データの作り方

できました。

が見れて参考にな

した。ありがとう

りました。

ございました。

昨日と比較して、より具体的な話が

他機関の担当者と

IR の大学ランキン

聞けて有用な情報を得ることができ

の交流及び情報交

グ向上またはベン

た。

換

チマークへの具体

運営お疲れ様で

的活用方法につい
て。
IR と競争的資金の
獲得向上のための
具体的活用方法に
ついて。

5

評価業務を行っているわけではない

評価業務が思い出

評価のコンソーシ

のですが、参考になりました。IR の

された。

アムなので、やむ

係る部分が少し見えてきた気がしま

を得ないとは思い

した。

ますが、IR として
データ分析（昨年
行った）を希望者
だけでも行って欲
しいです。

5

他大学の方のいろいろな意見をお伺

いろいろなパター

2 日間、初めて参

いしながら、自分のレベルがまだま

ンで評価に関する

加させていただ

だだなと感じました。大変、勉強に

勉強ができて良か

きました。ありが

なりました。

ったです。

とうございまし
た。また、運営の
準備の方も本当
にありがとうご
ざいました。

5

いろいろな大学の状況をディスカッ

毎年、ボランティ

ションの中で知ることができた。

アで行っていた
だいて申し訳な
い気がします。気
持ばかりの参加
費をとってもよ
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いのではないで
しょうか。

5

仮想とはいえ、実際の大学が抱える

特にありません。

課題に近い設定のでのグループワー

IR と業務改善の具

配布資料をもう

体例

少し早くアップ

クでしたので、自大学での検討の一

していただける

助となったと思います。

と、ありがたいと
思います。
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○ この分科会のプログラム構築については、以下の研究費を主として用いた。
平成２４年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（基盤研究（Ｃ）））
「ＩＲマインドを涵
養する評価人材の育成プログラムの構築に関する研究」（課題番号：24530988、研究代表者：嶌
田敏行）
○ 以下の研究費を補助的に用いた。
平成２５年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（基盤研究（Ｃ）））
「教学マネジメント
における大学の有効性の研究」（課題番号：25381083、研究代表者：小湊卓夫）
平成２５年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（挑戦的萌芽研究））「日本の大学経営
におけるデータに裏付けされた意思決定支援の適応可能性に関する研究」
（課題番号：25590223、
研究代表者：浅野茂）
○ 当日のスタッフ
淺野 昭人*（立命館大学 学生部 次長）
浅野 茂*（神戸大学 企画評価室 准教授）
佐藤 仁*（福岡大学 人文学部 准教授）
嶌田 敏行*（茨城大学 評価室 助教）
末次 剛健志（佐賀大学 企画評価課 係長［ＩＲ主担当］）
藤井 都百（名古屋大学 評価企画室 講師）
本田 寛輔（メイン州立大学 アーガスタ校）
○ 当日、この分科会を担当した者以外の構築メンバー
小湊 卓夫*（九州大学 基幹教育院准教授）
関 隆宏*（新潟大学企画戦略本部評価センター 准教授）
大野 賢一*（鳥取大学 大学評価室 准教授）
小林 裕美*（大分大学 国際交流課）
難波 輝吉*（名城大学 薬学部・大学院薬学研究科事務室 事務長）
また、この分科会の実施、成果のとりまとめ、報告書作成にあたり、参加された 52 名、すべての
方に感謝申し上げます。

