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まえがき 

 数年前、IRがまだ我々にとって、もっと不確かなものであった時に、米国の IRに関する 著
名文献（米国における IR 人材育成プログラム等でよく読まれている文献でもある）を学んだわけ

ですが、ぴんとくる場合とそうでない場合があったことを記憶しています（大学評価・学位授与

機構 IR 研究会訳「IR 実践ハンドブック 大学の意思決定支援」解題２参照）。それは、我が国に

実践経験が乏しかったということもあるわけですが、豊かな経験に裏打ちされた理論的本質を受

け入れる土壌がなかったのかもしれません。日米の高等教育の文脈の違いだけが問題では無かっ

たのだろうと思っています。現在の我が国であれば、徐々に IR の実践事例が蓄積され始めてい

ますので、そのような実践知を土台に米国の IR 理論を読解していくことで、大学評価や IR など

の現状把握・現状分析業務の「次の一歩」が見えてくるのではないかと考えました。 
現在、ある意味、機が熟してきたと捉え、今年の大学評価担当者集会では、大学評価も IR も

現状把握、現状分析という点では類似点の多い業務であるという立場のもと、お互いの特色を活

かして、それぞれの機能強化をどのように図るか、ということについて考えていきました。 
まずは、大学評価の歴史、IR の基本的な話を踏まえ、評価と IR の関係について整理しました。

大学評価担当者集会のこれまでの取組を振り返り、その成果も整理しました。その後、いよいよ

「大学評価に活かす米国 IR の知見」ということで「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」について解説者が、１）これらの概念や考え方が

どのようなものか、２）大学評価（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ました。その後、参加者間（前後左右の方）でご自身の業務に照

らしてどのように考えればよいのかを話し合っていただきました。米国の IR が積み重ねてきた

知見は、今すぐ役立つ方もいらっしゃるとおもいますし、違う部署に行ってからふと気がついた

ら使える考え方だったり場合もあるでしょう。テクニックではなく、基礎を学んでおくことは、

いつかどこかで役に立ちますので、うまく咀嚼できなかった方も、アタマの片隅にこの勉強会の

ことを憶えておいていただいて、日々の業務に取り組んでいていただければ、と思います。 
 
 
 

  
平成 27 年 10 月 5 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 准教授）    

嶌 田  敏 行   
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開催概要 

 

１．会場・日時 

日時：平成 25 年 8 月 29 日（金）１３：３０－１７：３０ 
会場：神戸大学 六甲台キャンパス 瀧川記念学術交流会館 大会議室 
参加者：107 名（スタッフ 15 名を含む）  
 
２．タイムテーブルと進行方法について 

２．１．タイムテーブル 

挨拶・趣旨説明 （13:30－13:45） 
［ 主催者挨拶 ：九州大学基幹教育院 准教授 小湊 卓夫 ］ 
［ 開催校挨拶 ：神戸大学 学長補佐 吉井 昌彦 ］ 
［ 趣旨説明 ：山形大学 学術研究院 教授 浅野 茂 ］ 

コンテンツ１：大学評価と IR のこれまでとこれから （13：45－14：15）  

講演 「大学評価と IR のこれまでとこれから」 
（小湊卓夫［九州大学］・嶌田敏行［茨城大学］） 
○ 大学評価の歴史、IR の基本的な話を踏まえ、評価と IR の関係について整理しました。 また、

大学評価担当者集会のこれまでの取組を振り返り、その成果を整理を行いました。 加えて、評

価・IR 人材と各セッションの関係性についても言及しました。 

コンテンツ２：大学評価に活かす米国 IR の知見 （14：15－16：35）  

 米国における IR 人材育成プログラム等でよく読まれている文献を参考に、 それらが示す知見

はどのように大学評価に応用できるのかを学びました。 IR担当者にとっては自身の IR業務の機

能向上を考えていただくことができたと考えています。  

ワーク１「IR の４つの顔（または立ち振る舞い）」［14:20－15:00］ 
（浅野 茂［山形大学］） 
○  Volkwein（1999）をもとに、IR 担当者が、学内でその時々の要請に応じて、どのように 「ス

ピンドクター」「情報精通者」「政策分析者」「学者・研究者」としての４つの IR の 顔や立ち振る

舞いを使い分けるのかについて考えていきました。 

ワーク２「３つのインテリジェンス」［15:10－15:50］ 
（佐藤 仁［福岡大学］） 
○ Terenzini（1993;2013）をもとに IR 業務に必要な「専門的／分析的な知性」「問題に関す

る知性」「文脈に関する知性」という ３つのインテリジェンスについて、スポーツに例えた解説

を受け、考えていきました。 

ワーク３「情報支援サークル」［15:50－16:30］ 
（小湊卓夫［九州大学］） 
○  McLaughlin & Howard (2004)の情報支援サークルをもとに IR 業務の設計から 収集、分析、



もくじ・開催概要 

5 

活用の流れを、それぞれ提供者、仲介者、利用者などの立場とともに 考えていきました。  

コンテンツ３：まとめ［質疑応答と総合討論］ （16：45－17：30）  

進行：九州大学 基幹教育院 准教授 小湊卓夫 
○ 講師や質問者とのやりとりや、附箋紙を用いての全員参加のリアルタイム意向調査？を行い

ながら 勉強会の成果を共有していきました。 
 
２．２．ワークの進め方 

１）講義（15 分） 
・解説者がこれらの概念や考え方がどのようなものか、大学評価（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ます。 
２）個人ワーク（5 分） 
・ご自身のされている（やりたい）評価や IR の業務について①それぞれの「顔」で どのような

業務を行っているか分類して課題を考えたり、②業務を通して得た 知識・技能を３つに整理し

てバランスを考えたり、③学内の情報流通に関する ５つのステップのどの業務なのか分類して

実施上の課題を考えていただきます。 
・作業結果については、指定された色の附箋紙に書き込んでください。 
 （話し合いの結果ではなく個人ワークを附箋紙にまとめてください：変更） なお、我が国の評

価・IR の実情分析にご協力いただける方は、座席番号を附箋紙に ご記入ください（個人や大学

を特定した形で公表することはありません）。 
３）近隣の方と討論（5 分） 
・その後、参加者（前後左右の方）間でご自身の分析結果について話し合っていただきます。 
４）附箋紙の回収（5 分） 
・作業された附箋に座席番号（ご協力いただける方）と、属性（評価担当、IR 担当、その他）を 
ご記入ください。スタッフが回収して全員分を前方の模造紙に貼りつけてポスターを作成しま

す。 
５）総観とまとめ（5 分） 
・ポスターを元に、解説者が傾向などを説明します。このポスターは、休憩時間や情報交換会 
の際にご覧いただけるように掲示します。 
  
３．参加者について 

全体会「大学評価は IR で高度化できるのか？」には、当日は計 107 名が参加しました（N=107）。
参加者の属性分析は、申し込み時に参加者からご提供頂いた所属や職種等の情報を基に行いまし

た。なお、「参加者」とは、国公私立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」の 15 名を含んでいます。 
職種別の参加比率は、職員が 75％、教員が 25％でした。また、職員の職層を「部長・課長等」

及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」及び「准教授・講師等」に分けて示すと、職員

の係長・係員等が 56％と最も多く、次が職員の部長・課長等で 19％でした。このことから、教

員の参加があるものの、実際の業務を行う担当者の方々が多く参加していることが伺えます。 
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所属区分別では、国立大学が 70％を占めており、私立大学は 18％でした。また、地区ブロッ

ク別では、北海道・東北地区を除けば近畿地区が若干高いものの、各地区ブロックからほぼ均等 
 

  

に参加していることが伺えます。 
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、中部地区、近畿地区、中国・四国

地区及び九州・沖縄地区の国立大学において教職員の参加率が 10％以上でした。職員について

は、近畿地区の国立大学の 15％が最も多く、次が中部地区、中国・四国地区及び九州・沖縄地

区の国立大学の 8％でした。 
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本全体会は、２日目の各セッションへの参加とセットとなっていたこともあり、例年どおり実

務を担う教職員の方々が多く参加されていました。また、講師が「大学評価と IR のこれまでとこ

れから」や「大学評価に活かす米国 IR の知見」といったコンテンツを中心に解説するとともに、

参加者が個人ワーク及び参加者同士のディスカッションを行う形式の勉強会であったため、現在

の業務における問題点や課題をお持ちの方、評価結果やデータの有効活用を図りたい方、業務の

改善を行いたい方等が参加していると推察されます。 
 
４．座席指定・名札について 

・今回の全体会では座席指定を行いました。 
・理由としては、１）前後左右の方と意見交換を行っていただく都合上、空席を作ると話し相手

がいなくなってしまう方が出てしまう、ということ、２）いつも学内で話している方と話しても

あまり新鮮味がないし、評価・IR 担当者同士の繋がりが少しでも広がった方がよいのでは、と考

えたからです。ワークごとに前後左右と相手を変えることで、まったくバックグラウンドが異な

り話がかみ合わない方がずっと話をし続ける、ということを避ける、という意味もありました。 
・名札については、今年度から属性を示すシールを配布しました。これは、ワークの際の意見交

