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コンテンツ３  

 

まとめ（質疑応答と総合討論） 

 

 

進行：小湊 卓夫（九州大学 基幹教育院） 

回答者：浅野茂（山形大学）、佐藤仁（福岡大学）、藤原宏司（ベミジ州立大学） 

 

小湊：それでは、引き続き、総合討論に入っていきたいと思います。私を含め 3 人がアメリカで

IR の業務といいますか、活動をどういう風に分類するのか、整理するのかっていうことに

関して、三つの観点から、今回は紹介させていただきました。少し無理があるかもしれな

いと思いつつも、実際にみなさん方の活動がその分類の中のどこに落としこめるのかとい

うことを、試行的にやってみたつもりです。ただなかなか理解が進まない部分もあったか

もしれません。 

 ですから、まずそれぞれ三つのフレームワークについての質問またはコメント等があり

ましたら、最初にそこを取り上げて、全体で共有したいと思っています。いつもどおりで

すと、質問用紙をお配りして、そこにいろいろ質問を書いていただいて、前のほうで集計

して、それに全部答えていくという形式をとってきましたが、この全体会、ちょっと情報

量が多いということもあって、今回は挙手で質問を受けたいと思っていますが、みなさん、

いかがでしょうか。単純な質問でも全然構いません。これはどういった意味ですかってい

うところでも構わないので、もし質問があればお願いしたいと思いますけれども。 

 

小湊：なかなかすぐには出てこないということのようですので、もし質問があれば、後でまたお

受けしたいと思いますので、そのときには遠慮なく手を挙げて質問していただければと思

います。ちょっと先に進めさせていただきたいと思います。 

 ちょっと佐藤さん、浅野さんにお伺いします。一応、三つの枠組み、それぞれ見てる観点

が違ったと思うんですが、実際に作業も含めて、今日実施したことを踏まえ、今、振り返

ってみて、どうだったのかということを、ちょっと思いついたことでも構いませんが、コ

メントをいただければと思っています。いかがでしょうか。 

浅野：私のほうは IR の四つの顔ということで、みなさまにワークもしていただき、結果も正直、

予想以上に書き込んでいただき、驚いているところです。内容については、先ほどご確認

いただきましたように「情報精通者としての IR」という側面が多いのかなというところは、

みなさんも共有いただいたかと思います。その際、言及いたしましたように、「政策分析

者としての IR」という側面が、私の中では恐らく、みなさまの間では最もなじみのあると

ころかなという風に個人的には解釈していましたが、実際にやっていただくと、そこが意

外と薄かったなということでした。説明の仕方がまずかったのかもしれませんけども、恐

らく、少なくとも私の大学での勤務経験等に照らし合わせますと、職員のみなさんは特に

ここが強いんじゃないのかなというのを感じておりました。 

 先ほどお話しましたように、文科省からは大臣通知も来ますし、その他、文書等でいろん
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な要望が来ます。これらは学内で、正直、一番拘束力があるといいますか、文科省がこう