*は大学評価コンソーシアム幹事
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評価大学

大学概要 2012

■評価大学について（沿革と特徴）
1973 年（昭和 48 年）。戦後の焼け野原から先進国に追いつき、追い越したいと進んでいた日本社会
が 1 つの転換点を迎えた年である。オイルショックによる経済の停滞など現実的な壁が我々の前に立ち
はだかり、それは物質的な豊かさの追求にひとつの陰りを見せていた。そのような中、これからの我が
国にとって、国民が持つ精神的な豊かさこそ、次の発展を支えるものなのではないか、との想いを抱い
た。やがて、その漠然とした想いは、女子教育の充実による社会全体の精神的な豊かさの実現を図らな
ければならないという信念に変わり、ここ神戸市に評価女子短期大学（文学科）を設立させたのである。
そこでは、家政、幼児教育、看護などの実学ではなく、文学という人類の英知の集積を基盤に、幅広い
教養を涵養し、社会人として、また、家庭人として、豊かな精神性を持ち人々に奉仕する人材の育成を
図ってきた。
本学における最初の転機は、バブル経済であった。未曾有の好景気に浮かれつつあるこの時期に、こ
のような経済の奔流に、ただただ流されてしまうのではなく、根源的な経済理論を理解し、経済の流れ
を渡っていける人材を育成する必要性を感じた。そこで、1988 年（昭和 63 年）に評価女子短期大学を
４年制大学に改組した。現行の短期大学文学科を文学部とし、新たに経済学部を設置して、男女共学化
した上で新生評価大学としてスタートさせた。また、この際にポートアイランドに校地を取得し、移転
を行った。
バブル崩壊後のいわゆる「失われた 10 年」の中で、理論的な経済の理解だけでなく、経済理論を理
解しつつも現実の企業経営に必要な人材を育成する必要性を痛感していた。そこで、1998 年（平成 10
年）に経済学部を改組し、理論的な指向の教員を中心とした経済学部、実務家教員を含め、実践的な指
向の教員を中心とした経営学部を設置した。
2000 年代に入り、物質文明から知識基盤社会への移行、それに伴うグローバル化の進行が顕著にな
ってきた。本学が建学の際に必要と感じた精神的な豊かさが、本当の意味で求められる時代になったの
である。そこで、知識基盤社会への対応として、2005 年（平成 17 年）に経済学部の一部で行われてい
た情報学や計算機を用いた経済学の教育研究分野を工学部として再構成し、３つの学科を設置した。
現在の評価大学では、５年ごとに目標と計画を策定し、効果的なマネジメントを行っている。その一
方で、各学部は、教育目標を定め、それぞれ優れた学生を社会に輩出する、という責務を果たすことに
日々努力している。文学部では、日本文学科と外国文学科の２つの学科を置き、文学の礎として、もの
ごとの多面的な見方ができる力の涵養を目指している。近年は、中国文学に力を入れている。経済学部
は経済学科の１学科で構成され、世界経済、日本全体の経済、そして地域経済の理論的な解明を目的と
しており、アカデミックなアプローチを基本とした経済学のエキスパート養成を目指している。経営学
部では、経営学科と商学科の２学科を置き、それぞれ、永続的企業活動に資する経営のあり方や、マー
ケティングだけでなく神戸という地の利を活かしたロジスティクスに力点をおいた教育研究を行って
いる。工学部では、計算科学を用いた経済現象の解明を行ないつつ、金融工学などの新しい手法も組み
入れたシステム情報工学科、通信機器やデバイスについての教育研究を行う情報通信工学科、本学に蓄
積された情報科学、計算科学の教育研究力を自然科学の分野にまで適応するための応用計算科学科から
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なる。
これら４つの学部の共通教育を支える組織として、共通教育センターを設置し、いわゆる全人教育と
しての共通的な教養だけでなく、それぞれの専門教育に必要な基礎教育も行っている。また、本学の研
究成果等を社会に提供するインターフェイスとなる地域連携センターも 2003 年（平成 15 年）に設置し
ている。
このように評価大学では、時代のニーズを敏感に感じ取り、それらを教育テーマに組み入れつつ、人
間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力の育成を図るために、教職員一同、日々努
力している。