換の時間が短いので、ゆっくりお互いの自己紹介をしている時間がないため、そこの短縮を図っ

たものです。もちろん情報交換会などでも、似たような境遇の方を探したりするのに役だったの

では、とも思います。 
・このような名札に属性シールを貼るアイデア自体は、米国 IR 協会（AIR）に倣ったものです。

米国 IR 協会の年次大会でもネットワーキングということを重視しており、会期中「誰かと話をす

るきっかけ」みたなものを実に多く散りばめていました。その１つがこの名札に貼るシールです。 
 

（嶌田［茨城大］・大野［鳥取大］） 
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■区分表（共通） 

 

地域ブロック 説明 

北海道 北海道 

東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

中部 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 

近畿 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県 

中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

その他 米国 

 

職種 職種区分 説明 

職員 

部長・課長等 
部長、課長、課長補佐、副課長、グループ長、グループリーダー、総

括主査、事務長、室長、次長、部長、参事、副参事、など 

係長・係員等 
係長、主任、主査、主事、専門職員、課員、係員、チーム員、職員、

スタッフ、所員、特任研究員、など 

教員 

教授等 学長、副学長、学長補佐、部局長、教授、など 

准教授・講師等 准教授、講師、助教、など 
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主 催 者 挨 拶 

 

 

大学評価コンソーシアム 代表幹事     

（九州大学 基幹教育院 准教授）   

小 湊  卓 夫  

 

 

みなさんこんにちは。九州大学の小湊と申します。数日前に台風が、ちょうど私が福岡から出

てきた日でしたが、九州を直撃しまして、こちらに来たときにはもう夜だったんですけれども、

雨が少し小降りな状態で、翌日、昨日ですね、随分過ごしやすいなと思っていたところ、今日は

少し夏の暑さがぶり返してきたのかなと思います。そういった意味で暑い中お集まりいただきま

して本当にありがとうございます。 

この大学評価担当者集会ですけれども、後で少しお話ししますが、実はもう 9 回目ということ

で来年が 10 周年となります。そのうちに全体の総括も含めて思いきってイベントもやろうと思い

ますが、それくらいの時がたったんだなと思い、ちょっと感慨深く思っていたところでした。 

 数年前からこの担当者集会では大学評価だけではなく、非常に強く関連する IR についても集

中的に取り上げてまいりました。今回はもう一度原点に立ち返って、大学評価をどう高度化して

いくのか、高度化していくためには IR をどう使っていけばいいのか、そのためにどのように IR

を理解していくのかという観点から今日はこの全体会を開催したいと思っています。今日だけで

はなく、明日はそれぞれの分科会に分かれて、テーマを絞ったディスカッションなり講義が行わ

れるかと思います。長丁場になりますがどうかよろしくお願いいたします。 
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開 催 校 挨 拶 

 

神戸大学 学長補佐      

(評価・人事企画担当)   

 吉 井  昌 彦 

 

 

本日は企画評価・人事担当の理事であります水谷がお休みをいただいており、代わりにご挨拶

を申し上げます。今年も第 9 回の大学評価担当者集会を共催できましたことを嬉しく思います。

神戸大学へようこそいらっしゃいました。みなさまを歓迎申し上げます。 
 私自身は平成 14 年の試行的分野別教育評価の段階から評価に携わってまいりました。その間、

部局において 2 度の認証評価、それから法人評価、毎年度の評価、さまざまな評価・FD 活動に

携わってきました。コンソーシアム副代表幹事の浅野さんが神戸大学におられたときには、彼と

よく評価の仕事をいたしました。そして、本年より全学の評価を担当することになった次第で

す。 
 その 10 年以上の経験から感じていることが幾つかございます。一般の教職員は何ゆえに評価

しているかをなかなか理解していない。それがなぜ必要か、そしてどのように行うかというのが

よく分かっていない。要は与えられたマニュアルに従ってコツコツやるだけです。従って、出て

きた評価をどのように大学の改善に結びつけていくかということになかなか結びつかないという

ことを常々感じている次第です。 
 私は経済学が専門ですので IR というと Investor Relations という言葉がすぐに思い浮かぶわ

けですが、それではなく、Institutional Research を中心とした本日の担当者集会が、アメリカの

IR を知ってわが国の大学の評価レベルをさらに一歩でも二歩でも引き上げるきっかけになれば

と思っております。 
 残念ながら今はプロジェクターを使うためにカーテンを閉めておりますが、開けていただけれ

ばきれいに大阪湾が一望できます。懇親会はこの建物の 1 階の食堂で開かれますが、多分その頃

には夜景になっているかと思います。ぜひ眺望のよい神戸大学での懇親会を楽しみに、これから

の午後、長い時間になりますが、みなさまの担当者集会での研鑽をお祈りいたしております。 
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趣 旨 説 明 

 
山形大学 学術研究院     

教授 浅 野  茂  
 
 
みなさま、こんにちは。山形大学の浅野です。大学評価コンソーシアムの副代表幹事（企画担

当）を拝命しております。私のほうから簡単に趣旨説明、幾つかお願い、今回の担当者集会の午

後の部のスケジュールについて、説明させていただきます。 
 まず説明に先立ちまして、毎回、確認させていただくのですが、今回、大学評価担当者集会に

初めて参加されたという方、どれくらいいらっしゃいますか。挙手をお願いいたします。ざっと

拝見すると、今年は昨年の 3 割を超えて、、4 割以上という印象を受けました。ご協力、ありが

とうございます。 
 

では、趣旨説明に移らせていた

だきます。毎回、説明させていた

だいていますし、先ほど代表幹

事の小湊先生のお話と重なると

ころが若干ありますが、大学評

価担当者集会といいますのは九

州大学が世話人となって 2007 年

から開催した会がベースになっ

ています。当初、特に国立大学

の評価室あるいは評価部門にい

らっしゃる方々を中心に、どう

いったことを通じて、新たに導入

された法人評価や認証評価とい

ったものに対応していくのかという、いわゆる評価のテクニックとか報告書の書き方といったと

ころを中心に情報共有する場として設定していました。当時は本当に小規模で、20 名程度の有志

が集う相互交流・相互研鑽の場となっていました。 
 2009 年からは、こういった任意の有志の会を少し組織的に展開していくこととし、『大学評価

コンソーシアム』を組織しました。引き続き、任意組織である点では共通していますが、より計

画的に組織として種々の活動を行っていくということになりました。従いまして、このコンソー

シアムをキーにして九州大学が何とかしてくれる『会』というところから少しずつ脱却をして、

自らが相互交流・相互研鑽できる場ということで、当初の理念を継承しつつ現在に至っていると

いう形になります。 
 活動の基本方針として三つ挙げております。まず、会員の皆様は大学の方ですので、教育およ

び大学経営の質の向上あるいは PDCA の実現があります。次に、評価を基本としつつ、米国 IR

⼤学評価担当者集会とは

• 九州⼤学が世話⼈となって2007年から開催。
• 当初、法⼈評価や認証評価への対応が中⼼課題
• 20名程度の有志が集う⼩規模な相互交流・相互研鑽の場

• 2009年からは、「⼤学評価コンソーシアム」が中⼼となって、より
組織的かつ活発な活動を展開

• 九州⼤学が何とかしてくれる「会」からの脱却
• 相互交流、相互研鑽（みんなが少しずつ出し合ってともに学び

合う）の場という理念は継承
• 教育及び⼤学経営の質の向上（PDCA）の実現
• 評価を基本としつつ、⽶国ＩＲの考え⽅から学ぶ
• ＩＲ活動に係る事例の蓄積と共有
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の考え方をいろいろ学んでいこうということもあります。そいて、最後に IR 活動に係る事例の蓄

