大学評価担当者集会２０１４

第一分科会「大学の改善に活かす評価・IR」
実施報告書

平成 27 年 1 月

大学評価コンソーシアム

まえがき
評価業務や IR 業務が、どのようにすれば意思決定や改善支援につながるのか、ということにつ
いての講義と演習を行いました。
この分科会では、評価業務・IR 業務自体をどのように改善すれば、大学がより進むべき方向に
向かいやすいのか、もしくは、評価業務・IR 業務という現状認識・現状分析の中で見えてきた学
内の課題をどのように改善すれば良いのか、ということをテーマとしました。
これらは評価担当者、IR 担当者などが直面している課題です。その解決は評価のための評価を、
改善のための評価（現状把握）へ切り替えるということにも他なりません。そのために、これま
でデータの収集、データの分析（情報への変換）、情報の活用という３年シリーズを行ってきまし
た。そこでは架空の大学の事例を用いて改善のための評価・IR 業務の高度化について参加者のみ
なさんと勉強を続けてきました。その成果は、不完全ながらも評価業務のガイドラインとしてま
とめることができました。
今年度からは、３年分の成果の上で、現場の課題の解決のために、それぞれの課題をお持ちい
ただき、似たような課題を抱える担当者との話し合いを通じて、解決のためのヒントを得ていた
だくことを主目的としました。もちろん、グループ討論では、単に課題と解決策の事例を共有す
る、というだけでなく、課題に共通する背景や、普遍的な対応策も話し合いの中で探り、まとめ
ていくことができたと考えています。

平成 27 年 3 月 31 日
大学評価コンソーシアム 副代表幹事
（茨城大学 大学戦略・IR 室 助教）
嶌 田
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実施概要
１．日時・会場
平成 25 年 8 月 29 日（金）９：５０－１６：００
神戸大学 六甲台第二キャンパス（神戸市灘区六甲台町 1-1）
瀧川記念学術交流会館 2F 大会議室
http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokkodai-dai2.html
２．タイムテーブル
9：50～12：00 講義編［全席自由席］
9:50－9:55 趣旨説明と本日の流れ（嶌田）
9:55－10:30 講演「我が国に於ける評価と IR の現状と課題」
（25 分＋10 分）１＋２＋４共通
九州大学 基幹教育院 准教授 小湊卓夫
10:35－11:30 話題提供「改善のための評価・IR 活動の推進のために我々が考えるべきこと」
（50 分＋5 分）１＋４共通
茨城大学 評価室 助教 嶌田敏行
11:30－12:00 話題提供「IR から IE へ？」（20 分＋5 分＋補足 5 分）１＋４共通
福岡大学 人文学部 准教授 佐藤仁
（補足コメント メイン州立大学アーガスタ校 本田寛輔）
※今年度はグループ討議に向けた話題提供を中心に行いますので、例年のような質問紙を用いて、
（ほぼ）全てに回答する、という形での質疑応答は行いませんでした。
［12:00－13:00 休憩］
13：00～16：00 演習編［グループ指定席］
13:00-14:20 グループ討議
・それぞれお持ちいただいた課題［個別課題］について、その原因や解決策について討論を行っ
ていただき、可能な範囲で、グループやテーマでの共通の課題［共通課題］の原因や解決策につ
いて討論してまとめました。
14:20-15:00 ポスター報告
・ポスターには、［個別課題］［共通課題］ともにその原因や解決策について記述してもらいまし
た。
15:05-16:00 全体討論
・［共通課題］を中心に情報交換を行い、まとめを行いました。
３．班分けについて
今年度は、事前に課題をご提出いただき、そのテーマに沿って班分けを行った。今回は、全て
の班にファシリテータを配置した。なお、初心者の方は、ファシリテータが牽引するグループを
選べるようにした。
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４．参加者について
第一分科会には、41 名の教職員等が参加した。申し込み時に参加者が申請した所属・職種等の
情報を基に、参加者の属性を分析した。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。

職種別詳細（N=41)
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昨年よりも参加者が減少（56→41）したが、同日に国立大学法人等評価実務担当者説明会が開
催されるなど大学評価関連の別の催事と日程の重なりがあったことが理由の一つと考えられる。
職種別の参加者比率は、職員が 88％、教員が 12％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
ところ、職員の係長・係員等が 66％と最も多く、次が職員の課長等で 27％であった。職員の参
加が多いのは、本集会が実務的な内容を扱った研修会であることと、各大学において大学評価業
務を職員が担っているケースが多いためと考えられる。

性別・職種別詳細（N=41）
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性別は、男性が 78％、女性が 22％であった。また、職種別とあわせると、男性職員が 68％と
最も多く、男性の係長・係員等が全体の 51％を占めていた。
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所属区分別では、国立大学が 46％を占めており、私立大学が 37％、関係機関から 12％の参加
があった。地区ブロック別では、近畿地区が 29％と最も多く、関東地区が 20％であった。
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、国立大学職員は中国・四国地区の
10％が最も多かった。また、私立大学職員は近畿地区の 17％が最も多く、これは同地区の昨年の
状況と比べて増加していた。

地域ブロック・所属区分別（N=41）
20%
0%
7%

東北

関東

中部
職員

2%
10%

近畿

0%
2%

中国・
四国

国立大学

0%
2%

国立大学

0%
2%

関係機関

7%

私立大学

0%
2%

公立大学

7%

国立大学

0%
5%

17%

0%

私立大学

7%

国立大学

国立大学

0%

0%
2%

関係機関

0%
5%

0%

私立大学

0%
5%

公立大学

5%

関係機関

0%

国立大学

2%

7%

私立大学

10%

九州・沖縄

教員

（藤井［名古屋大］・大野［鳥取大］
・嶌田［茨城大］）
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我が国における評価と IR の現状と課題
九州大学 基幹教育院
小 湊

卓 夫

これは第 1、第 2、第 4 分科会

H26.8.29
大学評価担当者集会
2014
於：神戸大学

の合同セッションということで、
取りあえず大学評価担当者集会
ということですので、評価とい

我が国における評価とIRの現状
と課題

うことを一つの基軸にしながら、
ただ最近の日本の高等教育機関
が置かれている現状を踏まえる

九州大学 基幹教育院
小湊卓夫

と、IR の動きというものも、こ
こはまた去年くらいからですか、
随分活発になってきたというこ
ともありますので、いったんこ
1

こで過去を振り返りながら少し
流れを整理しておこうというこ

とになりました。そこで私のこの話をということで、タイトルはちょっと偉そうなんですが、日
本の評価と IR の現状と課題ということで少し課題提起をさせていただこうと思っております。
流れとしては、ちょっとまだ

目次

慣れていない方もいらっしゃる
かもしれませんので、IR につい

• はじめに IR概論
• 日本におけるIRの変遷と現状
• 日本型IRを展望する

ての大まかな概略を少し簡単に
説明させていただこうと思って
おります。そして 2 番目にそれ
を踏まえながら、日本における
IR の変遷と現状、最後に課題と
いうことになりますけれども、
アメリカと日本では随分高等教
育機関の状況が違いますので、
2

アメリカ型の IR を導入しようと
してもなかなかうまくいかない

というのは、もう多くの方はご存じかもしれません。ですから日本独自のという言い方は少し変
ですが、日本にうまくフィットしたような形というのはどういうことがあるんだろうか、その可
能性を少し探るような、答えはありませんけれども、そのきっかけとなるような情報を提供でき
ればと思っております。
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１．はじめに

IR 概論

最初に IR の概要ということですけれども、背景ですね。ここに書いてある通りですけれども。
日本の中で一体いつくらいから IR の議論が出始めたのかというと、少なくとも文献をいろいろ
と見ていくと、実は少なくとも 1970 年前後くらいからですね。ただそれはあくまでも研究者の
中で少しアメリカの状況が紹介されるというレベルのものでして、日本の中ではなかなかそれを
形にはできていなかったという現状があります。
じゃあ具体的にそれが組織の

背景

中で一つの役割、または見える
ような形として出てきたのはい

• 日本におけるIRに関する議論は、国立大学法
人化以降、具体的に行われるようになった
• 最初は国立大学の評価部門、次に私立大学
も含め大学教育センター系の取組が注目さ
れる
• 米国の事例紹介もなされてはいるが、日本へ
の直接的導入は困難
• 近年、日本型IRの可能性が問われている
• ここではその概略を扱う
4

つくらいかとなると、私が見る
限りでは、やはり国立大学の法人
化以降が一つの大きなきっかけ
となったと理解しています。ひ
ょっとしたらもう少し違う状況
もあったかもしれませんけれど
も、私は少なくともそういう理
解をしているわけです。最初は
国立大学の評価の部門ですね。
新しい役割としてそれが出てき

たわけですけれども、アメリカの IR を見ても評価への支援というのは一つの大きな活動の柱に
なっています。国立大学が法人化する中で、中期目標、中期計画というのを策定してそれを 6 年
後に評価するという仕組みができましたので、計画の立案とその評価をどうするのかというのは
非常に大きな問題だったわけです。少なくとも国立大学はそういうことをやっていませんでした
ので。そこでいくつかの大学ではこの評価部門というのは一つ独立した形で、いろんな形態があ
りましたけれども、委員会形式のものだったり、事務組織の一つの部門として置いたりですね、
または評価室という形で教員を入れ込んだ組織、そして横の連携を取っていくというような組織
形態、いろいろありますが、そういうものが立ち上がっていきます。ただよくよく考えてみると、
何のために評価をするのかという話なんですけれども、当然いろんな課題を見つけてそれを改善
に結びつけるために評価というのを通常はやるわけです。そこを考えるとやはり大学のいろんな
改善支援ということを、自ずと役割として引き受けざるを得ない部分がある。そこを踏まえると、
やはりアメリカの IR 的な活動というのが、一部ですけれどもやはり求められるということもあ
って、当初から評価室を立ち上げた大学のいくつかでは、その辺を施行した試みが実は出てきて
いるということです。名古屋大学、九州大学、そして愛媛大学などが最初のよく見られる事例と
しては挙げられます。
それ以降、その前後くらいからアメリカの IR の事例の紹介というのは少しずつなされてきま
した。ただ一般的には研究者の視点から見て興味深い事例というものを取り出してきて紹介する
というのが大きな流れでした。ということは逆にいえば、昨日もちょっと話があったと思います
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が、アメリカの割と少人数で活動している IR のそういった紹介というのはほとんどなされない
ままに、日本人の研究者の目に付くような活動だけが取りあげられて紹介されているということ
もままあったわけです。ただそうやって紹介されていましたから、アメリカの IR を一つのモデ
ルとして日本の大学の中でどう展開していこうかということを考えたときに、アメリカの大学だ
ったからできた事例というのがいっぱいあるわけですけれども、そこがどうもあまり意識されな
いまま、何とかしてその事例をベースにしながら自分たちの大学の中でそれを形にできないかと
いう模索をする、そういう動きも一部あったかと思います。
ただ置かれている状況が随分違う。リソースを含めて、環境も随分違う中でそれはかなあり難
しい話だったと思われます。ですからここ 3、4 年でしょうか、研究者の中でも日本型の IR のあ
り方というものが少しずつ議論されるようになっています。そういう流れが実は背景としてある
かと思います。ここではまず最初に簡単に概略をお示ししながら、その流れを追っていこうと思
っております。
ここから先は全部引用のレベ

IRの概念と機能

ルの話なので、さっと流してい
きたいと思いますが、IR をどう

• IRとは「機関の計画立案、政策形成、意思決定を支
援するための情報を提供する目的で、高等教育機
関の内部で行われる調査研究」Saupe(1990)

とらえるか、その概念をどう理

• 求められる役割の類型

役割や機能というものにはどう

•
•
•
•
•
•
•
•
•

解するのかということと、その

Thorpe(1999)
計画策定支援(planning support)
意思決定支援(decision making support)
政策形成支援(policy formation support)
評価活動支援(assessment support)
個別テーマの調査研究(conducting research studies)
データ管理(data management)
データ分析(data analysis)
外部レポート(external reporting)
内部レポート(internal reporting)

いうものがあるのかというお話
です。
日本の中では Saupe という人
の定義がよく取りあげられます。
どう書いてあるかというと、IR
5

という活動は機関、ここでいう
と大学ですが、大学の計画立案、

または政策形成、意思決定を支援するための情報、これを提供する目的で高等教育機関の内部で
行われる調査研究だということです。ただここで調査研究と書いてありますが、研究者がやるよ
うな研究というイメージとはちょっと違うわけです。その大学が持っている文脈、または抱えて
いる背景、それに基づいて例えばある特定の観点からそのデータ等々を持ちながら課題を抽出し
たり、現状を把握するためのデータ整理をするというような話です。ただここには、Saupe の定
義の中では、計画立案だとか政策形成、意思決定などを支援するというふうに書かれていますが、
じゃあ具体的にはアメリカの中でどういうことが求められているのかということです。それを
Thorpe という方がまとめたものがあります。九つの類型に分けて展開していますけれども、こ
れも形式的な話というレベルで理解してもらえればと思います。後でもお話ししますが、確かに
計画策定の支援だとか、意思決定の支援、そして学内での政策形成の支援ができればいいですけ
れども、なかなかこれは敷居が高い話です。
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多くの大学では、例えばこの

IR機能の関連性と階層性

評価活動が注任になります。評
価ではいろんなデータを使いま

Thorpeによる 機能の９類型は並列して語ることが難しく、階層性が存在している

すから、評価書を書くという話
意思決定支援

政策形成支援

ではなく、その評価書を書くた

ここには大きなギャップが存在する

計画策定支援

めに必要な整理されたデータを
提供するというのが、一つの大
きな柱としてよく語られます。

外部レポート

内部レポート

あとは個々の学生の動向等も含

評価活動支援
個別テーマの調査研究

めて、昨日は本田さんのほうか

データ管理
データ分析

らアセスメントの話がありまし
6

たが、例えばそういう個別の調
査に携わるだとか、その一番基

本的なところとしてはデータです。学内からデータを集めて、それを場合によっては整理して分
析するというような役割を果たします。それをベースにしながら外部レポート、大学の中にレポ
ートを提出するというようなことが一般的には求められているという話ですが、アメリカにおけ
る IR オフィスが全てこれを満たしているかというと、そういう話ではないということをまずご
理解ください。大学によって随分違うということです。
このように Thorpe の中では並列的に語られているわけですけれども、実はここには階層性が
あるということもご理解いただけるかと思います。どういうことかといいますと、一番基本の部
分はやはりここ、データ管理、データ分析です。データがなければそもそも活動が成り立たない
ので、データを集めて管理し、場合によってはそれを分析するというのが一番ベースにあります。
そして場合によってはアセスメントです。定性的なデータというものが必要になる場合もありま
すし、さまざまな形で必要な情報を集めてくるという活動がまずベースにあります。それを踏ま
えながら、基礎にしながら、執行部なり、日本の大学でいえば、例えば学部等々に対して必要な
情報を提供する。場合によってはアメリカであれば、ランキングをはじめいろんな情報が大学に
対して求められますけれども、それを定められたフォーマットに従って外に出していくという活
動もあります。そしてこれは毎年というわけではないですが、日本でいうところの認証評価にあ
たる Accreditation がありますけれども、その Accreditation の時期になってくるとその評価書作
成、自己評価書作成のために必要なデータを整理し提供するという活動がなされるということで
す。
ところが大学の現状を把握するためのデータですから、考え方によってはそれをベースに計画
の策定だとか、日々の意思決定だとか、または大きくは学内での何らかの政策を形成していくた
めの基本情報、またそういうことを決定することを支援する、促すための情報を提供するという
ことも一つのミッションといいますか、方向性として議論はされているわけです。ただこれを実
際にやろうとすると、まず基本的なこういう活動をベースに上の三つの活動が展開されるはずで
すけれども、もうここで手一杯ということも実は多いわけです。そしてなおかつ計画策定や意思
決定、政策形成を支援しようと思うと、もう少し違うスキルというものを求められますし、組織
の位置付け等も含めてですけれども、もう少し言いますと、大学の中でなされる意思決定のプロ
10
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セスの中に IR の部署の活動というのがキチッとこう組み込まれないと、なかなかここは難しい
ということも考えられるわけです。ですから非常に大きなギャップが存在するというふうに考え
られます。
そうしますとアメリカの中で

米国ＩＲの歴史的展開

どのように IR の活動が展開して
きたのかというのを簡単にまと

• 第1段階（1950～1960年代）

めたのが、これに当たります。

– 学生の急増とそれに適合的なキャンパスプランの策
定
– ＩＲ室の急増

実は元ネタがありまして、IR の
ハンドブックというのを翻訳し

• 第2段階（1970～80年代半ば）

て出させていただいております

– 18歳人口の減少と州政府からの補助金減少
– 個別大学のマネジメントの改善と費用削減

けれども、そこに書かれている
内容を簡単にまとめたものです。

• 第3段階（1980年代後半以降）

この歴史的な展開をどうまとめ

– 説明責任の要求（教育や学習の成果を州政府やア
クレディテーション団体へ提供）

るか、論者によって少し違いは
7

ありますけれども、その本の中
では三つの段階に分けて整理さ

れていました。
一つが 1950 年代から 60 年代にかけての、どう言えばいいんですかね、IR オフィスが各大学、
アメリカなんかで作られていく、そういう時期があるわけです。だんだん動きが目に見える形で
盛り上がっていく時期です。それが 50 年代から 60 年代ということで、背景としてはベビーブー
マー世代なので学生が急増する。それに合わせて大学の中で建物の整備、キャンパス整備だとか、
事業計画の立案等々も含めて、年ごとに入学する学生数が増えていきますので、その多角的計画
が必要になってくるということもあって、IR オフィスが立てられてきたというふうに語られて
います。大体この時期に主だった大学には IR オフィスが設置されたようです。
そして第 2 段階としては 70 年代から 80 年代にかけてですが、ベビーブーマーの世代が過ぎた
後、当然のごとく大学に入学する人たちの数というものが減少していくわけです。それとともに
州政府からの補助金、特にここでいう補助金というのは日本の大学でいう運営費交付金という意
味ではなくて、昨日も川嶋先生から Pell Grant という話が少し出てきましたが、学生に対する奨
学金です。多くの学生が連邦政府から提供される奨学金を受給していますので、実はそこが少し
ずつ減少されていく。となると入学者にも大きな影響を及ぼします。はっきり言いますと、大学
の経営的な観点というのが、この 70 年代から 80 年代に強く出ていくということです。ですから
そこに対してデータを用いていろんな支援を行うというのが、IR の一つの大きな業務として立
ち上がってくるということのようです。
余談ですけれども、例えばアメリカの私立大学はそういう状況を凌ぐために何をやったかとい
うと、授業料を値上げしていったという話です。特に東部にある伝統的な大学は、急速にこの時
期授業料が高くなっていくということを経験しています。
第 3 段階としては 1980 年代以降ですけれども、みなさんもご存じのように、大学に対する説
明責任というものが強く要求されるような時代になってきたということです。どこからといいま
11
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すと、広くは社会なんですけれども、直接的には大学を管理している、いや管理という言い方は
ちょっと変ですかね、管轄しています州政府です。そしてそれとともに地域別の Accreditation
団体、ここから特に教育面の要求が自然と高まっていくという話です。
大きくは大体こういう三つのステージに分けて展開していく。ただそのアメリカの IR は、そ
れぞれの段階で求められる役割を少しずつ広げていきながら、付け加える形で複雑化していくと
いうことが言えるかと思います。
そうすると、ちょっとまとめ

個別の文脈に依存するIR業務

という話になりますけれども、
先ほど九つの類型の話をしまし

• Thorpeによる9つの類型は包括的なものであ
り、全ての大学で行われているものではない
• 米国大学の多くのIR室（６０％）は1，2名のIR
担当者によって担われており、内外のレポー
ト作成に追われている（スウィング、2005）
• データ収集・管理については、国レベルでは
IPEDS、州によっては大学の成績データを管
理するシステム、大学レベルではデータベー
スが構築されており、IR担当者はそれらを活
用してデータ分析・レポート作成を行う

たが、先ほども説明したように
これはあくまでも包括的なもの
であって、全ての大学でああい
う役割が果たされているかとい
うと、そうではないということ
をまずご留意いただきたいと思
うのですね。例えばということ
ですが、これは日本語でも読め
8

ます。スウィングさんが書いた
2005 年機構のジャーナルに載っ

た論文は、山田先生が翻訳したものとして載っていますが、アメリカの大学の IR オフィスの多
くは、大体 6 割は 1 名から 2 名程度の担当者で担っているということです。、そういうことを考
えると、当然先ほどの Thorpe の九つの類型の中のデータの管理分析と、内部・外部に対するレ
ポートの提供と、そこだけでももう手一杯という話です。
最近は日本の状況とは随分と違っていて、データの収集、または管理というのはあんまり IR
オフィスというのはやらないんです。例えば国レベルでは IPEDS というところがあって、そこ
にデータ提供をしていろんな大学のデータを比較することができるようになったんです。そうい
うデータベースが整っています。そして州によって、私が見てきたレベルで言うと、例えばミネ
ソタ州だとかメリーランドとかテネシーだとかちょっと見てきましたけれども、基本的には州の
高等教育委員会がデータベースを持っていて、そこに学生の成績データをはじめ、いろんなデー
タが実はもう集められています。ですから各大学の IR 担当者はそのデータベースにアクセスし
てデータを取り出して、自分の大学と他の大学との状況を比較したり、またはある課題に沿って
データを整理したりするということができるんです。そのために大学レベルでもデータベースと
いうのが基本的には構築されていて、IR 担当者はそこからデータを取り出してレポートを作成
するというのが主な業務になっているということです。ここがやはり日本と随分違うところで
す。

12
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２．日本における IR の変遷と現状
ではちょっと駆け足ですけれども、アメリカの状況を踏まえた上で、じゃあ日本はどうなのか
という話にちょっと移っていきたいと思います。
先ほど日本の中で一体いつく

日本におけるIRの端緒１

らいから IR の話が出てきたのか
というと、1970 年前後だという

• IRの端緒：広島大学問題調査室（1970年）→
高等教育研究機関へと変貌
• 大学教育センターの2類型：①高等教育研究
機関、②共通教育、授業評価、FDを担う実施
機関
• ②の性格を有する大学教育センターはIR機
能の一部を担っている

話をしましたが、実はここに書
いてあるように広島大学大学問
題調査室というのが、広島大学
に作られます。これが 1970 年で
す。恐らくこれが組織として形
になって見えてきた最初の事例
だろうというふうに一般的には
言われています。実はここが今

10

の広島大学の教育研究センター
の母体になっているんです。

ただその大学教育センターには大きく分けて二つの類型があって、一つは広島や筑波、東京あ
たりを中心にですけれども、名古屋もそうかな、高等教育研究機関として研究センターという役
割を担っているところがある一方で、九大もそうでしたが、この神戸もそうですかね。共通教育
ですね。全学教育という場合もありますが、または授業評価アンケート、さらには FD ですね、
こういったものを企画実施する機関という位置付けを持っている大学教育センター、大体この 2
種類があるわけです。そうすると 1 番目の研究を行うセンターというのは、広島大学はその典型
ですが、最初のアメリカの IR を見習って、大学の中のさまざまな情報を集めて課題を抽出する、
または大学の現状を把握するという活動を行っていたにも関わらず、途中からやっぱり高等教育
研究というところにシフトしていった機関ですから、こういう機関になると、IR を担うという
話にはもうならなくなって、完全に研究機関になっている。ところがよくよく考えると、この 2
番目の性格を持ったセンターでは、この授業評価等々はアセスメントの領域なので、アセスメン
トというのは IR の機能の一部になります。ですからそういうものを担う組織として理解するこ
とができるわけです。

13
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ただその一方で、流れとして

日本におけるIRの端緒２

は国立大学の法人化前後から評
価室というものが設置されて、

• 国立大学の法人化前後から、評価室が設置
され、IR機能の一部を担うこととなる

そこでも IR の一部、評価、支援

• 評価活動支援を軸に、データ分析・内部レ
ポート作成、計画策定支援が行われた

きが出てきます。つまり日本の

という形で機能を担うという動

• 意思決定支援や政策形成支援はほとんど想
定されず実施されなかった（小湊・中井、
2007）

中では大きく分けると、組織と
いうレベルで見ると、評価室、
ないしは教育系のセンターとい
うところの二本立てで動いてい
るというふうにも理解できます。

11

ここはアメリカと多分大きく違
うところです。評価支援活動を

軸に評価室ではデータ分析や内部レポートの作成、場合によっては中期目的・中期計画ですけれ
ども、そういう計画策定支援というのを行っていたわけです。今でもそうかもしれません。ただ
意思決定支援だとか政策形成支援は先ほどもお話ししたように、ほとんど想定されず、実は実施
されていないというのが多かったと思います。
では日本のそういう IR や評価

日本におけるIRと評価の変遷と現状１

の現状をまとめると、大体こう
いうことが言えるのかなと思っ

• 本格的活動は国立大学における評価室の活動（評価
活動への支援のみならず、データの管理・分析とレ
ポート作成、計画策定支援等）
• 大学評価で作成される自己評価書をもとに、改善が
促進されたとは言い難い状況
• 教学系の各種調査やデータを扱う、大学教育センター
系の活動に着目（教育改善支援を促進させることを目
的）
• 単純なデータ集計・分析に関しては、事務各課でも実
施(活動自体が分散化されていたために、見えにく
かった)
• 近年、教育改善支援を中心として、IR室の設置が増え
ている
12

ています。まず一つ目は、本格
的な活動というものは国立大学
における評価室の活動がまず中
心になって行われてきただろう
ということは、一つ言えるかと
思います。というのも教育系の
センターは内部レポートの作成
等々を実はやっているようでい
て、そこがしっかりできていな
いという現状があります。私が

所属していたセンターもそうですけれども、授業アンケートを実施し、一応まとめはします。た
だあれは個々の教員にフィードバックして、個々の教員が改善を行うということを目的にまとめ
られているわけです。そうすると大学組織全体でどう扱うのかというのは非常に難しい問題で、
なかなか使えないということを考えると、やはりセンターと IR というからみで見ると、特に IR
的な機能というのは、評価室が割と担っているというふうに判断できると思います。特に評価で
作成される自己評価書をもとに改善を促そうというのが当初の目的だったとは思うんですけれど
も、実はそれはなかなか実行ができていない。効果的にはそこができていないという現状が、一
方ではあります。これは大きな課題といえます。
14
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教学系の各種調査やデータを扱う大学教育センターですけれども、そこに特に山田先生あたり
を中心にしながらの活動に注目が集まっています。なぜ集まるのかといいますと、教育改善支援
というものを、それが当然、形としてなしていくだろうというふうに想定されるからです。日本
はですから教学 IR という言葉を使っている大学も、最近は多いようですけれども、そういった
ところはやはりこういうことを考えているんだろうというふうにも思われます。ただよくよく考
えてみると、単純なデータ集計や分析、経年比較等々は、何も評価室や教育研究センターだけで
はなくて、日本の事務部門の中でもいろいろと日常の活動の中で行われているわけですね。そう
いった意味でいけば、IR をどう定義するかにもよりますけれども、日本のチームの中に実は機
能としては少し埋め込まれている部分もあるのではないかという見方もあります。そういった意
味で、私もそうですけれども、日本の IR というのは、現状として、基本的には分散化している
というふうに言えなくもないと、そういうことを主張する方も居るわけです。それがそうである
がために、外からは見えにくいということもあるんです。
ただ近年は教育改善の支援というものを中心にして IR 室の設置が増えていると、一応形式的
にはなっていますが、本音の部分では恐らくそうではないです。例えば私立大学でいけば、どこ
でしたっけ、私大の予算を配分する、私学事業団ですね、私もフォーマットを見ましたが、IR
室を設置しているか、設置したら 3 ポイント、5 ポイントと、そういう非常に露骨なことをやっ
ていたり、最近国立大学でいけば、私大もそうですけれども、文科省が出す外部資金ですね。IR
を設置していますかだとか、または調書の中で今後の IR の展開をちゃんと書けというふうな指
示が出てきて、要は IR を一つの形にしていないとお金を出さないぞというくらいの姿勢で外部
資金の提供がなされるような、そういう状況にある意味大学は追い込まれている。大学が本来欲
してこういう形にするんだといってやるのであればいいんですけれども、渋々やらざるを得ない
ような状況っていうのが、特にここ 2 年強く出てきているというふうに感じます。
それに呼応する形で、各大学、慌ててという言い方は変でしょうけれども、とにかく IR 室と
いうものを表に出そうという動きが非常に強くなっている。果たしてそれがいいことなのか、悪
いことなのか、もう少し時間がたたないと分かりませんが、そういう状況だということです。
そうすると、ここのまとめの

日本におけるIRと評価の変遷と現状２

部分ですが、事務の中に、活動
の中に IR の機能が少し埋め込ま

• IR活動の領域は評価と教学の２側面から取組が
行われている
• データ収集・管理とそれに基づくレポート作成を
行っている段階
• 将来的には計画策定支援や意思決定支援を視
野に活動を広げることを想定？
• 大学のマネジメントにおいて、意思決定プロセス
のどこにIRが具体的に関わって支援を行うのか
は暗中模索
• 改善のための自己評価は説明責任のための自
己評価へとシフト？
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15

れている部分もあるという話を
しましたが、外から見る形でい
えば、基本はこの評価と教学の
二側面から IR をとらえることが、
日本の一つの特徴として言える
のではないかということです。
そして、ただ活動としてはど
ちらかと言うとこちらです。デ
ータ収集と管理に注力している
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ことがままあって、レポート作成というのも少しは行っていますが、ここはまだ十分には、なさ
れていないというふうにも言えるかもしれません。ただ先ほどいろんな大学で IR 室の設置が盛
んになっているという話をしましたが、そこの計画をいろいろ見てみると、かいつまんでしか見
ていませんが、将来的にはこの計画策定だとか意思決定の支援、場合によっては IR 室自体が大
学の戦略を練るみたいな、ちょっとよく分からないですけれども、そういったことを視野に入れ
た活動というものを想定している大学もあります。
ただこれはあくまでも理想としてそういうのを言っているだけで、大学のマネジメントレベル
で見てみると、意思決定プロセスのどこに IR を具体的に位置付けて関わらせるのかという制度
設計ですが、ここがしっかりできているのかというと、ここはやはりなかなか難しいというふう
にも判断できます。ですからここが定まらないと、最終的な目標として掲げている計画策定、意
思決定の支援というのはなかなか難しいのではないだろうかというふうにも思います。あと評価
という観点で見れば、改善のための自己評価であったはずなんですけれども、特に国立大学法人
の中期目標・中期計画の第 1 期目の扱いを見ると、説明責任のための自己評価という形へとシフ
トしていっているようにも思います。
３．日本型 IR を展望する
では最後に、日本の大学、今のような状況を踏まえながらということですが、どう考えていけ
ばいいのかということをお話ししたいと思います。最初に申し上げておきますが、結論はありま
せん。あくまでも考えるヒントになればいいのかなというくらいの情報提供です。
今までお話ししたように IR 活

日本におけるIR活動の特徴

動を組織的に行っている事例は、
日本は極めて少ないです。日々

• IR活動を組織的に行っている事例は少な
い？
• 日々の業務の一環として行われているものも
多く、組織化が進んでおらず、外からは見え
にくいものとなっている
• 米国では時代の変遷とともに、業務領域を
徐々に広げてきたのに対し、日本では多くの
役割を担わされようとしている
• 教育改善や計画策定そのものを実施するも
のとして構想される場合もある
15

の業務の一環として行われてい
る部分もありますが、組織化が
進んでいるわけではなく、外か
らはなかなか見えにくいです。
米国の話をちょっとしましたけ
れども、業務領域は時代の変遷
とともに、そのニーズに合わせ
て徐々に広げていっていたんで
すけれども、日本の大学では短
期間にアメリカの IR が担ってい