■評価大学の目標（2008 年-2012 年）
評価大学では、教育、研究、社会貢献及び国際交流に関して、以下の目標を掲げている。

教 育
• 人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学
生を育成する。
• グローバル化を踏まえ、コミュニケーション能力の涵養を重視し、特に
英語によるコミュニケーションスキルの向上を進める。
• 学生の学習支援、生活支援を充実させ、質の高い学生生活が送れるよう
に努める。特に、経済的支援を充実する。

研 究
• 教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資
金の獲得を図る。

社会貢献
• 教育成果や研究成果を地域に還元し、地域に貢献する。

国際交流
• 学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学
の国際化を図る。
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■評価大学の組織
総務部
財務部

事務局

学務部
研究協力・地域連携部
日本文学科
文学部

外国文学科
経済学科

経済学部

経営学科

学部

学長

経営学部

商学科
システム情報工学科

工学部

情報通信工学科

共通教育センター

応用計算科学科

地域連携センター
附属図書館

■教職員数（常勤）
平成 24 年 5 月 1 日現在
学部・学科

教授

准教授

講師

助教

小計

文学部

15

3

2

0

20

経済学部

25

12

3

0

40

経営学部

36（8）

10（2）

4

0

50

32

18

7

3

60

工学部

30

事務局
計

職員

115

43

※括弧内は、実務教員を内数で示す。
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9

3

170

30

■学生数
平成 24 年 5 月 1 日現在
学部・学科

入学定員

入学者数

収容定員

在籍者数

文学部

100

98

400

384

経済学部

200

184

800

728

経営学部

200

182

800

748

工学部

300

306

1,200

1,258

800

770

3,200

3,118

計

■各学部の教育目標

文学部
• 全人的教育を実施し、幅広い教養もった人材を育成する

経済学部
• 経済理論を理解し、社会における課題を解決するために知識を発揮で
きる人材を育成する

経営学部
• 経済理論を理解しつつ、現実の企業経営に必要な知識を有する人材を
育成する

工学部
• 高度な知識、技能を有し、社会のニーズ必要とする専門的職業人を育
成する

■校地・キャンパス
〒650-0047

神戸市中央区港島南町７－７－４

ポートライナー「京コンピュータ前」駅から徒歩８分
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■管理運営組織
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（グループディスカッションに用いなかった目標・計画）
目標１：人間性に優れ、幅広い教養、高度な専門知識及び課題解決能力を持つ学生を育成する。
（責任部局：学務部）
計画１－１：各学部で適切な教育が行われているかどうか、全学的に検討を行う。
本学では、目標の文言が漠然としており到達目標が曖昧であったが、最終年度ということもあ
り目標や計画の変更は行わなかった。しかし、次期の 5 年間の目標期間につなげるために、主要
な語の意味や定義を全学教務委員会で平成 24 年度中に以下のように整理した。
「人間性に優れる」ということは、高い倫理観を持ち、ボランティア精神に富みコミュニケー
ション力が高い状態であることと考えることにした。このうち、倫理観の涵養については、一般
教養の科目のいくつかの科目を各学部が「倫理観を涵養する科目」として指定し、自学部の学生
の必修科目とした上で、内容や実施方法について責任を持つこととした（資料１－１－１）。また、
ボランティア精神については、各学部が、ボランティアに参加する学生数や期間、相手先の意見
などを集計することとした（資料１－１－２）
。コミュニケーション力については、英語、ゼミな
ど各学部にコミュニケーション力涵養のための科目を指定してもらい、その成績から判断するこ
ととした。
「幅広い教養」については、一般教養の科目の成績、関連科目の単位取得率等で判断す
ることとした。また、
「高度な専門知識」および「課題解決能力」は、卒業論文を担当教員ではな
く、学部ごとに決めた観点に沿って他の教員が第三者的に内容を点検することとした（資料１－
１－３）。
整理だけでは、計画の達成にはならないので、各学部で適切な教育が行われているかどうかの
点検を全学教務委員会で行った。１）マネジメント体制としては、全学教務委員会（資料１－１
－４）は、年に５回しか開催されていないため、実際には学年暦の確認や非常勤講師枠の部局配
分、通知事項の伝達などが主であり、本学の教育を運営する会議体にはなっていないという意見
が多かった。２）意思決定に至るプロセスについては、エビデンスがない中で議論をしているこ
とが多い、という意見が多かった。例えば、主要議題である非常勤講師時間の配分については、
原則的に前年度実績にもとづいており、実際の教員の業務負担や教員／学生比率などのデータが
手元にないままで配分を行っていることを疑問視する意見もあった（もちろん前年度を踏襲する
方式を強く支持する学部もある）。また、成績評価基準が各教員に一任されているので GPA の有
効性についても疑問の声が上がった。３）教育の適切性については、学科やコースごとの教育目
標が原則的に立てられておらず、当然のことながら、カリキュラムマップなどの作成を通した各
科目と教育目標との関連づけが行われていない。
したがって、次期目標期間に入り次第、各学科、コースごとの人材育成目標についても今年度
の用語の整理をもとに策定や見直しを行い、カリキュラムマップの作成などを通した体系的整理
と可視化などが必要であろう、という意見が多かった。即ち、目標がなければ、現在、どのよう
な状況になっているのかという評価が活きてこないのではないか、という結論に至った。
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資料１－１－１ 倫理観を涵養する授業として指定予定の科目
学部