言ってるから大学はこうやらないといけないというところにも持っていきやすいので、そ

の点からすると、みなさんもかなり注目されているのかなと思っていました。。一方、学

内に目を転じたときに、学内の課題を知るとなったときに、佐藤さんのパートでも出てき

ましたけれども、やはり教育の現場というのが、特に企画評価の部門にいらっしゃるみな

さまにとっては分かりにくいというところがあります。このことにより、もしかしたら「政

策分析者としての IR」というところの回答が少なかったのかなというのも、今、改めて思

っているところです。 

 他方、この四つの顔、あるいは四つの振る舞いといいますのは、それぞれは強く連関し

ているわけですから、そこをどううまく切り分けるかというよりも、それぞれの局面に応

じて、まさにボルクワインの言うように、それぞれをどういう風な局面に応じて使い分け

るかっていうことを意識いただけるといいのかなというのを、改めて感じたところです。

以上が思いつく簡単なコメントです。 

小湊：ありがとうございます。佐藤さん、何かお願いします。 

佐藤：みなさんにしていただいたワークを見た後に、もう一回、論文をさっき少し読み直してい

たら、ますます分からなくなってしまって。やっぱり非常に難しいというか、今回の 3 人

の報告にも全部関わると思うんですけど、IR を分析する枠組みなんてカチッとしたものを

提示してるんですけど、実際はかなりその枠組みを超える作業があるし、枠組みを超える

能力ってのが必要だしっていう、あまりにこれに当てはめ過ぎたことをすると、逆に怖く

なるなというのを感じましたね。 

 今回、みなさんにご提示した三つのインテリジェンスは、最初に申し上げたんですけど

も、1993 年のもので、もう一個 2013 年に新しくリバイスされています。少し修正されて

いるんですけど、この修正された論文が、これまたよく分からないんですね。分からない

というか、非常に難しい、捉えづらいっていうことです。 

 ただ結構、簡単に分かるところからいくと、例えばコンテクスト、文脈に関する知性の

ところは、どちらかと言うと最近の動向からいくと、アメリカでもやはり外部の文脈をど

う理解しますかっていうところに特に焦点が当てられてるんです。もちろん、学内の政治

的な動きもあるんですけど、つまり連邦政府がどう要求してますかとか、州政府はどうい

う風に感じてますかとか、その辺のところの文脈を踏まえて、じゃあ、学内でどうします

かというところまで捉える力が、やっぱりこれから重要だっていうことを言ってるんです。

それはやはり1993年のときは、そこまでアメリカの場合は連邦政府とか州政府の圧力はな

かった時代だったんで。 

 日本はここもやっぱり一つ似てくるのがあると思います。特に国立大法人の場合は、そ

この圧力っていったものをどう捉えて、それをどう学内の中で調整するのかっていうのが、

やはりコンテクストのこの知性に該当する部分なのかなっていう。そこはちょっと私のほ

うで付け加えさせていただければと思います。以上です。 

小湊：ありがとうございます。私の部分ですが、先ほど全体の印象めいたコメントはしたつもり

ですが、もう一度、この五つのステップ、または三つの主体っていうのを振り返ってみた

ときに、ちょっと思い出したのが、ここ最近、特に私大の方を中心に、IR オフィスをつく
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りたいが、どういう人材がいいんですかとか、どういう風につくっていけばいいんでしょ