るような役割の多くを形にしてしまおうという動きが一方であります。これはなかなか厳しい状
況です。教育改善だとか計画策定そのものを実施するものとして構想される場合もあって、果た
してこれは IR と言っていいのかどうかという話もありますが、少なくとも大学の中でそういう
ニーズがあるということなのかもしれません。これは現状としてあります。

16
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じゃあそういった状況を踏まえ
てどのような IR 組織を展望する

IR活動をどうとらえるのか

のかということですけれども、ま

• どのようなIR組織を展望するのかは、担当者の数とそ
れを担う担当者の能力、使える技術に依存する（IRの
生態系）
• 大学の文脈を理解したうえで、誰が何のためにどのよ
うなデータを要求しているのか、そしてそのためにど
のような手段を講じればよいのかを検討する必要が
ある
• そうでなければ、集めて整理したデータは価値を持た
ず（情報とならない）、使われない
• 分散した機能は組織にかかるコストを節約することに
つながるが、業務重複、組織横断的業務への対処、
大学を俯瞰するといった点での困難が予想される
• では、組織化するとなるとどうなるのか？
16

ず物理的な制約という点からいく
と、担当者の数とそれを担う担当
者の能力、または使えるさまざま
な技術に当然の如く依存します。
構想するのは自由ですし、誰でも
思い描くことはできますが、実際
それを形にしていくとなると物理
的な制約というのがいっぱい出て
くるわけです。結構これを無視す
るわけにはいかない。そうすると

個々の大学が置かれている文脈を理解した上で、誰が何のためにどういうデータを要求している
のか。そしてそれをどう使っていくのかということを考えたときに、データを提供する側がどう
いう手段を講じればよいのかというのを真剣に検討する時期に来ているんだろうと思います。そ
うでなければ、レポートを出したんだけれど全然見てもらえないとか、使えなかったという話に
やっぱりなるわけです。そうすると受け取る側も出す側もお互い不幸です。
事務の中にも埋め込まれているという観点で見ると、分散した機能というふうにも言えます。
それは決して悪いことではないとも思います。なぜか？

組織に関わるコストを減らすことにつ

ながるからですね。これははっきりアメリカの、さっき言った Saupe という人が定義を出してい
ましたが、あの中で言っているんです。それはだから大学によって判断しなきゃいけないという
ことで、室を作ってそこに人を配置するということは、それだけでもコストがかかります。だけ
れども一般の業務の中にいろいろ業務を割って埋め込むというのは、通常の業務の中で処理して
いくという形になりますから、特段コストが掛からないということです。ただどうやって連携を
取っていくのかという問題は、一方であります。だからそこはいろいろと考えなきゃいけないん
です。だから日本の大学の場合は、業務の重複だとか、組織横断的な業務への対処っていうのを、
もしこの分散したままでいこうと思うと、ここをどう設計するのかということを相当真剣に考え
ないと活動がつながっていかない可能性があります。

17
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じゃあ組織化すると
いうのは一つの手です

米国IRの生態系（組織類型）
比較的未発達／分権化
比較的小規模

・
・
・
・

手工業的（職人的）構造
1～2人の組織
多くが博士学位を有していない。
ルーティン的な報告業務や適度の
量の計算業務を負わされる
学生数5,000人以下の高等教育機
関

比較的大規模

分散型
・ 研究大学では最も共通している。
・ 部局長や副学長がそれぞれのニー
ズに対して、自らの専門家やス
タッフに研究させる分権化された
状態
・ エンロールマネジメント、予算配
分の予想、学生生活の研究など、
ゆるい調整をしながらの活動もあ
る。

けれども、それはどう

比較的発達／集権化

なるのかということで

非官僚制

す。これは人の考えを

・ 2～3人の組織
・ 博士はわずかで、ほとんどが修士の学
位と経験を有する
・ フラットな階層、単純な構造、最低限
に特化された組織
・ タスクは様々（研究プロジェクト）
・
・
・
・
・

専門的官僚制
IR活動が一つの組織に集権化されてい
る場合には、最も共通した形
最低限4人の専門家
博士の学位と長年の経験を有する
適度な官僚的構造（階層、仕事の部門、
専門化）
洗練された研究プロジェクトをIR組織
が集権的に行う

借りています。日本語
で読めるのでいけば、
IR のハンドブックなん
かにあります。実はこ
の元ネタは Volkwein と
いうアメリカの研究者
ですが、Volkwein がア
メリカの大学の調査を

ハワード（2012）

17

踏まえながらこんな動
きがあるということを

言っています。縦軸が規模です。規模が大きいか、小さいかです。横軸がその IR の形というも
のが未発達だったり発達して、場合によっては分権化、広がっていたり、一つのところに集権化
しているかという軸で分けたときに、実はアメリカの IR オフィスはこのような形で動いてきて
いるというのを一つの傾向として Volkwein は指摘しています。今でも 1 人 2 人の組織というの
は多いんですけれども、それからだんだんに組織が大きくなっていって、最終的にはこの官僚制
的な専門家が集まった集団として活動するという形です。ただ伝統的な大学に関していけば、こ
の分散しているという形も時々指摘されていますが、Volkwein 自身は活動の効率化を考えると
専門的な官僚制のあり方というのが一番効率がいいだろうというふうに言っていますが、ただこ
れは大学の文脈に依存することになります。
そう考えると、アメリカの大

IR活動の展望１

学の文脈と日本の大学の文脈と
いうのは、当然大きく異なりま

• 米国大学の文脈と日本の大学の文脈は大きく異
なる→アメリカの事例はあくまでも参考程度
• 現状、個々の取組が個別に行われていることが
多いため、それらをつなげることが必要
• 組織レベルでは、評価室と大学教育センターと
の連携
• 業務レベルでは、入試データ分析、履修調査、
授業評価、卒後調査等のデータから、学生の学
びを効果的なものにするための方策を検討する
等
18

す。学生の扱い方一つをとって
もそうです。日本は定員がある
のに対して、アメリカはないん
ですから、受け入れはいつでも
自由です。ただしたくさん受け
入れようとすると、そのリソー
スをキチッと配分しなきゃいけ
ない。そこに計画が生まれると
いうだけの話かもしれませんけ
れども。だからアメリカとは相

当に違うので、アメリカの事例というのはあくまでも参考程度にしかならないということです。
18
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ここは強く強調していきたいと思います。
日本の中では個々の取り組みが個別に行われていることが多いために、それをつなげることが
やはり必要になってくる。これは先ほど申し上げた。組織レベルではさらに一つのきっかけとな
るのは評価室だったり大学教育センター等がありますが、これがバラバラに行われているのでは
やはり効率が悪い。何らかの形で連携を取る必要性があるかもしれません。業務レベルで見れば、
実はこれらは全部私も関わりましたけれど、入試データの分析、履修調査だとか授業評価、卒後
調査等々いろいろやってますよね。これを業務としてやると全部一つ一つで完結しますが、大学
の今後の改善、または教育改善ということを考えると、実はこれらをうまく使って現状を把握し、
何らかの形を提案していくということがこれからやはり強く求められるんだろうと思うわけです。
そういった意味でも横串を通すという話ですが、ここの方策はやはり検討することが大事です。
外向きには IR 室を作るのも大事かもしれませんけれども、でも実際はこういうところが非常に
大事なのではないかと思います。
IR に対するニーズです。そも

IR活動の展望２

そもどういうデータがどういう
目的のために使われるのか、そ

• IRに対するニーズの整理（個別部署および全学）
とニーズを認識してもらうための働きかけが必要
• 学部・学科等の個別部署に関しては、改善支援
が中心？全学に対しては、計画策定支援、政策
形成支援や評価支援が中心？
• それを担う人材育成を同時に行う必要性
• 改善や改革を行う主体と支援を行う主体は異な
ることに注意が必要→IRをどのように位置づける
のかが問われている
19

こをやはり理解しないことには
データのまとめようがないとい
うこと、実はここが恐らく日本
の大学の中では一番難しいとこ
ろかもしれません。場合によっ
ては学部・学科等個別部署にデ
ータを提供することがあるかも
しれません。そのときに改善支
援が恐らく中心になるのかなと
いうふうにも思いますが、大学

によっては状況が違うかもしれません。全学に対しては計画策定だとか、先ほど政策形成、評価
支援が中心になるかもしれませんが、前にも述べたようにこの最初の二つはなかなか形にするの
が難しいと思います。
ただ気を付けていただきたいのは、これはあくまでも支援と書いてあります。ここはちょっと
大事なので、少し強調しておきたいと思うんですが、計画を策定する、または何らかの政策、形
でですね、プロジェクトを実際形にしていくというのは、その実施担当者が通常は居るはずです。
そこに IR 業務を担う人たちが入っていっていいのかという問題が一方であります。アメリカで
は絶対そういうことはしてないです。倫理綱領の中にちゃんと書いてあります。もしここに踏み
込んで自分たちがデータを作り分析して、計画して、それを実施するというところまで担うと、
例えば政権が変わったとき、状況が変わったとき、その責任は誰が負うのか？

当然そのやった

人たちが負わなきゃいけません。IR はあくまでも支援というふうに位置付けられるのは、上が
どう変わろうと大学の目指す方向性のためにデータをキチッと提供するというところが役割なの
で、だからそこはやっぱり分ける必要があるというふうにアメリカでは考えられているんだろう
19

小湊 卓夫「我が国における評価と IR の現状と課題」

と思うわけです。ただ日本はなかなかその辺が区別されないまま議論されていることが多いので、
注意が必要かもしれません。一方で物理的な制約要因ですが、人材育成をどうするのか。こうい
うことも狙って今担当者集会をやってはいるわけですけれども、なかなかここには時間がかかる
かと思います。
繰り返しになりますけれども、改善改革を行う主体とその支援を行う主体は異なることに注意
が必要です。これによって IR の位置付け方が大学の中では変わってくる可能性もあるというこ
とですね。こういったことをちょっと気を付けながら考えていただければと思います。ちょっと
時間を延長して申し訳なかったんですが、これで話を終わりにしたいと思います。
本田：小湊先生のご回答に関連して、私からも米国の事例を交えて説明を追加させていただきま
す。小湊先生が指摘されたように、IR 部署の役割と他部署の役割の線引きは重要です。という
のも、たまに日本に帰ってくると IR 幻想みたいなものがあって、「IR の人が計画を立てている
んですか」みたいな質問を受けたりします。ところが、そんなわけはありません。
IR 部署の役割は、あくまでもデータ収集や分析により、執行部や関連部署の課題発見や意思
決定の支援することです。私の例だと、学習成果の診断が主な仕事なので、学科会議では学習成
果の診断の設計について相談に乗り、副学長会議では一般教育の学習成果の診断プロジェクトの
進捗を報告します。以前、IR 部署に所属していたときは、学長会議で、卒業生調査の設問要旨
を設計して発表したり、ボルドリッジという組織管理のアンケート調査の結果を報告しました。
話しを簡単にまとめると、さまざまな会議の議題に対して、データ提供で支援して行きます。業
務の線引きに話を戻しますが、いくら私が学習成果の診断を主に先導していても、まさか学科の
カリキュラムや授業法改善まで先に立って改革しているわけではありません。そこは、もちろん
教員の業務範囲です。
米国にも理想の IR 像や役割についての議論は、主に特定の大学の古株の IR 管理職者が集まっ
て年次大会でパネル討論したり、たまに IR 特集の紀要を組んでいます。でも、これらは理想像
だということをご了承ください。たまには、鼻息荒く、改革の旗を振りまく IR のディレクター
も居るでしょう。例えば、その人が入学や学生の退学率について分析しています。自分がデータ
を持っていて、更に関連部署の業務内容を少し知っていると、ついつい解決策に口出ししたくな
るのも人情です。でも、それだと業務の線引きができなくなります。しかも、場合によっては関
連部署の統括者から煙たがられます。「ウチの業務の内容や人員体制も知らずに、よく言うよ
な・・・」ってな感じです（苦笑）。
日本の文脈に置き換えてみましょうか？評価室の方が入試分析したからといって、入試広報や
募集の改善案を立てて、実施しますか？学生調査をしたから、学生部の窓口に出て、模範となる
学生支援を実施するのでしょうか？無理ですよね？
だからこそ、IR や評価部署は関連部署との業務の線引き、さらには協力体制が欠かせないわ
けです。

20
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改善のための評価・IR 活動の推進のために我々が考えるべきこと
茨城大学 大学戦略・IR 室
嶌田 敏行
それでは「改善のための評価・IR 活動のためにわれわれが考えるべきこと」ということで報告
させていただきます。先ほど小湊さんの話にもありましたけれど、近年、かなり IR が流行って
いて、IR 室をいろんなところの大学さんが作られています。そして実際、意思決定支援を充実
していかなきゃならないわけです。

2

はじめに

評価担当者とか IR 担当者、
URA の方とか、いろいろなこと
を支援していただくベンダーの

• 近年、我が国の高等教育機関では、IRが流行って
いるが、IRオフィスの設置などが、十分な意思決定
（改善）支援につながっているかどうかやや疑問。
• 意思決定支援の充実のために、我々（評価担当者、
IR担当者、URA、それらの支援者等）がすべきこと、
考えるべきことを、実務ベースにまとめてみたい。
• その上で、意思決定人材に必要な能力（知識、技能
等）について若干の提案を行い、これまでの大学評
価担当者集会の成果の一部をまとめ、午後からグ
ループ討論に参考になるものを示したい。

方とか居るわけですけれども、
我々は何をしていったらいいの
かということを少し実務ベース
にまとめていきたいというのが
今回の報告の趣旨でございま
す。
意思決定支援の人材育成とい
うか、実際に意思決定支援する
ためにどういう人材、能力が必
要なのか、そこのところを多少

まとめながらお話ししていって午後のグループディスカッションの参考になるようなものを多少
示していきたいと思っております。

3

もくじ

基本的にあまり話すことがなかっ
た茨城大学の評価と IR の実践事例、
そして日本のいわゆる評価部署とア

１．日本の評価とIRの実践事例（茨城大学）

メリカの IR 部署とどう違うのかみた

２．我が国の評価部署と米国のIR部署との比較
３．意思決定（改善）支援の高度化のために我々
が今後考えなくてはならないこと
４．評価・IRなどの意思決定（改善）支援の課題と
それを解決するために

いな、その辺の比較のところ。意思
決定とか改善の高度化のため、その
支援の高度化のためにわれわれが今
後やらなくちゃいけないこと、考え
なくちゃいけないことは何なんだろ
かうと。そういうときの課題とそれ
を解決するためには何を考えたらい
いのかというような、そんな感じの

話で進みます。
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１．日本の評価と IR の実践事例（茨城大学）

5

国立大学を取り巻く評価

まず最初は茨城大学の事
例なんですけれども、国立
大学の方はもう当たり前の

• 平成16年度から国立大学法人になる。

話ではあるんですけれども、

• 大臣から示された６年間の中期目標（原案は大学が作る）に
対して、中期計画を策定し、認可を受ける。

国立大学は平成 16 年度から

• 中期計画にもとづき毎年３月末、年度計画を文部科学省に
届出。

大臣から示された 6 年間の

国立大学法人になりました。

• 年度計画の実施状況は、業務実績報告書として文部科学省
（国立大学法人評価委員会）に提出し、評価を受ける。（６月
末提出、７～８月ヒアリング）。

中期目標に対して中期計画

• 自己点検評価の実施義務もあるので、年度計画とうまく組み
合わせたりしながら処理。
• 機関別認証評価も平成16年度からスタート（７年以内に１度、
全ての大学に受審義務）。

テムになります。ただ実際

を策定し認可を受けるシス
のところ中期目標を大学で
作っておりますので、なん
か自作自演みたいなところ
もあるんですけれども、そ

んなシステムです。中期計画にもとづいて毎年 3 月末に年度計画ということで毎年の計画を文部
科学省に届出をします。年度計画の実施状況は業務実績報告書という形になりまして、文科省、
実際は国立大学法人評価委員会というところなんですけれども、そこに提出して評価を受けます。
6 月末に提出して 7 月か 8 月、本当は今日は茨城大学はヒアリングに当たってたんですけれども、
たまたま学長の任期が今日までなので 7 月に変えてもらいました。
それで自己点検・評価という、これはもう国立大学だけじゃなくて全ての大学さんが自己点
検・評価をやらなくちゃいけない。これは実施義務があるわけなんですけれども、国立大学の場
合、パターンとしては大体年度計画とうまく組み合わせながら処理をすると。機関別認証評価っ
ていうと、これは全ての大学さんがそうなんですけれど、これも平成 16 年からスタートして、7
年以内に一度受けなくちゃいけない。国立大学の場合、こんな感じの評価がございます。
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6

それで茨城大学評価室なん

茨城大学評価室について

で す け れ ど も 、 平 成 17 年

• 平成17年（2005年）2月に教員２名（教授［兼務］１、助手１）、
係長１名で設置。英語名称はOffice of Institutional Research。
（平成19年から教授も時限付で専任化。H22年3月まで。）

兼務の教授 1 名と助手 1 名、
これが私です。そして係長 1

• １）学内のデータや情報収集から現状把握を行い、２）大学
執行部の意思決定の支援を行うことを主目的に設置。第三
者評価対応も当然のように行う。

The Office of Institutional

• 自己点検評価の制度設計、運用を通して１）を実現し、学長
特別補佐（本学では大学執行部メンバー）が室長を兼ねるこ
とで、評価室が収集した情報を、そのまま大学の意思決定に
反映させて２）を実現するような設計。

（2005 年）の 2 月に教員 2 名、

名設置しました。英語名称は
Research なんですけれども、
多分 IR といっても意味が分
からないので評価室にしてあ
ります。実際に多分当面評価
室の評価の業務が大半だろう
なと思っていたというところ
もあります。平成 19 年から

は途中で教授も時限付きで専任化しまして、専任教員 2 名という、人文、教育、理、工、農の 5
学部で学生総数 9000 くらいの大学にしては結構充実しているような IR オフィスを設置しており
ます。
学内のデータや情報収集それらから現状把握を行って、大学執行部の意思決定支援を行うとい
うのを基本的なミッションとしています。当然第三者評価対応、いわゆる法人評価とかそういう
認証評価対応もやります。自己点検・評価の制度設計と運用を通じて、そういう意思決定、現状
把握をやります。
学長特別補佐というと結構、各大学で内容が異なりますが、本学の場合は大学執行部のメンバ
ーであります。要するに理事の数が国立大学法人は法律で決められていて、勝手に大学の都合で
理事の数は増やせません。なので要するに執行部に厚みを持たせるためには学長特別補佐とか学
長補佐とか、そんな感じの形で執行部スタッフを増やさざるを得ないわけです。そこで評価担当
というか、そんな感じの学長特別補佐を室長に置いて、要するに室長に取りあえず情報を集めて
いけばその人がキャビネットというか、その大学執行部に居ますから改善がかかっていくような
感じのことを設計しながら作っていったというところです。
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茨城大学の運営体制（H16.4‐）

7

茨城大学の運営
体制です。平成 16
年 4 月、要するに法
人化したころの茨

学長

城大学なんですけ
理事・副学長
（学術）
≒プロヴォスト
相当

学術企画部
（プロヴォスト
オフィス）

れども、学長が居
理事・副学長
（教育）

理事・学長補
佐（総務・財
務）
事務局長兼務

理事（事業）
学外・非常勤

いわゆるプロヴォストを配置し、固有の業務としては、
研究、国際、社会連携を担当するが、実質的なナンバー２
として、他の理事に含まれない業務（評価、計画など）を担当。
（他の理事に、ご自身の担当に専念してもらえるように配慮）

まして、理事・副
学長などが 4 人居ま
す。これは法律で 4
人なんですけれど
も、1 名はプロヴォ
ストというか、要

総合計画委員会

≒評議会メンバー

中長期計画委員会

≒各学部から２名
（評議員クラス）

するに筆頭副学長
みたいな形で他の
理事を統括するっ
ていうような設計

にしました。これはやっぱり教育とか総務、財務とか、いろいろ業務があるわけですが、教育を
特に一番重要だからそれに専念していただきたいから、敢えて筆頭にはしていないわけです。だ
から評価とか、そういう下らないというか、ということは要は総務課が他の課に属さないことを
みんなやるみたいな形で、要するに筆頭理事が他のところに全部関わる。要するにそういう雑用
みたいなことは全部引き受けますよみたいなところになりました。その下に一応プロヴォストオ
フィスってわけじゃないんですけれども、学術担当理事の下に学術企画部を置いて、そこに企画
課という学術担当理事のスタッフを置いて、プロヴォスト中心にうまく回していこうというよう
な設計です。だから普通だったら教育担当が居て、研究担当を置くんですけれども、学術ってい
う名前を置いてるのは一応全部を総括するからという意味合いで配置しました。
総合計画委員会っていうのが、全学の計画を立てる会議体がありますが、メンバーは教育研究
評議会とほぼ同じです。評議会というのは審議機関ですから、企画立案できないので、一応同じ
メンバーがそのまま企画総合計画委員会という形で、コピーみたいな形で作って、こっちは企画
立案をやりますよというような構成です。その下に中長期計画委員会というのがあって、各学部
から 2 名、うちの場合、評議員が各学部 2 名ずつなんですけど、大体 1 人が計画担当、1 人が評
価担当という扱いなので、その 2 人出ていただいて、実務的にはここで話をするというような体
制です。
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茨城大学の運営体制（H16.9‐）

8

16 年 9 月に学長が変
わりました。学長が変
わって、相当最初のプ

総合戦略会議

学長

ロヴォスト相当の筆頭
副学長は退いて、工学

理事・副学長
（学術）
≒プロヴォスト
相当

部の学部長だった先生
理事・副学長
（教育）

学長特別補佐
（評価・予算・
施設）

学術企画部
（プロヴォスト
オフィス）

理事・学長補
佐（総務・財
務）
事務局長兼務

理事（事業）
学外・非常勤

がここに入ったわけで
す。もとの副学長はい
ろいろ大学の計画とか

学長特別補佐
（研究・社会連
携）

を作ったり、そういう
制度設計をされてきた

法人化１年目の９月に学長が交代。
副学長も交代。中期目標・計画策定を
担当した理事は、新たに作った学長特別
補佐職として、そのまま執行部に残る。

先生なので、学長特別

総合計画委員会

補佐の評価や施設マネ

中長期計画委員会

ジメント担当というこ
とで、キャビネットに

そのまま入ってくださいということで残ってます。そんな形で一応学長特別補佐と副学長の二人
体制で切り盛りしていくような形になりました。

茨城大学の運営体制（H17.2‐）
学長

理事・副学長
（学術）
≒プロヴォスト
相当

総合戦略会議

9

17 年 2 月にいよい
よ評価室を作ります。
評価室は評価担当の
学長特別補佐もくっ
ついているわけです
けど、実際学術担当

理事・副学長
（教育）

理事・学長補
佐（総務・財
務）
事務局長兼務

理事（事業）
学外・非常勤

とも動いています。
この副学長の先生が、
うちは幸いなことに

学長特別補佐
（評価・予算・
施設）

学術企画部
（プロヴォスト
オフィス）
評価室
（IRオフィス）

IRオフィスを設置。ちなみに当時の
学術担当の副学長の専門は都市計画。

学長特別補佐
（研究・社会連
携）

都市計画の先生だっ
たんです。だからも
う計画とかそういう

総合計画委員会
中長期計画委員会

立案とか進行管理と
いうのは、基本的に
研究でやられていて、
専門は道路の交通で

道の駅とかを作った方らしいんですけど、こういう計画を運用するには最適の方がいらっしゃっ
たので、なんかうまく回っているような感じがしました。
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10

第１期中期目標期間（H16‐H21）の業務

第 1 期なんですけれども、年
間サイクルの自己点検・評価制
度を取りあえず設計して運用し
ました。うちは実は全学の年度

＜制度設計・運用＞
• 年間サイクルの自己点検評価制度の設計と運用

計画というのは実は持たずに、

– 全学年度計画は立てずに、各部局の年度計画をもとにヴァーチャル
に構成。
– 学部では各委員会が年度計画の実施主体。webシステムに入力し、
学部ごとに年度計画の達成度、中期計画の進行度合を点検。

各部局が立てた年度計画を、何

– 意見交換を通して、大学執行部と各部局で課題と特色になり得る実
績の共有（年度計画以外の取組も共有） 。

的にやっているように見せかけ

となくあたかも茨城大学が全学
るという作戦でやっておりまし

• 毎年の業務実績報告（年度計画評価の実施と報告書作成）

た。そうなりますとどういうこ

– 自己点検評価の結果を活かして、報告書作成。

• 教員評価制度、個人レベルの授業点検制度の設計・運用

とかというと、学部で学部の中
にいろいろ学生委員会とか教務
委員会とかあるじゃないですか。
それらが要するに計画の実施主

体になっていて、そこの委員長の先生が年度計画を担当するわけです。そういう非常に細分化さ
れたシステムを使って、とにかく現場が全部動く、上は取りあえずそれを取りまとめるみたいな
感じのシステムで動いております。要するに各学部の委員会さんがやったことを web システムに
どんどん入力してもらって、それを評価室で取りまとめるような感じになります。それだとはっ
きり言って状況がよくつかめないので、学部執行部と大学執行部で年に 1 回、年度計画はどうで
すかね、みたいな話を意見交換していくような形を取りながら、web で情報を集める、人と会っ
て情報を集めるというようなものを両面で進めていきます。それで毎年の業務実績報告書を作っ
て、自己点検といっても、こういう情報収集しているわけですから、それらで報告書を作ってい
くとそんな感じです。

11

第１期中期目標期間（H16‐H21）の業務

だいたい非定型だった業務
を不定型定例業務化していく
というところをどんどん進め

＜非定型→定型・定例業務＞
• 10月に９月末の状況を各委員会、各課がwebシステムに入力。
• 11月～12月に大学執行部の関係者と各学部、各部（事務）、各セ
ンターと年度計画について意見交換。

ていったわけなんですけれど

• ２月までに暫定的に年度計画の評価を実施し、次年度計画を立て
る。
• 全学調整を行い文科省に提出する年度計画を策定。
• ６月までに業務実績報告書作成。

に入力してもらいます。それ

も、10 月に 9 月末の状況を各
委員会の方々が web システム
をもとに 11 月から 12 月に大学
執行部の関係者と各学部、各
事務部とか、各センターさん

＜非定常業務＞
• 総合戦略会議に出す図表の作成。
• 教育研究評議会や各種委員会でもたまに報告。

と年度計画について意見交換
をします。学部さんとかだっ
たら 2 時間くらい、普通のとこ
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ろでしたら 30 分とか 1 時間くらい。進んでいるところと遅れているところをいろいろ情報共有し
ながら、じゃあどうしましょうかねという話をしていきます。次に大体そういうのが終わって 2
月くらいまでに本学の場合は、暫定的に年度計画、評価をやります。その評価結果をもとに次の
年の計画を立てていただくという感じでやっていただいて、それを学内でいろいろ議論しながら、
全学的に調整を行って文科省に提出する年度計画を策定して、最終的には 6 月末までに本物の業
務実績報告書を作っていったという、こんな感じの仕組みになっています。
非定量業務として、別にこういうのはルーティン化していくわけですけれども、そういう総合
戦略会議みたいなもので、要するに学長と特別補佐が集まって会議をやるようなところに出す図
表とかを作成したり、教育研究評議会とか委員会さんにもたまに顔を出して発表するわけです。

12

第１期（H16‐H21）の特色

第三者評価、要するに毎年の
年度計画の評価、6 年ごとの法人
評価、認証評価が始まったばか

• 第三者評価制度（法人評価［１年・６年］、認証評価）が始まっ
たばかりなので、その対応・制度設計に大半のリソースを割
いた感じ。

りなので、基本的にはそれへの

• 学内の現状を把握する仕組み（自己点検評価体制）の構築
も、中期目標や年度計画などの第三者評価の制度をベース
に構築。

そちらに割いているような状況

• 自発的に改善を図ると言うよりは、第三者評価を活かして改
善を促すような状況。（やらなくてはならないことをとにかくこ
なす、という状況）

握していく仕組み、要するに自

• 個人的には、学内でまずい事象が発生しているときに、それ
が公になる前に、うまく処理する仕事という認識。

いうのも、実際は中期目標とか

対応に大半の時間とリソースを
です。学内の状況をキチッと把
己点検・評価体制を構築すると
年度計画の第三者評価の制度を
ベースに、要するに中期目標の
評価とか認証評価などをどう乗

り切るかという側面で自己点検・評価をしていた。本当だったら改善のためとか、大学の本当の
状況を知るために自己点検・評価システムを作んなきゃいけないわけですけれども、どうしても
現世ご利益的に、とにかく評価をやんなきゃいけないからやろうよっていう話で全学的に作って
いったという形になります。個人的には学内にまずい事象が発生しているときに、それが公にな
る前に処理する仕事が評価室の仕事だなと、個人的には思っていました。もみ消しをしているわ
けじゃないんですけれども、まずくなんないように何とかするっていう仕事なのかなっていうと
ころでは、みなさんそうかなという感じもするんですけど。
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評価と改善の状況（第１期）

13

（※これは評価業務ではない）

第三者評価対応

（うち25％）

（報告書作成：年度計画評価、
中期計画評価、認証評価）

学内の改善活動
（総合戦略会議での議論、
各部局との連絡調整等）

40％
いかに本学が
10％
がんばっている
のかを示すので、
これだけ見ると、
現状把握作業
勘違いする方も。
（自己点検評価［叙述資料中心］、
各部局との意見交換、聞き込み）

まずいところを
見つけて直す。
（意外と、後回し
になりやすい）

第 1 期のときは、現
状把握として自己点
検・評価やります。叙
述資料を中心に、要す
るにあの学部が「いつ
いつこういうことをや
りました」とか、「何
とかシンポジウムを開
いたら 200 人来ました」
みたいな話をどんどん

50％

目的、目標に照らして現状を把握し、それを第三者評価対応と学内の改善に活用。
実際は、第三者評価対応をテコにして、学内の改善を図る感じであった。
なお、学内の改善活動は、室長が大学執行部なので、実施可能。

どんどん集めていくわ
けです。それで各部局
と意見交換をする。足
りなければ聞き込みに
行くわけです。50 パー

セントくらいのリソースをそこに割いていて、それでとにかく第三者評価対応をまずやる、と。
40％くらいのリソースで実績報告書を作って年度計画に対応します、中期計画やります、認証評
価やりますと。それで赤い矢印は足して 40 なんですけど、うち 25 パーセントくらいは改善活動
に持っていく。要するにどういうことかというと、第三者評価、要するに中期計画の評価が来る
からこれをやんなきゃまずいですよね、認証評価で言われてるからこれをやりましょうと。要す
るにこれをてこに、要するに学内の改善をやっていくというような仕組みを第 1 期は回しました。
学内の改善活動というのは、実は評価業務ではないので、なんでやってるんだっていう話になる
わけですけれど、本学の場合は評価室長が学長特別補佐なので、直接改善にタッチできるわけで
す。だから、こういう風にちょっと迂回的にですが改善を直接できるわけです。だから例えば
IR 室を作ったときに、トップの方が例えば執行部ではない一般の教員の兼務の方とかだったら、
多分改善までやれというのはかなり酷な話で、そういう意味ではうちは改善しやすいシフトにな
ってたんだろうなという感じがします。
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茨城大学の運営体制（H21.4‐）
学長

