評価・ＩＲに関する技術・手法情報誌

ISSN 2435-8959

大学評価とＩＲ
第４号
Journal of Institutional Research and University Evaluation

○ 事例報告
授業アンケートを教育改善サイクルに活⽤する：
回答率を向上させ、 学⽣から建設的な意⾒を得るための⼯夫〜（橋本智也）
留年してしまう学⽣の効率的 ・ 効果的な検出⽅法についての検討（嶌⽥敏⾏）
第３期中期⽬標期間の計画策定や評価対応に向けた IR 業務の在り⽅の検討（末次剛健志）
「IR の４つの顔」 から⾒える⽇本の⼤学の IR 像（浅野 茂）

○ 論説
IR ⼈材に求められる⼒量から IR 組織に求められる知性へ
̶ テレンジーニ（Patrick T. Terenzini）による 3 つの知性論の再検討 
（佐藤 仁）

大学評価コンソーシアム
平成２７年（２０１５年）１２月

もくじ

第 4 号（平成 27 年 12 月）

■ 事例報告 ＆ ■ 論説
［事例報告］授業アンケートを教育改善サイクルに活用する：
回答率を向上させ、学生から建設的な意見を得るための工夫～・・・・・・・・・・・・・ 3
橋本 智也（京都光華女子大学 EM・IR 部 部員）

［事例報告］留年してしまう学生の効率的・効果的な検出方法についての検討・・・・・・・・ 18
嶌田 敏行（茨城大学 大学戦略・IR 室 准教授）

［事例報告］第３期中期目標期間の計画策定や評価対応に向けた IR 業務の在り方の検討・・・ 26
末次 剛健志（佐賀大学 総務部企画評価課係長）

［論説］IR 人材に求められる力量から IR 組織に求められる知性へ
— テレンジーニ（Patrick T. Terenzini）による 3 つの知性論の再検討 −・・・・・・・・・ 35
佐藤 仁（福岡大学 人文学部 准教授）

［事例報告］
「IR の４つの顔」から見える日本の大学の IR 像・・・・・・・・・・・・・・・ 43
浅野 茂（山形大学 学術研究院（企画部）教授）

■ 平成 27 年（2015 年）査読者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
■ 編集者について／編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

表紙：明治大学岸本辰雄ホールと暁の鐘

2

情報誌「大学評価と IR」第４号
［大学評価コンソーシアム］

平成 27 年（2015 年）12 月

授業アンケートを教育改善サイクルに活用する：
回答率を向上させ、学生から建設的な意見を得るための工夫
橋本 智也 1

概要：内部質保証を進めるにあたっては、自己点検・評価の活動を基礎として教育の質を向
上させるサイクルが重要である。授業アンケートは、そのサイクルの起点の１つとして位置
付けられるが、多くの大学で十分に活用されているとは言えない。そこで、本稿では、授業
アンケートを活用していくにあたって課題となる「実施媒体と回答率」と「具体的・建設的
な意見」に着目して、①教員間での目的などの確認、②教員から学生への説明、③評価者と
しての教育、④わかりやすい資料の作成、⑤教員から学生へのフィードバック専用システム
の開発を行った。それら５つの工夫を中心に事例を報告する。
キーワード：授業アンケート（学生による授業評価）、内部質保証、回答率、WEB 媒体／紙
媒体、具体的・建設的な意見

１.はじめに
高等教育を巡る世界的な動向の１つに、市場原理を導入して教育の規制緩和を進めると
いう流れがあり、その結果、規制の対象であった教育の質を確保することが課題となって
きている（大場，2009）。日本の状況を見ると、教育の質保証の一環として、内部質保証体
制の構築が求められている。
内部質保証を進めるにあたっては、自己点検・評価の活動を基礎として、教育の質を向
上させるサイクルが重要となる（例えば、大学基準協会，2015）。そのサイクルを本稿で
は「教育改善サイクル」と呼ぶ。教育改善サイクルは、言い換えると、現状を把握するた
めにデータを集め、得たデータを活用して教育改善を目指した取り組みを行うとともに、
その結果を検証して関係者にフィードバックし、次の取り組みを検討・実施するという体
制である。
そして、
「授業アンケート」は、その体制における手段の１つである。しかし、十分に活
用しようとすると課題も多い。そこで、本稿では多くの大学で課題となっている「回答率」
と「自由記述の記載内容」に着目し、比較的小規模の大学（筆者が所属する京都光華女子
大学）で行った「授業アンケート」の活用に向けた取り組みについて事例報告を行う。具
体的には、高い回答率を得るために未回答の学生に回答してもらうよう促す取り組みと、
具体的・建設的な自由記述を書いてもらうために学生と教員の相互理解を深める取り組み
について報告する。なお、授業アンケートは教育改善以外に、教員評価にも用いられる（米
谷，2007）が、本稿の事例校は教育改善に重点を置いて実施しているため、本稿では教育
改善の側面に焦点を絞る。
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本稿で扱う用語の表記と定義について述べる。
「授業アンケート」という表記について、
大学によって「学生による授業評価」や「授業評価アンケート」などの表記があるが、本
稿の内容の基となった「平成 27 年度第 1 回 IR 実務担当者連絡会」（大学評価コンソーシ
アム主催、2015 年 8 月、立命館大学大阪いばらきキャンパス）の口頭発表（橋本，2015）
において、幅広い背景を持つ参加者にとって比較的馴染みがあると考えられる「授業アン
ケート」という表現を用いたため、本稿でも「授業アンケート」を用いる。
「授業アンケート」、
「質保証」、
「内部質保証」について、大学評価･学位授与機構は用語
集（大学評価･学位授与機構，2011）で下記の定義をしている。本稿では、それらの定義を
用いる。
「授業アンケート」（用語集では「（学生による）授業評価」と表記されている）：
「授業内容や方法の改善を図るための学生による評価。」
「質保証」：
「高等教育機関が、大学設置基準等の法令に明記された最低基準としての要件や認証評価
等で設定される評価基準に対する適合性の確保に加え、自らが意図する成果の達成や関係
者のニーズの充足といった様々な質を確保することにより、高等教育の利害関係者の信頼
を確立することを指す」
「内部質保証」：
「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」
以下、引用文献で「授業アンケート」以外の表記となっている場合でも、原文の引用を
除き、本稿の定義に該当すると筆者が判断したものは、本稿では「授業アンケート」と表
記する。
２．内部質保証と授業アンケートの関係
２.１.内部質保証のための体制整備が求められている
日本における教育の質保証制度の整備については、中央教育審議会の答申として、2002
年の「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について（答申）」、2005 年の「我が国
の高等教育の将来像（答申）」などで示されている通り、事前規制と事後確認の併用という
方針の中で政策的に進められ（鳥居，2009）、2008 年の「学士課程教育の構築に向けて（答
申）」で内部質保証体制の構築が提言されている。また、政策による後押しだけではなく、
現在行われている第二期認証評価において各認証評価機関も内部質保証に着目し（杉本，
2013）、各大学が教育の質を自らの責任で絶えず維持・向上させる体制を整備していくよ
う認証評価を実施している。

4

橋本 智也「授業アンケートを教育改善サイクルに活用する：回答率を向上させ、学生から建設的な意見を得るための工夫」

２.２.授業アンケートは内部質保証を進める 1 つの方法である
内部質保証を進めるにあたっては、教育改善サイクルが重要となる。本稿の事例報告の
対象である「授業アンケート」は、そのサイクルを実現する手段の１つとして位置づけら
れる。例えば、大学基準協会が内部質保証を説明した資料『内部質保証について』の中の
「内部質保証システム体系図＜例＞」
（大学基準協会大学評価・研究部，2015）では、授業
レベル－プログラムレベル－大学全体という３つの側面を通した教育改善サイクルが示さ
れ、そのサイクルの始発点の１つとして、授業レベルにおいて授業アンケートを「授業の
内容・方法の有効性の検証」の手段として活用することが例示されている。
２.３.授業アンケートは実施率が高いものの十分に活用されていない
授業アンケートは、現在、多くの大学が行っている一般的な取り組みの１つである。文
部科学省の調査「大学における教育内容等の改革状況について（平成 25 年度）」
（文部科学
省高等教育局大学振興課大学改革推進室，2015）によると、全ての学部もしくは全ての研
究科で授業アンケートを実施している大学は、2013 年度の時点において、国公私立全体で
96.6%となっている。ただし、授業アンケートは外部からの評価に対する義務の履行という
点が重視されて形だけの実施になっている（松谷ほか，2005）との指摘があるように、教
育改善サイクルの始点として十分に活用するためには課題が多く、活用方法が模索されて
いる状況にある。
そこで、本稿では授業アンケートの活用に関係する「実施媒体と回答率」と「具体的・
建設的な意見」について、比較的小規模な大学で行った取り組み事例を報告する。
３.授業アンケートにおける「実施媒体と回答率」と「具体的・建設的な意見」
３.１．実施媒体が回答率に影響する
授業アンケートに限らず、一般にデータ上での個人識別ができると、複数のデータを結
び付けて多面的にデータの対象者のことがわかるようになる。反対に、データ上での個人
識別ができない場合は、読み取れる範囲が、そのデータ内に留まる。なお、ここで言う「デ
ータ上での個人識別」とは、
「ある個人と別の個人を区別することができる重複のない唯一
の値を持っていること」を指す（具体的な特定の個人が誰であるかを知ろうとしているの
ではない）。
授業アンケートについて、劉（2014）は授業アンケートを含む学生調査と他のデータを
結び付けることの利点として「学務データと学生調査の結果を紐付けることができ、この
ことが様々な教学の改善に寄与する」
（p.43）ことを挙げている。このように、授業アンケ
ートはデータ上で個人識別ができると、教育改善サイクルの始点として多面的な活用が可
能になる。
しかし、授業アンケートで個人を識別している大学は少ない（劉，2014）。そして、その
ことが教育改善のサイクルに活用することを妨げる１つの要因になっている。個人識別の
有無の状況に関連して、劉（2014）は、東京大学が全ての国公私立大学を対象にして 2013
年に行った調査「大学のインスティテューショナル・リサーチ（IR）に関する調査研究」
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において、授業アンケートを含む各種学生調査が記名式か無記名式かを尋ねる設問に対し

て、授業アンケートについての結果は無記名式が 79.3%、記名式が 16.0%（氏名 3.5%、学
生番号や ID など 12.5%）であったことを報告している。
授業アンケートでは個人識別を行っている大学が少ないという状況に対して、授業アン
ケートを実施する際に WEB 媒体を用いることで、比較的円滑にデータ上での個人識別が
できるようになる。以下、実施媒体について述べる。
授業アンケートを行う際の主な媒体には紙と WEB の２種類がある。そして、使われて
いる割合としては紙媒体の方が高いという調査がある。例えば、国立 29 大学を対象とした
2005 年の調査では、紙媒体のみの実施が 26 大学、紙媒体と WEB 媒体の併用による実施が
３大学であり、WEB のみの実施は見られなかった（関内ほか，2006）。また、東北地域の
48 大学（国立７、公立９、私立 32）を対象とした 2012 年の調査では、回答があった 42 大
学のうち、紙媒体が 38 大学、WEB 媒体が６大学（複数回答可）であった（渡部，2012）。
紙媒体での実施には、学生が一堂に会する機会を利用して一斉に回答してもらうことで、
高い回答率を得やすいという長所があるが、その反面、データ上での個人識別が可能な形
で実施しにくいという短所もある。紙媒体であっても記名式にすることでデータ上での個
人識別は可能である。しかし、記名式にすると「自身に不利益が生じるなどの不安を感じ
てしまい、回答内容に影響が出るのではないか」との懸念が学内関係者に生じやすいと思
われる。記名式と無記名式の授業評価の結果には違いがないという知見（牧野，2003 3 ）は
存在するものの、その懸念は根強いと予想される。
一方、WEB 媒体であれば、ログイン方式を用いることで、ログイン時の ID でデータ上
の個人識別が可能になるという長所がある。ログイン方式は学生が日常的に学内ポータル
サイトなどを利用する際の手順であり、アンケート用紙に学籍番号を書くことに比べて、
心理的なハードルが低いと言える。ただし、実施にあたっては個人を特定した利用はしな
いという説明と同意が重要となる。
しかし、WEB 媒体で実施する場合は、紙媒体で実施するときよりも回答率が低くなりや
すいことが課題となる。回答率が極端に低くなると得られたデータの信頼性の問題につな
がるため、紙媒体での実施と比べて回答率が下がることへの懸念が学内関係者に生じやす
い。授業アンケートの回答率に関連して、関西地区 FD 連絡協議会が「授業評価ワークシ
ョップ」のために行った 2007 年の事前アンケートにおいて、設問「貴学での授業評価に関
わる課題として、どのようなものがあると思われますか？」の回答結果には４つの傾向が