科目名

内容

文学部

倫理学

我が国における倫理観の変容を学ぶとともに規範倫理学についても
学ぶ。

経済学部

経済人と社会活動

資本主義と倫理をめぐる歴史について学び、経済人としての倫理観を
涵養する。

経営学部

コンプライアンス入門

企業や組織に求められるコンプライアンスについて学ぶ。

工学部

技術者倫理

技術者に求められる倫理観について学ぶ。

資料１－１－２ ボランティアの調査項目
氏名、相手先、ボランティア内容、期間、実施時間、本人感想、ボランティア先の意見（可能な範囲で）

資料１－１－３ 高度な専門知識と課題解決能力の測定表
できていない

できつつある

できている

十二分にできている

（not meeting） （approaching）

（meeting）

（exceeding）

高度な

当該分野の基本的な

当該分野の基本的な知識

当該分野の基本的な知

当該分野の基本的な知識が本文中

専門知識

知識が本文中にほと

が本文中に顕れることも

識が「はじめに」や「分

に必要な箇所に、十分記述され、

んど顕れていない。

あるが、表層的もしくは

析方法」、「解釈」など

高度な専門知識を持っていること

部分的である。

に顕れている。

が誰からも明らかである。

課題解決

課題設定に重大な問

課題設定にやや問題があ

「はじめに」において

「はじめに」において当該分野の

能力

題があるために論旨

ったり、分析の枠組みが

適切な課題設定がなさ

現行の学術レベルに照らしても十

が不明になってい

適切でなかったり、解決

れ、それが適切な枠組

分通用する課題設定がなされ、そ

る、もしくは課題設

がなされていない部分が

みで解決が進められ、 れが適切な枠組みで解決が進めら

定はよいものの解決

ある。

「議論」部分で適切に

れ、
「議論」部分では、目を見張る

がまったくなされて

解かれていることが読

鮮やかな論理で課題が解決されて

いない。

みとれる。

いることが読みとれる。

資料１－１－４ 全学教務委員会の構成員と主な審議事項
構成員：教育担当副学長（委員長）
、共通教育センター長、４学部の教務委員長、学務部長［担当課：学務課］
１．学年歴について、２．教養教育について、３．非常勤講師枠の配分について、４．退学者、休学者の増減と対応について
［これら以外は、原則的に報告事項である。］
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計画４－２：国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。
教員評価については、当初、評価結果を処遇に反映させることを計画していた。即ち、インセ
ンティブの付与による教員の諸活動の活性化を図ろうとしていた。教員評価規則として、３年に
１回行っている（対象期間も３年）教員評価の結果を半年に１回の勤勉手当（ボーナス）、１年に
１回の昇給に反映させる計画であったが、就業規則で勤勉手当については支給日にほど近い基準
日からの直近半年、昇給については、1 月 1 日から 12 月 31 日までの勤務内容と定められている
ため、３年に１回行っている教員評価の結果を直接処遇（勤勉手当および昇給）に反映させると
就業規則違反になることが判明した。
就業規則では、学部長が決められた期間における教員の業務について総合的に判断することに
なっているが、これ自体は本学の教員評価（教育や研究、社会貢献、校務の４分野ごとに自己評
価を行い、その総合評価を学部長が実施する）とは矛盾しない。問題は対象期間のみであるが、
勤勉手当に合わせて半年ごと、もしくは昇給に合わせて年 1 回の教員評価を行うことは現実的で
はないため、教員評価は教員それぞれの改善や昇格（講師→准教授等）の際の参考資料に用いる
ことにして、勤務評定と教員評価をそれぞれ査定と改善ということで棲み分けることとした。
庶務委員会において、教員評価の評価結果について研究分野に関する検討を行ったところ、直
近（平成 22 年度実施分）の評価結果では 90％以上の教員が「S 判定」及び「A 判定」になって