積と共有ということがあり、これらの基本方針に即した取り組みをこれまで展開してまいりまし

た。 
 

 このスライドでみなさまに参

考情報としてお示ししておりま

すのは、今回ご参加いただいて

いる方（8 月 18 日現在）、計 107
名の方の内です。概要としては、

今回ご参加いただいみなさまの

約 7 割、8 割弱の方が職員、。2
割強が教員の方という構成にな

っています。 
所属を見ていきますと、70%

が国立大学の方、5パーセントが

公立大学、私立大学が 20 パーセ

ント弱、それから関係機関とい

うところで 5 パーセントという

構成になっています。職員の方が

大半で、設置形態別にはやや国立

が多いという結果にはなってい

ますが、公立、私立の方々にも

ご参加いただいています。 
所属機関の所在地をブロック

別に見ていきますと、北海道と

関東の比率が低く、関東から西

で多くなっているという結果に

なっています。このように、ブロ

ック別の濃淡はありますが、全国

の大学から参加いただいている

という結果になっています。 
  
 
 
 
 
 
 

全体会参加者数：107 名（2015 年 8 月 18 日現在） 
（内訳：通常会員 92 名、スタッフ 15 名） 

77%

23%

職種別（N=107）

職員

教員

71%

5%

19%

5%

所属区分別（N=107）

国立大学

公立大学

私立大学

関係機関

2%

6%

20%

12%

24%

21%

14%

1%

地域ブロック別（N=107）

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄
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 次に、お願いになります。先ほ

ど、嶌田先生のほうからご説明い

ただいたところでありますが、

みなさまのお手元に、名札カー

ドとシールを準備させていただ

いております。既に貼っていら

っしゃる方もいらっしゃいます

が、これから 2、3 分、今後のワ

ークに向けて隣の方とお話しい

ただきながらこのシールを簡単

に貼っていただきたいと思いま

す。所属であったり、管理職、教

員とか、IR とか、過去に関わっ

たものでも結構です。今回、初めてご参加いただいている多く方に先ほど手を挙げていただきま

したので、初参加辺りが多くなると思いますが、そういったものを貼っていただきながら、前後

左右の方と意見交換をしていただく時間を取らせていただきます。これから 3 分ほどの間、まず、

みなさまの左手の方から意見交換をして、自己紹介も含めてお話をいただくというパートにさせ

ていただきます。では、お願いできますでしょうか。正面に投影しております順番で自己紹介を

していただくという形にしたいと思いますので、お願いいたします。 
 
［ネットワーキング・タイム］ 

 では、引き続きまして、今後の

スケジュールの説明に移らせて

いただきます。本日、すでにス

タートしております全体会に始

まり、まず最初のパートとして

『大学評価と IR のこれまでとこ

れから』という部分、次に第 2 パ

ートとして『大学評価に活かす米

国 IR の知見』という構成で進め、

最後に『質疑応答・まとめ』とい

う3部構成で全体会を組んでおり

ます。 
 その後、大学評価コンソーシ

アム総会ということで 5 時 40 分から 15 分ほどお時間をいただきます。そして、その後は情報交

換会となっております。非常に長丁場になっておりますが、ぜひみなさま外の暑さに負けずに熱

い議論を繰り広げていただきたいと思います。 
 

• 事務系統は、現在だけでなく、これまで⼀
番経験が⻑い系統も貼っていただいてか
まいません。

• ⽩⾊のシールはご⾃由にお使いください。
（ここにない系統、知りたいこと等）

名札に属性シールを貼ってください

タイムテーブル（１⽇⽬）

全体会 13:30 – 17:30
1.⼤学評価とIRのこれまでとこれから
2.⼤学評価に活かす⽶国IRの知⾒
3.質疑応答・まとめ

⼤学評価コンソーシアム総会 17:40-17:55
情報交換会 18:00 – 20:00



浅野 茂：趣旨説明 

14 

 次に、2 日目のスケジュールに

ついて説明いたします。今回の大

学評価担当者集会は基本的に本

日と明日をセットで申し込んで

いただいておりますので、明日

の分科会について簡単に触れて

おきます。 
まず一つ目の分科会として『評

価・IR の実践・課題共有セッシ

ョン』というのがございますが、

その会場は、いまみなさまがいら

っしゃいますこちらの会場にな

ります。したがいまして実践セ

ッションを申し込んだいただいた方は、明日、この会場に直接、お越しください。 
二つ目は『評価初心者セッション』です。明日は、この会場を出ていただいて右手に百年記念

館がありますので、その建物の 2 階にある会議室になります。 
三つ目の『IR 上級者セッション』の会場は留学生センターの 102 教室で、先ほどと同じ建物の

左手にある留学生センター１階の教室になります。 
  
 

 それぞれの会場については、み

なさまの名札の裏にも同じものを

印刷しております。この会場を起

点に、右手に出ていただきますと

テニスコートがあってその隣に生

協があります。生協の奥に百年記

念館というのがございまして、本

日のプレイベントからご参加いた

だいている方はプレイベントの会

場です。また、地図には印刷して

おらず、昨年、実は全然利用して

いただかなかったので今年はぜひ

利用していただきたいと思いますが、評価ふれあいコーナーというのをこの下の階に設けており

ますので、ぜひみなさまのネットワーキングや会場ではなかなかお話しいただけないようなこと

の情報共有の場としてご活用いただければと思います。 
 
 

タイムテーブル（２⽇⽬）

分科会 9:30 – 16:00
評価・IRの実践・課題共有セッション
瀧川学術交流会館 ⼤会議室（この会場）

評価初⼼者セッション
百年記念館（神⼤会館）会議室Ａ

IR上級者セッション
留学⽣センター 102教室

※２⽇⽬の受付はありません。直接、会場にお越しください。

会場案内（２⽇⽬）

（現在地）

百年記念館
（神⼤会館）
２階 会議室Ａ

留学⽣センター
102教室

実践 評価初級 IR上級
この会場

⽣協

11:45-13:00
評価ふれあいコーナー
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 最後に、一つお願いごとがござ

います。既に、みなさまホームペ

ージ上でご確認いただいているか

と思いますけれども、大学評価担

当者集会では、毎回、ここで扱い

ます内容、あるいは成果は原則的

に公開という形にさせていただい

ております。その所以は、我々と

してもなるべく事例を蓄積してい

ってみなさまにご活用いただきた

いという思いもありますし、必ず

しも毎年ご参加いただけないとい

う方も一定数いらっしゃいますの

で、こういった形で公開することによってみなさまと共有するということを強く意識しておりま

す。その関係でご発言、成果物、記録用写真などもウェブサイト等で一部公開させていただきま

すので、その点あらかじめご了承いただきたいと思います。もちろん、安易にまたはこちらから

一方的に個人が特定されないよう、個人情報保護には細心の注意を払ってまいりますので、その

点ご留意いただきたいと思います。 
 また、参加者アンケートを実施させていただきますので、これはぜひともご協力願いたいと思

います。アンケート記入については、2 日間セットでご参加いただく方は明日の夕方までにご記

入いただきますし、本日のみという方は本日終了後にご提出いただきたいと思います。 
 そして、毎度ながらのお願いとなりますが、携帯電話あるいは通話等については、他の方のご

迷惑になりますので、ご配慮いただくという形でお願いしております。 
 

お願い

• ⼤学評価担当者集会の内容、成果は原則
的に公開となります。ご発⾔、成果物、記録
⽤写真などもwebサイト等で公開させていた
だきますので、あらかじめご承知おきください。

• 参加者アンケートを実施させていただきますの
で、ぜひともご協⼒ください。

• （毎度ながらのお願いとなりますが）携帯電話の通話や
動作⾳等については、回りの参加者のみなさまにご配慮く
ださい。
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コンテンツ１：大学評価と IR のこれまでとこれから 
 

大学評価と IR のこれまでとこれから 

 
九州大学 基幹教育院     

准教授 小湊 卓夫 
茨城大学 大学戦略・IR 室  

准教授 嶌田 敏行 
 

 『大学評価と IR のこれまでと

これから』というタイトルですけ

れども、よく私たちの中では大

学評価も IR も基本的にやってい

ることは一緒だと考えています。

要素のほとんどは重なりあって

いると思っているんですが、言

葉で言うと全然違うものだとい

う風に受けとめられている方も

多いようですので、まずはその

辺をちょっと、若干の概念的な

こと、概念的と言えるかどうか

分かりませんが、整理とともに、

あとこのコンソーシアムでちょっと蓄積してきたものもございますので、そこを後半、嶌田のほ

うからご説明申し上げたいと思っております。 
 
 