調査対象は国公私立大学計 783 校、そのうち有効サンプル数は 557 校（回答率 71.1％）。調査では「IR」
について、
「日本の大学ではまだ共通の定義や活動の認識はまだ成立していないのが現状であるとの前提
に立ち、本調査では IR の仮の定義として、『大学のミッションとその実現のための手段とりわけ情報収
集と分析』として、IR と意識されずに実施されている大学の活動もあると考えられ、これらをできるだ
け広く捉えようとした」（p.40）としている。
3 ある短期大学の１年生を対象とした選択科目（
「心理学」、講義形式、受講生 45 名）において、講義の
最終回が終了 した後に 記名 式で実施 した 授業アンケートと、試験日（最終回の翌週）の試験前に無記名
で実施した授 業アンケ ート を比較し 、教 員評価・授業内容評価・成績基準評価・授業準備評価の全てに
おいて記名式 と無記名 式の 評価が変 わら ないという結果が出ている。ただし、調査対象の科目は元々評
価が高いため に評価が 変わ らなかっ た可 能性があることから（天井効果）、「１つの授業を対象とした結
果からの一般化には問題が残る」（p.74）としている。
2
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見られ、そのうちの１つとして「回答の質や回答率」が挙げられている（林・大塚，2008 4 ）。
また、回答率の低さから実施媒体を WEB から紙に変更した大学が見られ、例えば、東京
農工大学では WEB 実施の 2001 年度後期～2003 年度の回答率が 10%程度であったのに対
して、紙媒体での実施に変更した 2004 年度前期は 78%となっている（関内ほか，2006）。
このように、回答率は学内関係者の関心が高いため、授業アンケートを教育改善に活用し
ていくにあたっての重要な要素の１つとなっている。
上記のことから、授業アンケートを教育改善サイクルの始点として活用するために、個
人識別が可能なデータを得やすい WEB 媒体の実施において、高い回答率を得る工夫が求
められていると言える。
３.２．具体的・建設的な意見を書いてもらう工夫が必要
授業アンケートは多くの場合、選択式の設問と自由記述で構成される（中村，2007）。そ
のうち、自由記述については記載内容が抽象的であったり、教育内容・手法ではなく個人
への批判であったりすると、たとえ回答率が高かったとしても、授業アンケートの結果を
踏まえた改善策の検討が難しくなる。そこで、具体的・建設的な意見を書いてもらう工夫
が必要となる。
授業アンケートを教育改善につなげるためには、学生と教員の相互理解が重要となる。
授業アンケートの自由記述に関して、学生側としては、書いたことがきちんと伝わってい
るのか、授業に反映されるのかなどの不安がある。教員側としては、改善につながること
を書いてもらいたい、具体的・建設的に書いてもらいたい（どう対応すればよいかわかり
にくい）、長所を伸ばす観点から改善すべきところだけでなく良いところも書いてもらい
たいなどの思いがある。
そこで、上記の学生の不安を解消するとともに、教員の思いを尊重するように授業アン
ケートに取り組むことが重要となる。その実現のために、本稿の事例では５つの工夫を用
いて授業アンケートを実施した。それらの工夫①～⑤について述べる。
①教員間で授業アンケートの趣旨や教育改善への活用方法などを改めて確認し合う機
会を設ける。その上で、②教員から学生に教員間で確認し合ったことを踏まえた説明（授
業アンケートの趣旨や教育改善への活用方法など）を行う。また、同時に、③自由記述に
具体的で建設的な意見を書いてもらうために、責任を持って回答する姿勢を身につけるこ
との重要性、つまり学生に対する評価者としての教育という側面も併せて伝える。そして、
それらを円滑に行うために、④使用する資料を学生・教員にとって「わかりやすい」もの
にする。さらに、⑤教育改善に活用するという方向性を示すだけで終わらせずに、授業ア
ンケート結果について教員のコメントを学生にわかりやすくフィードバックする仕組みを
作り、機能させる。
工夫④の「わかりやすい」に関連して、デザインの分野で「製品のデザインだけではな
くそれが使われること全体をデザインする」
（ノーマン，2011）という観点の重要性が指摘
4

関西地区の大学 213 校に事前のアンケートを送付し、回答があった 76 校（「参加する」54 校 63 名、
「参加しない」22 校 22 名、回収率 35.7%）のうち、参加希望校・者の回答傾向（「参加しない」と回答
した大学はほとんどがアンケートに回答していない）。
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されている。よって、目的が曖昧なまま、文字を目立たせたり、イラストを使ったりする
のではなく、
「資料を通して、教員間・教員と学生間で授業アンケートと教育改善のつなが
りに対する理解が深まる」という視点を持つことが重要である。
上記の工夫①～⑤を図１に示す。

図１

京都光華女子大学の「授業アンケート」で用いた５つの工夫

以下では、上記①～⑤の工夫を反映させて行った授業アンケートについて、
「対象者・科
目、実施媒体、実施期間」、「回答率」、「具体的・建設的な意見」の順で実施方法と結果を
述べる。
４．方法と結果
４．１．授業アンケートの対象者・科目、実施媒体、実施期間
本稿の事例報告の対象である京都光華女子大学の授業アンケートは大学と短期大学部
の全学生（全ての学部・学科・学年）を対象に実施した。対象者数は大学が 1,490 名、短
期大学部が 245 名の計 1,735 名であった（2015 年 5 月 1 日現在の在籍者数）。専任教員数
は大学が 103 名、短期大学部が 11 名、その他（研究所）が１名の計 115 名であった（2015
年 5 月 1 日現在）。2015 年度前期の全科目を対象に実施した。
実施媒体は WEB であり、学内ポータルサイトの授業アンケート機能を用いた。学生が
ログインし、画面上に履修科目の一覧が表示され、学生が各科目について設問に回答する
という手順で実施した。学生が回答する項目には氏名・学籍番号の欄はないが、学生はポ
ータルサイトにログインした状態で回答するため、データ上は個人識別ができる。ただし、
8
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実施にあたっては、個人を特定した形で利用することはない旨、学生向けの配布資料に明
記するとともに、教員が口頭で説明を行った。また、教員の説明内容を全学科で揃えるた
め、説明を担当する教員向けに説明手順書を作成した。
実施期間は授業期間中の 2015 年 6～7 月の１ヶ月とした。実施の趣旨や教育改善への活
用などの説明、また未回答者への連絡（次節で詳述）を行う時間を確保するため、授業ア
ンケートは授業期間の終了後ではなく、期間中に行った。実施期間の１ヶ月のうち、回答
期間は３週間とし、回答期間終了後に２回の延長期間（延長期間Ⅰ、Ⅱ）を設けた。延長
期間はそれぞれ１週間とした。
４．２．回答率
回答率を高めるために、各教員の協力の下、未回答の学生に回答を促すという方法を採
った（未回答者に回答を促す方法は 2011 年度から行っている）。京都光華女子大学では、
全ての学科で担任制を設けている。未回答の学生への連絡は原則として担任の教員が担当
学生に行うこととした。実際の運用は学科が状況に合わせて実施した。
教員が未回答の学生に回答を促す連絡は、回答期間終了後（延長期間Ⅰの開始時）と、
延長期間Ⅰ終了時（延長期間Ⅱの開始時）に行った。
教員が未回答者の回答を促す際の資料として、未回答者リストを提供した。未回答者リ
ストは以下の手順で作成した。
・ クラス名簿のデータ（Excel データ）を各学科の事務担当者から入手した。
・ クラス名簿は各学科の運営状況に最適になるように学科独自で作られているため、
項目の並び順、セルの結合、シート構成など形式は多様であり、そのままでは後処
理に使えない。そこで、全学科のクラス名簿を共通の形式に整形した。
・ 統計処理ソフトの IBM SPSS Statistics（Version 22）を使用し、授業アンケートの回
答データと整形後のクラス名簿を結合した。結合キーには学籍番号を使用した。１
つ以上の科目に回答している場合を「回答済み」、１科目も回答していない場合を「未
回答」とした。処理後のデータは Excel データとして保存した。
・ 教員が未回答者を確認しやすいように整形した。Excel データとして作成し、学科＞
教員氏名＞学年＞クラス＞回答有無でソートし、フィルター機能で各自の担当学生
だけを表示できるようにした（他の教員の担当分も確認できる）。また、視認性を高
めるために、フォントサイズ、行列の幅・高さ、表示倍率を調整し、教員が未回答
者リストを印刷して授業に持っていくことを想定して改ページを調整した。改ペー
ジが調整されていることがわかるよう、「改ページプレビュー」モードで保存した。
・ 学科単位でファイルを分け、各学科の所属教員に当該学科分をメール配信した。配
信の際には、未回答者リストに加えて、Excel のフィルター機能の使い方の説明資料
も併せて添付した。
また、担当教員が未回答学生に回答を促すこととは別に、学内ポータルサイトの連絡機
能を使用して、未回答学生に回答を促すメールを配信した。
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未回答者リストのイメージ図を図２に示す。

図２

未回答者リストイメージ図（架空の値を使用）

回答状況の全学的な把握を目的として、回答期間終了時と延長期間Ⅰ終了時それぞれの
時点において、中間報告としての回答率を算出した（中間回答率①・②）。また、延長期間
Ⅱ終了時に最終報告としての回答率を算出した（最終回答率）。回答率は大短全体、大短別、
学科別、学年別に算出した。回答率の報告は、延長期間Ⅰと延長期間Ⅱの間に開催された
FD 委員会で行い（FD 委員会での報告事項は各学科会議での報告事項となる）、併せて全教
員へのメール配信でも行った。回答率の報告用資料のイメージ図を図３に示す。

図３

回答率報告用資料イメージ図（中間回答率②、架空の値を使用）
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最終回答率は大学と短期大学部を合わせた値として、62.5%であった。なお、過去２年に
実施した計４回（2013 年度前期～2014 年度後期）の大学と短期大学部を合わせた回答率
は、それぞれ 64.9%、56.1%、59.4%、53.4%であった。
４．３．具体的・建設的な意見
３章２節で述べた「①教員間の確認」、「②教員から学生への説明」、「③評価者としての
教育」、「④わかりやすい資料の作成」、「⑤教員から学生へのフィードバックの仕組み」を
実施するにあたって、まず「④わかりやすい資料の作成」を行い、その資料を用いて「①
教員間の確認」、「②教員から学生への説明」、「③評価者としての教育」を行った。また、
①～④と平行して、
「 ⑤教員から学生へのフィードバックの仕組み」のシステムを開発した。
「④わかりやすい資料の作成」について、従来使用していた資料では、授業アンケートの
実施から教育改善までの流れが強調されていなかった。また、授業アンケートの趣旨や教
育改善への活用など重要な箇所と、その他の箇所（回答手順など）が強弱なく並べて書か
れていた。そのため、学生・教員にとってわかりにくい資料となっていた。また、紙面に
は余白が少なく文字が占める割合が多かったため、読んでみたいと思うような資料とは言
えなかった。そこで、資料作成にあたって下記の配慮を行った。
・ 授業アンケートについての資料であることが一目でわかる。
・ 回答内容が担当教員に伝わり、教員からフィードバックがあることを明記する。
・ 教員個人での利用に留まらずに、学科内でアンケート結果を踏まえた教育改善につ
いての議論を行うことを明記する。
・ 抽象的ではなく具体的に書くこと、改善点だけではなく良い点も書くことを促す。
・ それら強調する点をはっきりさせた上で、文章だけでなくイラストを用いて、一目
見ただけで強調されている内容がわかるようにする。
従来使用していた資料と、今回作成した資料の比較を図４に示す。

図４

趣旨説明についての従来の資料（左）と今回作成した資料（右）の比較
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「①教員間の確認」について、上記の資料を用いて、以下の流れで資料を確定させた。
・ 資料を案として学科に提示した。
・ 各学科は、その案をたたき台として、資料を通して学生に伝えるべき内容を学科会
議などで検討し、学科としての意見を取りまとめた。
「より良い授業は教員と学生の
共同作業で作られる」、
「個人だけでなく学科で組織的に教育改善のために活用する」、
「より良い授業のためには改善点だけでなく具体的・建設的な内容も書くことが望
ましい」などが確認された。
・ 各学科から出された意見を踏まえて、資料を修正した。
・ 「資料を通して学生に伝えるべき内容」が FD 委員会で審議され、承認された。
「②教員から学生への説明」、「③評価者としての教育」について、より良い授業を作っ
ていくためには教員と学生の共同作業が必要であること、また改善点だけではなく具体的・
建設的な内容も書いてもらいたいことについて、学生向けの配布資料（図４）に明記する
とともに、教員が口頭で説明を行った。説明のための期間として、授業アンケート開始時
から１週間を設定した。
「⑤教員から学生へのフィードバックの仕組み」について、授業アンケートの結果（数
値の集計と自由記述）に対して、教員が学生にコメントを書く取り組み（「リフレクション
ペーパー」）をシステム化した。これまでは学内ポータルサイトの汎用のアンケート機能を
使って実施していたが、教員の記入、学生の閲覧ともに操作が煩雑であったため、授業ア
ンケートへのコメントのための専用のシステムとして新たに開発した。システムの開発に
あたっては、
「①教員間の確認」で示した流れと同様に、学科にシステムの案を示し、意見
聴取を行い、それらの意見を取りまとめた上で、FD 委員会での審議・承認を経て、IT 担
当の部署の協力の下でシステム開発を行った。
教員側の入力手順は、学内ポータルサイトにログインすると、担当科目の一覧が表示さ
れ、各科目についてコメントを記入するというものであった（コメントの入力画面から授
業アンケートの数値集計グラフと自由記述を参照可能にするなどの配慮を行った）。記入
する内容は科目ごとに２つあり、１つが「授業で実践して良かったこと、改善を要すると
思うこと」、もう１つが「学生による授業評価の結果について思うこと（学生の要望に対し
てどのように対応するかなど）」であった。学生側の閲覧手順としては、学内ポータルサイ
トにログインすると、履修科目の一覧が表示され、科目名をクリックすると該当科目の担
当教員からのコメントが表示されるというものであった。
教員がコメントを記入する期間として３週間を設けた。記入期間内に１度、回答期限が
近付いていることを伝えるリマインダーメールを配信した。コメントの記入率は大学と短
期大学部を合わせて 87.5%（対象の 96 名中 84 名の回答）であった。なお、システム開発
をする前（汎用のアンケート機能を使用）の 2014 年度前期、後期の記入率はそれぞれ 78.9%、
75.0%であった。入力画面のイメージ（操作手順資料）を図５に示す。
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図５

授業アンケートの結果に対する教員のコメント入力画面（操作手順資料）

また、上記の担当・履修科目のみの表示とは別のフィードバックとして、教員の全ての
コメントを一覧にまとめ、学内全ての学生・教職員が閲覧可能な状態で学内ポータルサイ
トに掲載した。
さらに、学科内で各教員のコメントを相互に確認するとともに、学科として組織的に対
応すべきこと（例：好評であった教授法の共有、授業で学生に対応する際の指針作成など）
を議論する取り組みを行った。また、従来の自由記述の内容と比べて、具体的・建設的な
意見が増えたと感じられるかについて、各学科から意見聴取を行った。意見聴取にあたっ
ては、各学科に自由記述の書式を配布し、
「具体的・建設的な意見の記載について、増えた
／変わらないなど、先生方の感触についてお書きください」5 という設問を用いて、記入を
依頼した。その結果、学科内の教員に感じ方の濃淡はあるものの増えたとした学科は３学