うかっていう質問を受けることが、今までにたびたびあったんですね。われわれスタッフ

含めてですね。そういうときに、非常に答えにくいわけです。 

 というのも、IR オフィスを一体どういう風に大学側が使おうとしているのかが分からな

いと、答えようがないところがあるわけですね。ただ少なくとも共通して、どういうステ

ップを踏むべきかっていうことに関して言えば、きょう挙げた五つのステップの部分って

いうのは、要素としては恐らく入り込むんだろうと思います。 

 ただ先ほど述べたコメントの中にもあったと思うんですけど、これ全部を IR オフィスが

やらなきゃいけないのか。多分そうではないところもいっぱいあると思うんですね。ある

とき、私、冗談めいて、質問されたときに、「どのくらいスタッフが必要ですか」って聞

かれたときに、「まずディレクターが必要です。アナリストが必要です。データベースの

管理者が必要です。恐らくこの 3 人がいれば、必要最低限のことは間違いなくやれるでし

ょう」と無責任に言うことはできるわけです。でもこれは半分冗談です。もちろん、その 3

人をスタッフとして、そろえるだけの余力のある大学ってのがどれだけあるかっていう問

題も当然のごとくありますけれども、じゃあ、そろえたからってうまくいくか、その保証

はどこにもないわけですね。 

 逆に大学が抱えている課題っていうのがあって、その課題に対して、また自分たちが感

じている直感だとか、そういうものがあって、それをデータできちんと裏付けして、特徴

なり課題を抽出して、それを提供する、情報として提供する。それを受ける形で執行部が

うまく IRオフィスを活用していく。または部局長辺りがうまく活用していくという循環が

成り立たないと、なかなかうまくいかないというのは、肌身で感じていたところだったの

で、半分冗談というのはそういうところですね。本気にしないでくださいということで

す。 

 ただ、組織の中でそれをどういう風につくっていくのかっていうのは、こればかりはユ

ニークな解、つまりこれだという一つの解はなかなか出せないので、そこはやはり、ご自

身、または大学の中で考えていただきたいな、と。ただ IR オフィスをつくる、または IR

担当者を置く、またその業務を担うっていった場合には、この五つのステップっていうの

は、少なからずやっぱり直面する課題っていいますか、場面なんだろうなという風に、ち

ょっと感じたっていうところです。 

 で、これら、三つのモデルなんですけれども、それぞれ別のことを言っているようでい

て、でも IRの活動をどう見るかっていう、その側面の違いがあるわけですね。で、ここを

どうまとまればいいんだろうと、いろいろ頭を悩ましてるところなんですけども、ただ佐

藤さんに扱っていただいたインテリジェンスの理論と、最後、私が扱った五つのステップ、

情報支援サークルの考え方、ここはうまく重なる部分があるんだろうという風にちょっと

理解しているところです。 
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先ほど嶌田さんのほうから、

評価 IR 人材の能力段階別のこの

表を示していただいたわけです

けれども、そのスライドをもう

一度、ちょっとここに出しても

らっています。 

細かい表記は資料を見ていた

だければと思いますけれども、

その三つのインテリジェンス、

知性と先ほど言葉を使われてま

したが、私たちが一応、試行的

に作った段階表の中で、こうい

う風に恐らく分布していくって 

いうのが、こちらとしては判断していたところなんですね。 

 そこで五つのステップはどこに関わるかって言うと、この縦軸の部分ですよね。そうす

ると、見て分かるように、みなさんもうすうす感じておられるとは思うんですが、この

人だからここが必要っていう風には、単純には理解できないわけです。当然、さっきの

四つの顔っていうのもそういう側面がありますけれども、四つの顔の最初の例えで、ど

こかの神様の話をしてましたよね。あの四つの顔を持つ。 

浅野：名前が出てこないです。 

小湊：ごめんなさい。余計なことを言いました。日本で言うと阿修羅像がそうですね。あれは三

つ？ 顔が。とにかく人って、この人こういう人だよねっていっても、ある場面になっ

たら全く違う側面が見えてくるっていうのは、当然、私たち経験してますよね。だから、

人だとか活動っていうのは、それほど理解するのが単純なものではなくて、随分複雑な

ものなんですね。そうすると、その複雑なものを、どう分解しながら、うまくこちら側

としては理解していくのか、そのためのフレームワークとして理解してもらえればと思

っているわけです。 

 ですから、例えば、大学の中では収集、分析を主に業務を担ってる人がいたとしても、

その人は当然、当面は技術的なところがよく問われるのかもしれないけれども、そこを

うまく活かすためには、この課題、大学の中で何が課題となっているのかっていうこと

がちゃんと理解できていないと、そのまとめたデータをうまく活かしてもらえないかも

しれない。 

 先ほどの実はこの『IR 実践ハンドブック』の中の第 1 章だったかな、このところから、

学生調査のことをうまくまとめている、またはリテンション分析のことをまとめている

章があるんですね。つまり学生関連のデータを、どういう風に扱いながらまとめていっ

て、報告書にしていくのかっていうことに関わる部分があります。 

 実はその中でも、アメリカであっても、やっぱりそこに悩みがある。つまり何の悩みか

って言うと、自分たちではうまくやってるつもりでも、せっかく出したレポートが執行

部にうまく使ってもらえない。ほとんど見向きもされなかった。で、そのときにどうす
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るのか、どういうことを考えればいいのかというようなことが、きじゅつされています。

つまり、どこも同じ悩みを持っているわけですね。 

 そうすると、さっきのフィードバックの話にも関わる話ですけれども、いくら技術的な

ことが優れていても、そこのデータをうまく活かして適時必要な人に出していけるよう

な力が、例えば、この課題のインテリジェンスは文脈インテリジェンスですけれども、

そういったものないと、やっぱり活かされないということになってくるんですね。 

 そういった意味では、この五つの情報支援サークルのステップと、このインテリジェン

スは結構深い関わりがあるのかなと、こちらでは理解しています。ただ、さっき言った

浅野さんが使った四つの顔っていうことに関しては、なかなかまだうまく、この図の中

に落とし込むことができないので、実はこちらもいろいろ試行錯誤しているところです。

正直なことを申し上げればですね。取りあえず、なぜこの三つを扱ったのかということ

のちょっと背景みたいなものを少しお話しさせていただきました。 

 そこでちょっとみなさんにもう本当に素直にお伺いしたいんですが、この三つ、いろい

ろ作業やっていただきましたが、どれが一番難しかったですか。ちょっとこちらも把握

したいなと思います。多分、お互い3人、あそこ、うまくいかなかったなっていうのを実

は抱えているんですけれども、みなさんが実際に話を聞いて作業をした上で、うまく理

解できた部分とできてない部分があると思います。それはそれぞれの説明の中であった

と思うんですが、総じて、どこがやっぱり理解が難しかったかということをちょっとお

伺いしたいと思います。 

 そこ、手元に附箋があります。1 番目の浅野さんが扱ったボルクワインの四つの顔、こ

の説明やっぱり難しかったなという人は、ピンクの付箋を1枚取って掲げてもらいたいと

思います。2 番目、佐藤さんが説明したテレンジーニの三つインテリジェンス、これやっ

ぱりなかなか理解が難しかったな。総じてですよ。直感で構いません。という方は黄色

の附箋を1枚取って上げてもらいたいと思います。で、最後、私の話でした。まどろっこ

しいことばっかり言ってるなと思った方は、青の附箋でパッと上げてもらいたいと思い

ます。準備よろしいでしょうか。いいですか。 

浅野：個人の評価とかそういうことではなくてですね。 

小湊：遠慮なくていいですよ。こちらとしては、みなさんがどこまで、どの領域をどういう風に

理解できているのかっていうことの濃淡をちょっと知りたいと思ってます。 

浅野：そういうことです。 

小湊：はい。だから遠慮なく。こいつは駄目だじゃなくて、ちょっと分かんなかったっていう感

覚で上げてください。ではお伺いします。1 番目、四つの顔が一番難しかったっていう方、

ピンク上げてください。ほー。ほいほい。ありがとうございます（２２名）。2 番目の三

つのインテリジェンス難しかったという方、どのくらいいらっしゃるんですか。あっ、

結構いるんですか。はあはあ、ありがとうございます（２５名）。で、3 番目の情報支援

サークル、これがやっぱり難しかったなという方は。おー。ひょっとして、三つとも難

しかったっていう人います？ ああ、やっぱりいますね（３８名）。はいはい。すいませ

ん。結構バラつきましたね。それぞれやっぱり難しいんですね。なるほど。実はこちら

をどう理解していいか悩みますね。 
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Q：どれが一番難しかったか