まず、「はじめに」ということ

ですが、先ほども申し上げまし

たけれども、大学評価担当者集

会というのは今年で 9 回目とな

ります。第 1 回目はさっきも個

人的にいろいろお話ししていた

んですけれども、本当に小規模

でやりました。九州地区の大学

が中心になりました。当時国立

大学では評価室が立ち上がった

ばっかりというところも多くて、

それぞれが課題を抱えながらし

⼤学評価とIRの
これまでとこれから

⼤学評価コンソーシアム
⼩湊卓夫（九州⼤学）
嶌⽥敏⾏（茨城⼤学）

H27.8.27
⼤学評価担当者集会2015
全体会
於：神⼾⼤学（神⼾市）

はじめに
• ⼤学評価担当者集会は今回で9回⽬となり、ま

た⼤学評価コンソーシアムになってから４回⽬の
開催となる。

• これまで⼤学評価とそれに関連するＩＲに焦点
をあてて活動を⾏ってきた。

• これまでの活動を簡単に振り返り、何を積み上げ
てきたのか、その到達点を確認し参加者と共有
したい。

2
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かし何も相談できない中で、学内で評価制度の設計などの実施もやっていかなきゃいけないとい

うことで、悩みがかなり多かった状況でした。だったらみんなで集まってネットワークを作って

情報交換、意見交換ができるような場を設定したほうがいいだろうということから実は始まりま

した。ですからその名残があって今ではコンテンツの多くは IR に焦点を当てたものが多くはな

っていますが、大学評価というところから始まったということもあって名前がこういう風にまだ

残っているという風にご理解ください。 
 それを組織的に、また体系的に展開していくということを目的としてコンソーシアムという組

織を作り上げて、その中でいろんなイベントをやっておりますけれども、その一番大きなイベン

トが、ここに書いてある大学評価担当者集会です。細かいことはまた後でお話ししたいと思いま

す。 
 ここではこれまでの大学評価とそれに関連するというか、ほぼ私たちの中では同じようにとら

えていますが、IR に焦点を当ててこれまで活動を行ってきたと。何をやってきたのかというこ

とをちょっと振り返りながら、先の展望を示していけたらと思っております。 
 
 

 大学評価と IR ということです

けれども、みなさんご存じのよ

うに、平成 16 年度から全ての大

学に対して認証評価が課せられ

るようになりました。それと同

時に国立大学は別途国立大学法

人評価というものが課せられる

ようになりました。それがそれ

ぞれ今2サイクル目に入ってきて

います。国立大学の法人評価に

関しては三つ目のサイクルがこ

れから始まろうとしているとい

う段階になっています。 
 評価活動自体は何のために行うのかと考えると、そもそも大学諸活動、大学の中でいろんな活

動が行われておりますけれども、まずはその現状をきちっと把握しようと、そのことによって教

育のみならず大学全体の質をいかに継続・維持し、場合によっては向上させていくのかというよ

うなことを考えて活動を行っていく。最終的にはいろんな質の向上というものを目指す、その起

点としてこの評価というのを捉えるというのが恐らく本筋というか、理屈上の考え方だと思いま

す。現実はなかなかうまくいかないところもありますが、原理的にはそうだということですね。 
 一方で IR について見れば、アメリカで大体 50 年から 60 年くらいですか、活動が蓄積されて

きているもので、ひとことで言うならばということですが、いろんな定義がありますけれども、

大学の中で、または外に対しても、必要なときに必要な情報というものを提供して、大学の意思

決定というものを支援していくような働き、これをひとことで言うと IR と呼んでいるんだろう

と、こちらでは理解しています。 

⼤学評価とIR
• 平成16年度から、全ての⼤学に認証評価が課

され、国⽴⼤学はそれに加え、法⼈評価が課せ
られた。

• 評価活動は⼤学諸活動の現状を把握し、質保
証や継続的な活動の向上を⽬指すもの

• アメリカの⼤学で⾏われてきたIR活動は、必要な
時に必要な情報を提供して、⼤学の意思決定
を⽀援する活動

3
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 そうしますと例えば評価に関

して言えば、自己評価書という

のをここにおられる方、多くの

方が作成に関わった経験を持た

れている方もいらっしゃると思

うんですけれども、どちらかと

言えばですが、学内のいろんな

活動を把握するために、自己評

価書の中で叙述的な資料という

ものを中心に扱います。中には

当然数量的なデータも扱います。

例えばFDをやったらFDを何回

やったのか、参加者が何名だっ

たのかというような形での数量データを扱うときもありますが、日本の自己評価書に関しては叙

述的な資料のほうがむしろどちらかと言えば多いのです。そうやって自大学の特徴だとか課題を

明らかにしていく、そういう活動だという風に理解します。 
 じゃあ IR はどうかというと、これは多くは重なるんですが、学内の諸活動を把握するという

ところは当然あてはまります。ただそれをどういうやり方で把握するのかというと、どちらかと

言うと定量的なデータを扱うことが多いというのがアメリカの一般的なスタンスです。それを取

りまとめて学内での政策形成するためのさまざまな意思決定、こういったものを支援する、そう

いう情報提供というものをレポートを作成して提供していくということが IR の活動だというこ

とになります。 
 
 

 すると共通点がいろいろ見え

てくるわけです。まず大きくは

大学のさまざまな活動がどうな

のかという現状を把握する。そ

れとともに課題や特徴をくくり

だしていくということは、評価

であろうが IR であろうがやって

いることはやっぱり一緒なんだ

ということです。確かに定量的

なものを扱うのか、定性的なも

のを扱うのかという違いは場合

によっては若干ありますが、ど

ちらにしてもそういうデータを

取り扱うということもやはり共通した土台としてあるという風に理解できます。 
 評価であっても最終的には自己評価書の中で自分たちの課題を描き出してくくりだして、じゃ

⼤学評価とIR
• ⼤学評価活動は、どちらかと⾔えば、学内の諸

活動を把握するために、叙述的な資料を扱い、
⾃⼰評価書を作成し、⼤学の特徴や課題を明
らかにする

• IR活動は、どちらかと⾔えば、学内の諸活動を
把握するために、定量的なデータを取りまとめ、
各種意思決定を⽀援するためのレポートを作成
し、⼤学の特徴や課題を明らかにする

4

⼤学評価とIRの共通点
• ⼤学諸活動の現状把握と課題抽出
• 定量的・定性的データを取り扱う
• 意思決定や改善を⾏う主体へ情報提供
• 学内の各部署やデータベースからデータを収集し取

りまとめる
• データの解釈を⾏い⼤学にとって価値のある情報へ

と変換
→⼤学評価コンソーシアムでは、上記の観点から⼤学

評価にとってIRは不可⽋な要素であり、それを担う
⼈材の育成と、活動から得た知⾒の共有を⽬指し
て、活動を⾏ってきた。

5
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あ次はどうしていこうかということを考えるきっかけづくりになるわけですけれども、そういっ

た意味でさまざまな水準での意思決定や改善というものを行う主体、場合によってはこれは大学

の経営者かもしれないし、部局の運営者かもしれません。そういった方々へさまざまな形で、ニ

ーズに応じた形で情報を提供する。これもやはり同じだろうと思うわけです。 
 また、データを集める際にも学内の各部署や場合によっては業務用のデータベースからデータ

を収集して、目的に合わせて取りまとめるということをやっていますし、さらに取りまとめたデ

ータの解釈というものをやっています。その解釈を行っていくことが最終的には大学にとって価

値ある情報に変わっていく。こうなっていくと大学としても、どういう方法でどういう風に動い

ていけばいいのかということを考えるきっかけづくりになっていくということです。こういった

ところはやはり大学評価と IR はやはり共通しているだろうという風にこちらとしては認識して

います。ですからこのコンソーシアムでは、この評価と IR というのは不可欠な要素だと、です

からそれを担う人材の育成と、場合によってはいろんな活動をしていますから、そのみなさまが

活動している、私どもを含めてさまざまな活動から得られた知見というものを共有するというこ

とを目指して、いろんな活動をこれまで展開してきたという風に私たちは思っております。 
 
 

 大学評価コンソーシアムの活

動の概要ということですが、詳

細はウェブページを見ていただ

ければ、その多くはウェブペー

ジで報告書という形で情報が提

供されておりますので、そちら

を見ていただければと思います

が、概略としては年に 1 回、大

体 8月の下旬から 9月初めくらい

にかけてですけれども、この担

当者集会というのを実施してお

ります。コンソーシアム組織に

なってからはそれだけではなく

て、各種の勉強会だとか研修会というのも開催しております。これは後で触れます。それを通じ

て事例を蓄積してその体系化を目指すというような形での会合や、それを目的としたジャーナル

の発行というのをようやく始めました。これは後半で説明がありますけれども、評価・IR 人材

に求められる観点や能力といったものも整理して、段階的な表として今試行的に作っておりま

す。 
 
 