5

書式 は本 文 に記 載 の 設問 に加 え て 「学 科として確認したリフレクションペーパーの内容、学科と し て
対応すべきことなど」、「その他のご意見」の３つの設問による構成であった。
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科、変化なしとした学科は１学科、不明とした学科は３学科であった。これらの結果は、
FD 委員会で報告を行った。
５．考察
内部質保証を進めるにあたっては、自己点検・評価の活動を基礎として教育の質を向上
させるサイクルが重要である。授業アンケートは、そのサイクルの起点の１つとして位置
付けられる。しかし、多くの大学で十分に活用されているとは言えない状況にある。そこ
で、本稿では、授業アンケートを活用していくにあたって課題となる「実施媒体と回答率」
と「具体的・建設的な意見」に着目して事例報告を行った。
５．１．実施媒体と回答率
WEB 媒体で授業アンケートを実施すると、抵抗感が比較的少ない中でデータ上の個人識
別が可能となる。しかし、WEB 媒体での実施は回答率の低さが課題となる。そこで、未回
答の学生に回答を促すという方法を用いて、WEB 媒体による授業アンケートを実施した。
その結果、回答率は大学と短期大学部を合わせた値で 62.5%であった。過去２年の４回
を含めても約５～６割の回答率が得られている状況である。これらの値は WEB 媒体によ
る授業アンケートとしては比較的高い回答率であると言える。そのため、本稿の取り組み
方法は、学生数約 1,700 名、専任教員約 100 名の規模と各教員の協力体制という条件の下
ではあるが、比較的高い回答率を得るために、ある程度有効であると言える。
この規模の条件について、規制緩和や自由化が導入されても低成長時代では過去の実績
や伝統を持つ上位層の機関が教育の質的向上などの達成に有利（有本，1994）との指摘が
ある中で、本稿で報告した方法は大規模大学では実施することが比較的難しいと考えられ
るため、小回りのきく規模を活かした教育改善として捉えることができる。
教員の協力が得られている理由について、１つには教員が未回答学生に回答を依頼する
方法を行うにあたって、無理のない学生数・教員数の規模であったことが挙げられる。そ
れに加えて、建学の精神「仏教精神に基づく女子教育」や校訓「真実心」を土台にした、
他者をおもいやる心、ともに支え合う心を大切にする学風と、より良い授業の実現に向け
た各教員の意識があると思われる。また、それらを「未回答学生への連絡」という具体的
な行動につなげてもらうために、視認性が高くなるように調整した未回答者リストを学科
ごとにメール配信するという情報提供の仕組みも効果があったと思われる。
ただし、今回（2015 年度前期）から用い始めた「わかりやすい資料」を通して、授業ア
ンケートに対する学生の理解が進み、回答率上昇につながることを期待したが、大学と短
期大学部を合わせた数値としては回答率が大きく上昇したわけではなく、期待通りとなら
なかった。この点に関して、本稿では詳述していないが学科ごとの回答率には幅があり、
回答率が大きく上昇した学科と、変化がなかった学科に分かれている。各学科の資料の活
用状況の違いと回答率の関係についての検証が課題である。
また、過去２年の４回の回答率は下降傾向にあったが、今回やや上昇した。前期と後期
の回答率を比べると後期の方が低くなっていることを踏まえて、前期だけで見た場合でも、
過去２回と今回の回答率はそれぞれ 64.9%、59.4%、62.5%であり、前回と比べて上昇して
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いる。上昇の理由について、わかりやすい資料を通して、授業アンケートの趣旨や教育改
善への活用などについての認識の共有化が教員間、学生・教員間で進んだことが１つの可
能性として考えられる。ただし限られた実施回数の中での傾向であるため、効果検証の継
続を今後の課題としたい。
５．２．具体的・建設的な意見
授業アンケートを教育改善サイクルの起点として活用していくために、学生に対して自
由記述には改善点だけではなく具体的・建設的な内容も書いてほしいということを説明し
た。
教員から学生へのフィードバックについては、教員の入力と学生の閲覧がともに円滑に
行われることを目指して、授業アンケートの結果（数値の集計と自由記述）に対して教員
が学生にコメントを書くための専用のシステムを開発した。記入率は大学と短期大学部を
合わせて 87.5%であり、システムを開発する前の 2014 年度前期、後期の記入率（それぞれ
78.9%、75.0%）よりも高かった。
記入率が高くなった理由について、教員の意見を踏まえて入力が容易になるようにシス
テム開発を行ったことに加えて、「わかりやすい資料」を作成する過程の中で、「より良い
授業は教員と学生が共同で作っていく」、「その一環として各教員が学生に向けてコメント
をフィードバックする」という点を各学科内で改めて確認したことが考えられる。
具体的・建設的な意見が従来の自由記述と比べて増えたと感じられるかについては、各
学科からの意見聴取の結果、７学科中で３学科が増えたと回答した。教員によって感じ方
の濃淡は見られるものの、わかりやすい資料を通して、教育改善への個人・組織での活用
という授業アンケートの趣旨が学生に伝わるきっかけとなったと思われる。教員個人のフ
ィードバックの内容、学科として検討した組織的な改善内容が実行されるかなどを検証す
ることが今後の課題と言える。
６．おわりに
「教育の質を大学自らが保証する体制」が必要とされる中、学内関係者にとって馴染み
のない取り組みによって教育の質保証体制を整備しようとしても、学内に定着するまでに
多大な労力・時間を費やすことになる。それに対して、学内で長く実施実績がある既存の
取り組みであれば、学生・教職員の理解を得やすい。授業アンケートは、現在、多くの大
学が行っている一般的な取り組みである。本稿では、その一般的な取り組みの運用方法に
工夫を加えた事例について報告を行った。
本稿の取り組み事例では、未回答の学生に回答を促すという方法を用いることで、WEB
媒体であっても比較的高い回答率を得ることができた。また、わかりやすい資料を通して、
部分的ではあるものの、教員間、学生・教員間で教育改善への活用という趣旨の理解が進
み、具体的・建設的な意見が増えた。これらの取り組みで得られた情報は教育改善サイク
ルの始点である授業レベルにおいて、授業内容・方法の有効性を検証するために活用でき
る。
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ただし、考察で述べた通り、回答率に変化がなかった学科や、個人・学科で検討した教
育改善内容の今後の実行状況など検証すべき課題も残っている。学内の協力を得ながら、
それらの課題に対応し、引き続き授業アンケートの取り組みを行うことで、授業レベル－
プログラムレベル－大学全体という教育改善サイクルをさらに機能させる糸口にできると
考える。
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留年してしまう学生の効率的・効果的な検出方法についての検討
嶌田 敏行 1

概要：
「留年してしまう」学生の早期発見は、大学側の早期対応につながるため、定員管理とい
う観点から重要である。そこで、
「留年してしまう」学生の効率的・効果的な検出方法について
４つの手法の比較を行った。その結果、学生の GPA を連続的に点検する方式が一定程度有効
であることが示唆されたが、カリキュラムのタイプに依存することも分かった。
キーワード： エンロールメント・マネジメント、留年、定員管理、GPA

１.はじめに
近年、我が国の高等教育機関では、適正な学生の定員管理が求められている（例えば、
文部科学省高等教育局・日本私立学校振興・共済事業団, 2015）。収容定員に対する定員超
過や定員割れは、教育の質の保証の観点からも好ましいとは言えない。そのため、入学試
験などの定員管理だけではなく、留年や退学を含めた入学後（在学中）についてもこれま
で以上に適切な管理が求められていると言える。
入学や就職・進学に関しては、いわゆる「相手のある話」、即ち、大学内だけで「系」が
閉じずに受験生や就職先との関係が含まれるため、大学の取り組みが直接それらの状況の
改善に影響しにくい場合がある。留年についても「系」が大学内で閉じないものの、入学
や就職・進学と比べれば大学側の支援によって、ある程度状況が改善される可能性がある。
そのため、IR オフィスの分析を通じて「留年しそうな学生」を検出することが重要になる
と考えられる。ただし、留年には、学生本人の意思に反して留年せざるを得ない場合と、
本人の意思にもとづく留年がある。また、留年が学生のその後の人生を良い方向に導く可
能性も考えられるため、一概に留年を否定するものではない。本稿では、留年に至った背
景や、学生に及ぼす影響は問わず、現象にのみ着目し、数量的なデータから「留年しそう
な学生」を検出することを試みる。
IR 担当者としては、エンロールメント・マネジメントの一環として、在学生の留年に至
る動きについてどのように把握し、それをどのように各教育現場に伝えるか、ということ
が課題となる。学期 GPA が一定以上の数値（一般に 2.0 以上）に至らない場合に、休学や
退学を勧告する仕組みがあれば、成績不振者に対して他の進路を早急に検討してもらうこ
とが可能となるが、我が国では、そのような仕組みを導入している大学は 6.8％とあまり
多くはない（文部科学省高等教育局, 2015）。また、半期あるいは 1 年ごとに、一定の単位
数を取得しなければ除籍させるような大学もあるが、現在のところ、あまり一般的ではな
い。つまり、我が国では、成績が多少悪くとも卒業に必要な単位が取得できれば、大学を

1

茨城大学 大学戦略・IR 室 准教授 電話：029-228-8572
メール：toshiyuki.shimada.ir@vc.ibaraki.ac.jp
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卒業できる状態にある。加えて、
「留年しそうな学生」をモニタリングするための指標や方
法なども、確立されているとは言えない。
そこで本稿では、
「留年しそうな学生」を、その学生が深刻な状況にならないうちに、成
績データと単位数データを組み合わせ迅速かつ効率的・効果的に検出する方法を検討する。
米国では、留年という概念は無く「学位取得までに要する時間（Time to Degree）」を短く
するための現状把握が行われており、統計学的な手法を用いることが主流である（例えば、
Olney and Fujiwara, 2015）。我が国では、実際に高等専門学校学生の GPA を用いて留年
する学生や成績の傾向を分析した百田（2008）や、休退学防止の取り組み事例を分析した
岩崎（2015）など、さまざまなアプローチが試みられている。本稿では、統計的な手法に
頼らず、かつ、GPA のデータと在籍状況（卒業、在学、退学、休学等）のみを用いて、表
計算ソフトだけで、GPA と留年との関係を探る手法の検討を目的にする。本来ならば、実
際のデータを示しつつ、さまざまな手法の検討結果について論じることが望ましいが、本
稿では、これまでの筆者の分析経験をもとにした手法の紹介という形で論を進めたい。
２．留年しそうな学生の検出方法
留年しそうな学生を見いだすには、教員が頻繁にすべての学生ときめ細かに面談するこ
とが望ましいことは言うまでもないだろう。しかし、それはあまり現実的な方法とは思え
ない。教員の時間が有限であることもそうだが、第一に、教員によって対応が異なってし
まうという問題が残る。そこで、本稿では、GPA などの数量データを用いて「留年しそう
な学生」を検出する４つの手法を検討し、それぞれの必要なデータ、分析方法を記述し、
有効性について短評にまとめた。短評における記号の意味は、「○：有効である（役に立
つ）」、
「△：ある程度有効である（ある程度役に立つ）」
「×：あまり有効ではない（あまり
役に立たない）」となるが、これらは「留年してしまう学生」の検出における効率性・効果
性にたいする評価であって、一般的な成績不振の学生を選別する手法の有効性ではないこ
とに留意いただきたい。
各手法では、学生を次のような４つのグループに分類し、分析を進めた（表）。
表：４つの学生グループ
１）退学した学生（u48：under 48 month）
２）標準修業年限（４年：48 ヶ月）で卒業した学生（48g：48 month graduated）
３）標準修業年限の 1.5 倍の年数（６年：72 ヶ月）以内で卒業した学生（e48g：
exceed 48 month graduated）
４）それ以上在籍している学生（e72：exceed 72 month）
手法 A：累積取得単位数
まずは、単位の取得状況から「留年しそうな学生」の検出方法を検討する。
必要なデータ：学生個人の学期別取得単位数
分析方法：学生グループごとに、縦軸に人数もしくは人数の割合（当該区間の人数／それ
ぞれのグループの合計人数）、横軸をその学期までの累積取得単位数としたグラフを作
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成する。例えば、図１は、１年次後期の時点での例だが、４年間（48 ヶ月）で卒業した
学生（48g）の 40％は 45 単位程度取得している。これらのグラフを１年前期、２年前
期など、学期別に作成し、当該学部では何年次の何学期になれば、「留年する学生」と
「留年しない学生」を分離することが可能になるか検討する。そこで得られた「留年す
る学生」の検出条件を、現行の学生への介入条件（呼び出しや面談等を行う基準）とし
て適用する。

％

累積取得単位数（１年後期）
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図１：ある学年の累積取得単位数の例

短評△：標準修業年限での卒業率が 80～90％程度の大学では、科目の合格率が比較的高い
ため、成績が悪くとも一定程度の単位数は取得できているケースが多い。そのため「留
年しそうな学生」を検出できる時期は、２年次後半や３年次からとなる可能性がある。
極端に取得単位数が低い学生の留年については早期検出の観点から後述の手法 B を用
いることが望ましい。
このデータは、成績不振者の選別には有効である。例えば、図１の例であれば累積単
位数が 40 単位未満の学生について、大学の学習に適応できているのか等の聞き取りや
それに応じた学習面での指導などの介入を行うことが考えられる。そこには結果的に
「留年しない学生」も含まれるが、学習面で「何らかの課題」を抱えている学生である
可能性は高いため、状況の聞き取りや指導を行うことは成績不振者の底上げという意味
においても有効であろう。その場合、縦軸は人数にしたほうが、介入対象人数の見積も
りに役立つであろう。
手法 B：登録科目数モニタリング
取得単位数ではなく、科目履修登録の状況から「留年しそうな学生」を検出する方法を
検討する。
必要なデータ：学生個人の学期別登録科目数
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分析方法：手法 A と同様に、学生個人の学期別の登録科目数の分布を作成する。例として、
１年次後期における登録科目数を示す（図２）。縦軸が人数の割合（当該区間の人数／
それぞれのグループの合計人数）、横軸が当該学期の登録科目数である。

