
大学評価担当者集会 2013 第一分科会「評価と IR：活用編」 

49 
 

 

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  茂 （神戸大学） 

 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、 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。 

 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 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 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 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 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。 
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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 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 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 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-combat-

rising-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、 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 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。 
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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、 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（ 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 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 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。 