⼤学評価コンソーシアムの活動概要
• 年1回の⼤学評価担当者集会
• 各種勉強会や研修会の開催
• 事例蓄積とその体系化を⽬指した連絡会と

ジャーナルの発⾏
• 評価・IR⼈材に求められる観点・能⼒の整理

6
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 担当者集会は先ほどからもう

何度も繰り返し申し上げている

ので、ここは飛ばしたいと思い

ますが、こういった形で実施し

ています。今回も分科会を幾つ

か設けております。特に最近は

この『評価と IR』というのをテ

ーマにして分科会を集中的にや

ってきております。今回が 4 回

目となります。いつも私たちで

は第 1 分科会と呼んでいるのが

ここをテーマにしたものになり

ます。 
  
 

 それらの中身を取りまとめた

ものが三つのガイドラインとい

う形で、これはウェブ上で公表

しております。どういったもの

かと言いますと、データ収集ま

たは作業のガイドラインという

形で、日本の中ではデータを集

めるということもいろいろな困

難・苦労が伴いますので、それ

がどういったものであるのか、

どうすればうまくデータが集め

られるのかということを取りま

とめたガイドラインになりま

す。 
 二つ目のガイドラインというのが評価作業です。実際に自己評価書を取りまとめたり、記述に

ついての注意点または観点といったようなものをまとめたものがこの評価作業のガイドラインと

いう形でまとめてあります。 
 三つ目が、その評価で得られた知見なり改善点等々を、じゃあ実際に大学という組織の中でど

うやってそれを改善のサイクルを回していく方向につなげていくのかを扱っています。これは評

価部門、または IR 部門だけではとてもやりきれる話ではありませんが、少なくとも評価をやっ

ている立場、IR を遂行する立場からはこういうことができるんじゃないかというのを、一応暫

定的にまとめたものであります。 
 

⼤学評価担当者集会
• 年1回8⽉から9⽉にかけて開催
• 3つから4つの分科会
• テーマは「評価とIR」、「初任者研修」、「計画⽴

案⽀援」、「中上級編」等
• 特に「評価とIR」をテーマにした分科会では、デー

タ収集、分析、活⽤の観点から議論を進め、３
つのガイドラインの作成を⾏った。

7

評価業務の３つのガイドライン
• データ収集作業のガイドライン

－効率的・効果的な評価作業のためのデータ収集の課題と対応－ ⼤学
評価担当者集会2011・第⼀分科会「評価とIR」において全国の評価担
当者で 議論したデータ収集の課題と改善のための⼿がかりについてまとめ
たもの。

• 評価作業（記述分析）のガイドライン
評価を改善に活かすためのガイドライン ⼤学評価担当者集会2012・第
⼀分科会「評価とIR：分析編」において全国の評価担当者で 議論した
⽬標や計画に照らした評価に関する記述のチェック⽅法と、その作業を通じ
て気づいた改善点の まとめ⽅の着眼点について整理したもの

• 評価を改善に活かすためのガイドライン［暫定版］
－評価業務とIR業務を意思決定⽀援業務へ発展させるための留意点－
⼤学評価担当者集会2013・第⼀分科会「評価とIR：活⽤編」において
全国の評価担当者で 議論した評価（現状把握）や集計、分析作業の
過程で得られた課題や改善すべき点を どのように学内の改善に活かせば
よいのかを整理したもの。

8
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 あとそれ以外ですと各種勉強

会と研修会という形で、一つ一

つは取り上げて説明しませんが、

これまでここに挙げられている

ような、活動、勉強会および研

修会というのをやってまいりま

した。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 去年からですけれども、この

IR 実務担当者連絡会というのも、

これは 3 回ですね、実施してお

ります。実際に IR というところ

に焦点を当てて事例を報告して

いただくということです。その

報告していただいた事例は、一

つのケーススタディーとして使

えるような形でという風にこち

らは思っておりま。『大学評価と

IR』は、電子ジャーナルです。で

すからウェブでアクセスしてい

ただければいつでもダウンロー

ドできますが、これまで 2 回発行してきております。 
 またはここの実務担当者連絡会では報告されていなくても、このジャーナルの中にまとめあげ

られている事例というのも幾つかございます。オープンにしていますので、もしみなさん方、何

かありましたら積極的にご報告いただければと思います。 
 
 

勉強会及び研修会
• 評価活動の向上と改善活動を効率的に⽀援すること

を⽬的にIRを中⼼に実施
– IR実践に向けた数量データ分析に関する勉強会
– ⽶国におけるIR実践を通して考える⽇本型IR
– ⾃⼰評価能⼒を⾼めるための⽬的・計画と指標の作り⽅

（ステップ１・２）
– 科研費データを活⽤した研究⼒把握に関する勉強会
– ⼤学のグローバル化のための取組と指標に関する勉強会
– ⽶国IR事情勉強会
– 評価作業のためのガイドライン（データ収集編）勉強会

9

事例の蓄積と体系化
• IR実務担当者連絡会の開催（これま

で3回実施）
– 個々の⼤学で⾏われている具体的な実

践事例の報告とその共有を通して、ケース
を積み上げていくことを⽬的

• 『評価とIR』（電⼦ジャーナル）の発
刊（これまで2号発刊）
– 評価とIRに関連する論稿のみならず、実

践事例をケースとしてまとめて掲載し、その
共有を図ることを⽬的

10
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 あと、評価・IR 人材に求めら

れる観点・能力の説明、これか

ら細かいところは話していきま

すが、こういう活動を通じてや

はり評価と IR は共通する土台が

ある、要素があるということで、

それらを段階的にどういう風に

習得していけばいいのかという

観点からまとめたものが実はご

ざいます。このコンソーシアム

のコアメンバーで作ったものが

あります。なぜそういうのをや

ったのかというと、ここ 2 年く

らい特に強いのですけれども、人材をどういう風に育成したらいいんだろう、どういう人が IR
を担当すればいいんだろう、いろいろと質問を受けるんです。やはり日本の中ではまだその辺が

なかなか明確に表示されているものがないということもあります。そういった意味でこの IR 人

材に関しては需要が急速に高まってきているという背景がございます。ですから今後ですけれど

も、体系的な人材育成プログラムというものの展開がどうしてもやはり望まれているんだろうと

思われるわけです。これを展開するためにじゃあどういう枠組みがあり得るのかということをコ

ンソーシアムの会員の協力を得ながら作ってきたものがありますので、これを後半嶌田の方から

説明をしたいと思います。 
 
 

茨城大学大学戦略・IR 室の嶌

田でございます。この先ですね、

会員サーベイというわけじゃな

いんですけれども、大学評価コ

ンソーシアムの会員のみなさま

にご協力いただきまして、こち

らで作った評価・IR 人材の観

点・能力の表を実際に見ていた

だいて、ご自身の能力がそれの

どこ（初級・中級・上級）に当た

りますかというところをみなさ

んにご協力いただいて調査を行

いました。本当はもうちょっと

早く公表する予定だったんですけれども、ちょっとうちも認証評価とかありまして非常にずれ込

んでしまったところをおわび申し上げます。この当時 433 名の会員のうち 78 名の方がご回答い

ただけたというような調査でございます。実施は 26 年度末から 27 年度頭にやったものです。 

評価・IR⼈材に求められる観点・能⼒
の整理

• 評価・IR⼈材の共通点はこれまでの活動から明
確になりつつあった

• IR⼈材に関しては近年その需要が急速に⾼まっ
てきた

• 体系的な⼈材育成プログラムの展開が必要
• これまでの活動を整理し、評価・IR⼈材に必要

な観点や能⼒を段階表としてまとめ、その妥当
性をコンソーシアム会員のアンケートによって検証

11

実態調査の実施
期間：H27.3.20－4.10
対象：⼤学評価コンソーシアム会員
回答数：78名（教員、職員）
回答率：78/433名
使⽤媒体：インターネット調査
⽅法：評価・IR⼈材の観点・能⼒の表（ルーブリック）
を提⽰し、⾃⾝の評価・IRの観点・能⼒についてあてはま
るレベルを6段階で回答。

ここから先は、⽇本⾼等教育学会 第18回⼤会（於：早稲⽥⼤学）
「評価・IR担当者に必要な知識・スキルに関する考察 －⼈材育成プログラムの開発・充実に向けて－」
○嶌⽥敏⾏、○⼩湊卓夫、浅野茂、⼤野賢⼀、佐藤仁、末次剛健志、関隆宏、⼟橋慶章、藤井都百、
藤原将⼈、藤原宏司 における発表内容を⽤いている。