登録科⽬数（１年後期）
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図２：ある入学年度の学年の登録単位数の例

短評○：この手法により、例えば、４年間（48 ヶ月）で卒業する学生（48g）の約 25％が
13 科目、6 年以上在籍しても卒業できない学生（e72）の約 35％が 12 科目登録してい
ることが分かる。また、10 科目未満しか登録していない学生が一定程度存在すること
も読み取れる。ここから、留年や退学する学生は、科目が合格（単位取得）できない以
前に履修登録をしていない、もしくは、履修登録は行うが途中で履修を取り止めてしま
う学生が多いことが分かる。そこで、履修登録の時期には登録単位数を、学期中は欠席
状況をモニタリングし、その情報をクラス担任に伝え適切に対応してもらうことが「留
年しそうな学生」への早期対応を行う上で重要となる。
手法 C：学期別取得単位と GPA
取得単位数に成績情報を加味することで、
「留年しそうな学生」の検出精度を上げること
ができるかどうかを検討する。
必要なデータ：学生個人の学期別の取得単位数および GPA
分析方法：学生個人の学期別の取得単位数と GPA のセットを作成し、手法 A と同様に４
グループに分け、散布図を作成する（図３）。縦軸は取得単位数、横軸は GPA である。
この図を用いて標準修業年限の 1.5 倍の年数（６年：72 ヶ月）以内で卒業した学生（e48g）
や標準修業年限の 1.5 倍の年数以上在籍している学生（e72）がどのような「取得単位
数と GPA の範囲」に収まるのか、という条件を検討する。
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単位取得数20単位未満
GPA1.5未満でフィルタリング

単位取得数15単位未満
GPA1.5未満でフィルタリング
35
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図３：ある入学年度の学年の取得単位数の例

短評×：
「留年する学生」と「留年しない学生」との分離は困難であることが分かった。例
えば、条件を厳しく（取得単位数 15 単位未満＋GPA1.5 未満：図３右側）すれば、対象
範囲内はほぼすべて「留年する学生」となるが、それでも多くの「留年する学生」は対
象外となってしまう。一方で、検出条件を緩和（例えば、取得単位数 20 単位未満＋GPA1.
5 未満：図３左側）すると、
「留年する学生」以外も多く対象範囲に入るため、大学が介
入しなくてはならない学生の数が増えてしまう上、対象外となる「留年する学生」も多
い。
GPA に関しては、初年次は教養科目など幅広い科目を履修することが多いため、専門
科目やその学生の専門に近い教養科目の GPA に絞って計算する方法なども検討すべき
かもしれない。
手法 D：GPA 連続照査方式
GPA にのみ注目することで検出精度が向上するか検討する。
必要なデータ：学生個人の学期別の GPA
分析方法：嶌田（2015）を参考に学生個人の学期別の GPA のデータを作成し、成績で６
段階のグループ分けを行う。例えば、１年次前期にグループ６（学期 GPA が 1.0 未満）
だった学生が、１年次後期にはどのグループに移動するのかを集計し、その後、標準修
業年限（48 ヶ月）で卒業できなかった人数について手法 A で用いた１）～４）の各区
分の人数を計算したものが図４である。この場合、グループ６のままの学生は、約８割
が標準修業年限で卒業できなかった。１年次後期に１つ上のグループ５（1.0≦学期 GPA
＜1.5）に成績が向上した学生は、標準修業年限で卒業できない率が約 43％まで低下し
ている。このようなチャートを各グループで作成することで、なるべく低学年のうちに
「留年しそうな学生」をある程度絞り込むことが可能となる。
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１年
前期

１年
後期

標準修業年限で卒業できなかった⼈数
u48︓2 e48g︓1

履修無4名

e72︓1

グループ4 4名

u48︓0 e48g︓0 e72︓1

グループ5
14名

u48︓1 e48g︓2 e72︓3

グループ6

u48︓10 e48g︓12 e72︓17

49名

標準修業年限で卒業できない率︓
（10+12+17）/49名＝79.6%

グルー
プ6
71名

図４：成績グループ別追跡作業（例示：グループ６［GPA 1.0 未満］）

また、成績が悪いグループ６（学期 GPA＜1.0）に属した回数やその連続性と留年や
退学との関係を調べることで、介入のタイミングを検討する際の資料となる。例えば、
図５は、１回もグループ６に属したことが無い学生は概ね標準修業年限で卒業できるが、
１回でもグループ６に属すると、半数しか標準修業年限で卒業できないという例である。
回数が２回、３回と増えるに従って、標準修業年限で卒業できる学生は著しく減ってい
くことが分かる。

経験あり

600

500

■３連続
■２連続

400
学
⽣
300
数
の
軸
200

■経験あり
■経験なし

３連続

２連続

100

0

■u48 ■ 48g
■e48g ■e72

経験なし

図５：グループ 6 の経験の有無とその後の留年の有無について
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短評○：この手法は、理科系学部のようにカリキュラムが直線型ないし積み上げ型の場合
には有効であったが、文科系の学部などに見られる複数のアプローチで教育目標の達成
を目指す型のカリキュラムの場合には、あまり有効ではなかった。
ある理科系学部において１年次前期、１年次後期とも最も悪い成績グループだった場
合、留年する可能性が高い傾向にあった。また、当該学部では４年間で、最も悪い成績
グループに多く分類されると留年率が高くなる傾向があった。
他大学でも同様の傾向が認められる場合は、
「学期 GPA が○未満になったら面談を行
う」
「学期 GPA が○未満になった学期が○期続いたら保証人にもお越しいただき学生と
面談を行う」などのルールを策定することが望ましいと考える。
３．まとめと今後の課題
手法 A（累積取得単位数）は、初年次に「留年しそうな学生」が分離しにくいことが想
定される。しかし、最終的に留年するかどうかは別として現実的に単位取得が進んでいな
い学生の選別には有効である。手法 B（登録科目数モニタリング）で発見された標準より
も相当程度少ない科目しか履修登録をしていない学生は、留年する可能性が高いことが分
かった。手法 C（学期別取得単位と GPA）は、
「留年する学生」と「留年しない学生」の分
離に難があるため、改良の余地があることが分かった。手法 D（GPA 連続照査方式）は、
「留年しそうな学生」の検出精度は高いことが分かった。しかし、詳細な検証を行ったと
ころ、有効性はカリキュラムの種類に依存していることが推測され、万能ではない可能性
が示唆された。
「留年しそうな学生」の検出精度を高くするためには、学生調査との組み合わせを検討
する必要があると考える。そのためには学生相談等のセクションやクラス担任など、学生
の質的状況を把握している教職員との情報交換を行い、早期に「留年しそうな学生」を検
出できる指標や体制を整備することが必要であろう。
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第３期中期目標期間の計画策定や評価対応に向けた IR 業務の在り方の検討
末次 剛健志 1

概要：第３期中期目標・中期計画に関して、これまで佐賀大学において検討してきた内容を IR
の立場から紹介するとともに、中期目標・中期計画の進捗管理や自己点検・評価への IR によ
る支援の在り方について検討する。
キーワード：国立大学法人評価、中期目標・中期計画、IR（インスティテューショナル・リサ
ーチ）、指標の策定、KPI

１．はじめに
国立大学法人は、平成 28 年度から６年間の第３期中期目標・中期計画の検討にあたり、
取組構想に関する評価指標の設定など、第２期との違いを感じつつ、様々な試行錯誤や議
論を繰り返しながら作業を進めてきたものと考えられる。現在、第３期の各年度計画や具
体的に取り組むべき内容、検討や進捗管理、評価対応に向けた検討作業が進められている
段階と考えられ、具体的な計画の策定や、計画達成を説明できる指標の設定の支援、また
指標が機能するためのエビデンスデータの収集・提供方法等、IR が担うべき役割がいっそ
う重要となっていることは明白であろう。
そのような中で、筆者が所属する国立大学法人佐賀大学（以下「佐賀大学」という）に
おいて検討してきた内容を踏まえて、今後の中期目標・中期計画に関する具体的な取組計
画策定から進捗管理、自己点検・評価対応までの一連の業務の支援に向けて、IR 業務の進
め方について述べる。なお本稿は、筆者の IR 業務の経験を踏まえた個人的見解であること
を念のため申し添える 2 。
２．PDCA サイクル支援に向けての IR の活用
IR が最近の大学改革で注目されている中で、筆者もこれまで様々な大学の教職員の方々
と IR に関する意見交換を交わしてきた。それらの内容から、IR 組織の置き方やその目的・
役割は大学ごとに特徴があるとしても、最もベーシックなところでは、IR は「データに基
づく意思決定の支援」として、概ね共通的な理解が得られてきたものと受け止めている。
ただし IR が「データに基づく意思決定の支援」であるとしても、IR 組織は執行部の指
示やクライアントの依頼に沿ってデータを出せればそれで良いのかというと、当然それだ
けではない。大学経営が、意思決定だけでなく PDCA サイクルを実質化させて成果を出し
ていくためのものである以上、それを支える IR 組織も、学内それぞれの諸活動について、
データに基づいた指標の検討や、その指標に基づいた効果的なモニタリングが可能になる
1
2

佐賀大学 総務部企画評価課係長 電話：0952-28-8814 メール：takechin@cc.saga-u.ac.jp
2015 年８月３日に立命館大学大阪いばらきキャンパスにおいて開催された、平成 27 年度第１回 IR
実務担当者連絡会（主催：大学評価コンソーシアム）にて報告した内容をもとに再構成している。
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=irue20150803
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ような支援が役割の一つとなる。すなわち、IR 組織が学内の PDCA サイクルを支援して
いくうえでは、サイクル全体を通した支援の枠組みの組み立て方や、サイクルそれぞれの
フェーズに合った支援の在り方があるのではと考えられるのである。
佐賀大学では、平成 24 年７月に IR 室を設置し、IR の目的と機能を PDCA サイクルの
支援と位置づけて、教職協働により４つの視点（教学、学術、社会貢献、経営基盤）を踏
まえて IR を展開するとともに、IR 室に４つの視点に対応した各専門部会を置いて、情報
提供機能や影響機能を重視した取組を進めてきた（佛淵，2015）。
そのような中で、国立大学の IR 室として、第３期中期目標・中期計画の策定やそれに基
づく今後の進捗管理の支援といった業務の展開に向けて、指標の制度設計や内容に関する
検討も行なってきた（佐賀大学インスティテューショナル・リサーチ室，2015）。
ここでは、そのような考えや経緯を踏まえ、佐賀大学における第３期中期目標・中期計
画に関するこれまでの検討状況に触れつつ、IR 業務として今後対応することになる中期目
標・中期計画に関連する進捗管理や自己点検・評価業務の支援の在り方を考える。
２．１．目標・計画の策定に向けた議論のスタートにおける IR の役割
目標や計画の検討のために、まず準備すべきことは、多面的に現状を把握してスタート
すべき立ち位置を議論し、向かうべき方向性を共有することである。
佐賀大学においては、まず、大学改革の流れを整理しつつ本学の役割や強み・課題を把
握し、第３期中期目標・中期計画の策定に向けた基本方針を検討するために、平成 26 年９
月に役員、学部長、学長補佐、関係部課長、IR 室員等をメンバーとした勉強会を本学の合
宿研修所（佐賀県唐津市神集島）にて開催した。
勉強会では、IR 室から様々なデータを提供し議論をサポートした。具体的には、IR 室
の教学、学術、社会貢献、経営基盤の各専門部会から、定量的データや定性的データをも
とに、強みや課題、今後の方向性として認識すべきことなどをプレゼンし、具体的な検討
を進める出発点を定めるための支援という役割を果たした。各専門部会におけるプレゼン
の際に活用したデータは、表１のようなものである。
表１

各部会において提示したデータ等

専門部会
教

学

内

容（例）

・人材供給の現状（進路先地域・業種）
・ストレート卒業率や進路決定状況
・佐賀大学生の多様性（学業面でのアンケート調査結果）

学

術

・発表論文数の現状
・科研費や外部資金等の現状
・研究促進効果の高い施策事例

社会貢献

・COC 事業の取組概要や現状
・今後に向けた COC 事業の展開や方向性

経営基盤

・人事給与、施設管理データを踏まえた現状や方向性
・部局別収支状況を踏まえた現状
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プレゼンで活用した表１のデータは、中期目標・中期計画の検討作業イメージを具体的
に認識することを企図して、早い段階から検討に着手しておくべきと考えられるもの、今
後の検討のために重要と考えられるものを中心に厳選して抽出した。また、これまでに蓄
積してきたデータ全てをタブレット端末に保存して配付した。
勉強会の参加者は、これらのデータをもとにグループワークを行い、本学が置かれた立
ち位置や強み、課題についての認識を共有した。その際、第３期中期目標期間に向けて、
佐賀大学が国立大学として求められている政策の方向性や外的環境について、定量的・定
性的データを踏まえて客観的に把握するとともに、そのような状況の中で佐賀大学の取組
が十分なのかそうでないのか、現状の共有に重きを置いたうえで、第３期中期目標期間に
取り組んで達成せねばならない内容を議論した。それらの議論の内容を踏まえて、中期目
標・中期計画に盛り込むべき内容としてブレイクダウンし、勉強会の成果としてまとめた。
このように、客観的データをもとに議論することで、大学に求められる役割や取り組む
べき実際の課題から乖離したような情緒的・観念的な発言が控えられるようになり、目標
や計画の検討が効果的に進められる。
勉強会の後は、ここで議論した内容を踏まえて、学長のリーダーシップのもと、各理事
室において中期目標・中期計画の具体的検討が進められた。
そのような中で、IR 室としては、これらの内容がより具体的にブラッシュアップでき、
進捗管理（モニタリング）や達成状況の把握・評価など PDCA サイクルが効果的に進めら
れるような支援の方策を検討していくフェーズに入っていく。
２．２．KPI（Key Performance Indicators）の考え方の整理
平成 26 年９月、佐賀大学において上述の勉強会を開催する直前に、国立大学法人評価
委員会において「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」3 が取り纏めら
れ、文部科学省から各国立大学法人に向けて事務連絡として発出された。そこには、例え
ば「大学として特に重視する取組については、明確な目標を定め、その目標を具体的に実
現するための手段を策定し、その手段が遂行されているかどうかを検証することができる
指標を設定することが必要であり、その上で中期目標・中期計画を策定することが求めら
れる。」といった記載がある。
すなわち、第２期中期目標・中期計画の内容以上に、達成すべき数値目標や時期、達成
状況や進捗状況の検証が可能な指標をできる限り盛り込みつつ、さらに目標の達成水準や
達成に向けた道筋が分かりやすくなるよう検討が求められた。
さらに平成 27 年６月には、
「第３期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の
在り方について（審議まとめ）」 4 が公表され、そこでは「各大学の機能強化の方向性に応
じた重点支援を受ける取組構想は、中期目標・中期計画に記載され、中期計画に書き込ま
れるべき指標が取組構想の評価指標を踏まえて設定されることが想定」されるほか、
「三つ