14

21 年 4 月からは学長が変
わりました。学長が変わり
教育が重要だからというこ

副学長・補佐会議

とで教育担当理事を筆頭理
事にしました。ですので、

理事・副学長
（教育）

学術企画部
（研究と社会
連携と図書）

理事・副学長
（学術）
≒研究や社会
連携を担当

理事・学長補
佐（総務・財
務）
事務局長兼務

理事（事業）
学外・非常勤

学長特別補佐
（兼・評価室
長）

学長特別補佐

学長特別補佐

本来は学術企画部はプロヴ
ォストオフィスみたいな形
だったんですけども、学術
理事は 2 番目だという話に
なって、学術という名前の

教育・業務評価会議

上記２つの会議が評価業務を実施
するので、評価室はその支援のみ。

まま研究と社会連携を中心

学術・教員評価会議
評価室
（IRオフィス）

に担当する業務に変更にな

リソースに余裕が出てきた分を、
部局の個別支援に回す。

りました。総合計画委員会
などが実質的になくなって、

教育理事が担当する教育・業務評価会議というのと、学術理事が担当する学術・教員評価会議と
いうのを作って、そこに評価室長がからんで、評価室は書類の整理だけをすればいいみたいな話
になりました。僕らもよく分からない仕組みなので、多分学内の方もよく分かんないと思うんで
すが、こんな仕組みになりました。

15

評価自体は、その二つの

第２期（H22‐）の特色

会議をやるから、評価室、

• 評価は、２つの会議体が行うので、評価室（教員２［うち専任
は１名］、課長補佐１、係員１）は資料のとりまとめのみの組
織に規則改正される。

んですけど、あと係長がい

• 評価業務簡素化（以前は、全分野で記述と評語を毎年報告
→管理運営に評語、残りは特記事項のみ）の影響で評価業
務も楽になる。

やれという規則に変わりま

• 大学執行部と部局執行部との意見交換は、予算ヒアリングと
統合の上、消滅（事務合理化？）。
• 自己点検評価は実施しているが、評価室が内容チェックは
あまりせずに冊子のとりまとめを行う。
• 空いたリソースを部局の支援に配分。

僕ともう 1 人室長が専任な
て資料の取りまとめのみを
した。いろいろ改善とかそ
ういうのはやらなくていい
と。評価業務も簡素化され
ました。第 1 期は結構細か
いところまで報告書に書い
て分厚い報告書を出してわ
けですけれど、第 2 期に関
してはもう軽めでいいと。

だからすごく楽ちんになりまして、とりあえず僕らとしてもあまりやることがなくなってきたと
いうところがあります。第 1 期では大学執行部と部局執行部で意見交換を毎年やって情報を共有
していて各学部長の先生からも結構好評だったんですけれども、これも合理化が必要ということ
で予算ヒアリングと統合してしまったので、情報を共有しようという感じではなくなって、金目
の話しか当然しなくなるわけです。そんな感じで評価室のやることがどんどんなくなっていて、
31
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僕らとしてもどうしようかなというところで初心に戻ってやっぱり IR じゃないかなみたいな感
じの話になったわけです。

16

評価と改善の状況（第２期）

第 2 期なんですけど、現
状把握作業で各部局との意
見交換や聞き込みは別にや

第三者評
価対応

全学の改
善活動

30％

部局の改善支援

らなくていいというので、

（情報提供やレポートへの
リクエストへの対応）

僕らも放置です。そうする

10％

0％？

現状把握作業A

現状把握作業B

（自己点検評価［叙述資料中心］、
各部局との意見交換、聞き込み）

（数量データの整理、分
析）

10％

40％

10％

教員評価などのwebシステムの
構築・運用、関係データのDB化

とここの 4 割くらいのリソ
ースを割いてずっと第三者
評価対応をやるわけです。
全学の改善はやっていいか
どうかよく分かんないです
けど、僕はあんまりタッチ
しないようにしてたんで、
あんまり知りません。僕は
個人的にこっち（右側）をや

っていて、教員評価とかの関係で全学生の成績データとか、アンケートのデータを取り扱ってい
ますので、そういうのをどんどん業務システムとしてまとめていきました。各先生がログインす
るとご自身の科目の成績分布とか授業アンケートの結果を見ながら授業点検をやっていただくよ
うに整備していきました。一方で、評価作業で「ここがまずそう」みたいな感じのところを手持
ちの数量データで可視化して、学部さんに提供していきました。そうすると、次はこのところを
もっと見たい、というリクエストが出てくるので、そんな感じで学部さんに情報提供を定期的に
やるという業務が第二期の中心業務になっていったわけです。

32

大学評価担当者集会 2014 第一分科会「大学の改善に活かす評価・IR」

17

第１期と第２期の比較
評価業務
ディレクター
のウエイト
第１期
（H16H21）

改善支援
の方向性

取り扱う情報

大学執行部に情
極めて大きいが 報を集め、改善を
専任の室長
叙述資料中心
それをテコに改善 図る（中央集中
型）

相対的に小さめ。
学部執行部の求
第２期
むしろ計画等に
めに応じて情報 数量データの割
（H22-） 兼任の室長 書いていない業
提供（学部自律 合が増える
務を進める必要
分散型）
がある。

第 1 期と第 2 期の比較なん
ですけど、第 1 期は要する
に評価室のディレクターと
いうか、室長が専任でかな
りやっていた。評価業務の
ウエートが非常に大きいわ
けです。もうほとんど評価
だけやっている感じでした。
最初は本当に大変で、結局
誰も分かんないわけです。
しかも毎年のようにルール
が変わっていくという不思
議なシステムだったので、
それに対応するだけでも手

一杯。ですので、取りあえず室長が専任で、大学執行部メンバーですから、とにかく室長に情報
を集めていって学長周りで改善を諮ってもらう感じの中央集中型のシステムを作ってます。ただ
取り扱う情報としては、「いついつ何とかかんとかがあれをやりました」みたいな叙述資料が中
心なわけです。
第 2 期になったら室長が兼務になってしまいました。そして評価業務も相対的に小さめになっ
ていきました。要するに計画の数が減ったんです。第 1 期は大体うちの大学で 200 くらいの計画
を書いたんですけれども、第 2 期に関しては 70 個くらい。要するに他から減らせと言われたので、
70 くらいにしていったので、そうするとむしろ 1 期のときには細かいことまで計画に書いていっ
たわけですけど、第 2 期のときは計画に書いていないことが多いので、そちらをむしろどういう
ふうに把握するのかというところがポイントになっていったわけです。改善の支援の方向性とし
ては、学部執行部の求めに応じて情報提供していく。学部自律分散型で進めていくわけで、当然
数量データの割合が増えていく。当然というか、そういうデータをたまたま手持ちでいっぱい持
っていたので、その辺を活用していくような形にシフトしていったっていう感じなんですけれど
も、ただ実際に中央集権型の改善の仕組み、学部自律分散型で改善をする仕組みを本学では図ら
ずとも試してみたわけですけれども、何となく第 2 期でやってみて各学部がそれぞれの目的に応
じて最適化しても、多分うちみたいな地方国立大だとやっぱり大学としてどうなんだみたいなと
ころが見せられないとかなり弱いなというのが、感覚としてはちょっとあるなという状況でござ
います。
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そんな形で結構評価を何年も

18

評価とは何か

やっているわけなんですけれど

• 評価とは、目的に照らしてある時点でどのような状態に
なっているかを知る行為（＝現状把握）である。

なのかなというところをいろい

も、じゃあ評価ってそもそも何
ろこれまでのところから考えて
いくと、目的に照らしてある時

究極の目標

点でどのような状況になってい
質・量：Ｑ

当面の（意図する）目標

るかということを知る行為です。
現状把握です。要するに時間が
経過していって、質とか量とか
が上がっていくわけですけど、

時間：Ｔ

こう進んでいくと、この時点で
評価しましょうというと、当面
ここまでやりたいなという目標に対して今はここだと、そうするとこれだけ足らないから、じゃ
あ次はこういうことをやらなきゃまずいんじゃないですかというのを考えるためや、これだけ足
りませんよねというのを調べるのが評価だと思うんです。ある時点だったら、要するにもう一つ
の目標を上回ってるわけですから、これだけ上回ってますよねと、それを分かるのが評価作業。
だから現状を把握する作業に他ならないわけです。

19

評価とは何か。次に何をす
べきなのかということを考え

評価とは何か

るために現状把握というか、

• 次に何をすべきか、考えるために評価（現状把握）を行う。
→ よい評価：やった結果、次にやることが見えるような評価

評価をやるわけです。じゃあ

• 実際の評価部署では、そのような改善のための評価（現状
把握）はあまりできずに、法人評価や認証評価などの第三者
評価対応の報告書作成という単なる作業を実施している
ケースが多い。（プロセスの記述中心になりがち？）

った結果、次にやることが自

≪「評価」という言葉の定義について≫（参考）
•「評価」に当たる英語は、狭義での“evaluation”だけでなく、“assessment”、
“appraisal”、 “estimate”、 “estimation”、 “judgment”、 “opinion”、“ranking”、
“valuation”、 “monitoring”、 “review”と様々にある。我が国では、これらが
皆「評価」と訳されてしまうことが多く、言葉を聞いた人が、異なった意味を想
像し、誤解を生む要因となっている。
研究開発評価システム改革の方向性について（審議のまとめ）［平成21年8月4日］より

良い評価って何というと、や
ずと見えてくるようなもの。
だからそれが本当はいい評価
で、なんか報告書を書くとい
うふうな形で僕らはどうして
もそれで安心してしまうとい
うか、取りあえずなんかダン
ボールに詰めて文科省に送っ
た瞬間に、もう全て終わった

なという感じでホッとしてしまうわけですけど、そうじゃないと。だから単に評価というよりも、
単なる第三者評価対応であって、本当の評価ってそれをやったから次はこうしようぜという話に
持っていくようなものじゃなければ駄目でしょうというような感じがするんです。
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20

いうところがあるわけです

IRとは何か

けれども、いろいろ何です

• IR（Institutional Research）とは、意思決定支援である。
• しかるべき人たちに、次に何をすべきか、考えてもらうための
支援活動である。（改善はAdministratorの仕事である。）
• そのために、目的を踏まえて、データを解釈/分析して、有用
な情報へと変換する（とくに結果）。
• つまり、IR業務とは、必要な時に、必要な情報を、学内外で
必要とする方に提供する業務およびそのためのデータの（有
用性のある）情報への変換業務といえる。
Data = something given = 自然に得られる事実
Information = informの名詞 = into + formすること = 判断を形成するために提供
される事実
（参考） Intelligence = intelligent (=understanding) の名詞= inter + choose = 選択肢の間の選択をするほ
どの理解力
(出典) http://oxforddictionaries.com/

じゃあ IR って何ですかと

［NIAD‐UE 林隆之准教授より］

か、結構アメリカの IR 協会
の本とかを訳したりとか、
後で本田さんとかといろい
ろディスカッションとかす
るわけですけれど、僕なり
に簡単に一言で言えば意思
決定支援でしょう。要する
に然るべき人たちに、次に
何をすべきかを考えてもら
うための支援活動。要する
に 改 善 と い う の は

Administrator というか、管理職、理事、そういう方がやる仕事であって、そのための支援をす
るというのが Institutional Research の仕事であろうと。そのためにどういう目的を踏まえてと
いうか、データ解析というか、分析して、要するにそのままデータ単体では使えないようなもの
を、有用なデータというか、有用な情報というか、要するにグラフの形に整理したりとか、集計
した表にしたりとか、そういう形で使えるもの、要するに受け手の方が、なるほどというふうに
分かるものに加工していく、それが IR の仕事だろうと。だから要するに必要なときに必要な情
報を、学内外に必要とする方に提供する業務およびそのデータの有用性のある情報への変換とい
うことだと。データとインフォメーションは何が違うのかというところがあるわけですけれども、
データは Something given、要するに自然に得られる事実がデータであって、インフォメーショ
ンというのは結局 Inform の名詞、要するに Into from すること、だから判断を形成するために提
供される事実が Inform、Information であって、だからデータと情報というのはよく調べると若
干違う。だからデータそのものは使えないけれど、少し加工していって情報にしていく仕事、そ
れが IR なのかなという感じが致します。
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21

成果とは何か（参考）
• 成果はアウトプット、アウトカム、インパクトに整理す
ると分かりやすい。
• アウトプットは、（現象論的な）成果。やったこと。
Level of Activity。
• アウトカムは、（本質的な）成果。「で、どうなったん
ですか？」という話。意図する目的に照らして。
• インパクトは、波及効果。経済的社会的効果とする
場合もあるが、ここでは、意図しない成果の部分。

これはちょっとややこしいの
であんまり話はしませんけれど
も、成果って何ですかっていう
と、結局アウトプットとアウト
カムとインパクトという大体三
つに分けられるかなと思います。
アウトプットっていうのは結局
現象論的な結果です。やったこ
とというか、アクティビティの
レベルというか、要するに「地
域連携を推進したい」ために「何
とかシンポジウムをやりました、
お客さんが 300 人来ました」み
たいなのがアウトプットなわけ

です。論文を何本書きました、特許を何個取りました、そういうのもアウトプットなわけです。
ではアウトカムはなんですかというと、本質的な成果です。「で、どうなったんですか？」要す
るにシンポジウムをやりました、それでどうなったんですかと。それでどうなったんですかの部
分がアウトカムなので、そうすると茨城大学の地域での知名度がちょっと上がりましたとか、地
域の人がちょっと信頼してくれるようになりましたとか、多分そっちが本来の成果で、やったや
ったという話じゃなくて、それでどうなったんですかという、そこを我々はきちんととらえてお
かなくちゃいけない。インパクトというのは、いろいろ大きな意味では普通に波及効果という意
味もあるんですけれども、社会的経済的効果というふうな意味でもとらえたりするんですけれど
も、意図しない成果みたいなものです。アウトプット、アウトカム、インパクトで分けるときに
は、要するに意図しなかった、要するに茨城大学がシンポジウムをやって地域の人に受けが良く
なったから地元の入学生が増えたみたいな、そういう余得で出てきたようなものがインパクトと
いうふうに、うちの大学、うちというか、私の場合は整理しています。
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評価のうち、今みたいな要す

22

評価（現状把握）≒IR？
• 評価（現状把握）とIR業務は、何らかの意思決定・判断（改
善）のために、現状を把握する、という意味では非常に似て
いるため、かなりの部分で同一視してもよいと思われる。
• 大学全体を見通して俯瞰的に自分の仕事を観たり、客観性
のあるデータなどでいろいろ判断したりするということは、何
も評価担当者、IR担当者のみの専売特許ではない。すべて
の部署で誰が行ってもよいことだと思われる。
•

このようなことを評価やIRおよびそれに類似する部署に来たときに、これら今後
の大学人に求められる基本的素養（評価マインド、IRマインドおよび必要な知識と
スキル）を涵養することは当コンソーシアムの目的でもある。

るに現状を詳らかにするような
作業というのは、IR 業務とほと
んど近いだろうと思います。何
らかの意思決定とか判断のため
に現状を把握するっていう意味
では非常に似ていて、かなりの
部分で同一視しても構わないん
じゃないのかなと思っていま
す。
大学を見通して俯瞰的に自分
の仕事を見たり、客観性のある
データがあっていろんな判断を

したりするということは、別に僕ら評価担当者だけじゃなくて、大学に勤めている方全ての方が
やっていい話で、だから何ていうんですか、ちゃんと現状を把握していくっていうような仕事を、
評価の部署に移動してきたらそういうのを身に付けて、他の部署に行ってもそういうのを感覚的
に使えるようになっていけば、なんか各大学はうまく回っていくんじゃないのかなっていうよう
なことを、大学評価コンソーシアムでも考えているというわけでございます。

23

評価・IR業務

そうすると今の話を整理
しますと、いろんなデータ
があるのでまずデータをデ

意思決定（改善）支援

第三者評
価対応

（情報提供やレポートへの
リクエストへの対応）

ータベース化しておかない
と、多分必要なときにちょ
っと使えないということに
なります。現状把握作業 A

現状把握作業A
（自己点検評価［叙述資料中
心］、各部局との意見交換、
聞き込み）

プロセス
の理解

現状把握作業B

と書いてありますけど、ま

（数量データの整理、
分析、［データの入手］）

ず自己点検・評価として叙

根拠

述資料を中心に、今まで通
り古典的な評価作業です。
自己点検・評価ですけれど、

関係データのDB化

そういう風に叙述資料を集
めていって今結局どうだっ
たのかということを分析していく。そして各学部と意見交換したり聞き込みをしながら、それぞ
れ第三者評価に対応しつつ、それを改善へ持っていくという流れです。もう片方が多分あまりわ
れわれが得意としていない、数量データとかを整理したり分析しながら現状を詳らかにしていく。
叙述資料に、要するに数量的なデータだけポンとあっても、結局それがなんでその数字になった
のかというのが分からないと結局使えないわけです。そうするとこういう叙述資料に対して数量
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データというのはプロセスの理解を助けるわけです。叙述資料だけあっても、それは本当なのか
という話になるわけですから、叙述資料にとっては数量データというのは根拠になるわけです。
ですから相互補完関係があるわけなんですけれども、いきおい第三者評価への対応要望が非常に
強かったので、どうしてもそれに業務が偏ってきたわけです。ただ、うちの場合はいろいろな事
情があって、こちら側（数量データ側）を試してみたけれども、案外いけるかもというような状
況でございます。

24

評価・IRの仕事とは（とくに私的見解）

評価、IR の仕事とは、特に私
的っていうのは、ずっと私的な
意見を言ってるんですけれども、

• 第三者評価対応は、味より見た目。
• よい食材があれば、それを活かしたおいしい料理は作れる。

ここからはさらに特に私的って

• よい食材がなければ、腕で勝負。でも、冷蔵庫には、しなび
たキュウリと、変色している豚肉しか入っていないようなこと
も多い。なので、そういう事態に陥らないようなことが必要。
• IRの仕事も料理人的なものを感じる。大規模大は、和食専門、
中華専門、フレンチ専門など分業化。小規模大は街の定食
屋状態でなんでも作れなければならないが、限界はある。
• 見た目より、味より、食べたいものを出せるかどうか。

いう意味です。第三者評価の対

• カレーが食べたい人に無理にラーメンを食べさせても仕方が
ないのではないか。レンチンでもかまわないと思う。個人的
には、未調理のものはあまり出さないのではないかなと思う。

れで乗り切れるというところが

応の業務って、味より見た目か
なという。要するにとにかくな
んか豪華な料理を作ってディナ
ーに出せば、取りあえずもうそ
あって、別においしいかどうか
はあまり向こうだってちゃんと
食べないわけですからいいじゃ

ないの、みたいな話です。良い食材があれば、高級食材がそろっていれば、それを生かしていろ
んな料理が作れるわけです。だけど良い食材がなければ腕で勝負する。要するに名調理人なら多
少微妙な食材でもちゃんと 2、3 日かけて味を付けていっておいしいやつが作れるわけです。で
も、僕らでも結構経験するわけですけど、なんか作らなくちゃいけないというときに冷蔵庫を開
けたらしなびたキュウリと変色した豚肉しか入ってないみたいな状況もあるわけです。そうした
ら評価書を書けないじゃんという、だからそういう意味ではわれわれはそういう事態にならない
ようにちゃんと前もってちゃんと野菜が配達されるように手配しておくのも評価室担当者の仕事
でしょうし、ちゃんとおいしい肉屋も探しておくとか、そういうところも非常に重要で、単にい
い食材がないから今日はいい料理が作れないんだみたいな話をしても、評価担当者としてはどう
なんですかみたいな話になってくるでしょう。IR の仕事もちょっと料理人的なところもあるか
なと。大規模な大学はスタッフが何人も居るわけですから、俺は和食専門、俺は中華だとか、い
ろいろ専門分化していくわけですけど、大体小規模の大学は街の定食屋状態になるわけです。だ
から何でも作れなくちゃ駄目なんです。取りあえず見た目よりも味よりも、食べたいものを出せ
るかどうかというところが。野蛮な客が多いわけですから。そうするとカレーが食いたいよとい
う人に無理にラーメンを食べさせても仕方がないわけです。レンチンでもいいんです。俺はカレ
ーが食いたいんだといったら、どうぞどうぞとね。だから刺し身を食いたいという人に魚をボン
と渡す人は居ないわけです。だから要するに IR の話でいうと、データを集めてレポートを作っ
たんだけど、上の人が読んでくれないんですというのは、カレーを食いたい人にはカレーを出せ
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よっていう話なだけです。カレーを食いたい人に、いくら俺の特性ラーメンを食ってよと言った
って、俺はラーメンを食いたくないんだからと。ラーメンを食べたいのか、お客さんが何を食べ
たいのっていうところを分かって、その人が食いたいものがあって、作れないんだったらレンチ
ンでもいいんです。その人は多分それで満足するんですから。だからそういう何ていうんですか、
小規模大の IR の担当者っていうのは、割とそういうアクロバティックなものが求められるのか
なといいうのが何となくいろいろ経験の中から身に付けたものですけど、ちょっと私的な見解な
ので、話は 3 分の 1 くらいに聞いていただければと思います。
本田：今の嶌田さんの話は、とても納得できます。私が以前、大規模大学で働いていたときは、
自分の専門は学習成果、同僚は統計分析、別の上司は戦略計画と専門化が進み、ある意味で蛸壺
化していました。それに、組織図上、副学長クラスまでには何層もあって、嶌田さん風に言えば、
「客の食べたいものがわからない」状況でしたが、自分の専門分野で納得したものを出しておけ
ば、取りあえずはよかったんです。まぁ、例えれば会席料理みたいなもので、見栄えがいいから
執行部は味見しなくても、おいしそうに見えるので十分なわけです。だって、このお客はデータ
にハングリーなわけじゃなさそうだし・・・。
ところが、今の小規模大学に移ったら、どんな料理でも作らなければならない。しかも、今は
学務筆頭副学長（Provost）が直属の上司なので、さまざまな課題や学部の要望に応えられるよう
に、多国籍な料理を出さないと駄目なんです。しかも、制限時間は短いので、1 分でカツ丼出せ
とか言われるわけです。えぇっ！本当ならもっと自分の納得の出来る材料と手順で、いわば統計
解析のされたカツ丼つくりたいのに、それが許されない。だから、コンビにで急いで買ってきて、
適当にグラフと記述統計の表だけのレンチンのカツ丼を出しちゃう。でも、腹の減ったお客さん
にとってはそれで十分なわけです。味は二の次、みたいな。（苦笑）でも、それで意外に「おい
しかったよ」とかお礼を言われて、きちんと学内の意思決定に使ってもらえたんだから、素直に
喜ばないとね。だから、話を元に戻すと嶌田さんの例え話は、アメリカでも通用しますよ。

２．我が国の評価部署と米国の IR 部署との比較
このチャプターは、以下の学会報告を中心に再構成したものです。
H26.6.28 実施 日本高等教育学会 第 17 回大会（於：大阪大学）
「米国の中規模州立大学の IR オフィスおよび国立大学の評価・IR 部署における
業務の現状と今後の展開に関する一考察」
○嶌田敏行（茨城大）、＊藤原宏司（ミネソタ州立大学機構・ベミジ州立大）
、浅野茂（NIAD-UE）、
＊大野賢一（鳥取大）、関隆宏（新潟大）、小湊卓夫（九州大）、土橋慶章（神戸大）、＊本田寛輔
（メイン州立大アーガスタ校）
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26

わが国の評価部署と米国 IR

我が国の評価と米国のIR

の比較なんですけれども、こ

• 我が国の国立大学の評価部署では、評価結果を十分に大学
の諸活動の改善に活かすことができない、という問題を抱え
ていることが多い。
• 米国の多くの大学ではIRオフィスがあり、データを（有用な）情
報へ変換する作業を行い、意思決定や改善を支援しているこ
とが知られている。
• しかし、実際に、米国のようなIR活動をやろうと思っても、なか
なか上手くいかない場合が多い。

学会の報告を再構成していま

こはちょっと先日の高等教育
すので、高等教育学会の発表
を聞いたよという方は、ちょ
っといろいろ和んでいただい
たり、ちょっと他のことを考
えていただいてよろしいんで
すけれども、早くやれという
話なのでどんどん進めていき
ます。わが国の評価と米国の
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IR をどう比較するかというと
ころで、いろいろ比較してい

かないといけないだろうと。

27

日本に紹介されている IR

日米比較を実施

の事例というのは、多分大規

• これまで日本に紹介されている事例は、大規模大のGood
Practiceが多い（スタッフ、専門性、DBなどよい条件の事例）。
• 普通のIR（中小規模の米国IRオフィス）の日常と我が国の中
小規模*の国立大学の評価業務を比較する。

スが多いかなと思います。要

• 評価部署を起点に、どのようにすれば評価（現状把握）結果
を改善に活かすことができるのかを考える。
• 日米の高等教育の置かれた状況の違いも考慮し、比較する。

ータベースもじゃんじゃんあ

模大学のグッド・プラクティ
するにスタッフがいっぱい居
て専門性が高くて、しかもデ
るよみたいなところの話が多
いので、そうすると普通の大
学ではそれらのグッド・プラ

*フルタイム換算で３～５名程度の神戸大、新潟大、鳥取大、茨城大の担当者と相談しながら検
討を進めた。
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クティスをそのまま流用でき
るかというと、流用できない
わけです。結局全然状況が違
うんだから。そうすると普通

の IR が何をやっているのかということを調べていけば、そこに IR を導入するヒントがあるんじ
ゃないのかなっていうことを調べようかなと思ったわけです。一応日米の高等教育の違いも踏ま
えながら考慮していきましょう。
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我が国の中小規模の国立大学の
評価部署の主要業務

28

これは日本の国立大の一
般的な評価業務ですね。先
ほど申し上げたように法人

１）６年に１度の法人評価対応
２）７年に１度の認証評価対応
３）毎年の業務実績報告書作成（年度計画評価）
４）大学情報データベース等へのデータ提出

評価対応、認証評価対応、

• １）から３）は叙述資料の整理・分析であり、４）は集
計作業である。

れども、それにデータを出

５）（余力のある時期に）数量的なデータの分析業務
［研究力の分析（鳥取大）、授業アンケートの分析（神
戸大）、成績と進路の分析（茨城大）など］を実施。

期に少し分析もしましょう

業務実績報告書を書いて作
ります。大学情報データベ
ース、ポートレートですけ
しましょう。余力のある時
みたいな話をするわけで

※学校基本調査などの公式な調査統計は総務課等の部署で
やることも多い。
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中小規模の国立大学の評価部署
が取り扱うデータと目的

29

• 一般に評価部署は、「A学部が○月△日に何をやっ
て、結果がこうだった」というような叙述資料は多く
所持しており、それをとりまとめている。

す。

要するにわれわれ国立大
学は一般に「A 学部が◯月☓
日何とかをやりました」み
たいなものばかり持ってい
るわけです。数量データも
持っているわけですけど、

• 数量データも一定程度は所有しているが、あくまで
も主張の根拠に用いるため。

数量データは根拠付けに使

• 「説明責任のための報告業務」への対応が業務の
中心である。

るに書きたいことは最初か

うくらいの使い方で、要す
らあるわけです。俺たちは
頑張ってますと書きたいわ
けですから。だから数字で
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別に分析して、うちの大学
はこうなっていますみたい

なことを書く必要がないわけです。もう答えは決まっているわけですから。というわけで数字は
あんまり使わないということでございます。
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30

アメリカの中小規模の IR オ

米国の中小規模のIRオフィス

フィスっていうことで、ミネ

• ミネソタ州立大学機構ベミジ州立大学（BSU,
MnSCU）のIRオフィスを例にとる。
• BSUのIRオフィスは同じ街にあるノースウェスト技術
短期大学（NTC, MnSCU）とも共有されており、2人で2
つの大学のIR業務を行っている。FTE（フルタイム換
算）でBSUが1.5人分、NTCが0.5人分である。
• BSUの教員数は358名、スタッフが303名、学生数が
6171名である。 ［2014年度：2013夏学期＋2013秋
学期＋ 2014春学期］

立大学、要するに去年の 11 月

ソタ州立大学機構のベミジ州
に勉強会に来てもらった藤原
さんのところに行ったわけで
す。BSU というふうに略すん
ですけど、同じ町にあるノー
スウエスト技術短大というと
ころと、一つの IR オフィスで
二つの大学を面倒みていて、
BSU に大体 1.5 人分くらい、
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NTC に 0.5 人分くらいリソー
スを割いているなというよう

な感じでした。BSU が大体教員数が 358、スタッフが 303、これ日本で言うところの非常勤の方
は含まれているのですかね。学生が全部で 6100 くらいなんで結構中小規模くらいのアメリカの
州立大学です。

31
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基本的に何やってるのって
いう話なんですけど、基本的
にはエンロールメントをやっ

＜ルーチン業務＞

て、入学問い合わせ者や志願

１）エンロールメントや入学問い合わせ者、志願者に関
するレポーティング
２）各種内部・外部アンケート調査の実施と分析
３） CDS（コモンデータセット*）やファクトブック、プログ
ラム評価レポートの作成
４）連邦政府や州政府に提出するレポートの作成支援
５）アセスメント支援

者に関するレポーティング、

*頻繁に問い合わせがあったりするなど、よく使うデータ集。

Data Set というのは、よく
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ほとんどこれだと。要するに
エンロールメントマネジメン
トというと基本的にはゼニカ
ネの話に関わる話です。各種
内部・外部アンケートの調査
と か 実 施 対 応 、 Common
頻繁に問い合わせとかあった
りするやつのデータ集ですけ

ど、そういう Common Data Set とかプログラム・レビュー用のレポートの作成なんかをやりま
す。
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アドホックな業務として、

32

BSU/NTCのIRオフィスの業務

一応定期的に執行部に出し

＜アドホック業務ほか＞
• 年間で200件を超えるアドホックなリクエストがある。
• 本格的な数量的なデータの分析業務を行う時間は
あまり無い。
• 毎年入学者数の予測や在籍継続率に関するデータ
解析を行い、研究結果をAIR（米国IR協会）やその地
方支部の年次大会で発表している（この部分に割け
るリソースは全体の５％程度）。

各学部とか学科からこうい

たりするレポートの他に、
うデータをちょっとくださ
いよっていうようなものが
年に 200 件か来ると。数量
的なデータをきっちり分析
するような時間はない。要
するに 2 人くらいしか居な
い IR オフィスなんで、とに

詳細は、以下の報告書を参照ください。
勉強会「米国におけるIR実践を通して考える日本型IR」
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=ir20131112

かくレポートや Excel に穴
埋めをする仕事が結構大変
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なので、非常に地味な仕事
が大半だということでございます。かっこいい仕事っていうのは全体の 5 パーセントくらいで、
たまにアメリカの IR 協会に発表したりもしているけど、そういう華々しい仕事って全体の 5 パー
セントくらいなんですよねみたいな話でした。

33

意思決定支援の高度化に向けて
日本の中小評価部署

米国の中小IRオフィス

⓪説明責任のための報
説明責任のための報告
主たる関心
告業務を通した継続的
業務
改善支援
数量データに対す 現在、徐々に関心が高
① 非常に関心が高い
る執行部の関心
まる。
② 経営に直結する数量
主要な取扱い資料 事実関係の叙述資料
データ
集計までは日常的、分
数量データの分析 たまに
析まではあまりしない
大規模大学以外はあま ③ 整備されていない大
データベース
り整備されていない
学はほとんどない
④ 異動を伴う事務系職
おもなスタッフ
専門職
員

我が国で反転部分を取り込めば、IRによる意思決定支援は進む？
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今の話をもう少し深
掘りしながら比較して
いくんですけど、日本
の中小というか、僕ら
みたいな評価部署とい
うのは、とにかく説明
責任のために評価をや
らなくちゃいけないみ
たいなところがあって、
この報告業務に特に関
心が強い。ベミジはそ
うなんですけど、説明
責任のための報告業務
を通じた継続的な改善
をやらなくちゃいけな