選択肢３

選択肢１

３択

４つの顔 ２２

情報支援サークル ３８

選択肢２ ３つのインテリジェンス ２５

 

※附箋写真判定：末次剛健志（佐賀大） 

 

浅野：私は佐藤さんがサッカーのうまいたとえ話をしたので、多分、インテリジェンスの難易度

は低いかなと思ったんですけど、やっぱり要素として理解するのは難しいということでし

ょうかね。 

佐藤：サッカーが駄目だったのかもしれないです。マニアック過ぎたなというところで、ちょっ

とすごい反省してます。 

小湊：サッカーが好きな人にはうまく通じたけど。 

佐藤：そうそう。 

小湊：あんまり知らない方には何言ってるんだ。 

佐藤：何言ってるんだっていう話。 

小湊：それはさておき、結構バラついたので、ちょっとこちらもどう受け止めていいのか、これ

から考えたいとは思いますが。今の話は、実は学会報告のときにもちょっと言われたんで

すけど、あくまでももう理念的な話です。体系的に IRの活動をどう捉えるかっていうのを、

概念として提示してるだけなので、実際問題として、本当にそうなのかっていうのは、人

によって理解の仕方が違うと思うんですね。 

 せっかくここにアメリカの大学でバリバリと IR の活動をされている藤原さんがいらっし

ゃってますので、ちょっとこれらについて。やっぱりここは自分の考えと違うよというの

を、なんかいろいろおっしゃってるんですよ。その辺の本音の話をちょっとお伺いしたい

と思います。 
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 日本の高等教育の悪い癖だと思うんですけど、なんかアメリカの活動がいかにも理想的