3 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/11/05/1353293_1

0_1.pdf

4 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/06/16/1358943_

3.pdf
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の枠組みから大学が自ら一つ選択し、取組構想を提案｡その際、測定可能な評価指標(KPI)
等を設定」することとされた。
佐賀大学では、この KPI に目をつけ、大学経営の観点から、KPI をどう位置付けるか検
討し、KPI の概念を整理した。
KPI には、管理会計では二つの種類がある。一つめは、結果を事後的に測定する「成果
尺度」であり、もう一つは事前的な行動指標である「パフォーマンス・ドライバ」である
（金子，2009）。この考え方を踏まえて、佐賀大学ではこの二つの KPI をそれぞれ「Outcome
（達成すべき目標、成果・効果）」と「Performance Driver（Outcome 達成のための行動
計画・行動目標）」とに整理し、この考え方を中期目標・中期計画に援用できないか検討を
開始したが（佐賀大学インスティテューショナル・リサーチ室，2015）、そもそも大学に
は、教育・研究・社会貢献を使命とする組織活動の特性があり、また中期目標の達成状況
を評価してきた国立大学法人評価も指標をもとに定量的に評価するものではなく、このよ
うな手法の普及や標準化も進んでいるとはいえない。従って、中期目標・中期計画の内容
全てを定量的視点から検討することは現実的ではなく、当然に定性的視点からも併せて検
討することになる。
それでは、どのように検討を加えていったのか。

Outcome：達成すべき目標，成果・効果
Performance driver：Outcome達成のための行動計画・行動目標
担当現場にとっては実質的なアウトカム

Performance driver

教育カリキュラム

例）新たな教育カリキュラム構築の有無

大学全体
としての

Outcome
社会の発展に
寄与する

人材輩出
キャリア教育

Performance driver

ＫＰＩの例

例）キャリアガイダンスの受講率

例）高大接続答申を反映した入試改革の実施率

（定量的指標）
 DPに沿った人材輩出
・ 人材輩出分野・地域
（定性的指標）
 外部からの評価
・ 採用企業等からの評価

事前的指標

事後的指標

学生の受け入れ

Performance driver

図１：二つの KPI の考え方

例えば、図１のとおり大学として定めた目標（Outcome）が「社会の発展に寄与する人
材輩出」である場合、その Outcome の KPI は、そういった人材を輩出した分野ごとの人
数・シェアや採用先の地域ごとの分布はどうなっているかという定量的指標や、採用先か
らの卒業生の評価はどうかといった定性的指標が考えられる。その Outcome の達成に向
けて、具体的には、新たな教育カリキュラムを構築するといった定性的な計画、キャリア
ガイダンスを充実させて受講率を上げるといった定量的目標を伴った計画を掲げることに
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なるが、これらそれぞれが Performance Driver であり、また、これらの計画達成は各担
当部署にとっては実質的な達成すべき Outcome となりうる。
すなわち、Outcome は目標・結果であり、活動の結果測ることができる事後的指標であ
る。Performance Driver はそれを果たすべき行動や仕組みと言い換えることができ、活動
の要因となる事前的指標といえる。
２．３．QI（Quality Indicator）の抽出と中期計画への KPI の設定
一方で、KPI のみを設定しても指標としては不十分である。なぜなら、KPI のみを設定
しても、それだけでは一面的にしか進捗状況や達成状況が見えてこない可能性があるため
である。従って、あらかじめ多面的にモニタリングできる指標群やそのためのデータ群を
整備する必要が出てくる。それらの指標それぞれが QI である。
KPI と QI の関係、また KPI の設定までのフローは、図２のようなイメージで進む。ま
ず、学内の様々なデータ（佐賀大学では、IR に役立つデータ全てを IR データと位置付け
ている）をもとに QI を抽出する。抽出に向けた作業は、佐賀大学では IR 室の各専門部会
が担っている。そうして、いわば QI のカタログを IR 室において検討・整備しつつ、それ
らの QI の中から、意思決定者を中心に各理事室において中期目標・中期計画を検討して
いく中で、進捗状況や達成状況をチェックする指標として最適と判断されたものが KPI と
して設定される、というのが基本的な流れとなる。KPI に定性的なものが存在する以上、
定性的な QI も当然存在する。

設定・実行

ＫＰＩ

意思決定者

部 会

教学

経営基盤

学術

社会貢献

ＱＩ

抽出・精査

ＩＲデータ

蓄積

：定量データ
：定性データ

各部署
図２：KPI 設定までの１つのイメージ

このような考え方で、佐賀大学では中期目標・中期計画の素案に記載した全ての中期計
画に KPI を設定した。概念的には、Outcome の KPI は中期目標、Performance Driver の
KPI は中期計画に設定されていると考えることができるが、実際には、中期目標・中期計
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画の構成や枠組み上、全てがこのように一律に位置付けられるものではなく、中期計画に
Outcome の要素が盛り込まれているものも当然存在するし、また、中期目標・中期計画の
検討スケジュールの時間的制約から、QI の抽出と KPI の検討・設定作業とが並行して進
められたものがあることを付記する。
また前述のとおり、中期計画の内容により、数値目標のような進捗状況や達成状況が定
量的に測定可能な KPI もあれば、例えばどこまでどのように取組が進んだか、できている
のかできていないのか、という視点で確認する定性的な KPI もある。両者が混在する理由
は、第３期中期目標・中期計画の枠組みや盛り込むべき内容として、組織や体制整備に関
する目標や計画を設定したり、また計画ごとに何に取り組むのか定性的情報をより具体的
に記載するなど、必ずしも定量的に記載すれば足りるものでもなかったという事情が最も
大きいと考えられる。
なお、この次の作業として、中期目標・中期計画の内容を踏まえて年度計画を検討する
ことになるが、そこでの KPI は、基本的には、中期計画が Outcome、中期計画を毎年度ど
う取り組むかを記す年度計画が、Performance Driver としての位置付けとなっていく。
２．４．KPI と QI を活用した進捗管理（モニタリング）、自己点検・評価の検討
２．２及び２．３で述べた考え方を、６年間かけて達成していく中期目標・中期計画、
それに基づく各年度の年度計画、さらに年度計画に基づく部局の実行計画の策定（佐賀大
学では従来、上位から、中期目標・中期計画＞年度計画＞部局の実行計画、のように階層
化している。）や、その進捗管理、自己点検・評価に適用していくにあたって、まず、KPI
や QI は、基本的には図３のように整理することができると考えられる。

計画の粒度
「“部局の
Outcome
実行計画“」
「中期目標・ Outcome
「年度計画」の
のレベル
中期計画」の
レベル
Performance
Performance
レベル
Driver
Driver
Outcome

ＫＰＩ
Outcome

組織の粒度

Performance Driver

Performance
Driver
学
Outcome

Outcome
Outcome

Ｑ Ｉの ３ 要 素

Performance Driver

Process

大
学
レ
ベ
ル

部
局
レ
ベ
ル

科
レ
ベ
ル

ＫＰＩ

Outcome
Performance Driver

Structure

Performance
Driver

図３：KPI（Outcome、Performance Driver）と QI の、組織や計画への適用イメージ
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KPI に 関 し て は 、 計 画 の 策 定 段 階 に お い て は 、 上 位 計 画 （ 例 え ば 、 年 度 計 画 ） で の
Performance Driver の設定は、下位計画（この場合、部局の実行計画）における Outcome
の設定と同じ位置づけとなり、言い換えれば、組織上位における Performance Driver の
決定は、組織下位では達成すべき Outcome が提示されたことと同じ位置づけとなろう。
進捗管理や自己点検・評価の際には、逆に、下位計画の Performance Driver に基づく
計画の十分な実施は、上位計画における Outcome 達成のために必要なものとなる。言い
換えれば、下位組織が達成した Performance Driver の成果は、上位組織としてはこれを
Outcome のエビデンスとして活用することになる。もちろん、目標・計画の構成内容や今
後の実務の進め方次第では例外も出てくるであろう。
一方で、QI に関しては、それぞれ Structure（仕組み・原資）、Process（活動・実行）、
Outcome（成績・成果）の３つの要素があり、これにも Outcome と Performance Driver
としての関係性がある。加えて、Structure と Process は事前に計画として盛り込むこと
ができる事前的指標である一方で、Outcome は目標の達成、成果という事後的指標として
見ることができる（佐賀大学インスティテューショナル・リサーチ室，2015）。
もちろん KPI は QI から抽出される以上、KPI にもこの３つの要素をあてはめることが
できるものと考えられる。
進捗管理や自己点検・評価を、この考え方を踏まえて進めていく場合、KPI をチェック
しつつ、併せて QI を状況に応じて確認することになる。
自己点検・評価（達成度評価）の際は、まず Outcome の QI から抽出された KPI（どの
くらい達成できたか）を見ることになろうが、計画の進捗管理の観点では、達成の見込み
のみならず、進行形でうまくいっているかどうかもまず見る必要があるから、チェックの
対象は、事後的な Outcome の KPI よりはむしろ進み具合、すなわち Process の QI から
抽出された KPI を見るほうが優先度が高いであろうと考えられる。この段階では、Process
の QI から抽出された KPI により達成の見込みやうまく進んでいるかどうかを確認すると
ともに、うまくいっていない場合は、どこに要因があり何を解決すべきか、その取組のた
めの予算や人員、実施体制が適切なのかどうか等、Structure の QI から抽出された KPI
をも検証することになる。もし取組のための予算や人員、実施体制といった Structure に
も問題があるとするならば、それは達成すべき Outcome の QI から抽出された KPI の設
定にも問題があるのではないか、また別の QI もチェックしつつ、KPI を修正すべきでは
ということまで検討の視野に入ってくることになろう。
言い換えれば、Process の QI から抽出された KPI の状況が順調で、計画達成の見込み
が立つのであれば、その計画に関連する Structure や Outcome の QI から抽出された KPI
の 設 定 は 大 き な 問 題 が な い と 考 え る 示 唆 と な ろ う 。 な お 、 KPI は 、 Outcome ま た は
Performance Driver のいずれにも整理されうることを重ねて申し添える。
まとめると、計画ごとに、KPI に沿いつつ QI でもモニタリングしながら、①Process、
Structure、Outcome の順に進捗状況や達成状況を確認することで、大学、部局、学科レ
ベルで不具合がないか見ていく。②達成状況（Outcome の KPI）が思わしくない計画があ
れば、ほかの KPI や QI を用いつつその要因を探り、場合によっては Performance Driver
の KPI の修正（例えば、部局の実行計画を再検討・修正し、必要に応じ次年度の年度計画
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にも反映）により手段の見直しを図り、最後に目標を再確認のうえで、目標達成に向けた
手遅れや障害を最小限にとどめる、といった形になると考えられる。ただし、計画一つ当
たりの KPI や QI は多ければ良いわけではなく、業務の効率性や分かりやすさの観点から、
ある程度絞るべきであろう。
３．まとめと今後の課題
これまでも佐賀大学はもちろん、各大学において中期目標・中期計画や年度計画に基づ
く進捗管理や自己点検・評価の業務を進めてきたところであるが、第３期中期目標・中期
計画に取り組むにあたって、特に数値目標や指標を意識した進捗管理・評価業務が求めら
れることになる以上、また、評価業務を評価業務だけで留まらせず実質的改善につなげる
ためにも、KPI（Outcome や Performance Driver）といった管理会計的要素を取り入れ、
QI を活用して多面的にモニタリングを意識しながら進めることが、これらの業務の高度化
を進めることにつながり、いっそう効果的な PDCA サイクルの実質化につながるのではな
いかと考えている。
なお、計画の策定、進捗管理、自己点検・評価業務などを担う企画担当部署や評価担当
部署が IR 担当も兼ねている大学も見られるが、IR の役割は、あくまでも進捗管理や自己
点検・評価など「PDCA サイクルが円滑に進むよう支援すること」であり、それらの業務
主体は、それぞれの企画や評価の担当部署ひいては各計画の実行を担う各担当部署である
と筆者は整理していることを付記する。
一方で、課題もまだ多く存在する。
まず、本学の中期目標・中期計画の素案の検討にあたり、これらの考え方を踏まえて全
ての計画に KPI は設定したものの、QI の整備は、検討中の年度計画、また部局の実行計
画の今後の策定に向けて更なる充実が必要である。なお QI そのものは、一度整備すれば
それで済むものではなく、大学を取り巻く状況の変化や進むべき方向性の調整に伴い、不
断 に 見 直 し を 進 め て い く 性 質 の も の で あ る 。 そ れ は KPI に も 同 じ こ と が 言 え る 。 特 に
Performance Driver の KPI は、柔軟な運用が求められるであろう。また、現時点では定
性的な指標として設定しているものであっても、今後、定量的な指標化に向けての試行錯
誤も必要であろう。
中期目標・中期計画の達成に向けて重要な一つ、特に担当部署において必要なことは、
達成目標・計画・数値目標・必要なデータをあらかじめ一体的に考え、日常業務にビルト
インさせておくことである。また、指標となる QI を示すエビデンスデータの精度をあげ
るには、データの組織粒度やデータ収集のタイミングなどの定義を標準化させていくこと
も必要となる。いずれも、これまで自己点検・評価や進捗管理においてエビデンスを揃え
ていくうえで課題とされ、解決に向けて尽力されてきたことではないだろうか。
また、年度計画や部局の実行計画を進めるにあたって、取り組むべき内容や進捗状況の
「健全性」を示すデータやエビデンスの補完などの検討も必要となろう。いくら進捗状況
や達成状況が良好であっても、多くの費用や人員を必要とし他の業務を圧迫しているよう
であれば、大学の使命や目的達成に真に貢献しているとは言えないであろう。
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最後に、平成 27 年９月に、『大学マネジメントと IR