いみたなところがあって、どういうことかというと、例えば Bemidji State University の場合、
補助金が例えば州から年間予算の大体 3 分の 1 くらいしか州の補助金が来ないんです。国立大学、
国大だと大体年間予算の 3 分の 2 くらいの補助金でもう入ってきます。さらに、学生が 1 年生か
ら 2 年生になるときに 4 割は居なくなっちゃいます。かつ入学定員というものが存在しません。
だから空き教室、教員の数とどのくらいの学生がいなくなっちゃうのかということを踏まえなが
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ら、来年何人学生を連れてこないとペイできないのかというところを真剣に考えなきゃならない
わけです。履修登録期間というのは、日本だと 1 週間か 2 週間しかないわけですけれども、数カ
月あります。そうすると履修登録期間は毎日のように、今日現在で何単位売り上げているのかと
いうのを、毎日チェックしていくわけです。それでこのままだとやばいとか、そういうのを考え
ながらやっているので、要するに何ですか、学生イコールお金の持参人というように結構見てい
るところがあって、ただお金の持参人だと思っているから僕らよりもっと真剣に見ているのかな
というところがあるわけです。だから要するに学生をきちんと確保できないと大学がつぶれちゃ
うよというところがあるわけですから、もう数量データに対する執行部の関心は非常に高いわけ
です。要するに収入を支出額が上回ったらアウトなわけです。だから非常に関心が高いと。でも
例えば日本の国立大学とかだと、定員が割れて学生が来なくてつぶれちゃうみたいな形は当面な
いわけです。だから僕らも別に適当でいいんじゃないみたいな話になるわけです。経営に直結す
る数量データを非常に取り扱う。だけど僕らは事実過程の叙述資料しかあまり扱わない。数量デ
ータの分析はたまにしかやらないけど、集計的には時間があったら日常的にやっているし、込み
入った分析というのはあまりやらないわけです。データベースも大規模大学以外は、日本ではあ
まり整備されていないですけど、整備されてない大学はほとんどないだろう。主なスタッフとし
てアメリカの場合専門職がやる。じゃあ日本の場合はというと、異動を伴う事務系職員がその辺
の業務をやっているというのは、かなり大きな違いだろうなという気が致します。だからこうい
う違いの部分を、こういうところをうまく取り入れたり、こういうところをこの違いをどう乗り
越えるかということを考えていけば、日本も IR 業務のいいところを取り入れていくことができ
るんじゃないのかなと思うわけです。
（当日参加できなかった方向けの表の説明）
米国の場合、一般的に、日本で言うところの収容定員という管理を行っておらず、次年度の学生
の確保および正確な予測が不可欠である。州立大学といえども、地方ならば１年次生が２年次生
に進学する割合（在籍継続率［リテンションレート］は５０～６０％程度である。即ち、いなく
なる学生や予測される空き教室や教員のリソースなどを考慮した上で、大学の裁量で入学者を集
めてこなければならない。
例えば、ミネソタ州の場合、州政府からの州立大学への補助金は全収入の１／３程度しかないた
め（我が国の国立大学では附属病院収入を除けば１／２～２／３程度ある）、単位の売り上げの収
入に占める割合は非常に大きい。
なお、学生が多すぎて、教室から学生が溢れるような事態になれば、多くの学生は他の大学に行
ってしまうだろう（リック・クロック＆ゲイリー・ハンソン, 2001）という話もあり、学生を多
く採ればよい、というわけでもない。即ち、米国の大学にとって学生を確保する努力や、入学し
てもらったら退学や転学しないような配慮などの学生の動向の把握は、経営が破綻しないために
も不可欠であり、それが強く求められるから学生に関する数量データを大学執行部も IR 部署も、
その他学内の各部署もしっかり見るわけである。好むと好まざるを得なく。
さらに、各大学への説明責任に対する圧力はますます強まっており、州政府や住民に対して、高
等教育機関の有効性に関する説明をもが求められている。そのため、HLC（ミネソタ州などの大
学を管轄するアクレディテーション団体）から組織的かつ継続的な改善、学習成果アセスメント
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の必須化などからも伺えよう。
一方、我が国の国立大学では、在籍継続率は 100％に近く、毎年入学定員もほぼ充足されている。
運営費交付金も毎年減額されているとは言え、競争的資金の獲得や定員削減を行っているために、
いまにも経営が破綻するということはなさそうである。
このような状況を踏まえれば、米国の IR オフィスや大学執行部が⓪①②のような状況になるの
は自明であろう。
③のデータベースの存在も大きい。例えば、ミネソタ州の場合、州立大学機構（System）で教務、
人事、財務のデータベースを運用しており、各大学はそこから（そこに）データを入出力してい
る。州立大学機構でデータベースを用意せずとも、普通は DB があるようで、我々がいつも問題
にしているデータ収集の問題は、米国では IR の仕事ではなく、IT の業務のようである。

35

リカも高等教育にあり

比較結果

がちな、要するに学生

⓪ 米国の高等教育にありがちな「必然性」が、現在の我が国ではどうなのか
→IR活動の目的を明確化する？
①② 意思決定支援（改善支援）を行うためには、執行部にいろいろと理解し
てもらうための努力が重要。
②③我が国では、結果を客観的に十分に示せていない可能性もある。（アカ
ウンタビリティ対応に偏って現状把握結果を用いていたためか。示せないと
きも多かった、とも言えるが。結果を示せない場合、プロセスを書くしかない
ので、叙述資料でのプロセス把握はかなり発達したと思われる。）
②③ データベースが日米の大きな違いなので、数量データをタイムリーに提
供できる仕組みの構築が重要。（インフラ整備ができなくても、データオーソリ
ティ機能については、コミュニケーションの強化でカバー可能ではないか）
④ スタッフが異動しても、IR業務が継続的に実施できる工夫が必要（ツール
化・ライブラリ化・共有化）
→ 具体的には季刊程度の技術レポート誌（PDF）を発行し、情報共有すること
を企画中。
※丸数字は、スライド33の表に対応。

そうすると結局アメ

H26.6.27 第17回日本高等教育学会報告資料を一部改編して使用

が居ないとまずい、や
ばいみたいな話が、じ
ゃあわが国はどうなの
か。それがない中でじ
ゃあどういうところに
IR 活動の目的を持っ
ていくんですかという
ところがあるわけです。
ちゃんと学生を見て、
学生が本当に学んでい
るかとかちゃんとチェ
ックしないと、要する

に授業とかつまんなくてもいなくなっちゃうわけですし、難しすぎても付いてこられないから居
なくなっちゃうんです。だからいかに 1 回つかんだ学生を離さないかというところが非常に重要
で、そういうところを彼らは必死にやっているわけです。でも日本ってそこまでバリバリやって
ませんよねみたいな、そこまで必要性に迫られていないというところがあるので、じゃあ何のた
めに IR をやるんですかというところを非常に考えなきゃいけない。いろいろ執行部もそういう
ことに慣れてないわけですから、執行部も IR を何のために作るのかとかあんまり考えないで作
っちゃうみたいなところがあって、取りあえずそういうところも考えなきゃいけないだろう。デ
ータベースとかその辺のところも結構違うわけですから、数量データをタイムリーにどう提供で
きるのか。ここも一つの鍵だなと。かつ日本の場合はスタッフが異動しても、IR 事業も継続的
に実施できるための工夫というのが、ここは多分日本の鍵になってくるだろうというふうに考え
られます。折々飛ばします。日本だと結果、要するにアメリカだったら恐らくなんで数量データ
かというと、じゃあやったんだったら結果は数字で示せよと、客観的に分かるもので結果を示せ
よという話になるわけですけれども、じゃあ日本はというと、なんかああでもないこうでもない
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といって、それで取りあえず乗り切れちゃうところがあって、それは和の国だなという感じがす
るんですけれども、そういうところでやはりちょっと違うところがあるのかなという感じが致し
ます。

３．意思決定（改善）支援の高度化のために我々が今後考えなくてはならないこと

これまでの我々に欠けていたこと？

37

目的：意思決定（改善）の支援がしたい
評価が評価で
終わってしまう。

階層Ⅱ

階層Ⅰ

×

それでじゃあこれまでのわれ
われに欠けていたものは何なの
かというところなんですけれど
も、要するに現状把握のための
評価作業、叙述資料に関しては

十分できていないから
改善に繋がっていない？
↓
結果を客観的に示せて
いない？

評価（第三者
評価対応）

結構頑張って集めました。数量
データはちょっと苦手なのであ
んまり集めてません。叙述資料

評価（現状把握）

から分析して、多分うちはこう

分析（データから情報への変換）

いう大学、うちの大学は今こう

叙述資料
（descriptive/
narrative?）

なっているだろうと分かりまし

数量データ
（Numerical）

た。それをもとに評価というか、
第三者評価対応とレポートを書
いて、それで意思決定支援の改

善をしたいわけですが、なかなかできないわけです。それはそうでしょう。ここにはいいことし
か書いてないわけですから、執行部も、うちは結構がんばってるじゃん、と思うわけです。そん
なわけないだろうと。それは外向けの説明なわけですから、うちはまずいんだよという話をしな
くちゃいけない。ただまずいという話も、「まずいんです、まずいんですよ」というのを要する
に二重帳簿で作ったとしても、あんまり堪えないんです。最近思ったのは、やっぱり数量データ
で本当にまずいんですよというのをきちんと数字で示してあげないと、上の人は気が付かないん
じゃないかというところで、だからこういうルートがうちはやっぱり欠けていたので、評価にう
まく、評価は評価のまま終わってしまったっていうことかなと思っております。
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今後のわれわれの対応として

38

は、数量データを効率的に収集

評価部署の今後の対応？

して、有効に情報に変換して、

• 意思決定支援を行うためには、数量データを効率的に収集
し、有効に情報に変換し、学内で活用することが必要。（がん
ばっていることを示したいなら記述ではなく客観性のある数
字で示す癖をつける。コンソーシアムもバックアップします。）

学内にどう活用するのかという、

• 我が国の特色である叙述資料の収集ととりまとめも活かした
いが、プロセス（ストーリー）はあくまでも結果の解釈のため
に使う？ →数字のみに引っ張られてもまずい。

本だとそういう叙述資料をとに

• 評価部署の業務を評価（第三者評価対応）中心ではなく、評
価（現状把握）結果の活用を主目的にする方法もある。また、
別にIRオフィスを設置することもありうる。
• 評価部署の人数はそのままでIR業務を開始した（取り込ん
だ）場合、結局、業務が増加するだけになる可能性もあるの
で注意が必要である。

なものなので、結構やってるの

そういう癖をどんどん付けてい
かなくちゃいけないだろう。日
かく集めるというのは結構得意
で、それをどう生かしていくの
かというところが一つポイント
だろう。ただ一番重要なポイン
トとしては、評価部署が、じゃ
あうちも IR やりますというふう

にうかつに手を上げてしまうと、「どんどんやって」という話になるわけですけど、それで人が
付くかというと多分付かないので、後先考えずになんか IR 業務をやりたいと言い出すのは危険
だと思います。

意思決定（改善）支援のために
第三者評価、
計画立案、
アセスメントを
踏まえて支援

そう すると い ろいろ
と 現状 把握が 全 ての肝
だ なと いうと こ ろにな

効率的・効果的な意思決定（改善）支援

る わけ ですけ れ ども、

関連知識を
踏まえて支援

個別（専門的）な評価/意思決定関連業務
・評価（第三者評価
階層Ⅱ 対応）などの個別・専
門的な評価業務
・計画立案支援
・アセスメント※

39

☆ 教育、研究、業務運
営、財務、広報、安全
管理などの各種業務
への理解や適切な連
携を行うことも重要。

直
接
支
援

評価だろうと、IR だろ
うと、URA の方だろう
と 何だ ろうと 、 基本的
に 共通 的な現 状 把握の
た めの 業務を や らなく
ちゃいけない。叙述的、

基本的・共通的な現状把握のための業務
階層Ⅰ

・叙述的/数量的に大学の諸活動の把握（結果の客観的把握）
・内発的、自発的な（本来の意味での）自己点検評価
・データベースが未整備の場合、米国と異なりそこも含まれる。

数 量的 に、こ の 大学の
諸 活動 をキチ ッ と把握
し まし ょう。 結 果を客
観 的に ちゃん と 把握し

※本来は、階層Ⅰと思われるが、我が国ではやや専門的なものに位置付けられると思われる。

ま しょ う。内 発 的、自
発的に、本当の意味での自己点検・評価をやらなきゃいけない。現状把握です。データベースが
不整備なので、ちょっとそこが結構違うところもあるんですけれども、そういうことをしっかり
やる。その前提に、じゃあ次の、要するに直接これで意思決定支援をしている場合、要するにこ
ういう現状把握から意思決定支援をできますし、こういうことに、何ですか、計画立案とかアセ
スメントの実施とか、評価でいろいろ、第三者評価対応とかうまく使いながら意思決定支援をし
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ていくということもできますし、教育とか研究とか業務運営とかいろいろな他の知識を生かして、
意思決定支援をやっていけるだろう。いろんなチャンネルがあるわけですけれども、そういうと
ころをやるためにはやはりここが重要になってくる。1 階部分です。だから 2 階建ての家なのに、
1 階建ての部分はもうボロボロなのに、じゃあ 2 階部分をしっかりやったって結局空回りという
か、悲しい話になってしまうだけなのかなという感じが致します。

意思決定（改善）支援人材の育成

40

目的：効率的・効果的な意思決定（改善）支援
階層Ⅱ：個別（専門的）の評価・改善支援業務
B－１ ［評価書作成］
B－２ ［評価制度設計・運用］
B－３ ［評価の活用（支援）］
C ［計画立案（支援）］
D ［IE/アセスメント］

階層Ⅱ＋：目的達成のために必要な知識等
E［エンロールメント・マネジメント（EM）］、
F［情報技術］、G［教育一般］、
H［研究支援］、I［国際交流］、J［地域貢献・
社会貢献］、K［業務運営］、L［財務］
M［広報］、N［安全管理］、O［コンプライア
ンス］、P［高等教育行政］、Q［その他］

階層Ⅰ：評価（現状把握）やIRなど基本的・共通的な現状把握のための業務
カテゴリ
A－１ データ収集
→ 2011

関連するキーワード
データ・資料収集、データ・資料の整理・
蓄積

A－２ データの情報へ 叙述資料分析、数量データ分析、ベンチ
の変換 → 2012
マーキング
A－３ 情報の活用
→ 2013

指標設定、意思決定・改善への活用（支
援）

共通スキル
プレゼンスキル、ビジネ
スアプリケーションソフ
ト（文書作成、表計算、
データ管理）、コミュニ
ケーション力（報告・連
絡・相談、営業力）

第一分科会はＡ－１～Ｂ－３、第二分科会はＢ－１とＡ－２の一部、第三分科会はＣ、第四分科会はおもにＡ－３（Ｂ－３）をカバーしている。

ようやくここに戻っ
てきて、それで 1 階層目
の とこ ろで、 デ ータを
収 集、 データ の 情報へ
の 変換 、情報 の 活用と
い うこ とです 。 これが
要するに第 1 分科会で
2011 年にやった話、12
年にやった話、13 年に
や った 話なわ け です。
そ の辺 のとこ ろ を踏ま
え て、 基本的 な ことを
や った 上で、 評 価書を
書 くと かそう い うスキ
ルが 2 階建て構造の上に

来る。2 階建て構造で必然ではないけれども、エンロールメントマネジメントの知識とか、情報
技術に関した知識があったほうが、なおこういう最終的に効率的な意思決定支援につながってい
くでしょうという話でございます。
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ルーブリック（要素能力表）

41

A－２ ［データの情報への変換］

初級レベル（評価・IR
教育コンテ
カテ
中級レベル（評価・IRの担当 上級レベル（評価・IR
要素 の駆け出し担当者レベ
ンツ、関連
ゴリ
の専門家レベル）
者レベル）
ル）
ガイドライン

叙述資
料分析
*1

数量
データ
分析
（ベンチ
マーキ
ング含
む）

各部局等から集めた叙述資料を分 叙述資料、数量データのどち
各部局等から集めた叙述資料
析して、因果関係（プロセス）を理解 らからスタートしても、適切に、
を分析し、知りたい事象に関し、
し、（アウトカムを含めた）知りたい事 事象の因果関係（プロセス）
誰が何をやって、その結果が
象の、全体像を概ね把握できる。必 と結果、成果について把握す 第一分科会
何だったのかを概ね把握でき
2012、第二分科
要に応じて、聞き込みや数量的デー ることができる。
る。
タや他の根拠資料なども適切に用い 依頼者や求められた評価の 会 、ガイドライン
各々の叙述資料をとりまとめ、
ることができる。
観点等に沿って、適切な情報 分析編
ストーリーを再構成する際に、
これらの理解を、第三者に分かりや を提供することができる。
数量的データや他の根拠資料
すいストーリーに再構成することがで 適切な情報とは、受け手の
なども概ね用いることができる。
きる。
使い道に応じた、よくまとまっ
た数量データと分かりやすく
依頼者や評価基準等に求められて
コンパクトな因果関係の再構
いる内容を理解し、関係者が状況を
築（ストーリー）が高次に統合
今後展開予定
理解したり、議論しやすいようにある
されたものである。
（勉強会として対
程度ストーリー性のある集計とグラフ
定義等にも注意を払い、原則
応）
依頼者や評価基準等に求めら を作ることができる。
的にバイアスのかかっていな
メソッドのライブ
れている内容を理解し、定義 そのために必要な情報収集（叙述資
い信頼性の高い情報提供を
ラリ化
に沿って、数量データを集計し 料の参照、聞き込み等）や、データの
行うことができる。（相手に応
パイロット事業と
たり、必要に応じて可視化した 追加（他大学のデータや経年データ
じて、示唆的なものもあれば、
しては、報告書
等）を行い、データを情報へと変換す
りすることができる。
多少、提案的なものまである
h25‐0509、報告
ることができる。
が、原則的には、credibility
書h26‐0606等
定義に沿って処理を行うが、定義が
の高い情報ということがキー
あいまいだったり、おかしいときには
ワードになる。）
修正の提案ができる。

この表に解説が加わる。また、別表として、大学人に一般に求められるもの、
評価・IRの理解者（アドミニストレーター）に求められるものという列が加わる。

それでルーブリックというか、能力要素をいろいろ整理していこうという話になっていて、
今試作を重ねています。これはもう細かい字を見ても多分意味が分からないので、次のところに
一部整理したものをお示しさせていただきます。

例：A‐2 データの情報への変換
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データを情報へどう
変 換さ せるか と いうと
ころなんですけれども、

叙述資料

統合

経営者は、次にどうす
るか、を考えたい（知り
たい）。
↓
欲しいものは、意思決
定や判断の際に有効
な結果と解釈（ストー
リー性のある≒プロセ
スや文脈が見える）の
情報

プロセスの記述

叙 述資 料とい う のは結
局 プロ セスの 記 述が書
い てあ って、 こ れを数
量 デー タと組 み 合わせ
て 出し ていっ た り、数

数量データ
事実・根拠

量 デー タをベ ー スに叙
述資料と組み合わせて、
意 思決 定支援 を やるわ

叙述資料だけをまとめても（たぶん）先には進めない。がんばっているな
ら客観性のある数字で示す必要がある。ただし、数字のみで判断するこ
とも危険。成果について、数量的データとプロセス（叙述資料）を統合さ
せて解釈する。それが評価を起点とするIR業務の展開のポイントか。

け です 。経営 者 ってい
うのは次にどうするか、
次 に何 をしな く ちゃい
け ない のかを 知 りたい
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わけです。欲しいものは意思決定とかを判断したりするのに有効なこれまでの結果や、また、そ
れがどういう意味なのかという、そういうことを知りたいわけです。だからそれを叙述資料だけ
で説明するんだったらいいんですけど、叙述資料と数量データと統合させるような形で、結局意
味が分かるデータというのを提供していかなければいけない。数字だけあったって、数字って結
構便利なんですけれども、ただ数字がこうだから必ずこうしましょうみたいな話をやっていくと
駄目で、やっぱりどういう風に数字を、どういう意味なんだろうと、その数字の意味を解釈しな
がら数字を見ていくということが、多分必要なのかなと。

４．評価・IR などの意思決定（改善）支援の課題とそれを解決するために

44

この後のグループディスカ

みなさんの課題
件

今回第 1 分科会の方には、
ッションのために事前に班

20

分け用に課題を出していた

15

だいています。そのときの

10

皆さんの寄せられた評価、

5

IR に関する課題、現状把握

0

に関する課題は何かという
ことをグラフにしたんです
けれども、やはりデータ収
集を挙げた方が非常に多い。

大学評価担当者集会2014第一分科会の参加者○名による事前課題（複数回答可）
を集計した。
※指標の設定は、情報の活用ではないか、という意見もありA‐3に移動しました。

これは複数回答なんですけ
れども、次にやはりデータ
を情報にどう変換している

か、要するに分析をどうするかという話。あとは評価制度の運用と設計、情報の活用、あとは教
学改善に向けた IR、情報技術、この辺のところは皆さん結構関心が高いところでございます。
業務運営は手続き論というところで出された方が多くて、やはり改善にどう乗せるかというと、
やはり手続きをどうするかというところになりますので、やはり皆さん実際に改善を進めるには
どうしたらいいのかっていうのは非常に関心が高いのかなというところでございました。
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ここからはガイドライン。
ガイドラインは一応ざっく

ガイドライン［データ収集編］

り目を通していただいた方
はどのくらいいらっしゃい

• 数量データと叙述資料については特段区分けしていない。
（→ 分ける必要があるかどうかは、検討が必要。）

ます？

A：学外から必ず提出することが求められているデータ（説明、第三者評価対応）
B：評価（現状把握）やIRのために必要なデータ
認証評価や法人評価などの評価作業で
B1：自分で持っていないデータ
必要だが評価セクションでは保有していな
いので各部局に依頼して収集するデータ
B2：教員総覧など評価セクションにおいて
データベースの活用について
データベースで管理しているデータ
当時は言及しなかったが、現在ではここが
B3：評価セクションで所有しているデータ
かなり重要か。

あんまりいらっし

ゃらない？

ありがとうご

ざいます。ガイドラインっ
ていうのは、一応参考資料
が付いていたと思うんです
けれども、あれは何かとい

• その１：データ収集の目的とデータ定義を明確にしよう。［評価業務で求
められるデータの類型］
• その２：執行部の理解を得て、協力してもらおう。
• その３：各部局との連携を強化して協力してもらおう。

うと、これまでこの第 1 分科
会で皆さんに議論していた
だいて、情報収集だとかこ
ういうことをやったほうが

いいのか、情報の分析のときはこういうことをやるといいんじゃないかというのを出していって、
皆さんから出していただいた意見をこちらに取りまとめたものです。データ収集だったら例えば、
こんな感じです。
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ガイドライン［分析編］
・評価（第三者評価対応）の記述の分析作業を中心にとりまとめている。
・評価（現状把握）に対しては限定的な内容となっている。→今後対応
［記述をとりまとめるには］
なぜその施策をやるのか理解して（分析２）、本質的な側面を理解し記述する。（分
析１、分析５）
根拠や実例を出さずに書かない（分析４、分析６）。
施策の効果があったのか（分析７）、経年で見たり比較して見たり（分析８）もする。
用語や数量データは、定義はしっかりと。（分析３，分析９）
計画にはいくつかタイプがあるのでそれは踏まえて考える（分析２２）。
調査はやればよいわけではない（分析１０）
少ないデータで判断しない（分析１１）
記述の整合性は確保しよう（分析１２、分析１３ 、分析１４、分析１５ ）

分析編。例えば記述を取り
まとめるんだったら、なぜ
そういう政策をやっている
のかを理解して、本質的な
側面を理解して記述したほ
うがいいですよとか、そう
いうものが全部書かれてい
て、皆さんのご発言とかも
何となくまとめさせていた
だいております。そういう

［十分にできていないときこそ、改善のチャンス］
分析１６：さらなる改善へ示唆をしよう
その１７：出来不出来に注目せずに要因に注目
分析１８、分析１９：どうしてもだめなときは改善計画とセット
できてないのは察してあげよう（分析２３）
褒めて伸ばすのも重要。根拠を示してさりげなく褒める（分析２０、２１）。

のを一応参考資料に付けて
いますので、こういうのも
第 1 分科会の場合はこの後こ
こを議論するわけですけれ

ども、そういう議論を通じていろいろ加筆修正をしていきたいと思っております。
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じです。

ガイドライン［活用編］
［現状把握の方法］
指標を設定し共有したり（活用１１）、数
量データや叙述資料の分析で自らをき
ちんと知る（活用７）
目標を明確にして（活用８）、計画をうま
く作ろう（活用９）。
複数のデータや多方面から掘り下げて
みることも重要（活用１５）

［効果的なデータ・情報の収集］
各現場とはコミュニケションをとり連携し
て（活用１２、活用１４、活用１６）、敵・検
査人ではないことを理解してもらう（活用
１３ ）。

［改善の雰囲気の醸成］
課題解決のためのキーとなるアクター
を探そう（活用１，活用２）。
外圧（活用４）だけでなく、他大学の具
体的事例（活用５）や数量データ（活用
６）も活用する。
改善に向けた仕組みの構築と運営［一
過性のものにならないように］（活用３，
活用１０）

［意思決定支援］
責任と権限のあるところに情報を分かり
やすく提供する（活用１７、活用１８ 、活用
１９）。
上手くいかない本質的な原因を探り、解
決策を立てる支援を行う（活用２０ ）。そ
の際には、学生中心の視点を忘れない
（活用２１）。

具体的な現状把握（IR）の展開例

活用編もざっくりこんな感
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最後のまとめなんですけ
れども、じゃあ具体的に IR
をどういうふうに展開して

• 情報のニーズの把握
– 学内の誰がいつどのような情報を欲しているのか。クライアントなしに
IRはあり得ない。
– ただし我が国では、クライアントの掘り起こし（試供品提供などでサー
ビスを知覚してもらう等）も必要か。（そもそも論から言えば、営業しな
ければ必要とされないIRは必要がないのかもしれないが。）

いくのかというところなん
ですけど、やはり情報ニー
ズをきちんと把握しましょ
うというところが、経験上

• レポートのルーチン化（定期レポート化）
– 単純なものからでよい。徐々にクライアントと相談しながら増強。
– 学務課や大学教育センター等との連携が不可欠か。
– 内部質保証システム構築のためには、クライアントの改善活動を定
期化してもらうほうがよい。
– そのような教員集団の議論［評価（現状把握）］のために、必要な情
報を定期的に提供。

• アドホックな対応の洗練化

重要だと思います。要する
に学内の誰かがいつどのよ
うな情報を欲しているのか、
クライアントなしに IR はあ
り得ないでしょう。わが国

– 方法論のライブラリ化、共有、発展の実施。

ではただそのクライアント
の掘り起こしというか、試

供品とかを配ってやはりうちのサービスを使ってくださいよっていう風に知覚してもらうという
ことも必要で、そもそも営業しなければ必要としてもらえない IR は本当に学内に必要なのかと
いうところがあるわけですけれども、せっかく IR オフィスを作ったり、評価部署が IR をやろう
という話になったんだとしたら、いろいろお試しレポートというか、警戒感を出さない程度のレ
ポートを出してあげて、こいつらに頼むとなんかいいかもねという風に思ってもらえることも重
要なんだと思います。レポートのルーティン化というか、要するにやはりどんどん教育改善のた
めにアンケートの集計レポートだったら半期に 1 回出しますよとか、教育改善のためのレポート
だったら年に 1 回出しますよとか、だんだん固まっていったものはどんどんルーティン化してい
ったほうがいいのかなと。例えばうちだったら成績の推移と就職先の結合したデータなんかは、
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年に 1 回学部生に配布するような形になってますし、そういうふうに徐々にルーティン化してい
くと、結局誰か他の人ができるような形にしてしまえば自分の手を離れていきます。教育改善の
アクションとともにレポートをルーティン化していくというのは非常に重要かなという感じが致
しました。アドホックの対応は、結局どうしても自分たちのやっていること以外に、こういうこ
とができないかなというリクエストが当然ありますので、そういうのにどのように対応していく
のかというところがあります。それは昨日も総会でも提案させていただいた、いろんな大学さん
がやっている活動なんかを少しずつライブラリー化していく。要するにこういうネタを集めてこ
ういう分析をやったらこういうことが分かったよ、こういうことがこういうふうに学部さんに受
けが良かったよみたいな話をどんどん集めていって、それをウェブ上で共有していくような形を
やって、要するに評価担当者というか、IR 担当者が移動で変わってもレポートを作れるレベル
というのを低下させないということも必要なのかなという感じが致しました。

茨城大学における幻のIRオフィス構想
（参考）
• 評価室とは別に、IRオフィスの設置については、事務系職員
を中心に検討が進んでいた（H○年度報告書作成）。
• 既存のフォーマット（学校基本調査、大学概要等）のファイル
を共有化しても、使い勝手が悪いため、生データレベルで
データを管理し、必要な時にIRオフィスにリクエストを出して、
データを切り出し、加工して渡す、という仕組みであり、米国
のIRオフィスそのもののような業務を想定していた。
• 学外からの調査、部内での検討、何かあれば、IRオフィスに
問い合わせ、ということをやれば、学内で似たような業務をせ
ずに済むのでかなりの合理化が進むと思われた。
• 結局のところ、保留となり、そのままである。
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これはもう、チラッと話
すと、IR 構想をいろいろう
ちでもいくつかあって、や
はりデータを 1 カ所に集める
っていうのも一つの考え方
として話があったわけです。
それにいろんな部署でいろ
んな対応をするわけですけ
ど、一つの部署でデータを
全部集めて、要するになん
か学内でデータを扱うとか、
学外からリクエストを求め
られたら、そこに全部掛け
るということを考えたので、

そうすると結構合理化できるよねという話にもなったんですけど、結局誰を人を付けるのという
話になって、結局やめたという話が。でも本当は IR ってそういうところから始めていくのが多
分僕はいいのかなという感じも致します。
以上でございます。ありがとうございます。

＜嶌田講演へのコメント＞
本田：嶌田さんとはこの 3 年来、共同研究を進めてきましたが、今回初めて嶌田さんの業務の全
体像を垣間見ることができました。すごく面白かったです。ごく当たり前の話かもしれませんが、
皆さんは評価室でもいろんな形があるというのがご理解できたかと思います。
さて、業務の観点から感想を述べます。多くのアメリカの IR 部署って、嶌田さんのところの第
1 期と第 2 期を混ぜた感じでやってるんですよね。執行部や学部に出す定期業務の報告書やデー
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タ集は年にどういう形式のを何本提出するのかもう分かっています。ですので、それをできるだ
け早く自動化して業務の効率化を進めます。私の場合は SPSS という統計ソフトののシンタック
ス（簡単なプログラムみたいなもの）を作成して、学習成果のデータの管理から分析まで自動化
します。知り合いのメミジ州立大の藤原さんは、確か Excel の Visual Basic を使ったりして、伝
統的な IR のデータ集を自動化されています。藤原さんの大学の IR 部署が年間で約 200 件のデー
タの要望があると聞いたことがあり、私の大学でも IR 部署は 150 件くらいです。なので、デー
タ集や報告書の作成の自動化をして、対外向けの説明責任の業務を片付けてから、時間を作って
学内の改善支援のデータ分析に業務を拡大させていく感じです。
次に、体制的な話に移ります。嶌田さんの第 1 期が筆頭副学長付けなのは、アメリカでいう
Provost 付きと同じと考えれば一般的です。大規模大学になると副学長と准副学長、副学長補佐
などの数が合計で 2 桁に近くなるので、様々な副学長からの都合のいいデータに振り回されない
よう、IR 部署を学長直下で独立させる例もあります。
こうして見ると、アメリカの IR 部署も日本の評価部署もある程度の共通性は見受けられるわけ
です。だからこそ、カタカナとかローマ字で IR とか言わなくても、「評価室の高度化」と言えば
良いのにと思います。確か、評価機構の森先生や九大の関口先生が IDE の原稿でそう書いていま
した。私も、下手にローマ字を使って、あいまいな感じで議論するよりは、堂々と日本語にして
議論した方が、より具体的で生産的だと思います。
最後になりますが、灯台下暗しとはこのことで、身近な嶌田さんの事例には沢山の示唆があり、
とても楽しく拝聴しました。ちなみに、料理の「レンチン」というのは、私の場合だと T 検定や
F 検定をすっとばして、単純集計のパーセントでデータを報告している感じです。実は、これも
見事に的を得ていて、執行部や関連部署の人たちはあまり統計を知らないので、単純集計で十分
というか、その方がデータを理解しやすくて、改善へと結びつき易いです。こうした経験を踏ま
えて、私の場合は、統計解析を単純集計で見極めが難しい場合や、対外向けの報告書に使うとい
う風にしています。
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IR から IE へ？
―大学評価における IE と内部質保証の比較分析―
福岡大学 人文学部
佐 藤
大学評価担当者集会2014報告資料５（2014,8,29）