なモデルであるかのように紹介されがちなところがあるので、実はそうでもない部分もい

っぱいあるんだよっていうことを理解してもらいたいために、藤原さんを使いたいと思い

ます。協力お願いします。 

藤原：みなさん、初めまして。ベミジ州立大学の藤原です。僕はフロリダ州立大学の IR 人材育

成プログラムを実際に受けまして、そこでは、今回紹介されたボルクワインの四つの顔や

テレンジーニの三つのインテリジェンスは、課題として取り扱われていたわけですね。IR

プログラムはオンラインで行われていて、プログラムを受けている同僚（IR 担当者）と、

それらの論文について議論をする機会があったわけなんですけど、最初に出てきたのは、

これは研究者が書いた論文だよね、という意見でした。どちらかと言えば、理想論的とい

う印象です。当時、僕は IR の未経験者だったので、その意見が良く分からなかったのです

が、今は同意できるかな、と思っています。 

IR の実務担当者の視点からで

すと、四つの顔の場合は特に、こ

のよう分けて定義することは、難

しいと思います。例えば「スピン

ドクター」ですね。これは、浅野

さんがすごく良い解説をしてく

れたので、本当に感心したので

すが、原文ではスピンドクター

の所には、IR もマーケティング

室 が や っ て い る よ う な こ と

（presenting a positive image）

をやるべきだ、ということを書い

てるわけです。ですが、僕の知

る限り、現在の IR はこのようなことをやっていません。その代わり専門家がいるわけですね。う

ちの大学では、IR がデータをマーケティング室に提供して、彼らがどのようにデータを外部に見

せるかを決定しています。 

 「学者・研究者としての IR」も「政策分析者としての IR」との区別が難しい。例えば、在学

継続率の分析なんかは、両方に当てはまると思うわけですね。この分類の方法は、どちらかとい

うと便宜的、という感じがします。 

目的と聴衆

改善に向けた
形成的・内的性質

説明責任に向けた
総括的・外的性質

組織
的役
割と
文化

行政的・組織的 情報精通者としてのIR
（IR as information authority）

スピンドクターとしてのIR
（IR as spin doctor）

学問的・専門的 政策分析者としてのIR
（IR as policy analyst）

学者・研究者としてのIR
（IR as scholar and researcher）

テクノロジー
知識経営者としてのIR（※）
（IR as Knowledge manager）

※Volkwein(1999)にSerban (2002)が新たに追加したもの。

IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

・The four faces of Institutional Research（Volkwein, 1999）

→その時々の要請に応じて、IRが使い分ける顔（または立ち振る舞い）

3
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 テレンジーニの論文について

ですが、この論文も非常に分か

りにくくて、佐藤さんも苦労され

たと思います。「知識だけじゃ駄

目で、大学を取り巻く環境を理解

する必要もあるよ」というのがテ

レンジーニの主張だと思います

が、そこに、ランク付けされた階

層が三つあるのが、1993 年の論

文です。そして、この 1993 年の

論文では、この三つ目の「コンテ

クスト・インテリジェンス」を持

ってる人は、1 番目も 2 番目のイ 

ンテリジェンスも両方持っている、まさに「スーパーマン」みたいな IR 担当者、というこ

とが書かれているわけですね。 

 IR プログラムでも、この論文についての議論があったのですが、このような階層性に反

論する学生もいました。「そんな人、いるわけないだろう。」みたいな感じです。2013 年の

リバイス版はここら辺りが整理されていたのですが、1993 年版の「技術・分析インテリジ

ェンス」の所にリストされている必要な技術を見ると、本当に「ちょっと…」という感じ

になります。 

解説者のみなさんが、本当に分かりやすい説明をされたので、あまり付け加えることは

ないのですが、会場のみなさんには、これらの論文は「研究者」が書いたものだというこ

とをまず理解していただいて、IR の現場担当者としては、得意な分野を伸ばしつつ、さら

にそれに満足しないで、大学に役に立つような仕事をできるようになればいいのかな、と

思います。まとめになってないですけども、こんな感じでいいですか。 

小湊：ありがとうございます。もうちょっとストレートに、きついこと言われるんだと思いまし

た。意外に穏やかなコメントで、ちょっとがっかりしてしまいました。どうもありがとう

ございます。 

 