～最適な KPI の設定を目指して

～』を佐賀大学 IR 室にて編集し発刊したので、その紹介をもって結びとしたい。
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平成 27 年（2015 年）12 月

IR 人材に求められる力量から IR 組織に求められる知性へ
— テレンジーニ（Patrick T. Terenzini）による 3 つの知性論の再検討 —
佐藤

仁1

概要：IR 人材に求められる力量を表したものとして、米国に限らず、わが国においてもテレン
ジーニが提示した「3 つの知性」が度々利用される。本稿では、その内容を概説した上で、①
2013 年に出された改訂版の 3 つの知性を検討し、②わが国の IR の文脈において、どのように
解釈することができるのかを考察した。結論として、わが国の文脈では、3 つの知性は、個人
ではなく、もともとの前提とされた組織的な知性として捉えること、そして 3 つの知性を階層
的に捉えるのではなく、バランスの関係として捉えることの必要性を指摘した。
キーワード：IR、人材育成、米国、知性、テレンジーニ

１．本稿の目的と視角
大学において IR（Institutional Research）活動に従事する教職員に必要な知識・技能
とは何か。IR が多くの大学で導入されてきたわが国においても、この問いは重要な課題に
なっている。例えば、早くから IR 人材の育成を視野に入れた活動を行ってきた九州大学
の取り組みは特筆すべき先駆的な事例であるし 2 、大学評価コンソーシアムでもルーブリッ
クの開発・活用の取り組みを進めている 3 。
これらの IR 人材の育成をめぐる議論および実践において、常に参照されてきた論文が
ある。それが、米国の IR を長年牽引してきたテレンジーニ（Patrick T. Terenzini）によ
る 3 つの知性（intelligence）に関する論文である。1993 年に発表された論文は、「IR の
本質とそれが求める知識とスキル」と題し、IR 活動に従事する者に求められる能力を 3 つ
の知性という形でまとめたものである。彼の講演内容をまとめた程度のものであるにもか
か わ ら ず 、 米 国 に お い て も IR の 全 米 組 織 で あ る AIR（ Association for Institutional
Research）のハンドブックや IR に関する学術雑誌である New Directions for Institutional

Research で再掲されるように、一般的かつ重要な論文となっている。2013 年には、テレ
ンジーニ自身が 20 年経った論文を振り返り、その内容を再検討する論文を発表している。
本稿では、このテレンジーニが提示した 3 つの知性を日本の IR の文脈でどう議論できる
のかを試みる 4 。
1

福岡大学人文学部 准教授 メール：satohi@fukuoka-u.ac.jp
九州大学では、2013 年度より IR に関する科目を大学院に設置しており、2015 年度では大学院基幹
科目として、「IR データ分析論」、「大学評価と IR」、「IR インターンシップ」、「大学経営と IR」、「IR
データ収集・管理論」が開講されている。
3 大学評価コンソーシアムのホームページを参照されたい（http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/,
2015/11/16）。
4 テレンジーニの枠組みをわが国の文脈で解釈するという点に関する国内の先行研究としては、高田・
高田（2012）が挙げられる。この論文では、評価担当職員の力量について、テレンジーニの枠組みを
用いて分析している。ただし、テレンジーニの枠組みそのものを分析の対象とするものではないため、
日本での解釈の方法に関して論じているものではない。
2
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ところで、他国の教育（政策、制度、実践等）を自国に活かすという方策は、比較教育
学における「教育借用」（educational borrowing）という文脈で議論されてきた。その行
為自体を批判する議論も存在するが、グローバル化した現代において、他国の事情を全く
無視することは現実的ではない。また、
「何でも米国のまねをすれば良いわけではない」と
いう批判は、各国が自分たちの文脈に合う形で他国の政策や実践を借用し、飼いならして
いるという政策形成の現実を見逃している 5 。特に、より実践的な立場にいる者であるなら
ば、他国の何をどう解釈して、自らの実践に活かすことができるのかという具体的な術を
考えることが重要となる。その術とは、簡潔にいえば、借用対象である国・地域の教育事
情の正確な理解、そして自国の現状の理解を踏まえた上での借用対象の解釈である。
以上を踏まえ、本稿ではテレンジーニの 3 つの知性を「借用」する対象として位置づけ、
まずその内容を整理する。次に、2013 年の論考も分析することで、現代米国の高等教育に
おける 3 つの知性の意味を検討する。これらを踏まえた上で、日本に借用するための作業
として、日本の IR 人材をめぐる背景を勘案し、有効な解釈を導きだすことを目指す 6 。
２．テレンジーニの３つの知性 ―1993 年論文の検討―
テレンジーニは、IR の定義が時代とともに変容してきていることを踏まえた上で、多様
な IR の役割や機能を整理することを試みた。その際、IR を組織的な知性（organizational
intelligence）として捉え、それを細分化する形で３つの知性を提示した。それらは、①専
門的／分析的知性、②問題に関する知性、③文脈に関する知性である。以下の表１は、そ
れぞれの内容をまとめたものである。
これら３つの関係性を簡潔にまとめておこう。３つの知性は、
「層（tier）」と表現されて
おり、専門的／分析的知性が第 1 層、問題に関する知性が第２層、文脈に関する知性が第
3 層と位置づけられている。そして、上位の層には下位の層の知性が必要とされるという
関係となる。そのため、第 1 層である専門的／分析的知性は、全ての根底をなすものとな
るが、それだけではほとんど有用性がない。この点、専門的／分析的知性だけが意味する
ことは「問いのない答え」であり、答える術はあるけれども問いが存在しないこととされ
ている。この問いとして存在するのが、第２層である問題に関する知性である。問題に関
する知性の獲得によって、問いと答えが成立する。そして、第 3 層である文脈に関する知
性によって、その問いと答えは現実的な場へと引き上げられ、大学の現場において価値を
有することになる。
以上の関係は、やや抽象的な議論であるため、少し例えを利用して説明したい。ここで
は、サッカーをとりあげよう（団体球技であるなら、ほとんど同じように説明できる）。第
1 層が意味することは、個人のサッカースキルである。パス、シュート、トラップ、ヘデ
ィング等々。オーバーヘッドキックや無回転シュートといった高度なテクニックも含まれ
5

ただし、自国に合わせるように借用する際に政治的な力が働くことは多くの研究で指摘されている。
こうした教育借用のプロセスについては、欧米の比較教育学において多様な研究蓄積があるが、本稿は
実践的論文という位置づけゆえに、詳細な内容には踏み込まない。詳しくは、Takayama（2014）等を
参照されたい。
6 なお本稿は、2015 年 8 月に開催された大学評価担当者集会 2015 での筆者の報告内容を再構成したも
のである。
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表１：３つの知性の概要
3 つの知性

概要

専門的／

●事実に関する知識

分析的知
性

基本的な用語の理解（例：フルタイム学生、単位数）、数量的データの計算方法（例：
GPA、ST 比）、データの構成、定義、基準日（例：アドミッション、授業登録）
●分析・方法論のスキル
調査計画（量／質）、サンプリング、統計、測定（信頼性や妥当性の確保等）、質的研究
方法（インタビュー等）、様々な調査スキル（アセスメント、将来予測、プログラム評価
等）
●コンピュータに関するスキル
ビ ジネ ス ソ フ ト の使 用 ス キル、データベースに関するスキル、統計ソフトの操作スキ
ル

問題に関
する知性

●経営にかかる主要な問題や意思決定に関する知識
学生管理の目標設定、教員の業務量分析、リソース配分、施設設備計画、学費設定、教
職員給与、全体のプランニング、自己点検・評価等
●大学がどう機能し、意思決定を行うかに関する知識
特 に政 治 的 な 側 面： フ ォ ーマルな政治構造だけでなく、インフォーマルな権限構造も
含むもの。説得や妥協、根回しといった役割やその重要性に関する理解

文脈に関
する知性

●高等教育一般の文化に関する理解
大 学の 歴 史 や 思 想、 大 学 教員や組織の文化、ガバナンス、大学をめぐる国家や国際的
な環境等
●勤務大学の文化に関する理解
同僚の教職員の価値観や信念、自大学特有の経営、学内のキーパーソン等

（出典）Terenzini（1993）より筆者作成。

よう。これらはすべてのプレーの根底に位置するものであるが、それだけでサッカーがで
きるわけではない。例えば、リフティング（ボールを地面に落とさず、蹴り続けること）
が上手な人が、必ずしもサッカーが上手いわけではない。とはいえ、ほとんどのサッカー
選手は、リフティングは難なくこなすし、できて当然である。
第 2 層が意味することは、どういう場面だったら、どういうプレーをするかがわかるこ
とである。戦術を理解するといっても良いだろう。例えば、攻撃選手が 3 人、守備選手が
2 人という「3 対 2」の状況で、どういうふうに守備を突破するのか、逆にどうすれば突破
されないかということである。パスをどこに出すのか、どこまでドリブルするのか、そし
てどう動くのかという「問い」が与えられた中で、第 1 層であるスキルを駆使して「答え」
を出すことになる。
第 3 層は、実際の試合でどうプレーするかがわかることである。例え「3 対 2」の動き
方がわかったとしても、実際の試合の場面でそれがそのまま通用するとは限らない。ある
戦術を習得したからといって、必ずしもそれが試合で使えるとは限らない。なぜなら、試
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合では、相手がどんな選手かよくわからない状況になるし、自分のコンディション、仲間
の状態、グラウンドの状況、天候等、様々な要素が試合ごとに異なるからである。つまり、
試合という「文脈」を考慮に入れて、どのプレーを選択するのかを考える必要性がある。
そうした試合の「文脈」をどの程度理解して、どのように「問いと答え」を導き出すのか
という、非常に高度なスキルが第 3 層にあたるわけである。
また、米国における 3 つの知性と現実的な IR の業務の関係性について、ジョージア大
学のウェバー（Karen L. Webber）らの調査は示唆的である（Webber et al., 2015） 7 。彼
女らは、IR 担当者の業務内容（job description）を 3 つの知性それぞれが求めるような業
務に分類した。そして、それぞれに分類された業務内容を単語に分けて分析し、どのよう
な単語がそれぞれの知性と関連しているのかを明らかにしている。その結果、第 1 層に関
しては、’reports’、’analyzes’、’use’、’conducts’、’information’という単語が頻出していた。
第 2 層については、’manage’、’campus’、’collaborates’、’assessment’という単語が、第 3
層については、’policy’、’process’、’change’、’decision making’、’manage’が頻出単語とな
っている。これらからわかるように、第 1 層では、’reports’に代表されるようなルーティ
ン業務が関連しており、第 2 層では、’manage’や’collaborates’という単語にあるように、
個人の技術的なスキルに関する業務ではなく、他者との働きかけが必要な業務が関連し、
そして第 3 層では、’policy’や’decision making’という単語にあるように、実際的な場面で
の方策の開発や決定といった業務が関連している。
「層」として存在する知性が、実際の業
務内容においても一定の「層」として存在していることが理解できよう。
３．知性の変容 —2013 年論文の検討—
以上のように説明される３つの知性は 1993 年に提示されたもの、つまり 20 年以上前の
状況下で提示されたものである。そのため、21 世紀を迎えた現在、それはどの程度有効で
あるのかを検討する必要がある。テレンジーニは、2012 年の AIR の年次大会において、
この 3 つの知性を再考する講演を行い、翌年に論考にまとめている（Terenzini, 2013）。
それぞれの層の変化について、以下にまとめてみよう。
まず第 1 層の専門的／分析的知性については、現在も通用するものであるし、基礎的で
あり、不易なものであるとしている。第 1 層に関わる変化としては、テクノロジーの発展
である。20 年前は、インターネットは初期のものであったし、統計分析ソフトが簡単に使
える時代ではなかった。しかし、現在では多種多様な電子メディアを利用できるし、
「かっ
こいい（cool）」統計手法を多様なソフトを通して利用するのも簡単である。こうしたテク
ノロジーの発展は、IR にとって二つの否定的な側面を有する。一つは、新しいツールが非
常に魅力的であるがゆえに、本質を超えてツールそのものに価値を見いだしてしまう可能
性である。ここでいう本質とは、なぜその調査をするのかという理由であり、トピックの
選択である。
「目的を見失い、道具に溺れる」という危険性である。二つめは、学生や教職
員が多様な電子メディアに常に触れているがゆえに、IR の要求に対して「うんざり」する