12



H27.8.27 大学評価担当者集会 2015 全体会（於：神戸大学） 

23 

 実際、評価とか IR の業務プロ

セスというのはいろんなクライ

アントさんからのご要望、例え

ば、文科省や認証評価団体とか、

学内でも学長・副学長、学部長

からこういう調査をやってくれ

とみたいな話があって、いろい

ろ設計するわけですね。評価制

度の制度設計をしたり、IR がど

ういうサーベイをやるかみたい

な設計をするわけです。それで

実際データを収集する。収集す

るというのは、どこにデータが

存在していてそれをどう入手して、それを再利用可能な形でどう整理するかみたいな話になるわ

けですね。そして分析。要するにデータそのものでは使えませんからそれを要するにクライアン

トが使いやすい形にデータを変換してあげる。いわゆるそういうのが分析の作業です。これは数

量データの分析もやれば、いわゆる叙述資料の分析、文章の取りまとめですね、そういうことも

やっていく。それらがどういう意味を持つのか。何らかの解釈を行っていくような作業もありま

す。そして最終的には活用ですけれども、実際活用して何らかの改善をするというのが大学執行

部とか学部執行部の先生方がやるわけですから、評価とか IR のセクションのほうは現状を詳ら

かにしたものをきちんとお伝えするわけですね。こちらから見れば、活用イコール報告となって

きますので、こんな形の業務プロセスで、評価も IR のほうも現状を詳らかにしていくような仕

事です。 
 
 

 評価・IR 人材に求められる観

点・能力ということで、設計、

収集、分析、活用という風に四

つのそういうフェイズというか、

相に分けまして、評価分野と IR
分野、把握と入手、整理、分析

のところは数量データ、文章の

取りまとめ、解釈、そして報告

はちょっと 1 カ所にして、大体

初級の方というのは大体 1 年か

ら 2 年くらいの方だろう。中級

の方は 3年から 4年の方、もうそ

ろそろ移動かなというような感

じの方を中級くらいにして、上級の方は 5 年以上とか、要するに事務系だったら 2 回くらい評価

評価・IRの業務プロセス
（調査・評価の⽬的を踏まえて）

収集・分析を設計

データ収集

データ分析（情報化）

活⽤［報告］（意思決定・改善
⽀援）

学
内
外
の
依
頼
者
・
指
⽰
者

各種評価制度、学⽣調査
⼿法、学内の状況や経緯、
政策動向などの知識が必要

所在把握・⼊⼿、整理

数量データ分析、
⽂章とりまとめ、解釈

活⽤（報告）

※改善や計画、PDCAは考えない。

13

評価・IR⼈材に求められる観点・能⼒
要素／段階

初級
（１〜２
年）

中級
（３〜４
年）

上級
（５年以上
／専⾨職）

1
設計

1-1 評価分野

1-2 IR分野

2
収集

2-1 把握・⼊⼿

2-2 整理

3
分析

3-1 数量データ分析
3-2 ⽂章とりまとめ

3-3 解釈

4.活⽤（報告）

※実際の観点・能⼒の定義は、次のコマをご覧ください。

14
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とか IR に来ちゃったというくらいの方、もしくは専門職の方として雇われているような方だと

このくらいのスキルとか知識をお持ちだといいよね、みたいなものをいろいろ試行錯誤作ってい

て、去年とか一昨年とかこうした担当者集会でちょっとずつ、いろいろ出して、またご意見とか

いただいていろいろ直していったものを作ってきました。 
 それが実際にどうなのかというのを見てもらったのが先ほどの調査なのですけれど、細かいと

ころは帰りの電車の中とか、あとふと「ちょっと今日はやることがないから暇だな」みたいなと

きに、自分はちょっと評価だったら中級かな、IR は初級かな、そんなところをちょっとご自身

でも自己評価していただきたいんですけれども、そんな感じの調査をウェブサイトで行っていた

だいたわけです。（以下に、その表を示します。） 
 
 
表：評価・IR 担当者の分野ごとの能力 
能力等／段

階の目安 

初級 中級 上級 

活

動

の

設

計 

評価 評価（収集/分析）の

目的や活動の設計の

内容を理解できる。

必要なデータとその

分析手順について理

解できる。 

評価（収集/分析）の目的を明確

にし、具体的な活動を概ね設計

できる。即ち、必要なデータと

その分析手順についてある程度

設計することができる。 

評価（収集/分析）の目的を明確にし、

具体的な活動を設計できる。即ち、必

要なデータとその分析手順について設

計することができる。適切な状況把握

のための指標の選定ができる。 

IR 収集 /分析の目的や

活動の設計の内容を

理解できる。必要な

データとその分析手

順について理解でき

る。 

依頼内容から収集/分析の目的

を明確にし、具体的な活動を概

ね設計できる。即ち、必要なデ

ータとその分析手順についてあ

る程度設計することができる。

依頼内容から収集/分析の目的を明確に

し、具体的な活動を設計できる。即ち、

必要なデータとその分析手順について

設計することができる。適切な状況把

握のための指標の選定ができる。 

収

集 

所在把

握と入

手 

誰に依頼すれば、も

しくはＤＢのどこに

アクセスすれば必要

なデータが得られる

のか概ね把握してお

り、それらを入手で

きる。 

誰に依頼すれば、もしくはＤＢ

のどこにアクセスすれば必要な

データが得られるのか把握して

おり、それらを入手できる。 

既存のデータがない場合に新たな調査

を実施したり、定義が曖昧な場合、そ

れらを調整することができる。 

整理 入手したデータをオ

フィス内で再利用可

能な形で整理して保

管することができ

る。 

入手したデータをオフィス内で

再利用可能な形で整理して保管

することができる。各データの

定義や入手経緯等もまとめてお

くことができる。 

入手した各種データを組み合わせた形

で、他部署も使いやすい形でデータを

整理することができる。データマネジ

メント組織としての活動を推進でき

る。 
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分

析 

文章と

りまと

め 

叙述資料をとりまと

めて、整理すること

ができる。 

叙述資料の内容を精査し、校正

することができる。 

叙述資料について、目的に応じて適切

な量の文章にまとめることができる。 

数量デ

ータ解

析 

数量的なデータを集

計したり、グラフを

作成することができ

る。（誰かの指示の

下） 

複数の数量的データを組み合わ

せて傾向や特徴を掴むなどの操

作ができる。その上で、必要な

表やグラフを作成することがで

きる。（半ば自主的：大体何を

すればいいか分かる） 

基礎的な統計学の知識を有し、データ

の持つ意味について客観的な考察がで

きる。（指導できるレベル） 

解釈 傾向や現状を概ね説

明することができ

る。 

複数のデータから自大学の置か

れた状況を概ね解釈することが

出来る。 

複数のデータから自大学の置かれた状

況を解釈し、依頼者に分かりやすいス

トーリーを構成することができる。 

活用支援（レ

ポーティン

グ） 

指示を受けた表やグ

ラフや報告書を提供

できる。 

依頼者の期待に応えた報告書の

作成や、口頭報告を行うことが

できる。 

依頼者の期待に加え、政策的な流れ、

学内での経緯などを踏まえた報告書の

作成や、口頭報告を行うことができる。

継続的改善を見越した示唆をさりげな

く盛り込むことができる。 

 
 

 まず、回答していただいた方

の内訳なんですけれども、人数

が縦軸で横軸が経験年数になり

ます。青い棒が教員、赤い棒が

職員になるわけですけれども、

大体 1年目くらいですと、かなり

職員の方が多い。教員の場合は 3
年目とか結構長くやっている、

教員の場合は結局異動がなくず

っとひたすらやっているケース

が多いので長くなる傾向がある

かなと思います。 
下の表を見ていただくと 1年目

から 2 年目の方が 31 名、3 年目から 4 年目の方が 23 名、5 年目以上の方が 24 名でした。教員

25 名、職員 53 名。これが回答者の内訳です。 
  
 

回答者の属性うちわけ

経験年数１〜２年３〜４年５年以上

⼈数 31 23 24
教員２５⼈、職員５３⼈

0

10

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

教員
職員

経験年数

⼈
数

17
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 ここからが回

答の分布になり

ます。まず「活動

の設計：評価」な

んですけれども、

グラフの見方と

しましては縦軸

が人数になりま

す。横軸が初心

者、先ほどは初

級・中級・上級

と三つに分けて

いたんですけれ

ども、今回は調

査だったので「上

級超え」ですとい

うものや「中級と上級の間」かなというのも選べるようにしました。「初級以前」という、いわ

ゆる本当に初心者ですみたいな感じのところも選べるようにしておいて選んでいただきました。

それぞれどんな感じかということですが、分布 1 人が１つのマス目です。初心者のところだった

ら経験年数が 1 年目の方が 3 人いる。例えば「活動の設計：評価」の中級だったら経験年数が 1
年目の方が 1 人、2 年目が 1 人、5、6、9 年やっている方がそれぞれ１名いらっしゃるみたいな