• ⇒しかし3層は別の側⾯を持った対等な関係として理解し、それ
ぞれの層の習得に段階があると我々は捉える

• ただ、インテリジェンスに関して⽇本ではほとんど議論されていない

⽂脈のインテリジェンス（contextual 
intelligence）

⼤学の組織⽂化や⾼等教育の⽂脈への理
解を踏まえ、意思決定⽀援を⾏える知識と

理解⼒を持ち合わせた課題解決⼒

課題のインテリジェンス（issue 
intelligence）

⼤学内部の意思決定プロセスや⼤学の
機能・課題に対する知識や能⼒

技術的・分析的インテリジェンス
（technical/analytical 

intelligence）
業務上の基本⽤語や概念を理解しデータ

処理及び分析を⾏える知識と技能

OJTによる修得

⼤学院等で修得

Terenzini, (1993)から → 福岡⼤佐藤さんが解説

⼩湊H27.7

27
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 確かに研究論文としてまとめ

る以上、どうしても概念操作せ

ざるを得ないので、こういう部

分が出てくるのは間違いないこ

とだと思います。ここに今出て

いる情報支援サークルも、あく

までも理想として書かれている

んですよね。これはもう間違い

のない話です。ただ。うまくい

ってない部分は当然ある。だか

ら、さっきも指摘したように、

ここの部分でアメリカだけでも、

なかなかうまくいかない。これ

はもう当たり前のように現場の担当者は思っているわけですね。 

 だから、要はなぜ私たちがこれを今回提示させていただいたかと言うと、今、日本の中でもい

ろいろ IR オフィスが立ち上がり、IR の業務を担う人たちが少しずつ増えていく。いろいろ迷走

している部分もあるかもしれませんが、一体、自分たちが何のために何をやっているのかってい

うことを、もう一回振り返って、自分たちのやるべきことが何なのかっていうことを考える際の

道具として使っていただきたいという思いがあります、正直言ってですね。 

 ですから、ここに書いてあることが真実だっていう風に考えるんではなく、自分が今やってい

る業務っていうのが、仮にこういう枠組みを使ってみたら、どこの部分をやっているんだろうな。

立ち位置を確認していただければと思います。で、これから先、もっと活動が広がる、場合によ

っては深まるということを考えたときに、次のステップは今、彼らはこういうことを言ってる、

アメリカでは言ってるけれども、本当にそこ、自分たちが立ち入っていいのか。大学としての組

織の在り方として、それは別の部門がやることがやることなのかっていうことの判断をするため

の、材料として使っていただければいいかなという思いがあって、ちょっと今回、こういうの。

これは私の勝手な思いですけども、みなさんに紹介させていただいた。そして、一緒にワークを

していただいたということになります。 

 なかなか、まとめることは難しいですけれども、今回、みなさんに出していただいた附箋の中

身については、どうまとめるか、これからちょっと考えなきゃいけませんが、結構な量もありま

すけれども、そのうちウェブで報告書っていう形でまとめて、みなさんにまた共有できるような

形で提供したいと思っています。きょう、やったことをもう一回、自分たちの仕事場に持ち帰っ

て、考えるきっかけにしていただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

情報⽀援サークル
管理⼈・提
供者

収集・コーディング・
蓄積

再構築・分析・統合

仲介者・⽣産者

良質な意思決定

⽣成・配布・報告

影響・意思決定

運営者・利⽤者

概念のモデル化・測
定⽅法の選択

5つの機能はＩＲに関係する業務のプロセスを⽰している
McLaughlin, Howard,(2004)から
報告者作成

ＩＲや評価の活動は、データを組織⽂脈に沿った形で付加価値を与え
た情報に変換し、組織の意思決定を⽀援する活動

30
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＜質疑応答＞ 

小湊：そうですね。時間少し余ってますが。次の総会がちょっとバタバタし過ぎるかなと思うの

で、早く切り上げようと思っていましたが、まだ時間ありますので、もし質問があれば今

の段階でお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ、はい。 

岩崎（東北大学医学教育推進センター）：実務的なところで、せっかく実務をやってる先生が来

てらっしゃるんで聞きたいんですけども、データを集めようというときに、自分の部署で

持ってるデータだけだったらいいんですけども、もらうとき、個人情報とかも結構気にな

ってまして、渡す側も、これ、要求されたけど出していいのかという風な疑問が生じると

思います。そういうことに対して、そちらで、そういう問題が起こらなかったのか、起こ

ったとしたらどうやって解決したのというところが聞きたかったんですけれども。お願い

します。 

浅野：私のほうから少しコメントさせていただきます。多分、ご質問いただいていることは、ど

この大学でも起こる問題だと思います。これまで私は神戸と山形と２大学で実務に従事し

ていますけれども、両大学とも共通しているのは、少し時間をかけて、データを大学とし

て使うというコンセンサスをとっていくところだと思います。 

  神戸大学では評価部門にいたので、そのことによるやりやすいという側面はあるかもし

れませんけれども、要請しているデータを何に使うのかということを明示しないと、デー

タを所掌している部署は簡単に出せないわけですね。それが本当に個人情報を逸脱してる

のかどうかっていうことも含めてですけども。そこはご存じのとおり、個人情報保護法が

施行されてから、データを保有するどの部署（特に学生関係情報）もセンシティブになっ

ているところだと思います。 

  現在の所属機関である山形大学では、昨年ですけれども、学長が「とにかくデータは大

学のものだ」ということを、全学の委員会で議論し、関係規則を整備したようです。した

がいまして、以降、この問題はなくなっていると聞いています。いきなり、このフェーズ

にいくのは難しいと思いますけども、それをやることによって、より活用が進んでいくの

かなというのは思いますし。 

    以上、２大学での実務経験に照らしてお話ししましたが、一般的な状況として、現在、

これだけ大学もエビデンスを求められている中で、個人情報だから学生のデータ出せない

っていうのが、どこまで理屈として通じるかというのも、ちょっとした疑問としては思っ

ているところです。答えになっているか分かりませんが、以上を回答とさせていただきま

す。 

小湊：他の方、どうですか。なければ、ちょっと私コメントしといてもいいかな。よく大学では

個人情報の問題って出てくるんですけど、外に出すときは当然、問題になりますよね。で

も中で使うとき、一体何が問題なのかと、ふと冷静になって考えると、私ちょっとそれが

よく分からなかったんですね。企業の方に実際その話をすると、ちょっと不思議がられる

わけです。ただ、話をしてる中、あっと思ったのは、企業でも、例えば人事のデータを別

の部署が欲しいっていうときに、やりとりすることはよくある話。だから、組織、部署の

壁を越えて、データっていうのは企業の中でも結構流通してると。ただし、それはルーテ

ィン業務として、それが必要だっていうのが、仕事に落とし込まれる段階だと、自然に流
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通するんだと。問題はそこをどうやって仕事に落とし込むかが問題なんだという話をされ