おり、
「C 判定」の教員については面談も実施されていない状況が確認された。さらに、評価結果
を持ち寄った学部長懇談会での主な意見としては、教員側及び評価者側の判断基準が明確でない
ことや評価結果の活用方法が不明であること等が挙げられた。以上の点を踏まえ、教員評価の実
施状況について総合的に判断した結果、評価基準や評価方法の見直しに着手することとした。
平成 25 年度実施予定の教員評価では、教員が国際的な水準の研究を実施しているかを判断する
ため、工学部では、新たに「英文の論文・発表」、「国際シンポジウムへの招待」
、「国際共同研究
の実施」の項目を追加した。文系学部においては、海外調査の件数や、グローバルなテーマを扱
った研究の有無などを学部の判断で評価項目に盛り込むこととした。
資料 4-2-１ 各学部における教員評価結果（総合評価）
S

A

B

C

文学部

11%

89%

0%

0%

経済学部

32%

68%

0%

0%

経営学部

4%

96%

0%

0%

工学部

2%

72%

17%

9%
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目標６：学生への支援を充実させて留学生の受入と学生の派遣を活発にし、大学の国際化を図る。
（責任部局：学務部）
計画６－１：各種支援策を充実し、留学生の受入を積極的に進める。
評価大学では、１年次生と２年次生の留学生１名に対し、１名の日本人学生のチューター（任
期２年）をつけて、学業面及び生活面の支援を行っている。グローバルな人材を育成するには、
語学力だけではなく、相手の文化や社会習慣などを尊重するような姿勢が重要であるため、その
能力の涵養を目指す、という一面もある。平成 23 年度に日本人チューターに対して、国際感覚の
深化についてアンケート調査を行ったところ、相当程度の学生の国際感覚が養われていることが
分かった（資料６－１－１）。一方で、平成 24 年度に留学生に対してアンケートを行ったところ、
生活面では各行政機関での手続きの支援やアルバイト紹介等、各種支援策について好評であった
が、学業面での支援や異文化交流の活動については不満が多かった（資料６－１－２）。具体的に
は、日本語がよく分からないので授業をついていけなかったが、その支援がなかったという意見
が多かった、ということである。これは入試の問題なのかもしれないが分析が終わっていない。
また、異文化交流については、日本人の参加者が少なく固定メンバーであることや、一緒に料理
を作っておしまい、というマンネリ化についての指摘が多く、日本人学生と日本各地に出かけて
いって、日本の文化に触れたい、という意見も多かった。
本学では、留学交流委員会がないため、学生委員会が留学生関係を所管している。課の体制が
それと一致していなかったので、事務合理化という目的も含め、平成 24 年 10 月から留学交流課
を学生生活課留学生支援係と入学課特別試験係に分離し、全学委員会の体制と事務体制を合わせ
た。
本学では、留学生の受入を積極的に進めるために、私費外国人留学生の入学試験については、
平成 21 年度入学生向けの入試から、毎年 12 月に一回だけ行っていたものに加え、3 月上旬にも
行っている。また、過去３年間の留学生の出身国について分析したところ、中国からの留学生が
増加傾向にあることから、平成 24 年度は中国（上海）で関西地区私大合同の留学フェア（６月、
参加者 250 名）に参加し、各種奨学金、住宅状況や就職情報について説明を行った。
その結果、私費外国人留学生の受入数は、平成 21 年度は入試方法を変更した初年度とあって
100 名と一時的に増加したが、それ以降は３月入試の留学生が順調に増加した（資料 6-1-3、資料
6-1-4）。
資料 6-1-１ 日本人チューターへのアンケート（平成 23 年度実施）
実施時期：平成 23 年 9 月
実施対象：日本人チューター（100 名）
有効回答：50 （回収率 50％）
問１：チューターをやったことで国際感覚が身につきましたか。
なんとなく
そう思う