仁

皆さんにちょっと理解してお
いていただきたいことがあって、
それを報告させていただきます。
『IR から IE へ？』というタイト
ルは、僕が付けたのではなくて

IRからIEへ？

嶌田さんが付けまして。IR すら

―大学評価におけるIEと内部質保証の比較分析―

理解するのに難しいのに、また
新しい IE という概念を持ち出す
とは何ごとだというふうに思っ

佐藤 仁（福岡大学）

ている人もたくさんいらっしゃ
ると思いますけれども、IE が流
1

行ることは日本ではあり得ませ
んので。IR はもう既にやられて

いるので、IE はどちらかと言うと、もうちょっと評価と IR の関係を理解するときのキーワード
にアメリカではなっているんじゃないかなという位置付けです。IE をまた導入するなんて、とい
う議論では全くないことを前提として、お話をさせていただければと思います。
私は、今は普通の部局の一教員ですので、福大で IR に携わっているわけでもないです。ただ認
証評価の作業はやっています。もともと九大に居たので、そこで IR のことをずっとしておりまし
た。私の専門は教育学で、比較教育学という学問をやっています。海外の教育といったものをど
う理解して、それを日本とどう比較するのかということをやっている立場です。そういう立場か
らすると、今の IR の議論というのは二つポイントがあります。
一つはそもそも IR を本当に理解しているのかというところです。比較教育学がやっているの
はそこです。IR を理解するのは非常に大変な作業で、本田さんが語っていることももちろん IR
の一端なんですね。アメリカの IR でも全体像は見えてこない。そういった全体像を見せるのは
比較教育学の役割です。もう一方は小湊先生から出るような、じゃあアメリカのものをどうやっ
て日本に適用しますかという適用プロセスの部分を考える部分です。IR に関して、特に評価と
IR を語るときに個人的に思うのは、やっぱりそこの研究が全然進んでいない、というところで
す。IR のいろんな実践報告、事例がいろんなところで報告されていますが、事例は分かるけれど
もというところです。私は特に教育制度とか教育行政のことをずっと研究しているので、そうい
う立場からすると議論がまだまだ必要かなということで、今日はちょっと IE というところに着
目します。
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スライドのほうですけれども、

報告の背景

大学評価において IR を探るとき
に一つの日本でのキーワードに

大学評価におけるIRの議論

なっているのが内部質保証とい

特に認証評価において、内部質保証との関係性が
問われる状況。
（内部）質保証（quality assurance）という概念は
ヨーロッパからの影響が強い（大学評価・学位授与機構

う考え方だと思います。内部質
保証を機能させるために IR はど
う存在すべきかということが、

2013）

特に大学評価関係者の間では議

ただし、IRはアメリカ発祥。アメリカの実践が主とし
て紹介されている。

論されているのですが、前提と
して理解していただきたいのは
この質保証という概念です。

異なる文脈の内部質保証とIRをどう理解するか？
2

Quality Assurance というのは
アメリカの概念ではありません。

アメリカの大学評価において Quality Assurance という言葉は、ほとんど出てこない。これは確
実にどう考えてもヨーロッパの概念です。また、日本の認証評価制度は、そもそもイギリスの影
響を非常に強く受けています。
そうしたヨーロッパの概念で進められている大学評価の中で、IR はどう考えてもアメリカ発
祥のものです。というようにイギリスモデルの大学評価の中で IR を適用させるというのは、そ
もそも根本的に難しい議論なんです。内部質保証はヨーロッパで、IR はアメリカ。その両者の関
係性を作るというのはやはり非常に大変な作業になるはずです。これをどう理解すればいいかと
いうのが、今日の目的です。

では、アメリカには内部質保証

報告の目的

という概念がないのかと言えば、
答えとしては、類似概念があると

アメリカの大学評価（アクレディテーション）にお
いて、内部質保証の類似概念として、近年、
Institutional Effectiveness（IE）が登場。

い う こ と で す 。 Quality
Assurance は、本当に最近出て
きた言葉なんですが、昔からとい

Institutional Research部署からInstitutional
Effectiveness部署へという動き（浅野他 2014）

う か 、 80

IEをめぐって、以下のこと検討する。

年 代 か ら 、

Institutional Effectiveness とい

Institutional Effectivenessとは何か
アメリカのアクレディテーションにおけるIEの位置づけ
日本の大学評価における内部質保証の位置づけ

う言葉が存在しています。IE と
いうのは略しているんですか
ね ？ 本 田 さ ん ？ Internet
3

Explorer じゃないですよと。（本
田：あんまりしないです。）じゃ

あ Institutional Effectiveness にしておきましょう。はやっているかどうかは分からないところ
ですけれども、本田さんが以前いた部署が、Institutional Research And Effectiveness っていう
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オフィスの名前だったように、IR 部署から IE 部署へという動きももちろんあるということです。
日本的に考えれば、多分、評価室が内部質保証室になるみたいなイメージに近いのかなと個人的
には思っています。そういったことなので、この Institutional Effectiveness という概念をきち
んと理解しないと、いわゆる内部質保証において IR を機能させるといったときに、アメリカの
文脈の場合、内部質保証がないので、手掛かりになるのは Institutional Effectiveness という概
念ということです。

この辺はザーッといきます。
もともとこの言葉は何なのかと

１．IEの発端

いうと、Accreditation というア

南部地区基準協会によるアクレディテーション
において、“assessment”の代替語として、
1984年の基準改訂時に使用される（Rogers 1997）。

メリカの大学評価において、昨日
のシンポジウムで本田さんに講
演していただいた Assessment

1970～80年代における“assessment”は、学習成
果のみを射程にしていた（Carrigan, et al. 2000）
学習成果に限らない、大学の総合的な成果を表
すものとして、IEという言葉を適用（Ewell 2011）。

に代わる言葉として使いましょ
うというのがもともとだと言わ
れています。Assessment と言う
と非常にきつい印象を受けると

→“assessment”と同じ事を表す言葉

いうのが、大学評価側の意見で
4

す。Assessment を使いたいんだ
けれども、それを大学の基準の

中に用いると、大学に対して非常に強い要求をしているようにも思えてしまうから、いい言葉は
ないかということで Institutional Effectiveness という言葉が登場したということです。特に 70
年代、80 年代における Assessment というのは、学習成果のみに焦点を当てていたので、大学全
体の成果というよりは、教育とか学習の成果に特化していたということです。そうではなくて、
学習成果に限らない大学の総合的な成果を表すためには Assessment だとどうしても教育のイメ
ー ジ が 非 常 に 強 い の で 、 も っ と 広 い イ メ ー ジ に し ま し ょ う よ と い う の で Institutional
Effectiveness という言葉を使ったということです。もともとは Assessment も同じことを表す言
葉なんですけれども。
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その後いろいろ議論があって

「しかしながら、それ以来、この意味を相当超
えて、発展した」（Head 2011, p.6）

いろいろ性格が変わってきまし

大学の総合的な成果をどう表すか？
「どの程度効果的に、機関の資源とプロセスを活
用しているのか、そしてその効果的な活用は機
関の実際的な変化や改善にどのように帰着する
のか？」（Rogers 1997, p.1）

本は先ほどの議論と一緒です。

「南部地区基準協会のアクレディテーションに
基づきながら、IEは機関の目的と改善を結び
付ける循環プロセスへと発展した」（Head 2011,

程度効果的に機関の資源とプロ

たよということです。だから根
教育に特化しない、大学の総合
的な成果を示す言葉として使え
ないかということですね。どの
セスを活用しているのか。そし
てその効果的な活用は、機関の

p.8）

実際的な変化や改善にどのよう
5

に帰着しているのかといったよ
うな、非常に広い意味でこの言

葉は使われはじめた。そして、最終的にこの赤いところですね、機関の目的と改善を結びつける
循環プロセスというふうに現段階では理解されるようになりました。ちょっと紆余曲折がありな
がら変わってきたというところです。

今どういうような定義がされ

２．現在のIEの定義例

ているのか、いくつか持ってき
ました。見ていただきたいポイ

「機関が、学生、教育研究プログラム、管理運営
機能、支援サービスの質を決定するために利用
するプロセスおよび構造」（Head 2011, p.10）
「計画立案、プログラムやサービスの評価
（evaluation）、機関すべての側面にかかる成果
の同定と測定（教授プログラムにおける学習成
果を含む）、そして意思決定を目的としたデータ
とアセスメントの結果の活用を含んだ機関の継
続的かつ組織的なプロセスおよび実践」（Manning

ントは、プロセスだというとこ
ろを理解していただければと思
います。システムではないとい
うところです。構造とか体制の
問題じゃなくて、プロセスなん
だというところです。例えば一
番上ですけれども「機関が学生、
教育研究プログラム、管理運営

2011, p.14）
6

機能、支援サービスの質を決定
するために利用するプロセス」と

かです。その下のところ、「計画立案、プログラムやサービスの評価、機関のすべての側面に関
わる成果の同定と測定、そして意思決定を目的としたデータとアセスメントの結果の活用を含ん
だ機関の継続的かつ組織的なプロセス」というところです。
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もうちょっと実践的な定義を
されているところにいくと「機関

「機関のすべての側面について、ミッションと照
らし合わせながらそのパフォーマンスを測定す
る、組織的・明示的・文書化されたプロセス」

の全ての側面についてミッショ
ンと照らし合わせながらそのパ

（SACS 2012b, p.16）

フォーマンスを測定する組織

「機関がどの程度ミッションを達成しているかを
決定するために利用するプロセス」（Dickens 2011,

的・明示的・文書化されたプロ
セス」、「機関がどの程度ミッシ

p.2）

ョンを達成しているかを決定す
るために利用するプロセス」とな

→機関全体の効果を測定し、改善するプロセス

ります。こういった定義を見る

内部質保証のイメージに近い？

と、やっぱり内部質保証という
7

言葉と非常に似てくると思うん
です。機関全体の効果を測定し

て改善するプロセスだというところなので、内部質保証のイメージと非常に近いということは言
えるだろうということです。なので、この Institutional Effectiveness にどう IR が関わるのかと
いうところを見ていけば、IR の本来の意味がもっと見えてくることがあるだろうということで
す。

もうちょっと中身の話に。先

３．大学内部におけるIEとIRの違い

ほどあったように、IR から IE へ

（Leimer 2011, p.7）

と い う よ う に 、 Institutional
Research Office と い う も の を

IRは、主として機関のデータ提供者として、改
善支援だけに限らず、多様な目的のために
データ分析と研究を行う。

Institutional

Effectiveness

Office に変えるような動きも、一

改善に限らないという意味においては、IEより広範

部では見られるということです。

IEの役割は、データ分析に加えて、目標設定
に対する援助、改善活動に対するアドバイス、
計画立案、推進、調整、監視、訓練を含む

そもそも IR と IE って何？

どう

違うのかというと、これは多分
後で本田さんにちゃんと言って

活動の幅という意味において、IRより広範

もらえばいいんですけれども、
8

多分いろんな定義とか、多様な
解釈があり得るんです。ある 1 人

は、僕は個人的に分かりやすかったんですけれども、IR は主として機関のデータ提供者として
改善支援だけに限らない、いろんな目的でデータ分析を行いますよ、ということです。なので改
善に限らない。つまり accountability とかもやるし、評価書を作る類いのこともやるしというこ
とです。ビジネス的にデータを提供するということです。改善に限らないという意味においては、
IE よりは広い意味で使われる場合もあります。
かといって「IE の役割というのは、データ分析に加えて、目標設定に対する援助、改善活動に
対するアドバイス、計画立案、推進、調整、監視、訓練」まで、トレーニングまで含んでいるの
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で、データ提供だけじゃないということです。そういったことを考えると、活動の幅という意味
では IR よりかは非常に広くなるという位置付けです。これはこの人が言っているだけなんで、
これが全部全て当てはまるわけではないですけれども、こういう位置付けもあり得るかなという
ことです。

じ ゃ あ 実 際 に こ の
Institutional Effectiveness の中

４．アメリカの大学評価におけるIE

で IR をどう機能させるのか。後

アメリカにおける大学評価

で具体的な実践とかは本田さん

州による設置認可制度
アクレディテーション団体による認定制度

に少し話をしていただければと
思うんですけれども、10 月に小

機関別アクレディテーション団体の基準の中で、
IEがどう位置づけられているのか？何が求めら
れているのか？

湊先生と一緒に調査に行って実
態を調査して、12 月の勉強会で
報告をさせていただきますので、
今日はそのさわりの部分だけの
お話で終わりたいと思います。
9

アメリカの大学評価は簡単にい
きますけど、大前提は州による

設置認可ですね。連邦政府は何の関係もないので、州ごとに設置認可が行われて、その後の質を
保証するのが Accreditation といわれる大学評価です。ここの Accreditation の基準の中で IE と
いうのがどう使われているのかというのをちょっと簡単に確認しましょうということです。

この辺はザーッといきますけ

アクレディテーション団体の概要
北西部地区基準協会

北中部地区基準協会

ども、アメリカというのはアメ

ニューイングランド地区基準協会

リカ 50 州を全部で六つの地域に
分けて、それぞれの地域ごとで評
価を行っています。六つ全部評価
の基準も方法も違います。ただ
Institutional Effectiveness とい
う言葉を使ってるというのが共

中部地区基準協会

通点としてはあり得るというこ
とです。ちょっと色が変わって
西部地区基準協会

いますけれども、こんな感じで

南部地区基準協会
10

す。一つだけ左端に書いていま
す西部地区基準協会というのは、

カリフォルニア州とハワイ州だけを対象としている大学評価団体なんですけど、ここは実は
Quality Assurance という言葉を使っています。最近になってからです。ヨーロッパとか
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Quality Assurance のほうが多分世界的には通用している言葉だと思うので、西部地区が好んで、
そういう言葉を使うというのは何となく理解できる、非常にラディカルな州なので、理解できる
かなというふうには思います。なので他の五つがどういうふうな形なのかというのをザーッと確
認をしておきたいと思います。

まず本田さんがいらっしゃる

ニューイングランド地区基準協会

メイン州。一番寒いところです
よね。ME というのがメイン州

11の基準それぞれ
にIEという項目を設
置
それぞれの基準で
求められている内
容を定期的、組織
的に評価し、改善に
生かしているかどう
かを問うもの

というところですけれども、そ
こをカバーするのがニューイン
グランド地区の基準協会。ここ
はマサチューセッツ州があるの
で、どういうことかというと非
常に保守的なところです。ハー
バードとかがある。ここは 12 個
の基準を用いているんですけど、
11

それぞれの基準の中に項目とし
て Institutional Effectiveness と

いう項目が入っています。目的の中に Institutional Effectiveness が、カリキュラムの中に
Institutional Effectiveness というのが全部入っています。それぞれの基準で求められている内
容を定期的に組織的に評価して改善に生かしてるかどうかを全部の基準で問うという形です。日
本みたいなパターンとは違うということです。後で説明しますと、日本は内部質保証が基準の 8、
機構の場合。そういうような 1 個独立させてるんじゃなくて、全部の基準に IE というのを入れて
いくのが、ニューイングランドです。
二 つ 目 、 中 部 地 区 、 Middle
States の場合は、これは本田さ

中部地区基準協会

んが前にいらっしゃったニュー
14の基準の中で「基準７：機
関の評価」がIEに関わる。
「機関は、自らのミッションと
目標、そしてアクレディテー
ション基準の順守の達成にお
いて、その全体的な効果を評
価するプロセスを開発し、実
行している」（MSCHE 2006,
p.25）

「IEと学生の学習成果を評
価し、結果を改善に活用す
る」（MSCHE 2006, p.ⅳ）

ヨークとかが入るところですけ
れども、ここはどちらかと言う
と、ここを見ていただくと分か
るんですけれども、Institutional
Effectiveness と学生の学習成果
を評価し、結果を改善に活用す
るというように、学生のアセス
メントと IE を別にしています。

12
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セスメントではない部分も含めて、全体的内容ということです。ここらは非常にアセスメントが
強いところだというふうに感じられるということです。

南部地区というのは先ほど言っ
た よ う に 、 Institutional

南部地区基準協会

Effectiveness という言葉を初め

12の「中心的要件」の一つとして
「IE」が存在している。

て使った団体です。ここは何をし

「機関は、継続的および統合的な
全学規模の研究を基盤とした計
画策定と評価プロセスに従事して
いる」（SACS 2012b, p.18）

ているのかというと、特にこっち
を見ていただきたいんですけれど

14の「総合的基準」の一つとして
「IE」が存在している。

も、14 個の基準があるんですけ

「機関は、予想される成果を同定
し、どの程度それを達成したか評
価し、次の領域に関して、結果の
分析に基づく改善の証拠を提供
する：学生の学習成果を含む教育
プログラム、管理運営支援、学
術・学生支援、研究、コミュニティ
サービス」（SACS 2011b, p.27）
「質向上計画」の策定（吉田 2010）

れ ど も 、 そ の 中 に 基 準 に
Institutional Effectiveness とい
う言葉があります。そこでは機関
が予想される成果を同定し、どの
13

程度それを達成したかを評価し、
ここに書いてある領域に関して経

過の分析に基づく改善の証拠を提供しなさいということです。これはもうご存じの方が居るかも
しれないですけれども、この南部州の、南部地区の大学評価の場合は、この 5 年間どういうこと
をしますかみたいな質向上計画も自己点検評価書と一緒に提出することになっています。今後の
改善にどう生かしていきますかという計画の部分も評価の対象に入るということです。なので、
ちょっと今までのとは議論が違ってくるなということです。

時間がないのでこの辺は飛ば

北中部地区基準協会

して。北中部も基準５に、財源、
リソース、プランニング、

５つの基準の中で、「基
準５：財源、計画策定、
IE」に明記されている。

Institutional Effectiveness とい
う言葉が既に入っています。

「機関の財源、構造、プ
ロセスが、ミッションを達
成するのに十分であり、
教育の質を改善し、将
来の課題と機会に対応
している。機関は、将来
に向けて、計画を立て
る。」（NCA 2014, p.15）

14
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北西部地区においては、具体

北西部地区基準協会

的に Institutional Effectiveness
という言葉は使ってないんです

５つの基準の中で「基準
４：効果と改善」がIEに関
わる。

けれども、似たような概念がキ
チッと基準の中にはあるという

「明確に設定された達成
指標と関係したデータを
定期的・組織的に収集し、
それらを分析し、中心的
目的の達成をエビデンス
に基づき評価している。
評価の結果を構成員に
周知するとともに、それを
効果的な改善に活用して
いる。」（NWCCU 2010, p.14）

ことです。

15

まとめてみるとどういうこと

見えてくる特徴

かというと、先ほど言った
Institutional Effectiveness とい

「IE=プロセス」とした場合、プロセスの「成果」
を評価するパターンと、プロセスの「機能」を
評価するパターンがある。

うのはプロセスであって、シス
テムではない。内部質保証シス

プロセスの成果型：アセスメントを重視
プロセスの機能型：循環プロセス（改善）を重視

テムと日本ではよく言うんです

どちらにせよ、プロセスによって何が得られた
のかを示すことが求められている。
また、大学のミッションにもとづいた計画立案
とその効果を示す観点は共通している。

いうことです。プロセスの成果

けれども、システムではないと
を評価するパターンと、プロセ
スの機能を評価するパターンが
あるのが。何となく見えてくるか
16

なと。要はプロセス、自分たち
でこう改善していますよという

プロセスをした結果、何が上がりましたかというアセスメントを重視するところとか、その循環
プロセスがきちんと機能していますか、というところを問うパターンとかというふうに、二つに
大体大きく分けられるんですけれど、ポイントはここです。どちらにしてもプロセスによって、
それをすることによって何が得られたのかというのを明確にしなさいというのがアメリカの多分
一番大きなポイントだと思います。
もう 1 個はきちんと大学のミッションに基づいた計画立案との関係性を非常に問うというのが、
アメリカの大学評価の特徴です。その効果を示す。つまりミッションに基づいて目標とか目的が
あってということを考えたときに、その目標をきちんと達成していますかというところを示す概
念の一つだということです。
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日本のこととちょっと比較を

５．日本における内部質保証

します。日本のことはもう皆さ

認証評価機関による定義と基準の中の位置づ
けを確認する。

んがお詳しいので、この辺はザ
ーッといきます。三つ見ますけ
れども、高等教育評価機構は内

大学評価・学位授与機構
大学基準協会
高等教育評価機構：

部質保証という言葉は利用して
いないんです。似たような言葉

内部質保証という言葉は利用していない。「基準4：自己
点検・評価」において、自己点検・評価の適切性・誠実
性・有効性が問われている。（日本高等教育評価機構 2014、

はあります。

6頁）

自己点検・評価の誠実性を示すエビデンスとして、IR機
能の構築及び活動状況を示す資料が求められている。
17

日本の場合と比較すると、機

大学評価・学位授与機構

構を見てみると、上が内部質保

「高等教育機関が、自らの責任で自学の諸活動につ
いて点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善
に努め、これによって、その質を自ら保証することを
指す」（大学評価・学位授与機構 2011b、43頁）

証の定義です。「高等教育機関が、

「基準８：教育の内部質保証システム」（大学評

果をもとに改革・改善に努め、

価学位授与機構 2011a、17頁）

これによって、その質を自ら保

教育の状況について点検・評価し、その結果に基
づいて教育の質の改善・向上を図るための体制
が整備され、機能していること。
教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修
等、教育の質の改善・向上を図るための取組が
適切に行われ、機能していること。

自らの責任で自学の諸活動につ
いて点検・評価を行い、その結

証すること」です。基準が 8 があ
るということです。もう分かれ
ていますけれども、基準 8 で求め
られているのはこっちなんです。
18

体制が整備されて機能している
ことが求められる。内部質保証

システムが存在していることが求められるというのがポイントです。
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基準協会は、定義のところで

大学基準協会

もちろんこのプロセスという言

「ＰＤＣＡサイクル等の方法を適切に機能させることに
よって、質の向上を図り、教育・学習その他のサービ
スが一定水準にあることを大学自らの責任で説明・証
明していく学内の恒常的・継続的プロセス」 （大学基準

葉を使っています。「教育・学習

協会 2014、4頁）

明・証明していく学内の恒常

「基準10：内部質保証」（同上、124頁）

的・継続的プロセス」です。ただ

その他のサービスが一定水準に
あることを大学自らの責任で説

大学の諸活動について点検・評価を行い、その結
果を公表することで社会に対する説明責任を果た
しているか。
内部質保証に関するシステムを整備しているか。
内部質保証システムを適切に機能させているか。

聞かれていることは何かという
と、説明責任を果たしています
か、という情報公開の部分と、
ここも一緒です、システムを整
19

備するかというところです。な
ので IR を作っていますかという

のが項目として存在するんです。IR が整備されていますかというのは、システムの整備の構成
要素の一つとしてそこが問われるということです。適切に機能させていますかという疑問が出て
くるという話です。

日本の場合は、アメリカとの

見えてくる特徴

比較でいくと、内部質保証の体
制システムの整備というのが大

評価で対象となるのは、内部質保証の「体制・
システムの整備」

学評価において求められている
もので、いろんな大学でそのた

あくまでも「システムが機能していること」が求められ
る。⇒システムの構成要素の設定
ただし、定義上は、内部質保証＝プロセスとされて
いる。（機構用語集の英訳では”process”）

めの IR を作りましょうという議
論になる。あくまでもシステム
が機能していることが求められ

大学のミッションや目的に基づく計画立案や資
源配分の効果といった観点から捉えられている
ものではない。

る。プロセスで中身は何が起こ
っているかではなくて、システ
ムはキチッと動いていますかと
20

いうところが見られるというこ
とです。なのでシステムの構成

要素の設定が非常に大事なところになるわけです。例えばさっきの機構のところでも、1 個は体
制整備ですけど、もう 1 個は FD が入るんですね基準の 8 というのは。なんで FD が内部質保証
のところに書かれるかというのは、多分ここなんです。プロセスではなくてシステムが求められ
ているので、FD をきちんとしてください。ただ機構もきちんと英訳では内部質保証はプロセス
だというふうに言っているんです。基準協会もプロセスだというふうに出ています。けれども聞
かれていることはシステムを聞かれているということです。アメリカとの比較でいくと、ミッシ
ョンや目的に基づく計画立案や資源配分の効果といった観点からとらえるというところはちょっ
と弱い。
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ということでまとめていきま

６．まとめ
IE（アメリカ）

すと、IE と内部質保証をまとめ
ると、IE の場合はプロセスとし

内部質保証（日本）

大学のパフォーマンス
を評価し、改善する「プ
ロセス」として位置づけ
られる。
そのプロセスによって、
何が得られたのかを示
す。
大学のミッションにもと
づく計画立案の観点

て位置付けられるので、プロセ

大学自らが質を保証す
る「プロセス」と位置づ
けられる。
内部質保証を進める体
制・システムが整備さ
れていることを示す。
システムが機能してい
るかという観点

スの結果何が得られましたかと
いうことが聞かれるということ
です。それで大学のミッション
とどれくらい関連して、それを
説明できますかというところも
重視されています。日本の場合
は、もちろんプロセスと位置付
21

けているんですけれど、さっき
言ったように定義としてはプロ

セスですが、聞かれていることはシステムです。なのでシステムが機能しているかという観点に
なっているということです。アメリカの IR とこの内部質保証に近い概念の Institutional
Effectiveness ということを考えたときに、こういう差があるということを少し念頭に置かない
と、内部質保証を抜いて IR を機能させるといった場合に、やはりシステムにおいては IR があれ
ばいいとか、そういう議論に陥りだしたのはそういったところにあるかなというふうに思いま
す。
実態としてどうなっているのかというのを、少し時間を、5 分くらいで本田さんに簡単に説明
をしていただければと思います。

本田：佐藤先生のお話を聞きな

米国（中部地域）のIE部署

がら、思い立ってスライドを 2 枚
作成しました。
5 分で話せる内容ですが、内部質

IE

保証制度の中で IR とか IE の導入
をどう考えるのかでしょうか。

戦略計画

学習成果の診断

データ管理

IR

これは、高等教育学会向けの議
論かなぁと思います。それか、
佐藤先生と私で飲みにでも出か
けてする、高等教育政策論のマ
ニアックな話かもしれません（苦
笑）。私としては、内部質保証は
どちらかといえば欧州の概念と

用語で、IE は米国のそれに当たりますが、基本的には同じような射程を捕らえていると思いま
す。更に深い政策議論をするのであれば、Accreditation と Academic Audit の制度論的な違いや
変遷も考える必要があるでしょう。
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そうではなくて、今なぜこの
場で IE というキーワードが紹介

日本のIR（機能）

されたのかという観点から簡単
にまとめます。IE とは何かとい

IR

うと、佐藤先生のお話にあった
ように、どちらかと言うと上か

IR

企画や設置

教学

評価

データ管理

ら、地域適格認定団体の方から
やれというふうに入ってきた概
念です。少し限定的に、アメリ
カの中部適格認定協会の定義と
そこに所属していたニューヨー
ク州立大学エンパイア・ステイ
ト・カレッジの事例をお話しし