7

この調査の報告原稿については、著者であるウェバー氏より引用の許可をいただいている（2015 年
11 月 16 日）。
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可能性である。特に問題になるのが、IR が実施するアンケート調査の回収率の低下にある
という。回収率が低下すれば、アンケート調査の妥当性や一般性が担保しきれなくなり、
IR そのものの信頼性を失うことになる。
第２層の問題に関する知性についても、主要な問題領域に変化はないとしている。しか
し、高等教育をめぐる環境の変化に伴い、問題の新たなトピックとして、アカウンタビリ
ティのための評価、非伝統的学生と学び、研究生産性分析といったものが登場しており、
多様化が進んでいる。こうした新旧含めた多様なトピックが存在する中で、テレンジーニ
は、2 つか 3 つのトピックに関しては「カクテルパーティーでの会話レベル以上の知識」
を有することを求めている。その理由として、高速化する情報社会においては、何が正し
くて何が間違っているかを判断することが難しくなっている点が指摘されており、それを
判断できるぐらいの知識を有することが重要となるからである。
第 3 層の文脈に関する知性については、「文脈」の意味をより広範に捉える必要性を指
摘している。先述したように、ここでの文脈とは勤務大学の文脈を強調する節が見られた。
しかし、そうした学内の文脈に加えて、高等教育の外的環境の変化の大きさを指摘してお
り、州、連邦、国際環境に関する分析や認識の重要性がより大きくなったため、それらを
包含して「文脈」と位置づける重要性を述べている。これからの IR は、「大学内でどのよ
うに動くか」ということだけではなく、
「その大学はどういう環境下にあり、それは大学に
どのような影響を及ぼすのか」といったことまでも理解した上で、動くことが求められる
わけである。
これらの 3 つの層の内実を変えさせた状況は、日本にも通用する議論であろう。例えば、
テクノロジーの発展は、データベースやデータウェアハウスといったように大学における
情報の収集プロセスを大きく変えさせているし、多様な統計ソフトを通じて、複雑な分析
も可能となっている。一方で、こうした技術に「動かされる」という状況は、日本の IR で
も十分現実的だ。
「はじめから厳密なデータ収集フォーマットを作成しても、依頼先となる
各 部 署 や 学 部 に と っ て は 、 フ ォ ー マ ッ ト に 従 っ て 入 力 す る 負 担 感 が 増 し た り 」（ 嶌 田 他
2015, 33 頁）とあるように、ツールに過度に価値をおくことの弊害は容易に想定できる。
また、大学の外的環境の変化は、日本も同様である。文部科学省の政策動向は、例えば競
争的資金を獲得するという点から無視することはできない。世界大学ランキングを上げる
ことが求められるような研究大学にとってみれば、国際的な高等教育政策の動向を踏まえ
る必要がある。IR 担当者が大学内でどう動くかということは、外的環境ともはや無関係で
はない。
４．3 つの知性の解釈：日本の文脈を踏まえて
以上述べてきた 3 つの知性は、わが国の IR をめぐる文脈でどう議論できるだろうか。
そして、わが国の IR 人材にも 3 つの知性が同じように求められるのだろうか（求めてよ
いのだろうか）。
具体的な検討の前に、わが国の IR 人材をめぐる状況に関して、米国との違いを整理し
ておこう。一つは、誰が IR 人材なのかという点、特に職員なのか教員なのかという点であ
る。米国の IR 人材は、一般的には教育・研究に携わる教員（faculty）ではないが、高等
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教育界で働く専門職という位置づけにある 8 。そのため、IR 担当者として、自大学を超え
て IR 界でキャリアアップしていくこともできる。一方わが国の場合、IR 活動に従事して
いるのは教員である場合もあれば、職員の場合もある。米国のような教員と職員の間に位
置づくような職がほとんど存在しないため、IR 担当者もこの 2 つの枠組みのどちらかに
収まるしかない。
二つめは、IR 担当者を職員とした場合、人事異動が存在する点である。IR 担当者にな
ったとしても、5 年程度で違う部署に異動になる。場合によっては、二度と IR 担当者にな
らないかもしれない。いわゆるゼネラリストとしてのキャリアアップが大学職員に求めら
れていることは、専門職的なキャリアパスが存在する米国の IR 担当者とは大きく異なる。
わが国のこうした現状を踏まえて、テレンジーニの 3 つの知性を解釈する鍵として、大
きく二つの点を指摘できる。一つは、3 つの知性の関係性である。テレンジーニの 3 つの
知性は、
「層」という表現をしているため、3 つが「階層化」していると一般的に捉えられ
ている。しかしながら、少なくともテレンジーニの論考からわかることは、第 1 層（専門
的／分析的知性）と第 2 層（問題に関する知性）は相互依存的に存在するものであり、そ
うした関係の上に第 3 層（文脈に関する知性）が成り立つという構造である。そして、先
に触れたウェバーらの研究においても、この 3 つは必ずしも「直線的（linear）」な関係に
あるわけではないと指摘されている（Webber et al., 2015）。
もう一つの鍵は、3 つの知性は組織的な知性（organizational intelligence）を前提にし
ており、個人の能力を表すだけでなく、IR 組織の力も表している点である。米国の IR 担
当者と一言でいっても、データ分析を中心に行う analyst もいれば、大学執行部との交渉
等に直接関わる director もいる。つまり、各人が 3 つの知性を駆使して業務を行うという
よりは、IR 組織として、3 つの知性に応じた業務を展開させているわけである。もちろん、
1 人しかいない IR 組織の場合は、IR 担当者には「オールラウンダー」としての能力が求
められるため、3 つの知性は個人に還元される。現実的に、米国の IR 組織の多くは小規模
であるために、藤原（2015）が IR 担当者の求人を分析することを通して指摘するように、
第 1 層に該当するようなスキルは、当然ながらすべての IR 担当者に求められている。た
だし、日本の IR 組織の場合、教員も職員も 1 人ということはそれほど多くないだろう。
以上をまとめると、日本の文脈においては、テレンジーニの 3 つの知性を組織的な知性
と位置づけ、IR 担当者に帰属するものではなく、IR 組織に帰属するものと理解すること
が必要となろう。そして、IR 担当者個人ではなく、IR 組織として 3 つの知性に関するバ
ランスをとることが重要になる。また、日本の IR 担当者は、専任教員としてポストが増え
てきているが、現実的には職員の方が多いし、教員だけの IR 組織は存在しないだろう。と
なると、職員には避けられない人事異動という特性を活用することが、IR 組織の発展には
求められる。この時、3 つの知性は直線的な関係にないという点をきちんと理解する必要
がある。つまり、第 1 層がなければ、第 2 層がないという階層的な図式を日本においても
順守することは、現実的ではないということである。特に人事異動という仕組みは、この

大学によっては、「教員」の立場である IR 担当者も存在している。ただし、彼らのほとんどは、教
育・研究を任務としない’service faculty’という位置づけとなり、いわゆる’faculty’とは異なる。

8
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図式をより明確に否定する側面を有する。例えば、記述統計程度の知識しかないが、教務
系の仕事を長年続けて来た職員は、自大学を含めた大学教育に関する「問い」を立てるこ
とができる。ましてや、勤続年数が長い職員は、学内の「文脈」に精通しており、誰がキ
ーパーソンなのか、という事情に詳しいことが予想できるだろう。そう考えるならば、人
事異動というシステムを活用し、それぞれの層に強い職員を集めてバランスを図ることで、
組織的な知性を伸ばすことは十分可能である。こうした見方は、今後の IR 組織のメンバ
ー構成を考える際、IR 組織として何に強い教職員が必要なのかを考える際、また IR 組織
の自己点検の際に重要な示唆を与えるだろう。
もちろん、第 1 層は IR 担当者にとって基本的・基礎的なものであることは確かである
し、米国の現実を見ても、第 1 層の知性を身につけていない IR 担当者は、
「失職する（out
of work）」
（Terenzini 2013, p.146）ことを意味する。そのため、米国ではテレンジーニの
3 つの知性は、やはり階層的に捉えられるものであろう。ただし、それは米国の文脈だか
らこそ階層的なのであり、日本の文脈で解釈する時に階層的でなければならないというこ
とを意味していない。上述のウェバーらの指摘にあるように、3 つの知性の関係性につい
て、階層的とは異なる解釈をすることは可能である。本稿で述べてきた日本の文脈（人事
異動と IR 組織）を考えれば、3 つの知性について、ある個人が第 1 層の知性が不十分だか
らといって、IR の業務を行うことができないと簡単に片付けてしまうことは、やや短絡的
かもしれない。個人として力量を高めることを求める一方で、組織として「どこが欠けて
いるのか」を常に問いながら組織的な知性も高めていくことが、わが国の IR においては
重要なのではないだろうか。
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「IR の４つの顔」から見える日本の大学の IR 像
浅野 茂 1
概要：大学評 価コンソーシアムでは、米国の高等教育機関における IR（インスティテューショ
ナル・リサーチ）に注目し、日本の大学における大学評価や IR 業務への活用を模索している。
本稿では、その一環として、米国の IR 人材育成プログラム等で教材となっている文献に注目
し、そこで示されている概念や枠組みをどのように活かすかについて議論したワークショップ
の結果を報告する。
キーワード：大学評価、IR（インスティテューショナル・リサーチ）、４つの顔、人材育成

１．はじめに
本稿では、平成 27 年 8 月 27 日～28 日の２日間にわたり、神戸大学において開催した
「大学評価担当者集会 2015」の全体会（初日）で実施した「コンテンツ２：大学評価に活
かす米国 IR の知見」のうち、筆者が担当した部分の概要とワークショップの成果をとり
まとめる。なお、この集会を企画した大学評価コンソーシアムでは、大学評価という現状
把握・現状分析業務は IR 業務との類似性も高く、米国の IR の考え方が大学評価の高度化
に役立つというスタンスをとっている。一方、Terenzini（1993）によると、IR とは何か
についての統一的な定義は存在しないが、ここでは Volkwein et al.（2012）の主張に沿っ
て、米国で最も引用されている Saupe（1990）の定義である「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」に準拠し、IR を図１のように捉えることができると考えている。

情報収集

情報分析

計画立案

施行支援

図１．IR の業務とフロー

これらの考えに基づいて設定した本セッションでは、米国における IR 人材育成プログ
ラム等 2 で精読されている文献の中から３つ（「IR の４つの顔（または立ち振る舞い）」
「イ
ンテリジェンスの３階層」「情報支援サークル」）を取り上げ、それらが示す知見をどのよ
うに大学評価に応用できるのかについて、大学評価または IR 業務に従事する実務担当者
とともに検討した。筆者は、以下の項に示す Volkwein（1999）が提示する「IR の４つの
顔（または立ち振る舞い）」について、①これらの概念や考え方がどのようなものか、②大

1
2

山形大学 学術研究院（企画部） 教授 メール：asano@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
米国における IR 人材育成プログラムの詳細は藤原（2015）を参照のこと。
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学評価（または IR などの現状把握・現状分析）にどのように活かすことができる考え方な
のか、ということを解説し、③その後、参加者間でご自身の業務に照らしてどのように考
えればよいかを議論していただく、という構成でワークショップを実施した。
２．IR の４つの顔（または立ち振る舞い）
IR の ４ つ の 顔 （ ま た は 立 ち 振 る 舞 い ） は 、 IR に 係 る 研 究 の 重 鎮 と さ れ る James
Fredericks Volkwein 博士（ペンシルベニア州立大学名誉教授）が IR の機能と役割の進化
を説明するために“The Four Faces of Institutional Research”として提唱した枠組みで
ある。その概要を以下の表１に示す。
表１．IR の４つの顔（または立ち振る舞い）
目 的 と聴 衆

組 織 的

改 善 に向けた

説 明 責 任 に向 けた

形 成 的・内 的 性 質

総 括 的・外 的 性 質

情 報 精 通 者 としての IR

スピンドクターとしての IR

（IR as information authority）

（IR as spin doctor）

政 策 分 析 者 としての IR

学 者・研 究 者 としての IR

（IR as policy analyst）

（IR as scholar and researcher）

行 政 的・組 織 的

役 割 と
文化

学 問 的・専 門 的
知 識 経 営 者 としての IR（※）

テクノロジー
（IR as knowledge manager）
※ Volkwein（ 1999） に Serban（ 2002） が 新 た に 追 加 し た も の 。

文献によっては、Faces を「役割（Function）」として捉えているものもあるが、筆者の
理解では、それぞれの局面において IR 担当者あるいは IR 担当部署の立ち振る舞いの類型
を示す枠組みであることから、本稿では原文を尊重して「顔（または立ち振る舞い）」とし
て訳し、以下では「顔」と表記している。
では、IR の「顔」とは、どのようなものか。Volkwein（1999）によると、IR を円滑に
推進するには、表１のように何のためにそれぞれの業務を実施するのかという「目的と聴
衆」と、どのような「組織的役割と文化」を有する組織に置かれているのかの組み合わせ
によって、以下に詳述する顔を使い分けることが重要だとされる。
なお、表１の最終行にある「知識経営者としての IR（IR as knowledge manager）」3 は、
昨今の情報通信技術（ICT）の飛躍的な発展を踏まえ、Volkwein（1999）の４つの顔を総
括する形で、Serban（2002）が５つ目の顔として、新たに追加したものである。Volkwein
（2008）及び Volkwein et al.（2012）においては、この５つ目の顔を取り入れて、“Five
Faces of Institutional Research”として再構成されているが、データ収集の仕組みの整備