あまりそう思

まったくそ

わない

う思わない

わからない
そう思う

141

38％

12％

33％

14%

3%

問２：チューターをやって良かったことは何ですか
他国に生まれ育った人といろいろ話すことで異文化についての理解が高まった 30、他国の言語についての知識、
技能が高まった 20、その他 10

資料 6-1-２ 外国人留学生へのアンケート（平成 2４年度実施）
実施時期：平成 24 年 11 月
実施対象：外国人留学生のうち１年生および２年生（100 名）
有効回答：97 （回収率 97％）
問１：本学での学習に満足していますか。
なんとなく

どちらでも

あまり満足し

まったく不

満足

ない

ていない

満足

24％

33％

26%

5%

極めて満足
12％

問２：理由を記述してください。
日本語がよく分からないので（一般の日本人向け）授業について行けなかった（同様 34 件：なんとなく満足～ま
ったく不満足）
、日本語の補習授業に関して、他の授業と重複して取れなくて困る（同様 12 件）、単位が欲しい（補
習なので 0 単位で開講している）
（同様 41 件）
、日本人の教員や学生が漢字が書けないのには驚いた（同様 10 件）
など
問３：日本での生活に満足していますか。
なんとなく

どちらでも

あまり満足し

まったく不

満足

ない

ていない

満足

51％

24％

12%

2%

極めて満足
11％

問３：理由を記述してください。
各行政機関での手続きの支援やアルバイト紹介等は充実していたと思う（同様 56 件）、交流イベントがつまらな
い（日本人の参加者が少ない、一緒に料理を作っておしまいなど毎回内容が同じ）
（同様 24 件）
、チューターの人
とあわなかったが変えてもらえなかった（同様 10 件）、チューターの人がほとんど会えなかった（同様 14 件）、
チューターの人がすばらしかった、一生の友達だと思う（同様１件）、日本人学生と観光がしたかった（同様 24
件）など