る。 

    じゃあ、今までやりとりしてなかったデータを組織を超えてやりとりするためには、ど

うすればいいのっていう話を単純に聞いたら、それは責任者同士で話し合えばいいんだと

言うわけですね。大学で本当にそれが通用するかどうかは分かりませんが、例えば事務体

制に最終的には責任を持つ事務局長なり、または部を越えてデータをやりとりするんなら、

部長同士がなぜそのデータが必要なのかというのをきちっと合意を取った上で、あとは仕

事に、部下に落としていく。それさえできれば、学内でデータを扱うことに関しては随分

敷居も下がるのかなと、その話を聞いて思ったんですが。これは私自身やったことがない

ので、何とも言えません。 

    ただ、私自身の経験から言うと、大学評価っていうのは、ある意味、錦の御旗だったの

で、昔はですね。だから報告書を取りまとめるためにどうしても必要ですっていう形で、

このデータくださいっていうことを企画部を通じて依頼すれば、ほぼ集まってました。教

員が個人でお願いすると、絶対集まりません。かなり怪しいと思われるようで、後回しに

全部されてしまうという経験はあります。 

岩崎：ありがとうございます。 

小湊：じゃあ、次の質問、お願いします。 

小山（徳島大学 IR 室）：2 点質問で、1 点、感想を述べさせいただければと思います。まず第一

に、日本にアメリカの IRのフレームワークを適用することの限界をどのように認識されて

おり、今後、日本的な IRのフレームワーク、独自的なものを構築していく方向に、嶌田先

生や小湊先生の研究は、そういった日本的なものを構築していく方向を志向されているの

かどうかという点を伺いたいのがまず 1 点です。 

    2 番目が、アメリカ以外の IR、ないしは IR 的なものの状況はどうなっているのか。ア

メリカに偏重することによって隠されてしまう問題点は何かないのかという点について、

お伺いしたいと思います。 

    3 点目は意見・感想みたいなことですけれども、結局、IR のフレームワーク、今日、幾

つか出てきましたけど、最後、例えば、設計とかデータ収集とか分析とか報告とかそうい

ったものは、私は社会調査の研究とか教育に携わってきた経験があるんですけれども、社

会調査で求められる、問いを立て、それについて仮説を立て、データを集めて、分析して、

報告するという社会調査のリテラシーにかなり似ているなというふうに感じております。

ですから、IR 担当者の育成モデルを作成する際に、アメリカ等の外国の先進的なものを持

ってくるっていうのは、一つの戦略ではあると思うんですけれども、実証研究で求められ

る、社会調査で求められるような、そういった既にある程度教育上も固まっているような

リテラシーのモデルを IR に活用して、IR 担当者の育成モデルを構築していくっていう、

そういった方法も考えられるのかなというふうに思いました。以上です。 

小湊：一つ目の質問ですが、アメリカのことは確かにいろいろ私どもも調査してきて、時々、学

会とかで報告させていただきましたが、必ずしもアメリカのモデルを理想としてるわけで

は、当然のごとく、ないわけですね。それは報告の中でも何度も申し上げてきたことなん

ですけれども、当然、アメリカの高等教育の文脈と、動き方と、日本の文脈は随分違うと
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ころがあります。組織構造一つ取っても随分違いますし、今日の午前中に藤原さんのプレ

イベントでもお話があったんですけれども、同じ学生数っていっても、それの定義が違う

わけですよね。それは当然、大学の高等教育の動き方が違うからです。だとすると、そう

いう違う土壌の中で機能しているものを、無理やり日本の土壌に持ち込んだところで、動

く保証はどこにもないわけです。じゃあ、アメリカのやってることを全く無視して、何か

独自に新しいものがつくれるかって、そういうわけではないですから。あくまでも参考、

参照のモデルとして見ている。 

    だから私たちがやってきているのは、それを日本に根付かせるためには、どういうとこ

ろに気を付けてやっていけばいいのかということを、実はこの担当者集会で、みなさんに

議論をいろいろやっていただきながら、形をつくってきたという経緯があります。その一

つが先ほど前半部分で嶌田のほうから話があった、人材育成のために、段階評価、内部で

はルーブリックって呼んでますけれども、ああいう表につながっていったということがあ

ります。それが 1 点。二つ目が、どういう質問でしたかね。 

小山：アメリカ以外の IR の状況はどうなのかで、アメリカに偏重することによって隠されてし

まう問題が、他の国を見ることによって見えてくることはないのかという点ですね。 

小湊：そもそも IR 自体が、アメリカの大学から発祥してきた、起こってきたという活動なんで、

どうしてもアメリカの事例が多くなるんですけども、他の国はどうかって言うと、あんま

りちゃんと調べてはいませんが、私自身が、例えば佐藤さんは。もういない。佐藤さんと

一緒に九大にいるときに行ったのは、例えばオランダ調査に行かせていただきました。オ

ランダの大学は日本で言うと国立なんですよね。ヨーロッパの国は多くがそうですけど、

私立大学は極めて少ない。イギリスはちょっとありますけれども、少ないので、基本、国

が補助金を出して運営しているっていう形態が多い。だからオランダでは、アメリカのよ

うな IRオフィスみたいなのはほとんど立ち上がってないです。その代わり、学生のアウト

カムとどう測っていくのかというのは、これはもう共通したテーマですので、世界の高等

教育の。それをプロジェクトとして立ち上げるということはやってました。 

    だから組織の仕方が、やっぱりその国の高等教育の文脈に合う形で組織せざるを得ない

んだろうなというのは、ちょっと実感したところでした。ただ他の国がどうなのかってい

うのは、ちゃんと調べたことがないので、申し訳ありません。ちょっと勉強不足で。 

浅野：そこをちょっと補足してもいいですか。 

小湊：浅野さん、ちょっとやってるのかな。 

浅野：AIR をここ数年見てきてますと、去年が中国から 50 名から成る団体が来てて、別にセッ

ションを持つぐらい、中国では相当導入が進んでると思います。今年は台湾からもそうい

った形で来てますので、この周辺国でいきますと、中国、台湾辺りは相当進んできてるん

だろうと思います。考え方が、中華系の人だとアメリカの IRをすると非常に合うっていう

ところもあると思いますし、中国の高等教育がアメリカにかなり偏重しているところもあ

るので、そこから多分、親和性が出るのかもしれません。 

    ただヨーロッパでも、実は EAIR という団体があります。しかしながら、関係している

人数はそんなに多くないということを見ますと、先ほど小湊先生おっしゃったように、オ

フィスが積極的に設置されて、どんどん展開されているっていうわけではないということ
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かと思います。多分、評価の観点からも、イギリスとアメリカっていうのは、やっぱり求