感じです。マス目の色が濃いところが経験の長い方になります。そして青い文字、これは教員、

黒い文字が職員です。だから「活動の設計：評価」で自分は上級だと答えた方は、さすがに 2 年

くらいで上級だと答えた方もいらっしゃれば、15 年やって上級かなとお答えの方もいらっしゃ

る。中級で 10年やって中級だと答えている方もいれば、1年で中級には達したなみたいな感じで

いらっしゃる方もいて、大体ちょっとなんか２コブ型のグラフになっているところはちょっと評

価業界の特性なのですかね。そんな感じです。IR に関してはちょっとブロードな感じというか、

いろいろ広がっているような感じでございます。 
 
 

回答の分布

人 4

4

3

3

3 11

3 10

3 10

4 3 7 15

3 3 7 12

3 3 7 11

2 3 6 11

2 2 5 11

2 2 4 9

1 1 4 8

1 1 9 4 7

1 1 7 4 5

1 1 6 3 3

1 1 1 5 3 3

1 1 1 2 2 2 13

1 0 0 1 1 2 10

初心者 初級 初中級 中級 中上級 上級 上級超

活動の設計:評価 活動の設計:IR

人
7

7

4 6

4 5

3 4

3 4

3 3 11 13

2 3 15 11 12

2 3 11 9 11

2 3 10 7 10

1 3 10 6 7

1 2 9 5 5

1 2 8 4 5

1 1 4 4 3

1 1 3 3 3

1 1 3 2 2

1 1 1 3 1 2

1 1 1 2 1 1

初心者 初級 初中級 中級 中上級 上級 上級超

※セルの中の数値（および濃さ）は経験年数 （⻘⽂字は教員）

10

20

10

18
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 次、収集です

けれども、「収

集：所在把握と

入手」は大体初級

から中級、上級

までなんかきれ

いにまとまる、

きっちりきれい

な分布ですね。

「収集：整理」な

んかもそうです

ね。例えば中級

を見ていきます

と 1 年目の方か

ら中級だと言う

方もいれば、15
年たっても中級ですみたいな、この辺はちょっとかなり主観によるので、はい。後でこの辺がど

んな分布かというのはボックスプロットを使って見てみます。まず雰囲気的にこんな回答だった

というところを今はご覧いただければなと思います。 
 

 
 「分析：数量デ

ータ解析」に関す

るのはこんな山

です。ちょっと

偏ってますね。

本当は薄い色の

方（経験の短い方）

が左側（初級のほ

う）に固まってい

て、濃い色の方

（経験の長い方）

が右側（上級のほ

う）に固まってい

るとすごく美し

くできたなとい

う感じですけれ

ど、そう簡単には行かないもので、多分経験年数の取り方というのが、明確な定義がないですの

で、そういうところも影響するのかなという感じがいたします。 

人 11

10

8

4 7

3 7 15

3 6 11

3 5 10

3 4 10

3 4 9

3 3 7 13

3 3 7 12

4 2 3 5 11

3 2 3 4 9

2 1 2 4 7

2 1 2 3 6

1 1 2 3 5

1 1 1 2 5

1 1 1 2 4

1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 1 1

初心者 初級 初中級 中級 中上級 上級 上級超

人
15

11

10

10

9

7

7

7

5

11 4

11 4

6 4

4 3 13

3 3 10

3 3 8

4 3 3 7

2 3 3 7

2 3 2 6 12

2 2 2 5 11

1 1 2 5 9

1 1 2 4 5

1 1 1 4 3

1 1 1 3 1

1 1 1 1 3 1

1 1 1 1 2 1

初心者 初級 初中級 中級 中上級 上級 上級超

収集：所在把握と⼊⼿
収集：整理

10 10

20
20

19

 

人
11

11 13

15 11 11

10 7 10

7 7 9

6 6 9

4 4 8

7 4 4 7

5 3 3 5

4 3 3 5

4 2 3 4

3 2 3 3

3 1 3 3

2 1 3 3

2 1 2 3

1 1 1 1 2 12

1 1 1 1 2 5

1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 2 1

初心者 初級 初中級 中級 中上級 上級 上級超

人
5 15

4 11 12

3 10 7 11 11

3 5 7 9 10

3 4 7 8 10

2 3 6 7 7

2 3 4 4 6

2 3 4 4 5

1 3 3 3 5

1 2 3 3 4

1 1 3 2 3

1 1 3 2 3

1 1 1 2 1 2 13

1 1 1 1 1 2 11

1 1 1 1 1 1 9

初心者 初級 初中級 中級 中上級 上級 上級超

分析：⽂章とりまとめ分析：数量データ解析

10 10

20
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「解釈」について

は、みなさんど

ういう意味かよ

く分からないか

らということで

無回答の方が多

かったので回答

があまりありま

せん。ちょっと

「解釈」というそ

の定義のところ

に問題があるの

かなという、こ

こはちょっと見

直したいと思い

ます。 
 活用支援もそうですね、大体濃い方が右側（上級側）にいるような雰囲気はあるんですけれど

も、ちょっとその辺はどうするかと。 
 
 

 これらを平均点ベースで見て

いきます。初級未満の方を 0.5、
初級の方を 1、中級の方を 3、上

級の方を 5 で、それで間のとこ

ろをそれぞれ間の数字を入れて

いますから、この辺りは中級な

ので大体 3 くらいになってくれ

ると美しい感じなんですけれど、

2.8 とか 2.5 とかでそれほど大き

く外してはいない数値です。分

布を見るとかなりぶれているわ

けですけれども。1 年から 2 年目

だと大体初級から初級よりは上

なので 1 点台前半になってくれると美しいんだろうと思ったんですけれども、もうちょっとみな

さん上の能力に達している感じです。5 年以上だと 5 くらい平均になってくれると美しかったん

ですけれど、それほど数値が上がっていない。ちょっと定義の書き方の問題かなという感じがす

るんですけれど、やっぱり数量データ分析なんかはちょっと長い年限かけてもなかなか多分この

辺はまだ日本も進んでいないので、なかなか数値が伸び悩んでいるところがあります。あとデー

タの再利用なんかもやはり経験が増えていても数字が伸び悩んでいるところでございます。 

人

11 11 11

1 1 6 7 5

初心者 初級 初中級 中級 中上級 上級 上級超

人
11

10

9

7 13

5 7 12

4 4 10

3 4 9

3 6 3 7

2 4 3 7

2 4 3 6

1 3 3 15 5

1 3 3 11 5

1 3 2 11 4

1 3 2 10 3

1 3 1 8 3

1 1 2 1 7 3

1 1 2 1 5 2

1 1 1 1 4 2

1 1 1 1 2 1 11

初心者 初級 初中級 中級 中上級 上級 上級超

活⽤⽀援分析：解釈

10

21

 

経験年数ごとの回答値(平均）

初級未満 初級 初級〜中級
の間 中級 中級〜上級

の間 上級 上級以上 業務対象外

0.5 1 2 3 4 5 6 n
* 「解釈」については、回答数が少なかったため、分析から除外した。

要素／経験年数 １〜２年 ３〜４年 ５年以上

設計
評価分野 1.9 2.7 4.4
IR分野 2.1 2.5 3.7

収集
把握・⼊⼿ 2.3 2.8 4.0

整理 2.2 2.9 3.5

分析
数量データ分析 2.2 2.7 3.2
⽂章とりまとめ 2.3 2.9 4.2

解釈 N/A N/A N/A
活⽤（報告） 2.0 2.8 4.0

22
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 考察は後でま

た帰ってから読

んでいただけれ

ばと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

これはよく箱ひげ図とかボッ

クスプロットと呼ばれるグラフ

です。縦軸が点数です。要する

に軸の上部が上級で、ポイント

で言えば 5点、真ん中が中級で 3
点、下の方が初級で 1 点のゾー

ンです。横軸ですが、0 年目か

ら 2 年目の方（註：経験年数は切

り上げ入力をお願いしたが書き

方がまずく０年目とご回答の方

がいたため）、3 年目から 4 年目

の方、5 年目以上の方という風

になっています。右側にある凡

例を見ていただくと、このひげの上のところが最大値、この下のひげのところが最小値になりま

す。全体の 50 パーセントのところが赤い線、箱の上端が 75 パーセントの位置、下端が 25 パー

セントで、平均が丸で示した部分になります。だからこれは値の分布を上から眺めているような

ものだと思ってください。そうするとこのボックスの部分がコアなゾーンなわけです。それで見

ていくと、0年目から2年目というのは初級者と考えていて、3年目から4年目がチ中級者の方、

5 年目以上の方が上級者という仮定で設計したわけですね。それでボックスプロットで見ていた

だき、横軸で「0 年目から 2 年目」の中心的な塊が縦軸で初級のあたりに位置していてくれれば、

仮定と実際がほぼ一致していた、ということになります。「活動の設計：評価」だと大体合致し

ますが、「活動の設計：IR」だと、３－４年もやっている方は本当はもう少し上に来てほしいん

考察１
• 「分析：解釈」は回答した⼈数が少ない。求められていない能⼒

の可能性が⾼い。
• ⼀般的に経験年数が⻑いほど能⼒クラスを上位に回答する傾向

が⾼い。
• 「収集」の２能⼒は⽐較的きれいな分布

– どこの⼤学でも似たような能⼒が求められているか、ルーブリッ
クの能⼒段階記述が分かりやすいのではないか。

• それにくらべて「設計」は分布がばらけている。
– 所属や職階により求められる能⼒が異なるか、ルーブリックの

能⼒段階記述が分かりにくい可能性がある。
• 各要素毎に、習得度の難易度が異なる可能性がある。（経験

がすぐに繋がる分野と、そうではない分野がある？）

23

 