資料 6-1-３ 留学生数の推移（名）
平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

50

100

30

70

120

※私費外国人特別選抜での入学者の数
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計画６－２：学生を海外の大学に積極的に派遣し、国際感覚を身につけさせる。
これまで評価大学には国際交流協定校が５大学（北米 1、中国 3、韓国 1）しかなかったため、
学生が思うように留学ができなかったと考え、交流協定校を 3 校増やすこととした。平成 24 年度
末までにカナダ国内の語学学校３校と交流協定を締結した。この交流協定は、学生の相互派遣で
はなく、本学からの一方通行的な学生派遣であるが、受入数に応じて授業料を割り引いてくれる
という協定であり、平成 25 年度からの派遣学生数の拡大が期待される。
夏休みを利用した協定校のトロント第三国際文化大学（カナダ）への語学研修プログラム（約
２週間）へは、毎年、150 名程度の学生を派遣している（資料 6-2-2：派遣学生数の推移）。本研
修プログラムへの参加費用は 20 万円であるが、大学から各参加者に対して５万円の補助を行って
いる。事後アンケートによると、90％の学生が「語学力が向上した」と回答しており（資料 6-2-3：
派遣学生へのアンケート結果・改）
、国際感覚が養われたと考えられるが、昨年度のプレ修了評価
では、その効果について疑問視されたため改善を図ることとした。
まず、単位化して欲しい、という学生の要望を受け、この語学研修は「外国事情・語学特別演
習」3 単位として、自由履修の単位として卒業単位に組み込むことができるようにした。その上
で、履修効果を高めるために、定員を設けることとした。即ち、現地での授業についていけない
と考えられる学生（事前指導が必要な学生）は派遣しないこととした。科目登録を行った学生に
対して試験を行い上位 100 名が履修できるわけだが、この選抜に漏れてしまった学生には、本学
が提携している語学学校の三ノ宮駅前校の割引券を配布し、駅前留学で実力を培ってもらうこと
とした。その後、次年度の「外国事情・語学特別演習」に再起を期してもらうか、上述の新たに
提携したカナダの語学学校への留学を斡旋することとした。事後指導としては、成績優秀学生が
英語で発表する留学報告会を開催し、この報告会に出席しないと単位は付与しないこととした。
本学を休学しないと参加できない長期派遣については、それほど多くの学生が行くとは思えな
かったため、これまでどおり派遣先で取得した単位の読み替えは、ケースバイケースで対応する
こととし、その代わりに一定程度の学習成果があったと学部長が判断した学生には、特別奨学金
を（返還不要：年 30 万円、在学中１回限り）を支給し、本人が希望すれば学生寮に確実に入居で
きるようにした。
資料 6-2-1：語学研修プログラム実施要項（抜粋）
・正味 10 日間の授業と 3 日間の研修旅行の英語教育プログラムをトロント第三国際文化大学が提供しており、毎年９月中旬に
開港するプログラムを受講する。
・1 日目・2 日目：関西国際空港からカナダへの移動
9 日目：休み

3 日目：オリエンテーション

10 日目～14 日目：授業（１日４コマ）

4 日目～8 日目：授業（１日４コマ）

15 日目～17 日目：研修旅行

18 日目：帰国

・研修旅行は現地スタッフに連れられて観光体験を通して学習した英語を実践するものである。
・費用は 20 万円で、大学が 5 万円補助する。機内食、毎日の朝食、研修旅行中の一部の食事が費用に含まれる。
・宿舎は男女別 20 人部屋（ドミトリー）となり、他国の学生等と相部屋になることもある。鍵のかかるロッカーが割り当てら
れますが貴重品の管理については十分注意すること。
・定員は概ね 150 名とする。
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資料 6-2-2：派遣学生数の推移（名）
平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

150

135

162

155

153

資料 6-2-3：派遣学生へのアンケート結果（平成 23 年度実施）
実施時期：平成 23 年 10 月
実施対象：トロント第三国際文化大学への語学研修プログラム参加学生（155 名）
有効回答：115 （回収率 75％）
問１：英語力が多少なりとも向上しましたか。
概ねそう思
そう思う
う
40％

あまり身につ

身につかな

かなかった

かった

10%

0%

あまりそう思

まったくそ

わない

う思わない

0%

0%

わからない
40％

10％

問２：国際感覚は身につきましたか。
なんとなく
そう思う

わからない
そう思う

20％

20％

60％

問３：感想を記入してください。
事前の英語レクチャーをもっと充実して欲しかった（同様 40 件）、研修旅行では、案内がよく分からず楽しめなかった（同
様 81 件）、単位化して欲しい（同様 52 件）
、あまりまじめに取り組んでいない人がいたので指導して欲しい（同様 29 件）
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