められている要素も全く違うところもありますので、そこら辺も少し影響してるいのかな、

という風に個人的には捉えています。以上です。 

藤原：今のに関連してですけど、AIR の年次大会には、アメリカ国内からの参加がもちろん最大

なんですが、他にもオーストラリアやカナダなど、浅野さんがおっしゃったように、世界

各国から IR の関係者が来ます。そのような人達と話していると、IR の仕事というのはデ

ータを用いた意思決定の支援ですから、そのような根っこの部分では、国や仕組みは違っ

ても大体の合意はできるのかな、と思います。そこからスタートすれば、あとは微妙な文

脈の違いを乗り越えて、日本だったら日本独自の IR を作っていけばいい。根っこの部分は

国に関係なく、ほとんど一緒だなというのが僕の印象です。 

小湊：ありがとうございます。もうひと方手が挙がりましたので、お願いします。 

鎌田（琉球大学インスティテューショナル・リサーチ推進室）：今日は３つのフレームワークの

話、非常に勉強になりました。三つの知性の文脈に関する知性に関しての質問なんですけ

れども、私、4 月に着任したばかりで、まさに今、直面している課題で、自大学をめぐる

文脈の理解を、例に挙げられた飲み会以外に、どのような形で具体的な理解を深めればい

いのかなっていう点について、ご教授いただければと思います。 

佐藤：すいません。変な事例を私が。飲み会は本当に例で、多分、私より職員の方々のほうが、

その辺はどうやって情報を得るのかっていうのは、多分詳しいと思います。前、九大にい

たときは、やっぱり職員の方のネットワークのすごさを本当に、実感いたしました。それ

はいい意味です、いろいろな調整もしてくれますし、いろんな情報も入ってくるしってい

うところですね。 

    飲み会という言い方をしたのは、インフォーマルな部分も大事ですよということを少し

強調したかったっていう意味です。その前にきちんとフォーマルに訪問して、ある程度、

顔を知ってもらって、そこからインフォーマルにいくとかっていうのもやり方だと思いま

すし、多分いろんなネットワークをどうつくるかっていう話だとは思うので、つくり方は

いろいろあるのかなとは思います。なんか教職員のサークルに参加するとかもあるのかも

しれないですし。その辺は、いろいろやり方はあるのかなという、積極的に自分からいく

っていうのが大事なのかなという気はしますけれども。他にいかがですか。 

 

小湊：実は今年開かれたAIRの大会に出たんですけども、その中でルーキーセッションっていう

のがあるんです。初めて AIR に参加した方、またはそういう業務に携わって間もない方を

対象にしたセッションがあって、そこで、じゃあ IRを担当するっていうのはどういうこと

なのか、どういう観点を持つことが大事なのかということが、いろいろ整理されて、話が

あったんですね。 

    そこで、ものすごくいろんなところで強調されていたのが、コミュニケーションの話で

す。やっぱり私たちはいろんなところを支援していかなければいけないというのがあるの

で、いろんな人と顔を突き合わせて、「本当にこういうデータでいいんですか」「要求され

ているのはこういうデータなんですか」「私たちはこういう風に出しましたけど、ちゃんと

使ってもらえますか」っていうことも含めて、とにかくいろんな方とコミュニケートして
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いかないと、そういう情報はやっぱり得られないんだろうなと思うんですね。あれだけ強

調されるっていうことはですね。 

    やっぱりそこの能力が高くないと、オフィスにふんぞり返って何かできるっていう話で

はないと思われますので、そこに気を付けることが大事なのかなという風に、ちょっと実

感したところでした。実際、私も九大の評価室で活動しているときは、幸い周りに事務の

方が多くて、特にバックに企画部の方が付いていたので、いろんな情報が実は話せば入っ

てくるんですね、不思議なくらい。そういう風にして、学んできたところはありました。 

    藤原さんが、サーティフィケート・プログラムを受けたとおっしゃいましたが、実はペ

ンシルベニア州立大学でヴォルクワインは教鞭を取ってたんですね。そしてサーティフィ

ケート・プログラムを立ち上げました。 

    調査に行くときにたまたま話を伺ってたんですけれども、最後の三つのインテリジェン

スの部分で、やっぱり文脈インテリジェンスっていうのは、なかなか、これ、身に付かな

いっていうか、自分で学ぼうと思ってもできないですよねみたいなことを聞くと、やっぱ

りサーティフィケート・プログラムでは扱えない。ここだけはどうしてもその人に依存せ

ざるを得ないんだという話ですね。だから、じゃあ、どうするかって言うと、いろんな所

と接触を持って、コミュニケートを取っていくということが、やっぱり大事なんだという

風に思った次第です。 

 

小湊：意外に質問が出たので、もう時間がオーバーしてしまいましたが、みなさん、どうだった

でしょうか。今回の試みはちょっと初めての試みということもあって、こちら、準備不足

もあった点は否めないかと思います。そこは素直に反省しながら次回に活かしていきたい

と思いますが、みなさまがたも、この今日の話、実際参加された上で、ここをうまく自大

学の中で活用していかれれば、こちらもやった甲斐があるなと思うところもあります。ぜ

ひ。難しいところもあったかもしれませんけれども、今日の話をベースに、ご自身の活動

を充実させ広げていかれることを願ってやみません。きょうは長時間にわたり、ご参加い

ただき、どうもありがとうございました。 

 

 