ます。私の理解では、アメリカだと Institutional Effectiveness というのは IR や学習成果、戦略
計画やらの上部概念なんです。IE というのが一番上にあって、私の前任校の IE オフィスは 8 人
体制だったのかな。IR 担当が 2、3 人居て、学習成果は私 1 人で、戦略計画が 1 人、データ管理
で 2 人、そして秘書とインターンなどです。IE の下部にある四つの柱の業務を総括して呼ぶとき
に Institutional Effectiveness Office という風に私は解釈していました。でも、実際は中部適格
認定協会が IE の基準を設けたので、それに合わせて各大学が IR 部署を拡大、もしくは格上げし
たと考えてもらって差し支えありません。
昨日の私の発表の前段でも触れましたが、日本は IR を機能として捉えている。アメリカみた
いに具体的な部署や業務があって上で、定義や線引きをしているのではないですね。小湊先生の
ご説明にもあったように、データを使って改善だったり意思決定を支援するという、機能の形で
理解して、今まさに皆さんが導入されようとしているところです。なので、どうしても IR とい
うのが上部概念で大きくなる。
おそらく、日本だと IR という上部概念の下に、評価業務や企画、設置、データ管理、教学 IR
なんてものが位置づけられるのだと思います。なので、1 枚目のスライドとの違いは、上部概念
を IE で行くか、IR で行くかの違いだけです。
私としては、Institutional Effectiveness という新たなカタカナを持ち出して、新たな混乱を
生み出したくはありません。なので、「アメリカから見たら、日本の IR は違うよ」という批判め
いた話は悪趣味だと思います。それよりは、こんなことを言ったら少し意地悪なんですが、文科
省政策だったり高等教育研究者がどんどんどんどんアメリカの新しいカタカナに食らいつく前に、
実務を担当していらっしゃる方々が、あまり振り回されないように基本的な理解を押さえていた
だければと思います。
杉浦：公立大学協会の杉浦と申します。アメリカの評価の状況について教えていただければと思
います。
先ほどの嶌田先生のご講演の中では、第三者評価の対応のために作成する自己点検評価書では、
その仕組み上大学の真の課題は書きにくく、その自己点検評価書を改善に活用することは難しい
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ので、改善のための評価・IR は第三者評価対応とは別に行う必要があるのではないか、というお
話がありました。また関連して、小湊先生のご講演の中では、これまでの第三者評価は、大学に
とっては改善のためというよりも説明責任を果たすために対応するものとなってしまっていたの
ではないか、というご指摘があったかと思います。
こうして指摘されているように、日本では評価を実質的に改善に活かしていく仕組みが機能す
るためにはまだまだ課題が多いというのが現状のように思いますが、アメリカでは大学評価がど
の程度実質的に大学の運営改善のための仕組みとして機能しているのか、可能な範囲でお聞かせ
いただければと思います。
本田：日本に帰ってくると、この質問をよく受けます。難しい質問ですよ。もし皆さんが同じ質
問を受けたら、どのようにお答えになりますか？
さて、どれだけ出来ているかというのは、既に私の IDE の原稿に大まかに書いてありますので
ご参照ください。いただいた問いにお答えするに当たり、幾つかの考え方があります。まず 1 点
目、全米の高等教育機関で何割の大学がデータを改善に活用しているのかですね。これは、大学
の類型により異なります。研究大学は組織体が大きいし、財政的にも余裕があるので、データで
あまり目立った改善はしていないでしょう。小規模、無名大学の方が生き残りが掛かっているの
で、一生懸命やっています。
次に、2 点目。改善と簡単に言いますけど、私の昨日の発表スライドでもお示ししたように、
幾つかの段階があります。データを課題発見や理解に役立てているのか、戦略を立てるのに役立
てているのか、施行した戦略を検証するために役立てているのか、などが考えられます。この辺
の理解をきちんと整理して議論しないと、印象論だけで話が空転します。
さらに 3 点目。誰の認識と判断基準で、データが改善に役立っていると言えるのか。例えば、
私は筆頭副学長付きで、更には教員評議会まで出ている、どちらかと言うと米国では上層部に近
い場所に居ます。なので、自分のデータやそれに付随する提案がどのように意思決定に反映され
ているのか見て取れます。ところが、キャンパスで歩いている教員を無作為に捕まえて、「デー
タはどの程度改善に活用されていますか？」と聞いてみても、おそらく明確な答えは返ってこな
いでしょう。せいぜい、自分の学科の入学者数と在籍率を理解していたら良い方で、学習成果の
データについて知っていたら、かなり優秀な教員です。
さて、視点を変えて、日本の認証評価について考えてみましょう。私も事務職員として多少は
関わりましたし、博論は 1 周期目の施行状況についての分析でしたので。まず、どこの評価団体
でも、大学の自己点検報告書の中で良い点と改善すべき点と両方書けとありますよね。データを
改善に活用するというのは、外向けの説明責任と内向きの改善支援とのバランス感覚の問題なん
です。アメリカだと、改善すべき点は自分たちがきちんと実現できるようなレベルの改善すべき
点を書くんです。だから自己点検をやっている間に次の 10 年の計画を立ててるような雰囲気は
あります。
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グループディスカッションについて
グループディスカッションでは、事前課題を提出いただき、それをもとになるべく類似する課
題を持つ参加者が同じ班になるよう班分けを行った。手順について、各参加者への依頼文を採録
する。
１．事前提出課題の入力（なるべく８／５まで）
・大学評価コンソーシアムの web サイトに行っていただき、１）キーワードと２）概要を入力し
てください。
（手順は別紙を参照してください。
）
・URL は、http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=member です。
・キーワードは以下の中からお選びください。複数選んでいただいて結構です。
（：より右がキーワードですが、例えば、
［データ収集］の全てに該当しそうならば、A－１［デ
ータ収集］とご記入ください。）
A）一般的な IR などの意思決定支援業務
A－１［データ収集］：データ・資料収集、データ・資料の整理・蓄積、データベース
A－２［データの情報への変換］
：叙述資料分析*1、数量データ分析、ベンチマーキング、指標設
定
A－３［情報の活用］：意思決定への活用、改善支援
A－４［その他］：その他 IR 全般
*1：「○月×日に△学部が□をした」等の資料をとりまとめ、現状を把握する作業
B）やや特殊な業務
B－１［評価書作成］
：年度計画などの単年度の評価、中期目標・計画などの概ね７年程度までの
評価、長期構想などの評価、外部評価、機関別認証評価
B－２［評価制度設計・運用］
：目標・計画の進行管理、中間・期末時での意見交換（情報共有）、
評価ための情報収集、ＰＤＣＡサイクルなどの改善サイクルの運用
B－３［評価の活用］：評価を改善に活かす
C［計画立案（支援）］：中期目標・計画立案（支援）、年度計画立案（支援）、
D［教学改善に向けた IR］：学生調査、学習成果アセスメント、IE
E［エンロールメント・マネジメント（EM）*2］：EM 全般、学生獲得、学生の学業充実のため
の支援、学生の学生生活充実のための支援、キャリア支援、卒業後の支援
*2 入学、在学、卒業までのフロー管理等
F［教育一般］：上記に含まれない教育活動（支援）
G［研究支援］：研究活動・研究支援
H［地域貢献・社会貢献］
：地域貢献・社会連携
I［国際交流］：国際交流
J［業務運営］
：管理運営、ガバナンス、手続き論、人事（処遇、年俸制等）、教員評価、職員評価
K［財務］：財務（ヒト・モノ・カネ）、コスト分析
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L［広報］：広報、公聴、情報流通、情報公開
M［安全管理］：安全管理
N［コンプライアンス］：コンプライアンス
O［高等教育行政］：高等教育政策、競争的資金、中教審等の答申
P［その他］
：その他
・概要は、A4 の用紙換算で半分程度で十分です。
・この課題の概要はこちらからの配布予定はありませんが、学外秘となることについては、はっ
きり書かないようにご注意ください。
・キーワード、概要のご記入がない場合、意図しない班に割り当てられる可能性がありますので
えご注意ください。
・各班には、ファシリテーター（議論の引き出し役）が１名以上配置されます。原則的にスタッ
フが担当する予定ですが、参加者が多い場合、後日、ファシリテーターをお願いする場合もあり
ます。
・まだ評価や IR 業務に不慣れなため、ファシリテーターに議論をリードしてもらいたい方は、そ
の旨、概要の欄にご記入ください。
「評価との関わり」の部分の記述も参考に、なるべくご希望に
添える形で班分けをしたいと思います。
２．班分け会議（８／８）
・スタッフで班分け会議を行います。
・素案を作り、調整を続けます。
・課題の概要で書き方が優れているものについては、サンプルとして配布することも検討してい
ます。その際には、個別に相談させてください。
３．資料配付
・予定では、８月２２日（金）１５時に資料を配付予定です。その際に、班分け表も添付してお
りますのでご確認ください。
（ご提出いただいた概要の配布予定はありません。キーワードは集計
してご報告します。）
４．当日に向けて
・大学評価担当者集会は、みんなで少しずつ力を出し合って進めて行きますので、資料の印刷な
どは、各自お願いします。
・当日は、午前中が講義（話題提供）で、午後が演習（討論）です。
・グループ討論が 80 分、ポスターでの情報共有が 40 分、全体での議論が 50 分の予定です。
・グループ討論の際には、ご自身の課題を印刷して班の方に配布してください。内容は、概要で
いただいたものを配布できる範囲で詳しくしていただければ、と思いますが、長くとも A4 用紙
１枚程度に抑えてください。補助資料は２点までお持ち込みいただけます。
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［12:00－13:00 休憩］
・グループ討議に備えて机の移動を行いますので、お手すきの方は手伝ってください。
・会場の瀧川記念学術交流会館１F の食堂も営業しております。
・会場を出て右側の生協の食堂（LANS BOX）も営業しております。
13：00～16：00 演習編［グループ指定席］
13:00-14:20 グループ討議
・所属するグループ（テーマ）の座席におかけください。
・それぞれお持ちいただいた課題［個別課題］について、その原因や解決策について討論を行っ
てください。
・可能な範囲で、グループやテーマでの共通の課題［共通課題］の原因や解決策について討論し
てまとめてください。
・ポスターには、［個別課題］［共通課題］ともにその原因や解決策について記述してください。
※ 学外秘となるような事項については、ポスターにはなるべく記入しないでください（報告書作
成時に削除願います）。
※ 討論の過程でどうしても「ここだけの話ですが」という話が出ますが、基本的にメモを取った
り、口外はしないようお願いします。
・ガイドライン、ルーブリックに引っかけていただけるとありがたいが、議論の流れを重視して
いただいてかまいません。（あとでスタッフの方で加筆・修正を行えばよいので）
。
14:20-15:00 ポスター報告
・20 分ずつ交代で店番と話を聞きに行く方に分かれてください。
・各班のテーマは明示してありますので、ご興味があるところに聞きに行ってもらう。
・全体討論のときには、
［個別課題］についてはあまり触れませんので、気になる方の話は、この
時間帯に聞きに行ってください。
15:05-16:00 全体討論
・［共通課題］を中心に情報交換を行う時間帯となります。
・原則的にファシリテータが［共通課題］を中心にグループ（テーマ）共通の課題と要因と解決
策を報告します（話が得意な方がいれば、その方でもかまいません）
。［目安１班３分程度］
・残った時間で小湊がモデレータとなり、嶌田と２人でまとめていこうと思います。
５．持参いただくもの
・課題をまとめた紙（班の人数分、印刷してお持ちください：必須）
・補助資料（２点までお持ち込みいただけます。なるべく紙でお願いします。：任意）
・大学の概要が分かる資料（大学概要、数字で見る大学等。補助資料には含めません：任意）
・事前にお配りした講義資料等（紙でも、電子ファイルでもかまいません。印刷される場合、参
考資料については、参加者の判断で印刷してください。）
資料１．第一分科会について（本紙）、資料２．小湊講演資料、資料３．嶌田話題提供資料、資料
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４．ルーブリック案、資料５．佐藤話題提供資料、資料６．班分け表
参考資料１～３．評価業務のガイドライン（収集編、分析編、活用編）
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１班
下田明（女子美術大学）
、○淺野昭人（立命館大学）、井上和子（追手門学院大学）
、
津田晴子（関西国際大学）
、安田政志（帝塚山大学）
、葭森祐義（株式会社メディアフュージョン）
１．議論結果の概要
最後に 1 班です。すでにほとんど触れていただいたので、ほとんど申し上げることはありませ
んが、チームの特徴点を少しご報告申し上げます。このチームは、6 名中 4 名の方が比較的規模
の小さな私立大学の職員の方であるということが、一つの特徴として挙げられるかと思います。
また、IR の業務についてのご経験もそれほど長くなく、さらには兼務の方、IR の業務だけじゃ
なくて他の仕事もされているという方が多くおられました。また、教職協働の視点で IR の業務に
携われる体制にはなっていない、そういうところに特徴点があったと思います。
さらに、IR の業務を各大学で始めるにあたっても、先ほども少し指摘がありましたが、補助金
を獲得するために IR 部局を立ち上げたという大学が多かったようにも感じます。すなわち、内在
的、内発的に立ち上げたというよりは、むしろ外圧的なもの、もしくは IR 部局の立ち上げによっ
て補助金を増やそうという、少し別の目的で取り組んでいた部分も共通点としてあると思います。
このような状況なので、トップの意識も必ずしも高くないようです。したがって、IR 部局がな
かなか目に見える成果を挙げないということでの批判を受けても、トップから「具体に明示され
た指示」がある訳でもないということで、ご苦労されている様子が伺えました。また、先ほど他
のところでも出ていましたが、学内でこの話題を相談したり、連携・協力したりする部局の方や、
職員が極めて少ないという共通点があったように思います。
こういう状況の中で我々1 班のところのテーマとして挙げたのが、
『数量データ』の分析です。
議論を進めるにあたっては、何が課題となるのかということについて検討を行いました。その上
で、検討にあたっては「業務の領域」、「システムの領域」
、それから「ガバナンスの領域」、この
三領域に分けて検討し、課題と原因、その解決策を抽出しました。
最初に、
『数量データ』の分析を「業務の領域」をどのように進めていったらいいのか、またそ
のために必要な能力やスキルというものには、どういうものがあるのかということについて検討
をおこなった結果、それらを解決するためには、学内の力だけでは十分ではないこと、研修を実
施することや、外に求めていくことが必要だという話しが出ていました。
また「システムの領域」では、データを共有するシステムが十分に組めないということや、学
内部局が縦割りになっていて、データの共有化がなかなか進まないこと、また、個人情報の保護
という観点から、情報の共有化を進めにくいということが上げられました。そして、そのような
状況を踏まえて、分散型の IR の進め方とシステム構築の思想があるのではないかという話も出て
きました。
「ガバナンスの領域」では、先ほど少し申し上げましたけれども、トップマネジメントのとこ
ろでトップが判断するときに、数量データに基づいて判断するというような意識を持ってもらえ
る改革も必要ではないかという指摘も出ました。以上です。
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２．ポスターの補足説明と感想
（グループ討論を通して感じた評価や IR を改善に活かすためのコツ、感想等）
○ 少ない人員、兼務で業務を行っている中で、分散型で IR を行うという発想は今までなかった
ので参考になった。
○ 組織体制やデータ収集・活用等の問題において、コミュニケーションが重要なポイントになる
と感じた。関係部局、教員との綿密なやり取りを通じて、IR 業務の円滑化、学内での IR マイ
ンドの醸成が必要であることを学んだ。

３．当日みんなで持ち寄った課題（掲載可能なもののみ）
○

IR に取り組むためには、その所属する組織が、その意義や目的を明確に持つ必要がある。ま
た、組織的に IR を進めるための体制を整備し、担当者の努力に過度に依存することがないよ
うに配慮することが必要であると思う。また、データ管理のあり方については、柔軟な発想を
導入して検討することも考えられる。
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業務

課 題

数量データの分
析の能力

原 因
担当者が少な
い（業務量に比
して）

解決策

「分散型」にす
る

組織が縦割
分析方法
ＩＲマインドの修
得

分析結果が
改善に結びつ
いていない
“分析”まで至らず
“集計”で止まってい
る
何のための”分析”
なのか不明瞭。

統計の知識・運
用方法を知らな
いから

学内にIRが知ら
れていない。

指標の設定水
準が分からない

システム

ガバナンス

研修の利用
情報交換多用

SD

＜課題＞
情報分析・提供
等の体制の整
備

データが縦割り

効果的なデータ分
析を提供するため
の部局との協力関
係や仕組みづくり

個人情報の壁

「分散型」にす
る

経営判断基準
不明確

「データに基づく
経営判断」の土
壌にする

外向けのデータ
が少なく大学の
状況が分からな
い

トップの意識の
問題
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２班
山田雅夫（岡山大学）、岩崎保道（高知大学）、○小湊卓夫（九州大学）
、
佐々木晴典（関西学院大学）、上畠洋佑（株式会社 分析屋）
１．議論結果の概要
では 2 班です。説明したいと思います。2 班は多分今までの説明とは随分様相が違います。な
ぜかというと、個別に具体的な課題が出たからです。それは何かというと、大きく二つです。一
つは学内で行われている自己点検・評価活動、これがどうも改善にうまく結びついてないように
見える。そこをもう少し効果的なものにするためにはどうすればいいのかという極めて具体的な
課題が出てきました。二つ目が休学・退学者です。そこをどのように食い止めていくのか。当然
食い止めるためには、その原因を探っていかなきゃいけないけれども、そこをどうすればいいん
だろうという、そういう話です。
まず自己点検・評価の話ですけれども、いろいろと話を伺っていくと第三者評価機関、例えば
基準協会ですけれども、基準協会の大きな枠組みに沿って各学部、部局に自己点検・評価をお願
いしているという状況でした。そうすると皆さんもご覧になった方は分かるかと思いますが、非
常に大きな話しか載っていません。例えば学生支援をどのようにしてますか、効果的にやってま
すか、とか、そういう言い方しかされてないわけです。ところが現場に居る教員、またそこに非
常に近い職員からすると、それはものすごく遠い話。どういうことかといいますと、教育の改革
は非常に地道です。例えばカリキュラム改革をするとか、学部の組織再編をするという、こうい
う華々しいことっていうのは、そうしょっちゅう起こることではないので、どうしても改善とい
うイメージになるとそういうことで捉えがちなところがあるんですが、実際の現場の改善は個々
の先生方が自分の責任で学生の状況を把握しながら少しずつやり方を変えていったり、そういう
のが積み上がっていって、じゃあ科目の配置を変えましょうとなります。それでも駄目だったと
きにはカリキュラムを変えましょうというふうに、やっぱりつながっていくものなんです。です
からこういうものが毎年出てくるかというとなかなかそうは出てこない。だとするならばその現
場へ、特に多くの先生方も含めたそのニーズ、または改善というのがどういうふうに行われてい
るのかというのをもう少し突っ込むような、具体的な基準、また項目というのを考えたほうがい
いのではないかという話もありました。
あともう一つはやっぱりそれぞれの大学、場合によっては学部、学科等が人材育成の目標みた
いなものを掲げていますから、そこにどこまで到達したのかっていう観点から自己評価を行うと
いうやり方もあるだろうという話が出ました。
あと改革等についてですけれども、ここに関しては実際に活動して出てきた状況をいろいろお
伺いしていると、いくつか要因が見えてくるということです。例えばはっきり出てきたのは大き
く分けて二つありました。一つはまず就職も関わったので、大学の成績と就職とはほぼ相関がな
い。これは私の知っている他の大学でもそういうのが出ています。よくよく考えてみるとそれは
当たり前。大学では就職に有利な資格に結びつかない学部は、就職に有利な能力を育成するため
に何か教育をやっているかというと、そうではなくて、専門教育をやっているわけですから、そ
の専門教育で学んだことが即社会と結びつくとはとても考えにくいので、そういうところから当
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然受け入れる会社側も見ているわけではないという。ですからそういうのはある意味仕方ない、
と。それで問題になったのはその退学率、また休学、この辺の要因がどこにあるのかというお話
でした。
当然その成績を見ていったり、それぞれのサークル活動等も含め、いろいろ分析していくと、
その大学なりの形というのも見えてくるという話だったんですが、ただ一つちょっと問題になっ
たのが、データだけで本当に退学、休学の原因というのがきちんと突き詰められるかどうかとい
う問題があります。つまりデータで見れるのはごくごく一部です。学生はキャンパスに大学に入
ってきて、キャンパスの中で勉強面も含めいろんな経験をしています。その全てをデータで見る
ことは当然できません。特に最初 1 年生で入ってきた学生というのは、ほぼひとりぼっちの状態
で入ってくる学生がかなり多いわけですね。中学・高校と違いますからいろんな地域から学生が
集まってくる、いろんな価値観を持った人が集まってきます。ですから最初から知り合いがいっ
ぱいいるわけではないわけです。そうなってくると大学の中でいかに自分の居場所を見つけて定
着していくか。またそれと同時に大学の中での学びというものをいかに早く身に付けるか、高校
なんかと違いますから、そういうのが実は大事なんじゃないかという話も出てきました。そうい
うものはやはり定性的な情報なのでいろいろと情報収集し、別な観点から収集していかなきゃい
けない。ただ解決策としては、学生支援のスタッフ等がキチッと見守って人的なネットワークづ
くりに協力するだとか、もう少し組織的に見れば初年次教育というのを大学の抱える課題を中心
に充実させるという方法があるんじゃないかという話になりました。以上です。

２．ポスターの補足説明と感想
（グループ討論を通して感じた評価や IR を改善に活かすためのコツ、感想等）
○ 認証評価における大学基準では、機関全体の教育活動を見ているため、個々の改善事案を取り
上げるようなものとはなっていないが、現場では改善事案の積み上げが重要視される。改善と
説明責任は表裏一体のところはあるものの、改善を促す仕組み等に着目した記述や基準の設定
が望ましいのではないか。
○ 大学の要因は、個人的なものから大学固有の事情や社会の環境等に影響を受けるものと考えら
れる。大学で出来ることは、学生がキャンパス内でどのように成長しており、それを促進する
のが何なのか、その要因を探り対応を考えていくことではないかという観点が重要と思われ
る。

３．当日みんなで持ち寄った課題（掲載可能なもののみ）
○ 認証評価において、教育改革や改善をどのように示していくのかは、基準の理解にも関わる話
であり、きまりきった書き方があるわけではないであろう。認証評価自身の目的が、教育の継
続的な改善に焦点が当てられているとしたら、その改善をどういった仕組みのもと実施してい
るのか、組織的な対応のあり方が聞かれているのであり、改善内容そのものやその成果を具体
的に示すことは、困難な場合があるだろう。
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○ 大学での退学者をどのように防ぐのかという観点よりも、どういった取り組みが学生の成長を
促すのかといった観点の方が、生産的だと思われる。多くの大学で普通に卒業していく学生が
多いことを考えると、そこに焦点を当て、充実したキャンパスライフを送ることができる工夫
を考えることが、最終的には退学者を減らすことにつながるのではないかと考える。
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２班
自己点検評価の活動は
・基準を満たすための
最低限活動なのか？
・＋αの改善につながる
のか？

自己点検活動を
大学内の改善活
動にどうやって
つなげるか？

現場（部局）の
ニーズがどのよう
なものか、少数で
もいいので掴む。

「理想・目的に沿っ
た人材を育成でき
ているか」をどのよ
うに測定するのか

課題
IR分析に基づいた施策
提言をどのように学内
で浸透させ改善に繋げ
るのか？
議論から得られた示唆①
IR担当者が各委員会に足
を運び丁寧に説明したり、
インフォーマルに教員と接
し信頼関係を築いてIRの
有用性を説いていく。
示唆②
人文系教員組織からのIR
に対する反発は、一度
「教育」から離れて教員を
支援することを心がけて
いく。

「学生統合データ」
にまとめて分析は
かなり役立ってい
ると思いました。

IR（分析）結果を
上手に役員に
説明する方法
図表を組み入れ、
分かりやすくして
プレゼンする

← 様々な結果から約1
年かけて集めたデータ
2013～2009年に入手し
た全学生対象。一人の
学生について100項目
になり具体的に言えば、
GPA、**、出身校、所属
部局、就職先などなど。

退学率、休学率
を下げていきた
い

大学が学生支援
（相談や人的ネット
ワークづくり）に積
極的になって行う

教員が入力するDB
は、本当に第三者評
価等のエビデンスに
不適か？
［ガイダンス］

初年次教育を
充実させる

確かに信頼性は低
いが…。
説明責任を果たすだ
けではないものを見
つけたい。

うまい評価指標
を使えば、引き
出せるものがな
いか？

部局別入力率
をインセンティ
ブにする？
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３班
滝浦昌敏（明治大学）、竹中喜一（関西大学）、深堀太博（甲南大学）、宮本貴宣（久留米大学）
、
○佐藤仁（福岡大学）、松永雅弘（長崎国際大学）
１．議論結果の概要
佐藤

3 班は全員私立大学ということで、一番大きな問題点は、データ収集の難しさです。特に

組織の大規模な私学は学部自治が非常に強い状況があり、全学的な IR を展開するにあたりどのよ
うにデータ収集したらいいのかという問題があります。二つ目が、データ活用の有効性をどのよ
うに学内に認知していけばいいのかの問題です。三つ目は、特に私学に見られる傾向として、補
助金獲得目的から IR を始めているため、目的が何なのか不明確であることです。
議論結果としては、明確な解決策は出ていません。ただし、データ収集に関して、特に学部と
いった現場レベルからの協力を得るにあたっては、リーダーシップをトップ層から発揮してもら
う必要性や、データの活用事例を周知するために、例えばある学部のモデルケースを作って、そ
れを全学的に広げるといった方法が挙がりました。なお、全学的に足並みをそろえなければいけ
ないという問題があると思います。IR の目的は、補助金の確保のためでもあり、少なくともこの
外圧をてこにしつつ、最終的には大学教育の改善・改革につなげる体制・システムづくりを模索
中ということになりました。以上です。
２．ポスターの補足説明と感想
（当日の報告した以外のポスターの説明）
○ データ収集に関しては、データの定義の問題、各部署がどのようなデータを有していて、それ
をどう利用させてもらうのかという運用の問題、データベースの管理の問題と、最も課題とし
て認知されている項目でした。
○ 同時に、特に私立大学の場合は「教育面」が重要なので、教育評価の在り方や教育改善に向け
たデータの活用方法といった応用的な側面でも同時に問題を抱えています。
○ これらに、外圧（私学助成や認証評価）として IR の設置が求められているため、そもそもの
目的がわからないという状況もありました。
○ 以上の 3 点を総じて言えば、次のようにまとめられます。すなわち、データを集めようとして
も、何のために集めるのかが明確でないゆえに、集めることができない。では、その目的を教
育改善と位置づけても、そもそもどういうデータを使って教育改善をするのか、という点での
知恵がない。目的が先にない状態に対して、最もやりやすい方法として、「既存のデータから
わかることを伝え、データの重要性を認識させる」という手法があるが、IR の設置意義が十
分に理解されていないので、機能的に活動することが困難となる。というように、三点がそれ
ぞれ牽制し合っている中で、どう進めるかという非常に難しい課題に向かいあっている状況も
挙げられました。
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３．当日みんなで持ち寄った課題（掲載可能なもののみ）
（ファシリテータによるコメント）
私立大学のグループということで、国立大学とは異なった課題がいくつか散見されたように思
います。一つは、大規模な私立大学の場合、
「全学組織」がマネジメント上、なかなか機能的に動
きが取れないという点です。例えば、データの収集をするにしても、部署にお願いの文書を出し
て、そこから会議で許可をもらって、、
、、といったルートがあり、スムーズに動きが取れないとい
った状況が挙げられます。そのため、
「全学組織」が集めるデータというもののイメージが難しい
という指摘は、重要な外的要因の存在を示しています。
それと関連して、二つめは、やはり私学助成という補助金目的で IR が先行しているため、学
内の認知も上がらないし、そもそも IR が何をするものなのかのイメージが学内で共有できてい
ないという状況です。「作れと言われたから作った」IR をどう機能させるか。現実的な課題とし
て受け止める必要があると思います。
（課題記入者の感想）
同規模大学の方と同じ班になったことで、課題の共有が図れ、同じ悩みを抱えていることが理
解できました。とはいえ、どの大学も何に着手して良いのか考えている段階だと感じました。目
的・方向性が明確になれば、データ収集はスムーズに進むでしょうが、大規模大学ではやりたい
ことが多すぎて、さらには全学的に進めるには時間が掛かり、思うようにアプローチできていな
い現状があります。大学評価担当者集会には２年続けて参加させていただきました。ＩＲに関す
る課題の共有や事例を知ることができて、非常に参考になります。来年度も可能な限り参加した
いと思います。
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教育改善に向け
活動そのものや
有用性をどの認
知してもらうか

教育評価の
測定方法

学部の教育
評価方法

データ分析
検証体制
（成果物の）

教員評価の
教育分野の分
析

３班
データの収集・
分析に関するガ
イドライン整備

各部署に分散し
ている既存デー
タの収集（部署と
の調整）

学生調査設計に
向けた調整（設
問の統一、記名
式への理解）

既存の間接調
査結果の活用
（無記名）

データの管理・結
合（システム［デー
タベース］が複数
にまたがっている）

データベースを
確立しても利用
されるのか。

データを収集す
るにも定義があ
いまい

情報を提供して
もらうにも、各情
報の責任者が不
明。

学内者の理解、
認識が薄い。

部署の一元化
が図れていない。

担当者の
育成・引き継ぎ

共通課題

データ収集
の障壁

データ活用
の有効性

IRの
目的
①

☆ 組織
リーダーシップ

☆ モデルケー
スをつくってそ
こから始める

☆ 認証評価
補助金
＝ 外圧

②

☆ 評価指標（＝
必要性）をはっ
きりさせてみる。

☆ 大学経営の
効率化・効果向
上

☆ 有効性がはっ
きりしているポイ
ントを突いてそこ
からスタート

IR室の目的
が不明

どんなデータを
集めたらいいの
か？

どんなデータ
ベース？
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４班
○嶌田敏行（茨城大学）、吉田千穂（名古屋大学）、加藤大典（三重大学）、小柏香穂理（山口大学）、
丹羽啓介（大阪府立大学）、佐藤勇太（株式会社ＳＲＡ東北）
１．議論結果の概要
結局、データの収集に課題があるわけです。データが分散してまとまらないとか、計画を立て
て指標を立てたんだけど、みんながあまりいいデータを提供してくれない、など、いろいろある
わけです。では、なぜデータとかが集まってこないのかというと、要するにデータを集める評価
担当者とか URA とかそういう担当者以外困ってないからじゃないのかと思います。僕はすごく
困ってるけど、みんなは困ってないから結局データを集めようと思っても、みんなが協力してく
れないという、多分そういう根源的な問題があるのかなと思います。
また、例えば、研究者情報管理してテムみたいなものに教員がデータを入れても、結局、それ
をみんなが再利用しないからムッとするわけです。また同じことを聞くのかよ、みたいな。そう
いうところを少し解決しないとまずいと思います。
要するにデータを収集・管理するコストというのがデータを収集・管理することによってもた
らされる利益を上回っているような状況だとすれば、うまくいかないわけですね。
では、どうしたらいいのか、ということですが、まず現実的な解決策としては、せっかく集め
たデータなのだから、きちんと使う。利用率／再利用率を上げていく、という感じです。
究極的にはどうすればいいかというと、担当者しかデータが集まらずに困っているという状況
から、上の人に困ってもらうことが必要です。つまり、上の人がきちんとデータを見て自分が困
っているっていうことを認識してもらう必要があるのだろうと思います。大学は、本当はいろい
ろと困っているわけです。単に課題がある、ということだけではなくて、例えば、大学改革の経
費が付かなかったり、外部資金が取れなくて困ってたりもします。我々としては、大学執行部が
漠然と困っていると感じていることを数量的にもきちんと示さなくてはならないわけです。そう
いう意思決定者の現状認識が、次にどうするか、という議論に繋がっていくわけです。だから大
学執行部や学部執行部に、データをもっと欲しいと思ってもらって、データを集めたい、という
気持ちになってもらわないと、なかなかデータ収集はうまくいかないのかなということです。
２．ポスターの補足説明と感想
（当日の報告した以外のポスターの説明）
○ 分析に関するノウハウ（統計の基礎知識、ICT スキル（DB,SQL、Excel 高度機能））の習得
をどうするべきか。担当者は一定の水準をスキルとして持ち合わせる必要がある。
○ ポスターの内容、説明ともに問題ございません。当日もそうでしたが、とりまとめ等いただき
ありがとうございます。嶌田様のファシリテートのおかげで、私を含めた皆様が課題と感じて
いる内容を自由にお話しされていたと感じました。
○ 大学評価等でアカウンタビリティが求められる風潮が強いため、データベースの導入ありきと
いったように、大学執行部が「まず形から」と考える傾向が強いことが課題認識されていたよ
うに思います。データ収集の作業手順に十分な共通理解が得られないまま、データ収集のため
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のシステムがまず構築されてしまうことで、後から不都合が生じるということがあります。
（グループ討論を通して感じた評価や IR を改善に活かすためのコツ、感想等）
○ どの大学でも、データを収集・管理するコストが、データを収集・管理することによってもた
らされる利益を上回っているような状況が一般的なように感じたが、例えば、データについて、
「困っている」から「使い倒す」というような発想の転換が、前向きなデータ収集→分析→上
層部への提案等につながるように感じた。
○「データの収集」の課題について、どの大学でも同じ問題を抱え、現状では現実的な解決法で
回避していることがわかりました。しかし今後は、理想的な解決法を実現するために、すべて
の事柄において、それらを評価・改善するためには「データ」が必要であることを一人ひとり
が認識することが重要だと思います。そのためには、一人ひとりが「評価・改善への取組を一
歩踏み出す（実践する）」ことが大切だと感じました。そうすれば、多様なデータが蓄積・収
集される仕組みが、自然に構築されていくように思います。
○ 今回、第一分科会で参加者の皆様の意見を聞き、課題の所在地とその解決方法のヒントを教え
ていただいたと思います。IT ベンチャーの立場として、当然のことながら、なんらかのソリ
ューションで支援したいと考えますが、それだけでなく学内への説明、意思統一、調整といっ
た大学側が主となる作業においても、的確なサポートを提供していかなければならないと感じ
ました。
○ 評価・IR や URA の業務が他の大学業務と性質が異なっていること、人員配置が少ないため
業務経験のある教職員が少ないことにより、教職員からその業務について理解されづらい点
も、データ収集の際の協力が得られにくい要因だと思います。
○ 評価・IR や URA がデータを収集する際は、データ保有部署の労力や関連データ等の有無を
きちんと確認することでデータ収集業務の負担軽減を図るとともに、データを提供してもらっ
て終わりとするのではなく、データ提供者が考える課題や改善方策を聞き取ることで、データ
を使った評価や IR が他の部署にも理解されていくのではないか、と 4 班の討論から感じたと
ころです。また、4 班の結論である「データを示すことで大学執行部に困ってもらう」際にも、
評価・IR が現場の生の声を認識することでよりインパクトのある報告ができるようになるか
と思います。今後更に各部署の課題認識や情報共有を深めていきたいと思っています。
３．当日みんなで持ち寄った課題（掲載可能なもののみ）
○ 学内に散在しているデータの収集方法について、実際どのように行われているのでしょうか。
○ データの収集を目的としたシステムの構築・導入をしたとしても、教員の方からみれば入力・
管理すべきシステムが増えた形になり、結果として教員の負荷が増加するという側面があると
感じています。
○ また研究者の業績情報でいえば researchmap、組織情報でいえば今後稼働予定の大学ポート
レートと学外におけるデータベースの注目度が増しており、大学独自にデータベースを保持す
る意義が問われていると思われます。
○ ここ数年で各大学において IR 室の設置が増加していますが、実際どのような業務・活動をさ
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れているのかわかっていません。システム開発業者がサポートできるのか、またできるのであ
ればそれはどのような形が適切なのか今後検討していく必要があります。
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H26 大学評価コンソ