知識経営（knowledge management）の理論、米国での運用状況、IR における位置づけ等について
は、松塚(2010)を参照のこと。

3
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が遅れている日本の大学の現状を踏まえると Volkwein（1999）の枠組みが、より適合度
が高いと判断し、本稿はこちらに準拠している。以下で、４つの顔について詳述する。
２.１. 情報精通者としての IR（IR as information authority）
米国の高等教育機関では、通常、他部署のスタッフであったり、あるいはメディア等で
あったり、多方面からのデータリクエストは IR 担当部署に寄せられる。そのため、米国の
場合、IR が一元的に生データや集計結果等を収集するとともに、要望に応じてこれらのデ
ータを加工して意味ある情報へと変換し、ここが責任窓口となって発信する。したがって、
IR が発信するこれらのデータや情報は「大学の公式データまたは情報」であるという認識
が機関内外で浸透している。故に、IR は全てのデータ及びそれを加工した情報について、
最も熟知している立場にあるという認識が学内外で持たれており、IR 担当部署は「情報精
通者」として立ち振る舞うことが期待されている。
２.２．政策分析者としての IR（IR as policy analyst）
IR 担当部署において各種分析を効果的に推進するため、当該部署にはデータ収集のみな
らず、各学部・研究科等の現状や課題、学長及び理事（または副学長）の意向、その時々
の高等教育政策等、学内外の動向を適切に把握することが求められる。そのうえで、何ら
かのデータリクエストがあった際、これらの背景情報を踏まえた、より多角的な分析を行
い、データリクエストをした人が適切に判断できるよう支援するため、IR 担当部署は「政
策分析者」として立ち振る舞うことが期待されている。
２.３. スピンドクターとしての IR（IR as spin doctor）
スピンドクターとは、
「情報を操って集団の心理をコントロールする専門家」という意味
をもつ用語である。典型的な例としては、米国の選挙において、立候補者の選挙活動を支
援し、支持者への訪問説明や集会等を介して投票へと誘導する専門家またはボランティア
である。これを IR の文脈に置き換えると、IR 担当部署で収集したデータの分析結果や報
告書等を学内外に示す際、ただ単に提出あるいは送付するのではなく、これらの適切な理
解や議論を促進するよう自ら説明の場に出向いて解説したり、議論をモデレートしたり、
補足文書を作成したりするといった対応が該当する。このように様々な側面から意見や見
解を示しながら、学内外関係者の認識を望ましい方向に向かわせるため、IR 担当部署は
「スピンドクター」として立ち振る舞うことが期待されている。
２.４. 学者・研究者としての IR（IR as scholar and researcher）
米国の高等教育機関の IR 担当者は通常、管理部門の専門職員（professional staff）とし
て位置づけられ、いわゆる研究者ではない。しかしながら、組織の課題を明らかにしてい
く際、何が問題なのか、課題の要因は何であるかといったことを追究していくことになる。
こうした局面では、しばしば学術的な視点が求められることになる。具体的には、各種調
査の設計、データを収集する方法の検討、既存研究や統計モデル等を応用するための知識
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である。こうした学術的視点を持ちながら各種要請に対応していくため、IR 担当部署は
「学者・研究者」として立ち振る舞うことが期待されている。
３．グループワークの概要と結果 4
上述した枠組みを用いて実施したグループワークにおいては、４つの「顔」に対応させ
た４色の附箋（ポストイット）を配布し、参加者が従事している、あるいは今後、従事し
たいと考えている評価や IR の業務について、該当する「顔」の色の附箋に記入していただ
いた。そのうえで、可能な限り①具体的な業務の内容、②実施するうえでの課題を書き込
んでいただくよう依頼した。その回答結果を以下の表２に示す 5 。
最も多くの参加者が選択した顔は「情報
表２．グループワークの結果
IR の顔

該当数

スピンドクターとしての IR

精通者としての IR」であり、計 63 件（参

％
(N=107)

加者総数に占める回答比率：58.9％）であ

21（18）

19.6

った。具体的な業務としては、ファクトブ

情 報 精 通 者 としての IR

63（53）

58.9

ックの作成、大学評価に要される根拠資料

政 策 分 析 者 としての IR

28（16）

26.2

等の収集、大学ポートレート関連の情報収

学 者・研 究 者 としての IR

12（4）

11.2

集、データベースの設計・運用といったこ
とが挙げられた。また、これらの業務を推

（）は附 箋１枚 のみ記 入いただいた件 数 。

進する際の課題としては、データの定義が
統一されていない、各種データの所在が不明確である、各種データを照会しても学内各所
に散在していて収集が困難である、収集したデータを活用して作成した報告書等が活用さ
れていない、といったことが挙げられた。
次いで、２番目に回答の多かった「政策分析者としての IR」は 28 件（参加者総数に占
める回答比率：26.2％）選択された。具体的な業務としては、高等教育政策の動向把握、
政策に対応した目標・計画や指標等の設定、各種データ分析による学内の課題把握といっ
たことが挙げられた。また、課題としては、適切な数値目標等が設定できていない、必要
なデータを収集できていない、適切な評価の仕組みが構築できていない、といったことが
挙げられた。
次に、３番目に回答の多かった「スピンドクターとしての IR」は 21 件（参加者総数に
占める回答比率：19.6％）選択された。具体的な業務としては、中期目標・中期計画の作
成支援、学長または理事の意向を具体化させるための学内調整、学内の課題を明らかにす
るための各種分析集や報告書の作成といったことが挙げられた。また、課題としては、執
行部からのデータリクエストが少ない、IR が実施した分析結果等が具体的な施策にまで落

4

グループワークの概要と結果の詳細は、大学評価コンソーシアムホームページに掲載している実施報
告書（http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2015/acc2015/conference/h270827_asano_4faces.pdf）、回答
（http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2015/acc2015/conference/h27-0827_4faces_results.pdf）
を参照のこと。
5 附箋は参加者が該当すると判断した顔に応じて記入するよう依頼した。そのため、いずれかの顔を選
択し１枚の附箋のみ記載いただいた参加者と、複数の顔を複数の附箋に記載いただいた参加者が混在し
ているため、それぞれの顔に該当する附箋を集計し、その合計値を示している。
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とし込めていない、部局の意向を踏まえた全学的な数値目標等の設定が困難である、とい
ったことが挙げられた。
そして最も回答が少なかった「学者・研究者としての IR」は 12 件（参加者総数に占め
る回答比率：11.2％）選択された。具体的な業務としては、学生調査の企画・設計・分析・
報告、教育評価方法の提案、他大学との比較による強みや弱みの把握、といったことが挙
げられた。また、課題としては、分析すべきデータが特定できない、学部・研究科等の協
力が得られない、計画立案段階で指標（Key Performance Indicator: KPI）が考慮されて
いない、といったことが挙げられた。
４．分析と討議
上述したグループワークの全体傾向を踏まえ、以下では設置形態別の傾向、職務属性別
の傾向、業務属性別の傾向に係る分析と討議を行う。
なお、グループワークは座席指定で進めたことから、座席番号を用いて事後的に参加者
が所属する機関の設置形態、職務属性を付加することができる。また、
「①どちらかと言え
ば IR の業務が多い方」「②どちらかと言えば評価の業務が多い方」「③その他の方」とい
う、業務属性を附箋に記入していただくようお願いし、83％の参加者に記入していただい
たことから、多くの参加者の業務属性も特定できる。これらの情報を用いて再集計した、
それぞれの顔に係る参加者の属性別回答分布を以下の表３に示す。
表３．参加者属性（※）ごとの回答分布
設置形態

職務属性

業務属性*

IR の顔
国立

公立

私立

教員

職員

専門

評価

IR

その他

スピンドクターとしての IR

8

2

7

4

13

0

9

3

4

情 報 精 通 者 としての IR

37

5

10

8

44

1

27

16

3

政 策 分 析 者 としての IR

14

0

7

6

14

1

10

7

1

学 者・研 究 者 としての IR

7

1

2

6

3

1

4

3

0

※大 学 以 外 の関 係 機 関（独 立 行 政 法 人 、企 業 等 ）を除 く。
*IR/評 価を選 択 した参 加 者 の回 答 は、それぞれの業 務 属 性 に合 算した。

前掲の表２は全体の傾向を示しており、参加者数の多い国立大学の傾向を反映している
可能性がある。そこで表３に設置形態別の回答分布を示したが、先述の表２の全体の傾向
における選択順と同様、「情報精通者としての IR」が最も多くの回答を得ている。また、
職務属性、業務属性を見ても、同様の回答結果となっており、いずれの属性においても「情
報精通者としての IR」が多いという点では一致している。なお、第２位以降の回答分布に
ついては表２とは一部異なる結果 6 が生じているが、該当数が少ないため、一般的な傾向と
して示すことは難しいと判断した。

職務属性のうち、評価または IR 以外に「その他」業務に従事する方々は、「スピンドクターとして
の IR」「情報精通者としての IR」「政策分析者としての IR」の順で回答している。
6
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では、最も多くの回答を得ている「情報精通者としての IR」は、実際の現場において、
どのような状況にあるのであろうか。日本の多くの大学においては、文部科学省高等教育
局大学振興課大学改革推進室（2015）が示すように、実際の現場における評価あるいは IR
業務の多くは「職員」または教職員が併任する委員会方式で担われている実態がある。
そこで、職務属性が「職員」の参加者の回答に目を転じると、情報収集の段階に課題が
多く見られることが示されている。具体的には、評価書等を作成する際、学内データを照
会しても学内からデータが収集できない、あるいは学内や他大学からデータを収集しよう
としても定義や集計の単位等が異なり収集が困難である、といった課題が多い。また、実
際の回答内容においては、この顔を担っているというよりは、今後、担っていくうえでの
課題として捉えているものが多く見られる。この点については、これまで大学評価コンソ
ーシアムで開催してきた各種勉強会等でも同様の指摘 7 がなされているほか、小林編（2014）
においても、学内データを蓄積している各種データベースに IR 担当者がアクセスできな
い状況を裏付ける数値 8 が示されている。
上記のことは、日本の大学における評価や IR 業務を効率的に推進するうえでも、非常
に重要な意味をなす。なぜなら、情報収集は評価や図１に示した IR 業務の中心である現
状分析・現状把握の始点となるからである。また、Volkwein（1999）が示す４つの顔にお
いても、「情報精通者としての IR」は、その他の顔を担っていくうえで、特に重要な位置
づけがなされている。したがって、Volkwein（1999）は米国における IR を前提に考察さ
れた枠組みであるものの、上述したグループワークの結果は日本の IR でも４つの顔のう
ち「情報精通者としての IR」が重要であることを示すものであった。
他方、藤原・大野（2015）が指摘するように、米国では、学内データは各部署から集め
てくるものではなく、予めデータベース上に集約されているものという見方が一般的であ
るのに対して、日本は遅れをとっている状況がグループワークを通じて浮き彫りになった。
そのため、日本においてはデータ収集の環境を整備し、「情報精通者としての IR」の顔を
担える状況を早期に作り出すことが喫緊の課題といえる。その際、米国の高等教育機関に
おいて醸成されている「データは大学のもの」という認識 9 を、日本の大学でも醸成してい
く必要がある。そのためには、土橋・浅野（2015）や浅野ほか（2015）が指摘するように、
データ収集のための仕組みや体制の構築のみならず、全学的な方針や指針等を策定し、責
任ある体制の下で継続的に業務を推進できる地盤固めをしていくことが肝要といえる。
５.おわりに
大学評価コンソーシアムにおいては、大学評価及び IR は現状把握・現状分析という点
で類似性が高い業務として捉え、今回のグループワークを実践した。限られた時間内では

7

例えば、大学評価コンソーシアム（2013）、嶌田（2015）など。
平成 24-25 年度文部科学省大学改革推進委託事業「大学における IR（インスティーテューショナ
ル・リサーチ）の現状と在り方に関する調査研究報告書」の図 4-14（48 ページ）において、財務デー
タに対する IR 担当者のアクセス権限は 6.2％、教員データに対する IR 担当者のアクセス権限は
11.1％、授業評価データに対する IR 担当者のアクセス権限は 14.7％、学務データに対する IR 担当者
のアクセス権限は 14.3％となっている。
9 Luna & Pearson（2003）
。
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あったが、多くの参加者にとって、文献レベルでしか参照したことのない「IR の４つの顔」
を自らの業務と照らし合わせることで、より理解を深める機会になったことを祈念してい
る。
また、グループワークに参加いただいたみなさま、さらには本稿にお目通しいただいた
方々に「情報精通者としての IR」の重要性をご理解いただき、上述したデータ収集のため
の地盤固めを実行するなどしてこの顔を早期に確立され、その他の顔の発展への一助とし
ていただければ幸いである。
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平成 27 年（2015 年）査読者一覧（五十音順・敬称略）
本情報誌の発行に際し、以下の方々に査読を担当いただきました。心より御礼申し上げます。
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（山形大学 学術研究院（企画部）教授）
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小湊 卓夫（九州大学 基幹教育院 准教授）
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嶌田 敏行（茨城大学 大学戦略・IR 室 准教授）
末次 剛健志（佐賀大学 総務部企画評価課 係長（ＩＲ主担当））
関 隆宏

（新潟大学 経営戦略本部評価センター［IR 推進室兼務］准教授）

土橋 慶章（神戸大学 企画評価室 准教授）
藤井 都百（名古屋大学 評価企画室 講師）
藤原 宏司（ミネソタ州立大学機構 ベミジ州立大学・ノースウェスト技術短期大学
IR/IE 室 副室長）
藤原 将人（立命館大学 教学部 学事課 課長補佐）
山本 幸一（明治大学 教学企画部 評価情報事務室 副参事）
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編集委員
○嶌田 敏行*（茨城大学 大学戦略・IR 室）
大野 賢一*（鳥取大学 大学評価室）
末次 剛健志*（佐賀大学 総務部 企画評価課）
関 隆宏*（新潟大学 経営戦略本部評価センター）
藤井 都百*（名古屋大学 評価企画室）
藤原 宏司（ミネソタ州立大学機構ベミジ州立大学/ノースウエスト技術短期大学 IR/IE 室）
藤原 将人*（立命館大学 教学部 学事課）
○ 委員長（編集長）

*大学評価コンソーシアム幹事

編集後記
思い返せば短かったような長かったようなこの１年ですが、おかげさまで無事に第４号をお届
けすることができました。１年に４号刊行するというのは、やや無謀ではないか、という話もあ
り、正直なところ２～３年は身内からの投稿での自転車操業も免れないと思っていたわけですが、
今号よりいよいよ大学評価コンソーシアムのスタッフ以外からの事例報告の掲載も始まりました。
まだまだ安定した状況とは言えませんが、今後ともスタッフ一同、現場に必要な情報をなるべく
早くみなさまにお届けすべく、努力して参りたいと思います。
来年は、いよいよ今年の実績を土台に、ISSN（国際標準逐次刊行物番号）、DOI（デジタルオ
ブジェクト識別子）の取得準備を進め、オンラインジャーナルとしての体裁をより堅実なものに
していきたいと考えています。また、「事例報告」「論説」という現在の投稿区分では拾いきれな
い小さめ、もしくは明確な論拠を紙面で示せない事例などの収集に向けて検討を行っていきたい
と思います。エッセイのようなもの、取材をして記事にするもの、さまざまな可能性について、
どのようなものがもっとも読者のみなさまの役に立つか、ということを考えながら議論を進めて
いきたいと思います。来年もよろしくお願い申し上げます。（湖）
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