第一分科会

課題提出
大阪府立大学

丹羽啓介

＜キーワード＞
A-1

データ・資料の整理・蓄積、A-2 数量データ分析、F データベース・業務システム

K ガバナンス・手続き論、L 財務
＜課題概要＞
（現状）
・私は評価担当グループ（職員 5 名）に所属する一般職員である。新卒での入職後 3 年間、法人
評価や調査照会業務を主に担当している。グループの業務は、他に認証評価、自己点検評価、
教員業績評価、教員データベースの運用、大学基本情報の公開、監査補助がある。
・教学 IR は別の FD 組織が所管している。教学 IR は教育補助金の採択を受け継続的に学生調査
を運用し、カリキュラム改組にデータを活用している。
・一方で、データが各部局に散在し、集約的統計的に管理できていない。各部局が担当業務を行
うためのデータ収集を行い、業務システムも担当部局単位で導入されておりシステム連携も不
十分である。全学的なデータ収集を必要とする評価業務の負担が非常に大きい。
（対応）
・厳しい大学間競争の時代において、IR（本学では IR を「データに基づく大学運営活動」と位
置づけている）の重要性が高まっている。全学的な視点から必要なデータを各部署と連携して
蓄積し、戦略的な法人経営を行うための IR 活動を推進したい。
・経営面の IR 活動の土台固めとして、昨年度「データたな卸し WG」を部署横断型の委員会組織
として設立した。教学 IR を進めてきた学長補佐をリーダーとして、各事務課が担当者を推薦し、
私が事務局を務めることになった。
・WG の目的は、各部署が保有する全てのデータを整理し、大学がどのようなデータをどのよう
な形で持っているかを把握することにより、データの有効活用、共有の方法について検討する
ことである。H25 はシステム項目、H26 は調査照会項目と回答した際のバックデータの棚卸し
を行っている。
（課題認識）
・厳しい予算状況の中、全学的な大学基本情報のデータベースが構築できていない。そのためデ
ータ収集が手作業であり、業務負担が大きい。
・生データの提供については利用目的の明確化や個人情報保護の観点、業務負担などの問題もあ
り全学的に抵抗が大きく、委員会形式での WG 組織でデータ収集も進めている。現時点ではデ
ータの整理作業を各部署へ依頼している段階であり、作業負担が大きいこと、WG の将来展望
が不明確であることなどを理由として、協力意識にばらつきがある。
・一方で、WG 形式であることから参加メンバーで方向性を協議していきたいが、事務局が方向
性を明確にするよう求められ事務局任せの運営となっている。
・評価業務でデータ収集を行ってきたため事務局を任されているが、今後認証評価の受審や中期
計画の実績とりまとめ、大学ポートレート等大きな業務がある中で、担当者としてどれほど IR
活動に注力できるか懸念がある。データ分析について見識のある職員も必要と考えている。
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H26/06/19
経営会議
参考資料１－３

ＩＲ活動とデータ棚卸しについて
大阪府立大学

1

ＩＲ（Institutional Research）
IR（Institutional Research）とは
データに基づく大学運営のための活動（組織）
 機関の業績（成果）、環境についてのデータ収集

 収集したデータの分析と解釈
 データ分析と解釈を計画策定など政策や意思決
定に活用・反映

2

大学運営におけるIRの必要性
データに基づく大学運営が求められ、ＩＲの必要性が
高まっている
 高等教育機関に税金を投入することで各機関が社会に
対して説明責任
 18歳人口の減少により、学生確保についても競争的環境
 グローバル化に伴い、国際的にも競争（研究型大学は今
後一層苛烈に）

3

現 状
• 「データで見る公立大学法人大阪府立大学」作成（H
１８年度～）
法人・大学に関する主要データ

• 「Financial Report」作成（H２３年度～）
財務情報に見る 公立大学法人大阪府立大学

• 教学IR～学生調査の活用
H２１年度から継続的に１年生の学修や生活に関する全数
調査を実施
H２４年度からのカリキュラム改組の影響を確認

4

「データ棚卸し」の目的
～ ＩＲ導入に向けて ～
• データに基づき意思決定を行える体制構築への第
一歩
• 各部署が保有する全てのデータを整理し、大学がど
のようなデータをどのような形で持っているかを把握
• 各種調査への対応の多大な労力の削減
• データの有効活用・共有の方法について検討
• IR組織を立ち上げるための準備

5

データ棚卸しＷＧ
□ データ棚卸しＷＧ設置（H２５年１２月）
全学のデータを「棚卸し」により現状を把握・整理し、データの有効
活用、共有方法を検討するため、事務組織メンバーによるWGを
設置

□ データ整理のイメージ
（１）H２６年度
各機関からの調査照会に必要な項目の洗い出し、データ共有化
⇒事務負担の軽減

（２）将来的
①データ共有の対象データの拡大（全データ）
⇒情報の効果的な発信・保管
②データ分析の大学運営への活用（ＩＲの実現）
6

※ 参考「大阪府立大学 ICT推進プラン（仮称）（骨子案）」
（2012年3月31日）から
４ インスティチューショナルリサーチ（IR）戦略
（１）課題の概要と課題解決方法
□ IRの重要性は認識されつつあるが、現実の業務に適用していく土壌は醸成されていない。
□ 本学の特性を踏まえたIR導入に向け、実施内容（何を）と、実施主体（誰がどこで）をどのように設定す
るかが課題。
□ 本学におけるIRのプレゼンスを向上させ、教職員の〝IRマインド〟を高めることが、IRの導入・定着の
大前提となり、教職員の意識改革を促す必要がある。
□ 当面、学内で保有する「データの棚卸し」（業務上作成された全文書を対象）を実施し、各部署横断的
なデータの所在等について現状を把握し、IR推進のための基礎づくり・土台固めを図る。

（２）課題解決に向け検討を進めていく事項
□ IR戦略の中で管理、活用するデータについて「定義の明確化」と「データの棚卸し」を実施する。
□ データの収集・蓄積・共有のルール化を行い、各部署の所有データを一元的に管理し、重複部分を調
整する担当者を決め、必要な時に必要な情報を円滑に受け渡しを可能にする。（⇒基礎的IR機能）
□ 共有データを活用し、より高度で創造的な分析・活用を持続的に行う。（⇒応用的IR機能）

（３）検討を進めていく上での留意事項
□ 本学の実情とニーズに合わせ、段階的に発展・充実させることとし、IR機能の形態や構成も、柔軟に
変化するものと捉える。
□ 大学運営の重要な意思決定の場面に反映ささせる仕組みのあり方について検討を行う。
□ データ分析、意思決定に有効な情報を提供するため、専門性を有する推進組織の設置を検討。
□ 今後文部科学省や（独）大学評価・学位授与機構が設定する「大学情報データベース」等の外部機関
の方針との整合性を図りながら進めていく。

7

４班 データの収集
課題：データや指標を使いたいが、
みんなが協力してくれない。
ニーズが
ない

コスト ＞
利益

担当者しか
困っていない。

似たようなこ
とを何度も訊
くな
データを入力
するメリットが
ない

データベース
の課題

・入力率悪い
・データの正確さ

業務の簡素化
があまり期待さ
れない

データが分散

現実的
解決法

データを何と
か再利用する

作業簡略化
の姿勢で協
力を得る

☆
理想的
解決法

困ってもらう

データで現状を
把握し、危機感
を持たせる

困っているこ
とを認識して
もらう

どうやって？

外部資金の
圧力で動いて
いるが。
学生への影
響を考える！

「大学の改善に活かす評価・IR」に関する議論の結果（５班）

５班
西谷文平（山形大学）、金子倫三（信州大学）、有川美香（岐阜大学）、含本真希（三重大学）、
徳長博志（鳥取大学）、○末次剛健志（佐賀大学）【敬称略】
１．議論結果の概要
５班は全員国立大学の職員で，みなさん評価、IR 関係部署で働いておられますが，実務経験は
これから更に，という方々が中心のグループです。
議論の内容は、データの収集を進めていく上でどんな課題があって、どんな解決策が考えられ
るのかということで、まず考えられる課題について出していただいて、それについて解決策を考
えていこうという方向で進めました。
いろいろとご意見を出していただいたのですが、出された課題としては大きく分けて二つ、業
務上の課題として分類されたものと、あとは業務を進めていく上で意識としての問題に分けられ
るものとあるのかなということで、こういう形に整理しました。
意識のほうでいうと、まだまだ IR という業務が始まったばかりで「何のためにデータを出せば
いいのかよく分からない」のような，初めてだからという部分。目的にも繋がるのですが、
「何の
ためにデータを集めているのかよく分からない」とかそういうもの。そして負担感の問題ですね。
「何回も同じようなことをさせるな」とか、あとは「データを出されても集計するのはとても大
変だ」とか、
「他の業務でも追われていてなかなか出せない」とか、そういう問題もあります。あ
とは現場のメリットということもあるわけですが、こちらも「データを出したところで、その後
どうなるのかよく分からない」という、そういう不安のような、メリットか分からないという部
分もあって、なかなかデータの収集がうまくいかないという話。
業務のほうの話でいうと、データを出す側は「現場での合意形成がなかなか取れない」とか、
「担当者レベルで責任が取れない」とか、そういった，現状ではちょっと出しにくいね、という
話。次に，目的のほうにもつながってくるのですが「ちゃんと依頼の文書が欲しい」という話と
か、あとはデータを収集する側の話ですけれども、どこにどんなデータがあるのか、データニー
ズとして、例えば執行部のほうからこういうものが欲しいと言われても、どこに聞いたらいいの
かがよく分からない。実際聞いてみたら現場のほうもよく分かってなくてたらい回しにされたり
する、といったような問題もあります。一方で，データの差し替えが生じた時や、またいろんな
データを集めていく際に例えば個人情報も含まれている場合、どう対応すればいいのか。あとは
データを収集する側と提供する側、両方関係あるんですけれども、引き継ぎの問題。例えばデー
タ定義の継続性にも関わってくるでしょうし、そのあたりがうまくスムーズに進まなくて思い通
りのデータが出てこないこともあるし、またシステムを使っていく上で、使い方の引き継ぎが大
変だ、というような課題も出ました。
それらに対して，どのような解決策が考えられたのか。まず意識の部分に向けた解決策からい
うと、例えばデータのニーズを掴む努力。どのような分析結果が執行部にとって必要で，また現
場も提示してもらいたいのかな，ということを考える必要があるし、あとは現場の負担を増やさ
ないということでは 1 回出てきたものはできるだけ他用途にも活用するとか、様式をシンプルに
するとか、個人情報は除くとしてもできるだけ生に近い形でデータをそのままもらうという形で
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現場の負担を減らさないといけない。現場を余計に考えさせない、悩ませないということです。
あとは現場へのフィードバックということで、分析したものはちゃんとフィードバックする。そ
れぞれの部署に返す方法もあるし、学内のホームページなどで公開する方法もあると思います。
業務のほうの解決策からいうと、やはりこちらの意識的なほうでの解決策ともちろんつながっ
てくるわけですが、例えば定型化、できるだけルーティン化していって、あとは調査・回答案件
の網羅とありますが、結局どこに何があるのかがよく分からないということの解決は、IR を進め
ていく上では避けて通れないと思っていて、ある意味ものすごく地道で長い作業になるのですが、
どの部署がどんな調査報告書を取りまとめていて、どこに出しているのかとか、どのシステムに
どんなデータがあるのかということまで項目レベルで調べてしまう。そうすればある程度どこに
何があるかというのが分かるわけです。頻繁に調べる必要があるものでもないし、IR を始めてい
く上では有効であろうということです。もう一つ大事なのは、データを学内で動かしていくこと
で、学内でいろんな問題や現象が起こります。そういうことについてどこが責任を取るのかとい
うことを議論する必要があるわけで、やはりデータを収集するということについてきちんと役員
会レベルなどで、何かが起こったときにはここで処理しますというような、例えば、そういう合
意形成が必要だろうということです。ちゃんとトップレベルでの経営方針としてデータ収集をす
るという合意形成を取ることが，データ収集のためのコンセンサス形成に必要なのかなというこ
とです。そうすれば、例えば責任の所在がよく分からないとか、文書で欲しいとか、そのあたり
は解決できるでしょう。
結局，現場と IR の組織とのコミュニケーションをきちんと取るということが IR の進めやすさ
につながるのかなと思います。５班からは以上です。
２．ポスターの補足説明と感想
（当日の報告した以外のポスターの説明）
データ収集の観点から IR の考え方や方法を整理するには，大学運営上必要なデータは事務組
織において保有・管理している現実を踏まえて検討する必要がある。
従って，これらのことを検討していく際，事務組織の業務改善・意識改革の側面も併せて念頭
に入れておく必要がある。
例えば，IR 担当部署におけるデータの正確性・管理上の責任体制を検討するとき，また，提供
されたデータの流通や一元管理を IR 担当部署が企図するとき，どこまでその内容に提供元の部
署が責任をもつべきか等，さらに二次加工されたデータの扱いやその利用の在り方，また各大学
における情報セキュリティポリシーやその体制との関係など検討すべき内容は多く，教員・事務
職員のデータ管理に対する意識をはじめ，部局や各部署の組織としての意識を変えること（協力
意識の醸成や縄張り意識の排除）が条件となる。そのためにはトップのリーダーシップによる，
IR 担当部署と既存の部局や各部署との協力関係の構築も必要である。
単に IR 組織・機能が立ち上がるだけでは，状況によっては IR 担当者も各部署の担当者も負担
が増すだけに陥ることも否定出来ない。先述の検討事項の解決が図られたとき，似たような調査
の照会が個々に何度もなされる実態の改善に繋がる可能性もあるし，さらに複数部署が持つデー
タの組み合わせによる分析結果が新たな気づきをもたらし改善につながることが実感できれば，
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縦割りと称されがちな事務組織の現状に横串を挿し，新たな業務改善に展開していくような効果
も考えられる。
すなわち，事務職員にとって，IR によるデータの収集は，適切な対処により業務改善・意識改
革へとつながりうるものと考えられ，そのためには，IR 担当部署と各部署の双方が，業務改善・
意識改革の意識を持って取り組む必要がある。
（グループ討論を通して感じた評価や IR を改善に活かすためのコツ、感想等）
◯各大学ともに，データ収集に関しては同様の問題や困難を抱えている。
◯IR 部署は常に業務改善意識を持つこと，他の部署は IR 部署に協力する意識を持つこと（トッ
プダウンの命令も有効）が必要。
◯担当部署との信頼関係も，協力体制を構築するために必要。
「この人の依頼は断れない」という
人間関係を構築できる，日常的なコミュニケーションが有効。
◯担当者や担当課レベルだけではなく、役員会などの上位レベルでの合意形成があれば、必要な
情報の収集や分析もスムーズに進むことを改めて認識。
◯データ収集を行う際に、合意形成を図り、相手の負担感を減らすことが特に重要なのではない
か。そのためには、データをもらう側は誠意を持って取り組んでいくことも必要。
◯データ提供元の部署との連携をどう図るかが課題であり、スムーズなデータ収集のためには、
どのようなデータがなぜ必要なのか、依頼する側が明確に説明し部署間の意思疎通を図ること
が重要だと確認。
３．当日みんなで持ち寄った課題（掲載可能なもののみ）

（Ａ）本学では，第３期の中期目標・計画の策定に向け，IR 組織の設置が検討されているが，す
べての情報を一元的に集めている便利な部署といった程度の認識である。
すべての情報が IR に一元的に集まり，目的に応じてすぐにアレンジ，アウトプットできるな
どということは，非現実的であり，調査等のたびに，IR 部署から担当部署に照会していては「何
も変わっていない」結果になる。
どういう目的を持ち，どういう情報を集め，それを何に活用するのか，限定的・現実的な検
討に何が必要か。
（Ｂ）本学では、本年度 IR 担当部門が設置され、私自身も事務担当として配置（兼務）された。
データベースは、これまで評価のために蓄積してきた管理運営データベースをベースに、今
後、収集するデータや資料等の特定化などの検討を行い、データを蓄積する予定である。
現在のところ、各部局が保有しているデータ等を収集する際は、それぞれの担当係にお願い
して送付してもらっているが、今後さらに詳細なデータを収集する場合にスムーズにデータを
提供していただけるか懸念されるところである。
（Ｃ）本学では，データが欲しい場合は、その都度、学部に依頼することになるが、何に使うの
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か会議で了承を得なければ渡せない、取り扱いの規則がないので渡せない、学務事務の繁忙期
となると強い抵抗を受けるなど、各種データがなかなか入手できない。
（Ｄ）本学では，IR 機能に関する認識を深め学内に定着させるため，IR 推進室を設置した。IR
推進室では，幅広く学内のデータを収集し，グラフ化するなど取り組んできたが，執行部に情
報提供するには至っていない。今後は今ある情報を戦略的に活用し管理運営の改善，大学の施
策決定に役立つ情報を提供できるよう，兼任教員による IR 室を設置する予定である。
課題として，どの様に IR 室を運営していくのか，①教員と事務との役割分担，②情報収集の
仕方，③分析する項目，④分析した情報を提供するまでの手順等，が今後の課題である。
（Ｅ）毎年行われるような統計調査に関しては、比較的スムーズなデータ収集が可能であるが、
定型化していないものに関しては、どの部署がどのようなデータを保有しているか分かりづら
いため、どこに依頼するかという困難さがある。またデータ提供を依頼した際に、業務上の負
担増や、なぜ必要なのか目的が分からないといった理由から難色を示されることがあり、スム
ーズな収集が困難な場合がある。
（ファシリテータによるコメント）
IR 担当部署が各大学で立ち上がる中で，どの大学もデータ収集に苦慮している状況が見て取れ
る。実際に大学運営上必要なデータの管理等の実務を担っているのは事務職員であるから，デー
タ収集をはじめとした IR 機能を実質化させるために事務職員が担う役割は大きい。一方で，デ
ータは教育研究活動やその取組成果を１つの側面として映し出すこともあり，その当事者である
教員の理解を浸透させていくことも重要で，高い専門性を踏まえた適切な検討が必要な場合もあ
る。従って，データ収集の円滑な推進には教職協働体制が有効で，その体制が機能するには執行
部のリーダーシップも必要と考えられる。
IR 担当部署に限らず，データ収集の目的を明確にすることは，大学のガバナンス，大学運営の
透明性・公正性，情報セキュリティの確保等を踏まえれば当然であり，逆に言えば恣意的（と思
われかねないよう）なデータ収集には問題がある。従って，規則の制定や執行部による指示等を
踏まえたデータ収集の目的・根拠の明確化等により，合意形成を図っておくことは重要である。
IR は近年急速に浸透しているが，新たな業務と思われがちな現実，新たな負担「感」が拭えな
い現実が確認できる。従って，データ収集に際しては，何処にどのようなデータがあるか等を明
らかにしつつ，依頼先が対応しやすい工夫を図ること等により，協力関係・信頼関係を築くこと
も重要である。
これに関連して，データは誰のものかを改めて検討するとき，本質的にはデータは大学として
所有するものであり，各担当部署は管理権限を持つだけのはずである。仮に意思決定のもとでも
データ自体を渡せないと言う部署がある場合は，むしろその部署との協働を考える方向性（例え
ば，IR 体制に巻き込む，IR 担当部署から分析を依頼・分担する）もありうることを付記する。
このように，IR を事務職員の視点で捉えれば，IR とは，今まで取りまとめ・管理業務までで
留まっていたデータを更に活用することで大学運営の改善を支援するもの，また改善に自ら取り
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組むものであり，業務改善・意識改革により進むものといえる。すなわち，本質的には，IR のた
めに IR 担当部署が存在するものではなく，IR とは，大学運営を支える事務職員が一丸となって
取り組むものとも考えられる。そしてその先に待っているものは大学改革の一つのカタチである。
（課題記入者の感想）
◯

グループ討論の結果，先行して IR 部署を立ち上げた大学でも，本学が危惧している状況を

はらんでいることが理解できました。これについては，先行大学でも解決策を検討している状
況だということでありましたが，IR 部署は常に業務改善意識を持つこと，他の部署は IR 部署
に協力する意識を持つこと（トップダウンの命令も有効）が必要という結論を得ることができ
ました。非常に参考になりました。今後の検討に活かしたいと思います。
◯

どのようにしたらスムーズに部局から詳細なデータを提供してもらえるか、みなさんとの議
論を通じて、
「現場の負担を増やさないこと」や「分析結果などを部局にフィードバックするこ
と」などが重要だということがわかった。
また、役員会レベルでの合意形成があれば、必要な情報の収集や分析もスムーズに進むこと
がわかった。

◯

本学と同じような課題を抱えている大学も多く、班のメンバーと課題を共有し、議論できた
ことは非常に良い経験となった。
データ収集では、何に使うためのデータなのか、どのように分析するのか等、相互で合意形
成が必要で、依頼する際は、繁忙期を避けたり、依頼内容を明確にするなど、相手の負担感を
減らすように取り組んでいくことが重要なのではないかと感じた。

◯

本学でも情報収集の仕方は課題と認識していましたので，他大学での認識の仕方や現状を踏
まえ解決策を共有でき有意義な議論ができました。
同じ問題を抱えている大学が多いこと，また，IR に取り組むうえで最初にぶつかる課題がデ

ータの収集であるため，今後 IR に取り組む大学のためにも解決策の１例になると思われます。
◯

データ収集を行う際には、データを依頼する側と提供元の部署との意思疎通を図り、合意形
成をとることで、提供元の意識や実務の上での負担を軽減させることが重要であることが分か
った。今後はどの部署がどのようなデータを保有しているか把握し、なぜそのデータが必要な
のか伝えながらデータ収集に取り組んでいきたい。

100

５班

データの収集

課 題

業 務

意 識

初めてだから

負担感

目的

現場のメリット

責任がとれな
い

文書で欲しい

どこにきいた
らよいかわか
らない
個人情報の
あつかい

解決策

ニーズをつか
む努力

現場の負担を
増やさない!!

現場への
フィードバック

引き継ぎ

解決策

定型化

調査・回答案
件の網羅

合意形成

「大学の改善に活かす評価・IR」に関する議論の結果（６班）

６班
南雅登（東京大学）、○長崎英助（神戸大学）、小川義弘（岡山大学）、小林裕美（徳島大学）、
竹重和也（徳島大学）、斉田裕二（株式会社ＳＲＡ東北）
１．議論結果の概要
6 班ファシリテーター、神戸大学の長崎です。6 班では、班構成から主に国立大学における、ど
ちらかというと評価寄りの課題について議論を行いました。議論で集約された課題はピンク色の
3 点、一つ目は評価の学内体制の面、二つ目がデータ収集の難しさ、そして三つ目がどう改善に
結びつけるかについて主に話を進めてきました。
まず 1 点目の評価の学内体制について、６班の各大学の評価に係る学内体制を確認したところ、
大きく二つのパターンがありました。一つ目がワーキンググループを形成した上で各部局から代
表者等 1 名出し、それぞれが担当する基準について作成していくという形の作り方。そしてもう
一方が各部局で必要な観点の分析を全てやってもらった上で全学としてその調査結果を元にまと
めていくという体制でした。それぞれのメリット、デメリットを整理すると、まず最初のワーキ
ンググループでの体制については、各部局で自己評価をする必要がないので部局負担が少ないと
いう面がメリットとして挙げられます。一方デメリットとしては、全学の評価報告書ではあるも
のの、それぞれの基準を特定の担当者原案を整理していくということで、どうしても身近な部局
の内容に偏りが出てしまうということ、また、全学として報告書にまとめる際にどうしても基準
間での記述の統一感がなく、揃えるのに改めて誰かが集中的に見なきゃいけない。ある程度文章
ができた段階で書きぶりを統一していくのは作業的に難しい面がありますし、確認に際して属人
的に負担が集中していくというところが挙げられます。
次に、まず各部局において評価をしていただいて、それを元に全学で評価するということで進
めますと、まず全学的な分析をした上で、その部局評価書を確認し特徴的な事例をいくつか吸い
上げていくということで、最終的に作る全学的な報告書としては作りやすい体制ではあるけれど
も、一方で各部局にまず評価をしていただかなければならないということで負担が多いというデ
メリットがあります。どれが正しいかという話ではなく、それぞれの大学の考えに依るものかと
思いますので、メリット・デメリットを踏まえた上で選択していくという話ではないかという結
論となりました。
そして 2 点目の課題、データ収集について簡単に申し上げますと、評価担当部と各種データを
お願いする各部局との間でどうしてもデータ収集に対する認識の差があるという現実があると。
各部局では多くの業務を抱えている上に、更なる負担を強いることとなるため、データ収集の必
要性、重要性について認識を揃えることを一番高い目標としておく必要はあるのですが、その認
識の浸透には多くの時間を要すると思われますのでまず現状では認識の差があるという前提のも
とで、どんな人でも、もしくは異動があった場合でも簡単に入りやすいように、できるだけ標準
化していくと。例えばデータであれば定義をし、ルーチン化する、評価についても例えば 1 枚の
シートを見れば分析までができるという形で、認識の差があったとしてもある程度の欲しいデー
タや記述が集められるような作業の標準化が評価担当として取り組んでいくまず最初ではないか
という結論に至りました。
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そして最後に改善に結びつける方法として、まず分かりやすいのは文部科学省や各種評価機関
等の評価結果を踏まえて外からの力を利用して改善していくということもありますけれども、実
はそれ以前に、これら評価を受けるために作成した自己評価書の作業段階でも例えば PDCA サイ
クルの C の部分と A の部分は実は一緒にやっている。自己評価書を作成するときに発見した改善
点にすぐに対応していくという過程もありますので、全てが外圧ではなくてまずは自己評価で発
見されたものもできる限り大事にしていった上で、それでも直りきらないものについて、どうし
ても対処できないものについては、いわゆる外圧を利用してエイと直していくという二つのパタ
ーンがあり、その改善点の性質に応じて変わってくるのかなというような結論に至りました。以
上です。
２．ポスターの補足説明と感想
（ポスターの補足説明及びファシリテータによるコメント）
・

６班では、
(1)各大学が採用する評価体制ごとのメリット・デメリット
(2)データ収集及び分析時における学内部局との協働関係
(3)評価結果を改善まで結びつける道筋等
について、各大学等の IR、評価、システム担当者の方々から直接話しを聞き、現場感覚をもっ
たディスカッションができました。(1)評価体制については、部局負担も考慮した上で仕組中に
各部局の自己評価実施過程を組み込むか否かが、大きな違いとなっているようでした。(2)デー

タ収集分析の難しさについては、IR、評価担当部でデータ収集に関する認識の差があることは
前提として、まずは収集業務の標準化、ルーチン化を進めることは第一歩であるとの結論に至
りました。(3)評価結果を改善まで結びつける道筋については、自己評価と第三者評価を使い分
け、上手に利用していくことが理想であるとの結論に至りました。今回の他大学の担当者やシ
ステム担当者の方々とのリアルなディスカッションを通じて、今後どのような点に意識を置い
て、より良い IR 体制、評価体制を目指すのかについて、現実的なヒントが得られました。
［神
戸大学

長崎

英助］

（グループ討論を通して感じた評価や IR を改善に活かすためのコツ、感想等）
・

本当に必要なデータ・指標を適切に収集・管理することが難しいことを改めて認識した。評
価担当部署で、そのデータ・指標を管理することの意義を説くことが必要であり、データ提供
側の負担に対するインセンティブとしてメリット提示できることが理想。以後の作業のルーチ
ン化やデータの各種調査等への活用など、工夫が必要である。［東京大学

・

南

雅登］

各自が実務上の課題を持ち寄り、具体的な取組状況や課題について情報交換しながらディス
カッションができたことは、課題を改善につなげていくために、とても有意義な機会でした。
ご参考までに、本学の場合には、自己評価を通じて発見された課題については評価センターで
検証を行い、全学会議を通じて改善に向けたフィードバックしています。それでも十分に改善
されない場合や、自己評価で発見できずに第三者評価で指摘を受けた場合は、外圧を前向きに
活用して評価センターから学長等に提言を行い、内部質保証を促しています。
［岡山大学
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義弘］
・

大学のどの業種－特に、近年は、事業系といわれる研究系、国際系、教学－においても、Ｉ
Ｒ思考は必要である。［徳島大学

・

小林裕美］

大学によって評価に対する体制やデータの収集方法も様々で，非常に参考になりました。同
じような悩みもあり，グループ討論を通して，意見を出し合いながらまとめることで，自身の
考えも整理できましたし，勉強になりました。今回学んだことを，今後の業務にも活かせるよ
う今後も精進していきたいと思います。［徳島大学

・

竹重和也］

システム開発会社の立場から実際の業務を担当している皆様の意見を聞いて、特に印象に残
ったことは「システムを導入したから上手くいくわけではない、むしろ弊害もある」という経
験についてのお話しでした。
「システム導入による弊害」と聞くとシステム開発側としては心が
痛みますが、システムありきで評価・IR・改善の活動を考えるのではなく、本来の活動の目的
は何なのか？を理解し共有して、まずはシステムに頼らずに手作業でも良いから活動を進めて
いくこと、その活動の上で本当に必要な部分にシステム導入することが重要であると感じまし
た。［SRA 東北

斉田裕二］

３．当日みんなで持ち寄った課題
・第三者評価への対応体制ごとのメリット、デメリット
・エビデンスの収集・分析方法
・評価、データ収集の重要性を学内に浸透させる方策
・意見調整の難しさ
・特定教職員への作業負担集中
・評価結果の改善への活かし方
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まる

［デメリット］
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標準化
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「大学の改善に活かす評価・IR」に関する議論の結果（７班）

７班
落合俊介（筑波大学）、○難波輝吉（名城大学）
、松浦清彦（名古屋学芸大学）、
日下早基子（大阪樟蔭女子大学）、本山徳保（九州産業大学）
１．議論結果の概要
全員事務職員で、国立大学の方が 1 名、残り 4 名は私学の事務職員です。やはり一番最初に出
ているのが、何のためにデータを集めるのか、ということです。現状を把握するためのデータを
集めるにしても、何を把握したいのか、トップ層が何を本当に欲しているのかということです。
そういった部分のギャップをどうやって埋めていけばよいのだろうというお話をしました。そこ
の中で出てきたのが、評価と改善という認識が混在しているということと、執行部と現場とのコ
ミュニケーション、そういったものが十分ではないのではないかという話が出ました。
ただ、そう言っていても、IR というのがもう動き始めた現状では、やはりなぜという部分に対
しても理由や根拠や課題というものもしっかりと説明できる、そういった能力、素養が教職員に
は求められてくるようになっているのではないかということが話しの中で出てきました。
あと IR を作った、これから作ろうとか作ったっという段階にあるのが、われわれの班ではほと
んどだったのですが、そういった中でやはり IR が本当に果たす役割というものをみんなが知って
いるかどうか、ステートメントとしてちゃんと全学的な周知、IR はこういう仕事をするところで
すよというのをしっかりと知っていただいた上で機能させていかないといけないのではないかと
いう話も出ました。
最後に人材育成の話ですが、全員が事務職員でしたので、われわれがジョブローテーションで
異動していく中で、本当に IR 専門職は必要なのかという話もしました。理解促進のためには、IR
の仕事の内容、そういったものが明確になってこないといけないということと、忘れてはならな
いのが、執行部がデータを解釈するとか、ものを決めるとかいうときの力量の高度化、そういっ
た部分の研修も必要なんじゃないのかなという話も出ました。
最後になりますけれども、現段階は「作らざるを得ない IR」であって、本当は「使える IR」
をという話もありました。この話題は結論が導き出せるところまで議論ができませんでしたので、
今は「作らざるを得ない IR」の時代かと思います。それでも頑張っていかなければならないとい
うような話でまとまりました。以上です。
２．ポスターの補足説明と感想
（当日の報告した以外のポスターの説明）
特にありません。
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（グループ討論を通して感じた評価や IR を改善に活かすためのコツ、感想等）
・執行部と IR と現場の温度差を少しでも小さくすることが大事である。
・データのやり取りの手順手続きを明確にすること、セキュリティ対策は必要であるが、データ
の受け渡しに要する時間を短縮すること。

３．当日みんなで持ち寄った課題（掲載可能なもののみ）
・学習行動調査から始めてみてはどうか。
・ネガティブ情報に対する批判が多い。
・執行部はデータや情報を見たいだけだった。IR 活動としての結果が見いだせなかった。
・データの見せびらかし合戦に終わってしまい、各部署間の業務分担の弊害が発生した。
・IR を動かすうえでは、既存の業務を整理する必要がある。
（ファシリテータによるコメント）
我が国の IR は、機能よりも組織づくりから始まってしまったことは否めない。このような状況
スタートした IR 草創期において、IR の枠組み、具体的な活動内容、成果の活用など、日常業務
の枠組みとの関わりを中心に議論できたことは有意義であった。
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８班
鈴木達哉（山形大学）、伊藤昌之（福島大学）、○藤井都百（名古屋大学）、宮錦三樹（大阪大学）、
石田達彦（岡山大学）、佐々木喜朗（宮崎大学）
１．議論結果の概要
まず私たちはそれぞれ各自が持ち寄った課題を出し合って、それを黄色い付箋に書きました。
それをカテゴリー別に分けて、緑の付箋に書いた五つのキーワードにまとめました。その後でグ
ループの中でディスカッションをして、われわれなりの解決策というか、こういう提案があるの
ではないかというのを青い付箋にまとめてあります。全員国立大学の出席者ですので、持ち寄っ
た課題に共通する部分が多かったのではないかと思います。
一つ目は、データの収集に困難があることです。例えば年度計画の報告を書く際にデータがう
まく集まらないとか、あとは分析をしたいが過去のデータが集まらない。それから得られるデー
タが全てのデータかどうか分からないとか、正確であるかどうか分からないといった、そういう
困難があるということが挙げられました。これらに対しては、例えば年度計画の報告を書くとき
にはどういう目的でこのデータを集めているのかというような、課題に関する共有認識、背景の
知識とかそういうものの共有が足りないのではないかということが挙げられて、それに対して例
えば学内で説明会を開くことや、IR 部署を設置したということであれば、設置を学内・学外に広
くアピールして IR 室がデータを集めているということを皆さんに知っていただくというような、
認識の共有が必要なのではないかということも一つの解決と見いだしました。
二つ目は、データの分析手法とか分析のレベルについてです。例えば事務職員のレベルでどう
いうデータ分析ができるのか、教員はつい専門的な分析をしてしまいがちだけれども、それでは
分かってもらえないからどうしたらよいのだろうかというような問題がありました。これについ
ては部局ヒアリングを行って、どういう分析をしてもらいたいかのニーズを探ることや、まずは
経年変化のグラフのような「見える化」ができるグラフをまずは作ってみる。その後でどういう
データが欲しいのか、どういう分析を提供してほしいのかと、順番に進めていったらどうかとい
うような解決が得られました。
三つ目は、分析結果の提案と活用についての問題です。いろいろ分析をして、例えば何か結果
が得られたとしても、それをどう改善に進めていったらいいのかとか、執行部が学長のトップダ
ウンでやってもらえればいいのですが、なかなかそういう風にいかないので、例えばどういう風
に活用してもらえるのかということ。それから、分析の結果を意思決定にどう反映させたらいい
のか分からないというような問題がありました。これについては分析の結果を活用してもらうた
めには、まず一つの学部から始めるとか、例えばすぐ成果が出るようなレポートを作って、こう
いう役立つようなことができるところを見てもらって、IR の有効性を理解してもらう。理解して
もらってから、学生調査のような 1 年生から 4 年生になるまでの長いスパンが必要な調査を任せ
てもらい活用につなげるという進め方をしたらよいのではないかという解決がありました。
以上がデータに関することでしたが、この他に IR の人材で、部署を作ったのだけど、どういう
人を置けばいいのかや、人事異動があったときの継承はどうしたらいいか、それから既存の組織
との調整、そういった課題がありました。これらについてはポスターの発表の時間帯にいろいろ
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質問をいただいたんですけれども、例えば異動に対応したマニュアルを作るとか、IR の部署に居
なくて部局に居る事務職員の方にも IR の考え方みたいなことを学んでもらって、IR 部署に突然
異動になって対応してもらえるようにしていくとか、IR 部署に教員を置く時にはどういう雇用を
しているのか。例えば何らかの分析ができる人とか、システムの担当できる人とかというような
具体的なニーズを示して人材を集めてくるという方法が採られているということが挙げられまし
た。

２．ポスターの補足説明と感想
（グループ討論を通して感じた評価や IR を改善に活かすためのコツ、感想等）
・コミュニケーションに尽きるということを感じた。
現場からのデータ収集を円滑に進める場合、ＩＲ分析ニーズの掘り起こしをする場合、執行部へ
分析結果を報告する場合など、ほとんどの場合に、各部門との連携が図られていることで、様々
な課題を解決できることが分かった。
ＩＲ手法の研究をする場合についても、このようなコンソーシアムに参加し、意見交換をするこ
とで多くのノウハウを得ることができるので、あらゆる場合において、コミュニケーションをし
っかりとしておくことが有用であると再認識させられた。
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９班
野村宏之（首都大学東京）、松岡尚志（創価大学）、橋本梨香（日本赤十字九州国際看護大学）
、
杉浦洋典（公立大学協会）、○藤原将人（立命館大学）
１．議論結果の概要
９班のファシリテーターを務めております立命館大学の藤原と申します。よろしくお願いしま
す。私どもの班はもう既にみなさんポスターセッションでいろいろ詳しくお話を聞いていただい
たかと思います。ここに挙げるポスターを作成するまでの間に、一人一人各論的なお話をいただ
いて、それぞれの課題の中から問題意識を詰めていったという風なプロセスを取っています。冒
頭にメンバーのみなさんから挙げていただいたのは、学習成果のデータ化とか、ポートレートを
どういう風に次年度以降運用していくかなどです。現場の日常の業務実践レベルでの課題なんか
も挙げていただいて、その中から課題を設定していったということになります。
一つには、各部署でそれぞれ必要なデータを収集してくるのだけれども、そこにとどまってし
まって全体に広がりを持っていかないというような課題なども挙げられました。そのあたりがポ
スターの一番上の問題意識にありまして、学内情報の一元化のあり方ですとか、あるいは組織間
での情報共有などが大きな課題として考えられるのではないかという風なことが挙げられてきて
おります。
その上で実際どういう課題が生じてきているかということですけれども、そもそも何のために
データを集めるのかというところが、やはりまだ十分に認識が深まってないのではないかという
課題が示されたり、あるいはもう少し効率的なデータの収集ができないかということです。既存
のデータはそれぞれの部局なんかにも相当部分眠って、眠っているという言い方がいいのかどう
かはありますけれども、そうしたものがある上に、新しいデータを求められたり、既存のデータ
をもっと生かせられるのではないか、もう少しうまく使っていけるのではないかというような意
見なども出てきていました。あるいは部署ごとに持っている情報群が異なっているという課題で
すとか、収集する情報項目も例えば外部機関から求められてくる情報、そういうものについても
定義が不統一であるがゆえに、重複業務とはいえないかもしれないですけど、こっちで出したも
のをさらに加工して別の機関に報告をしていくというような作業をしてきているというような現
場レベルでの実情があるということが挙げられてきました。
その上で、ではどうしていったらいいのかというのが、ポスターの下のほうに書かせていただ
いている中身になってきています。我々は、いくつか考えられるものとして、体制的なことなど
が論点としては上がってきたのと、あるいはそこでどういう役割を果たしているのかという風な
課題なども挙げられました。真ん中に記してあるのは、これは IR 組織の位置付けをどう考えてい
くかという意見が挙げられましたのです。その上で大きな大学全体の方針の決定は、これは主要
にはトップ層で担われるわけですけれども、そのトップ層ですとか教職員の意識改革が必要だろ
うという意見、そういう大学運営の改善に結びつくような IR のあり方はどうしていったらいいの
か、この辺の関係性が問われるということで図示をしております。
もう一方で論点があったのは、学部・研究科だとか各組織と IR との関係性です。この辺りは実
際問題、データを要望されて提供するというようなあり方も考えられるのですけれども、もう少
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し学部・研究科などの現場自体が主体的に改善活動を行っていくというようなことも必要だろう
という課題なども挙げられてきました。それで基本的に各部門の担当者に IR の意識とか、そうい
う活動も求められてくるだろうということも強調されて意見として出てきたと思います。
そういう全体の構成の中で、IR は組織間の情報をいかに繋ぎ合わせていくかというような、つ
なぎ役を果たしていくことが重要ではないかと考えられます。あと細かい意見もいくつか出まし
たけれども、評価結果をプランニングのほうにいかにつなげていくかとか、あるいは経営面に於
いて IR はどうあるべきか、そういう個別の論点も上がってきました。
もう一つは外部の情報公開との関係、このポスターの真ん中より下の上半分のところは学内の
改善支援のあり方ですけれども、一番下のところは学外に対してのあり方です。この辺も論点と
して上がってきました。以上です。
２．ポスターの補足説明と感想
（当日の報告した以外のポスターの説明）
○課題の報告やポスター作成の過程で、ほかに意見等があった主な内容は次のとおりである。
評価準備等にあたって、その都度大量のデータを収集しているが、所管課によるデータ集めに
終わってしまっていることから、収集したデータの分析や計画策定、評価結果への活用を図る
必要があるとの意見もあった。また、公立大学協会が 2013 年度より試行実施している「大学
評価ワークショップ」の取り組みと成果について紹介があった。同ワークショップは会員校の
要望に応じて実施される任意の評価の仕組みであり、大学にとっての意義やその特長などにつ
いて意見交換があった。さらに所属大学における IR 室の取り組みの報告があり、大学内部の
改善システムを有効に機能させるうえで必要な IR 室の位置づけ、プロセスやルールについて
課題の提起もあった。
（グループ討論を通して感じた評価や IR を改善に活かすためのコツ、感想等）
○ IR の定義はそれぞれの大学の文脈に沿って解釈し、適宜運用していくのが望ましく、組織や
学内の立ち位置などにこだわる必要はないのではと感じた。むしろ、実態として何かの改善に
資することが重要であると理解した。
当初担当業務である自己・点検評価活動と IR が連動していないことを課題としてあげていた
が、今回の討論を通じて、本学の IR 室は、教育領域におけるアセスメントをサポートする機
能を持っているので、立ち上がったばかりの IR 室としては十分に役割を果たしていると認識
した。
○ 各種のデータ収集は、提出を依頼する部署に、収集の目的や IR の意義などを説明して理解し
てもらう必要があると感じました。その意味では、収集したデータを使った分析を１項目でも
よいので初めに行い、分析の具体例を示していくような方法がよいのかなと思いました。
また、データを活用した経営分析やマネジメントへのデータの導入に関しても、その重要性を
トップ層や教員に、自主的に意識改革を期待することは難しいと思いました。指標となるデー
タと事業計画とをセットに事業計画を作成していくルールづくりや、モデル部署を設定しデー
タの活用による計画策定を行うなど、これも具体的な成果を見せていくということが有効では
113

「大学の改善に活かす評価・IR」に関する議論の結果（９班）

ないかと思いました。
○ IR に取り組む前提として、教育的効果がどのような指標で裏付けできるのか、担当者自身が
認識していないと、データ収集そのものが難しいと感じた。その意味で、IR 担当者が最低限認
識すべき、ある一定の基本的な考え方（発想）があれば、どの大学にも導入しやすいと感じた。
例えば、教育の成果を図る指標としては、休学・中退学率がある。そのうち、１年次から２年
次の春までの数値が減少していれば、初年次教育が有効であったことが分かる、等々。
最低限の発想を身に付け、IR 担当者あるいは執行部が、発想を応用することで、個々の大学の
教育の個別性を数字に転換していく作業が可能となると感じた。
３．当日みんなで持ち寄った課題（掲載可能なもののみ）
○「自大学において、できたばかりの IR 室と自己点検・評価活動がうまく連動していない。
」
○評価作業で収集したデータや、アンケート・調査などの結果、システム内でのデータが学内で
集約されていない状況があること。効率的・効果的な情報収集を行うためには、事務担当者レ
ベルでは、まず何から手をつけていけばよいか。
○IR のようなデータ収集や分析の必要性について、大学のトップ層にどのように意識改革を促し
ていけばよいか。
（ファシリテータによるコメント）
○メンバーそれぞれが持ち寄った所属大学や大学団体における課題からは、大学評価や学生調査、
IR 室、計画策定等の取り組みのなかで、いったいどのような目的でデータの収集や分析を行い、
改善に結びつけるのかといった点について、グループ内で共通する関心があったように感じた。
そうしたそれぞれの課題から既存の情報群の有効活用や、学部・研究科との関係のとり方、学
部・研究科自身の主体的な取り組みへの期待といった組織的な取り組みの重要性に意見が広が
りを持ったように思われる。
（課題記入者の感想）
○グループ内のひとつの結論として、IR 機能を「トップ層と現場への支援と組織間の情報のつな
ぎ役」という視点を導き出したのは、自身の固定化した IR への見方を見直すことができ、大
きな収穫となった。
○創価大学さんの IR 室の活動実績の中でお話のあった、学長からの諮問に応じた個別分析（１
年次成績不振者の分析）へのデータ提供について、IR 組織設置の初期段階においては、課題を
絞ってデータ収集を行い、次第に分析範囲を拡大していくというやり方もよいのではないかと
思いました。
○評価及び IR 担当者だけでは、個々の学内組織の「つなぎ」になることは困難なので、各部署
に IR 的発想ができるスタッフがいること（あるいは IR 的発想で話ができる人がいること）が
重要だと感じた。
「質」を数字に置き換えるという IR 的発想は、日常の現場感覚で捉えていく
内容がより重要度が高いように感じた。例えば、大学に今、何人の休学者がいるか。何故休ん
でいるか。いつ休学者は休み始めるのか、あるいは復学するのか。最近は、休学者が増えたの
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か減ったのか。これらは、担当部署だからこそ、存在の有無や増減傾向の感覚を捉えやすい。
大学が抱える課題が拡大したり強みに気づかず好機を逃したりすることを防ぐため、IR 部門か
ら接触する前に、担当部署が現場ベースで基本的な傾向を捉えて、IR 部門に相談したり情報提
供したりする発想やスキルがあれば良いと感じた。
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第一分科会をふりかえって（まとめに代えて）
小湊卓夫（九州大学）
皆さん方それぞれの話を伺っていますと、いくつか共通する傾向が出てくるのかなというふう
に思っています。今ちょっと画面のほうではまとめ中ですけれども、私が聞いた範囲内で覚えて
いる中で整理してみると、データの収集に結構、議論が集中していたのかなという気が致します。
実はこれは 3 年前にすでに第 1 分科会でやってる話なんです。
なんでまたこのデータの収集に話が集中するんだろうっと思って話を伺っていると、やはり近
年の外圧として IR 室の設置みたいなものが求められている。本来であれば大学のある特定の目的
に基づいて、IR 室を立ち上げて何をやるのかというのを規定でキチッと定めてやるというのが一
つの筋であろうと思うんですけれども、そうは言っていられない状況が多分あるというような状
況なわけです。
ただそうなってくると、データ収集に関わっては実はいろんな課題がもう既に今までたくさん
出てきて、一部整理してあります。気になる方は、先ほどの嶌田さんの説明にもあったかとは思
うんですけれども、大学コンソーシアムのウェブページに行っていただくとガイドラインがあり
ます。ガイドラインがデータ収集、データ分析、あとデータ活用編として三つ整理してあります。
きょうお話されたことの多くの部分は、実はこのガイドラインに結構関わるような話が多いのか
なと思って、ちょっと伺っていたところです。こんな感じです。口語調の文章で読み物みたいな
形にはなっていますが、適宜参考にしていただければというふうに思います。
ただやはり大本を正せば、外圧であろうが何であろうが、その IR の機能なり質なりというもの
を誰かが担ってやらなきゃいけないっていう、差し迫った現場の問題も一方であるだろうと思う
わけです。そのときにじゃあ何を基準にそういうデータを集めて、何をどういうふうに分析すれ
ばいいのかで、恐らく皆さん悩まれているというふうにも聞こえてきました。例えばですけれど
も、ここが参考になるかどうか分かりませんが、アメリカの IR は、いろんな状況があるんですけ
れども、最終的には大学のミッションに基づいた分析ということが一番大きな柱として強く強調
されます。
じゃあ大学のミッションとは何か。日本の大学にあてはめて考えると、教育と研究です。特に
研究面の研究者の実践というのは、あまり口をはさめないというふうに想定するならば、教育と
いう話にやっぱりならざるを得ないのかもしれません。そうしますと先ほど 2 班でも議論になっ
たところですけれども、自分の大学に入ってきた学生が最初の段階でどういう状況なのか、そし
て学年が進むうちにどういうふうに変化していくのか、多分いくつかパターンがあるかもしれま
せん。その学生が 4 年間かけて成長する中で、それを促進させる要因と阻害させる要因が間違い
なくあると思うんです。全部をつかまえきることは無理だとしても、大学の中にあるデータを使
ってそういうのをモデルとして、仮説を立てられないか、そういう観点から実はデータを集める、
分析するというやり方も一つあるんだろうと思います。アメリカの大学の IR 部署では、特に大き
な大学ですけれども、やはりそうことをやっています。
ただ小規模の大学になると、日々要求されるレポート業務に追われてなかなかできないという
のもありますが、皆さん方のお話を伺っていると、やはりアメリカの状況とは違って、何かやら
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なければいけない。という話になってくると、そこを教職員いろいろ力を合わせてやっていく方
法もあるのかもしれません。ちょっと上のほうを出してもらえますか。画面の上。分かりました。
そうするともう一度画面に戻りたいと思いますが、データの収集上の課題、そしてその解決策
という形になっていますけれども、先ほどガイドラインの話をしましたが、あともう一つはスキ
ル標準の話が嶌田さんのところから出てきたかと思います。まだ途中経過なので完全にはできあ
がっていないし、まだこれからも内容を変えていかなきゃいけないと思っていますが、例えばそ
ういったものも一つ参考にしていただくと、あそこに書いてあるのは一般論ですけれど、最低限
例えばこういうスキルというのを持っていれば最初の段階ではいいですよ、もう少し上のものを
望むのであればこういうことができるようになるといいですね、というような考え方でまとめら
れていますので、そういったものも参考にしていただければと思いました。きょうは随分多様な
議論がなされていただろうと思いますけれども、そこを完全にまとめることはなかなか難しいで
すが、取りあえず皆さんの話を伺った感想としては以上になります。
最後に一つだけ申し上げたいことがあります。さっき執行部の教育みたいな、研修みたいな話
も出てきましたし、云い方はいろいろでしたが、なかなかまとめたデータを執行部が使ってくれ
ないとか、データに対する理解がないというのがありますが、多分現場の人がそれを言っても仕
方がないと思ったんです。要するに責任は相手にあるという話になってしまいます。そうなって
くると。でも私たちは職業上の責任と権限を持って、そこを何とか変えていかなきゃいけない。
だとするならば、そのためには上に変わってもらうためには自分たちは何ができるのか、何をや
ればいいのかっていう観点でもう一度考えてもらえないだろうかというふうにも思います。当初
は私もそういう意識がありました。とにかく上ができないからなかなか思うようにいかないと。
でもよくよく考えてみると、仕事というのはみんなで協力しないと成果が上がらないわけですか
ら、執行部と何かやろうと思うと、執行部が動いてくれないことには何にもできないわけです。
そうするとどうすれば執行部に動いてもらえるのかっていう話を考えなきゃいけない。特に政権
が変わるときに引き継ぎ事項があって、事務の方はそれですごく苦労をされてると思います。そ
ういうのとあんまり変わりないんじゃないかと思うんです。相手にちゃんと理解してもらって、
こちらが考えているような方向性でどうやってお互い協力し合いながら、何か成果を、大学のた
めに成果を出していくのか。そういう観点からぜひ今後とも業務に対して接していただければい
いのかなというふうに、ちょっと感想として思いました。以上です。質問その他何かありますか。
それでは少し時間オーバーしましたけれども、朝早くからお集まりいただいて夕方まで熱心に
ご議論いただきました。どうもありがとうございます。そして今日の議論はこの後報告書にまと
めます。そしてデータ収集は結構議論がありましたが、この議論をもう 1 回踏まえてデータ収集
編のガイドラインをまた見直して新しく改訂していきたいと思います。またそのときにはご連絡
差し上げますので、もし何かありましたらまたコメント等寄せていただければと思います。きょ
うは長い間どうもお疲れさまでした。これでおしまいにします。
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第一分科会アンケート結果分析
１．満足度の結果

14

満足
概ね満足

27
＊参加者数 41 名（回収率：100％）
回答者すべてが、肯定的な回答であった。満足・概ね満足と回答した理由を確認すると、他
大学の事例や意見を聞けたことを挙げた人が最も多かった。今回の企画として、それぞれの大
学の取組・課題を持ち寄って議論するということを掲げていたが、その内容に満足した人が多
かったことがわかる。また、普段抱えている悩みを共有することができた点、その悩みや認識
が他の人も一緒であった点、それにより「自分の考えは間違ってはない」と安心した点が挙げ
られており、他大学の人との交流を通して、自身の活動を振り返ることができていたことがわ
かる。中には、自分が提示した課題に対するヒントを得ることができた人もいた。さらに、班
の構成が課題点で共通していたので、議論しやすかったという意見もあり、運営に対する満足
度も高かったことがわかる。一方で、「概ね満足」の意見からは、議論の時間が短いという指
摘が散見されており、下記の悪かった点とともに、今後の課題として挙げられる。

２．良かった点・悪かった点
良かった点として、大きく内容面と運営面に分けることができる。内容面については、上記
の満足度の回答と同様に、午後のグループワークにおいて他大学の情報を共有できた点が挙げ
られていた。また、午前中の講義も含めて、IR に関する知識を得られた点やアメリカの実態
も知ることができた点が挙げられていた。運営面としては、講演とグループワークの双方があ
った点、それにより参加者同士で議論しやすかった点が挙げられていた。
悪かった点については、特に運営面への意見が目立った。議論する時間が短かった点、講義
における内容の重複・難易度、会場の問題（1 日目と 2 日目で会場が異なる）等である。

３．今後のテーマ
今後取り扱って欲しいテーマについては、実践的な IR 事例が挙げられている。また、評価
との関係で、内部質保証や計画策定といったテーマもあった。その他、個別具体的テーマとし
て、大学ポートレートの活用、財務や研究分野での IR、学修行動調査、教員評価等があった。
（佐藤仁［福岡大］）
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2

他大の状況がよく分かった。

「日米の IR の違い」

自学だけが IR で遅れている

をどの講師も扱って

のでは、と焦る日々であった
が、他大でも似たような状況

実務・現場目線の構
成であったこと。

だと分かり、少し安堵した。

おり、情報の重複が
気になった。（くど
さ）

「数値データの扱い
方と情報への変換」
の演習から提言支援

私立大学

まで。
（ex）退学率を同読
み、何を提案するか。

なかなか他大学のご意見を
聞く機会がないので、非常に
有益でした。
共通の問題をみなさんお持
1

ちのようで、安心した面もあ
ります。
今日伺った話や内容を業務

IR についてぼんやり
としていたことが、
ある程度整理できた
点

に生かして行ければと思い
ます。
事前にグループを分けて頂
1

いたので、似たテーマ、問題
意識を持った方々との議論
は大変参考になりました。

参加前に持っていた

ありがとうございま

疑問や課題が概ね解

した。

消されました。

私立大学

IR について第一人者である
1

小湊先生と直接お話しでき

関係機関

多くの示唆を頂けたからで
す。
大学の方がどんな悩み、問題
を抱えているのか、生の声を

1

関係機関

聴けて良かった。
IR について初めてきちんと
理解できた気がします。
１日目と２日目で会
２日間という短い期

1

自信の課題が概ね解決され

間で、しっかり内容

たため。

を詰め込んでいただ
いたこと。

場が異なっていたた
め、場所が分かりづ
らかったこと。
（Taxi

私立大学

の運転手でも第一キ
ャンパスを理解して
いませんでした。）

・評価と IR という共
通点があり、最新の
状況を知ることがで

1

班の構成として、規模感・課

きた。

題点が似た者同士だったの

・分科会（第一）は

で、共有しやすかった。

有効な意見交換がで
き、テーマはこのま
まで来年も継続して

まだまだ講演者の内
容が高度である。日
本版 IR としての課

大学ポートレートを

題・現状を聞きたい

活用した IR

が、話が難しく感じ
られた。

良いかもしれない。
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他大学の事例を多く
聞けた点
（講演とグループワ

1

ーク双方があった点
が特によかったで
す）

大学の規模別、もし
くはIR担当の経験年
数でグループ分けす
るのもよいのではな
いかと思いました。

大変参考になりました。あり
1

がとうございました。

私立大学

具体的で分かりやすかった
です。

1

情報提供いただけた内容、交

はじめて参加させて

換できた内容がとても、今の

いただいて、比較対

私に必要なことであったた

象がないため、感心

め。

するばかりでした。

特にありません。

私立大学

共通の課題があり、グループ
内外で話し合うことで、解決
1

の糸口も見つかり今後の業
務に活用できる事例があっ
たため
同じ課題を持った方

1

とお話しできてとて

国立大学

も参考になった。
現場で問題になって
1

新しい発見や学びを得るこ

いる事について、他

とができた

大学の状況が把握で

同様のテーマで良。

きた。
1

他大学の状況が聞けて参考

外国や他大学の具体

になった。

的な事例が聞けた。

なし

国立大学

自分の疑問や思っていたこ

1

とに対する認識が一緒だっ

自分だけではわから

たり、ある程度の解決方法が

ない知識・情報が共

見えてきたことで安心した

有できる点

国立大学

から。
お疲れ様でした。来

自分自身の反省とし

・他大学の情報・状況を共有
できたのでよかったです。
↓これから
1

・自分の考えている IR の問
題点・課題などの方向性が間
違っていないと実感しまし
た。

国公私立が混ざって
いるので、私立はど
うなの？とわかった
のでよかったです。
あと、米国も先生が
非協力的だったり、
日本と一緒だとわか
ってよかったです。

て、もっと他大の人

国内で先進的なIR室

とコミュニケーショ

が実際に行った分析

ンをとればよかった

事例の紹介。

です。

財務・研究 IR をどう

第一分科会は、２日

するのか（財務担当、

目PMのみグループワ

研究支援部署にやら

ークだったので、AM

せるのか、IR 室がや

もグループワークだ

るのか、
URA などがや

ったらよかったか

るのか。）

も。

1

年も（きっと）参加
します。
※今日のグループワ
ークは、KJ 法をやる
つもりだったのでし
ょうか..？ その方

国立大学

法の説明があっても
良かったかもしれま
せん。附箋をどう使
うのか分かりません
でした。

課題となっていたものにつ

IR 開設時の問題につ

ありがとうございま

いてヒントがあった。

いてのヒントがあっ

した。お世話になり
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た。

ました。

課題の共有が出来た点。
担当業務の詳細までは議論
2

できなかったことは少し残

国立大学

念。
（同じタスクを担っている
方が少ないため）
少ない時間の中で、何とか議

2

論できました。（ポスター作

他の大学の状況を直

成）

接職員の方に聞ける

ファシリテーターの方に助

こと、問題を共有で

けていただき感謝していま

きたこと。

公立大学

す。
それぞれの大学のことにつ
1

第三者評価とは違っ

いて、情報を得ることができ

た、外部評価の活用

た。評価・IR に関する理解
を深めることができた。
多様な背景を持つ方々と課

2

関係機関

について。

計画の策定、そのフ

題の共有、討論ができたこ

ォローアップ

と。
1

国立大学

2

私立大学
各学校の設置、設立の違いに
より悩みは異なります。

1

しかし、IR に対する困難な
点の共有を図ることができ

第一日目の大学事例
（2 大学）

特になし

大学の事例（特に、

ありがとうございま

IR 担当者の養成、育

した。大変有意義な

成について）

２日間でした。

IR の分析事例、支援

時間が限られている

事例

ので、午前中からグ

ある特定のデータを

ループワークを開始

持ち寄って、分析を

した方が良いと思い

行う。

ました。

私立大学

た。
・他大学の状況を生で聞くこ
とができたため
・話すことによって自分の状
況を整理することができた
1

ため
・小湊先生、嶌田先生、佐藤
先生のお話で IR などの基本

午前中IRの講義を聞
き、午後話をするこ
とで議論しやすかっ
たです。

国立大学

情報を再認識することがで
きたため
国立大学法人の現状や、他大
学の現状を教えていただく

認証評価の第三クー

ことで抱える課題は設置形
1

ルの方向性、IR のそ

態の違いによらず、概ね同じ

の後、学修成果の検

であること、また、その課題

私立大学

証方法、など。

の解決方策の方向性を確認
することができました。
2

他大学の状況等の確認がで

IR について理解が深

学修行動調査につい

きた。

められた。

て
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2

各大学の IR のとりくみ、よ
く分かりました。

アセスメント、IE な
ど説明いただきまし

国立大学

た。
業者に対して、いつ

1

現場の困っている、生の声を

も参加させていただ

聞くことができ、とても勉強

き助かっておりま

になりました。

す。ありがとうござ

関係機関

います。

2

議論する時間がもう少し長
ければ尚良いかと思います。
私は研究力に特化した分析
に携わっていますが、IR の

1

話、皆さんとの対話は共通し
た課題を浮き彫りにし、解決
に向けた議論ができました。

実務担当者レベルの
課題を知ることがで

私立大学

きた。
刺激的でした。URA
ですが、充分、課題

もう少し対話ができ

解決への糸口がつか

たらよかったかな…

国立大学

めました。

具体的な課題を用いて、班の

1

参加者と各大学の情報共有

教員評価（年俸制業

や改善策に向けた議論が出

績評価）、内部質保

来たことは、大変有意義で面

証システム

白かったです。
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○ この分科会のプログラム構築については、以下の研究費を用いました。
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）
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）
○ 当日のスタッフ（第一分科会主担当）
淺野 昭人*（立命館大学 学生部 次長）
小林 裕美*（徳島大学 国際課 課長）
小湊 卓夫*（九州大学 基幹教育院 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 大学戦略・IR 室 助教）
末次 剛健志（佐賀大学 企画評価課 係長［ＩＲ主担当］）
土橋 慶章（神戸大学 企画評価室 助教）
長崎 英助（神戸大学 企画部企画課企画評価グループ 専門職員）
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）
藤井 都百（名古屋大学 評価企画室 講師）
藤原 将人*（立命館大学 教学部学事課 課長補佐）
○ 当日のスタッフ（第一分科会主担当以外）
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）
浅野 茂*（大学評価・学位授与機構 研究開発部 准教授）
本田 寛輔（メイン州立大学 アーガスタ校 学習成果診断准部門長）
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 41 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・監査人
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