回答された段階×経験年数の分布

0

1

2

3

4

5

6

0‐2年 3‐4年 5年以上

0

1

2

3

4

5

6

0‐2年 3‐4年 5年以上

活動の設計（評価）

上
級

Max

75%

50%

25%

Min

活動の設計（IR）

中
級

初
級

平均

24
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ですけれども、ちょっとまだなかなかちょっと伸び悩んでいるところがあります。 
 

 「収集：所在把握・入手」に関

しては概ね経験年数が増えてい

くに従って、要するにだんだん

級が上級に上がっていくという

ようなところになっているよう

な分布図です。「収集：整理」に

関しても大体そんな傾向が見え

るものの３－４年、５年以上の

方の伸び悩みがある。 
 
 
 
 

 
 

 「分析：数量データ解析」に対

しても、ちょっと３－４年、５

年以上の方が伸びて欲しいもの

の、なかなか伸びていません。

伸びてないと言うより、こちら

の定義の書き方がマズかったと

も言えるのですが。「分析：文章

取りまとめ」に関しては、0－２

年目でも結構エキスパート級に

中級を超えるような方も結構い

らっしゃるというような感じで、

この辺は結構集中的にやると結

構伸びるのかもしれません。 
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 「活用支援」は本当は３－４年

の方がはもう少し上の方まで分

布してくれるといいんですけれ

ども、ちょっと中級以上の方が

欠けています。０－２年目の方

でも中級に達している方もいま

す。そして 5 年目以上の方が中

級から上級ですね。これもまた

定義を修正したり、みなさんか

らいろいろフィードバックいた

だきながら、修正していく感じ

だと思います。これらは、今後

開催する、勉強会や研修会での

難易度設定を表示するときに、収集の中級くらいの方向けですとか、収集の初級くらいの方を中

級くらいに引き上げるようなものを目指しています、みたいな感じで活用していくと、なんか来

たときにちょっと自分が思っている研修じゃないみたいな感じのことにならなくなるかなという

ところで、やっております。 
 
 

 こちらもその

ままですので、ご

覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

0‐2年 3‐4年 5年以上

回答された段階×経験年数の分布
活⽤⽀援

上
級

中
級

初
級

Max

75%

50%

25%

Min

平均
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考察2
• 要素によって初級、中級、上級がうまく分け切れているところと分

け切れていないものがある。
• 全ての要素において、中央値が、0-2年≦3-4年≦5年以上 か

つ 0-2年＜5年以上となっていることから、経験年数が⻑くなるほ
ど、⾃⼰の能⼒段階を⾼く回答して いる。

• 「活動の設計：評価」「活動の設計：IR｣「分析：数量データ
解析」の3要素については、 経験年数の⻑さに関わらず中央値
に差がないところがあり、所属により求められる能⼒が異なるか、
ルーブリックの能⼒段階記述が分かりにくい可能性がある。

28
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 これは今回の実践セッション

で来ている方には、事前に課題

をいただいております。評価や

IR 業務に際し「どんな課題があ

りますか」というの聞いているわ

けですが、今のやっぱり一番人

気はデータの再利用に向けての

整理みたいなところがやっぱり

ちょっと課題をお持ちの太学さ

んといいますか担当者の方が一

番いらっしゃいます。30 名です。

縦軸は人数です。データの所在

の把握とかデータ収集は何とな

くまだ日本の大学、今日いらっしゃっている方は課題をお持ちのようで、評価の制度設計、IR
の設計が次くらい、その後の文章取りまとめ、数量データの分析とか、あとは活用もあるわけで

すが、そのところまでまだなかなかたどり着けていないようだ、というような状況が見えてきま

す。そういう意味では「収集」をどうするのかというところを少しきちんとやらなきゃいけない

んですけれども、なかなかデータ収集というのは相手のある問題なので、IR 担当者や評価担当

者が頑張ったらから、どうにかなる、というか、みんなデータをくれるのかというとそうでもな

いところがありますので、いろいろ知恵を絞らなくちゃいけない感じです。 
 

考察３
• 中央値に差がない→要素毎に、習得度の難易度が異なる可能

性がある
– 活⽤⽀援は、経験年数が習得度と直結しやすい？
– 数量データは、ある程度から上には⾏きにくい？
– 活動の設計は、なれるまで時間がかかる？

• 観点と能⼒の設定についてはある程度の妥当性があった。
– 0-2年と5年以上でははっきりと差が出ているが、中間部分に

ついては今後の課題。
– ５年もやればある程度１⼈前になるが、要素によっては、３

年位である程度までいけるものと、５年かかるものがある？

29
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（今回の実践セッションでの課題）

0

5

10

15

20

25

30

35

個別
全体

30



H27.8.27 大学評価担当者集会 2015 全体会（於：神戸大学） 

33 

 
 今日は、この後いろいろと、

IR の知見が出てきますが、佐藤

さんの話のところにインテリジ

ェンスの話が出てきます。これ

は高等教育学会で小湊さんやみ

んなと出した図ですが、先ほど

の設計、収集、分析、活用の各

過程と初級、中級、上級の部分

に落とし込むと大体こんな感じ

かなと考えています。こういう

ところは文脈のインテリジェン

スを使うところで、課題のイン

テリジェンスはこのあたり、技

術的・分析的なインテリジェンスを使うというのが大体こういうゾーンじゃないのかなと。我々

としても古典的なアメリカの IR の知見みたいなものとこれらの図をまだきちんと摺り合わせて

はいないんですけれども、そういう知見ともうちょっとすり合わせをしていけば、こういう能力

判定表で自身の状況が分かれば何をトレーニングすればいいかというのがもう少し見えてくるの

ではないか、と思っています。そういうところの精度向上みたいなものを今後、図っていきたい

なと思っております。 
 
 

取りあえずこれも帰って読ん

でいただければいいかなと思っ

ております。以上でございます。

ありがとうございます。 
 
 
 
 
 

要素／段階
初級
（１〜２
年）

中級
（３〜４
年）

上級
（５年以上
／専⾨職）

設計
評価分野

IR分野

収集
把握・⼊⼿

整理

分析
数量データ分析
⽂章とりまとめ

解釈

活⽤（報告）

技術
的・分
析的イ
ンテリ
ジェンス

課題のイ
ンテリジェ
ンス

⽂
脈
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

31

課題と展望
• 今回提案した「評価・IR担当者に必要な観点・能⼒」について

は、⼀定程度、経験年数と能⼒段階に整合性があることが分か
った。

• しかしこれらは⼀般化されたプロセスと⽅法に準拠しているため、
個別の活動内容を扱っているわけではない。そのため、個々の活
動で求められる具体的知識やスキルを扱うには注意が必要であ
る。

• 加えて、評価・IR活動の⼤学における有効性を⾼めるためには、
ここで扱った諸段階を連結・統合することが求められる。今後はそ
のような課題を踏まえつつ⼈材育成プログラムを構築することが求
められる。

32
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コンテンツ２：大学評価に活かす米国 IR の知見 

 

IR の４つの顔（または立ち振る舞い） 

 

山形大学 学術研究院     
教授 浅 野  茂  

 
では、引き続き山形大学の浅野

から、「IR の４つの顔（または立

ち振る舞い）」について、ご説明さ

せていただきます。本日取り扱い

ますのは、スライドの下にある、

二つの文献を参考にしたお話しで

す。メインは、こちらの 1999 年

の文献ですけれども、この文献っ

て、みなさま読まれたこと、ある

いは聞いたことってありますか。

『IR の４つの顔』については、み

なさまになじみがないようですね。

ちょっとハードルが高くなってき

ました。少し細かいお話をしないといけないんですが、時間に限りがありますので要点だけお話

しさせていただきます。 
 なぜ、この文献を紹介するかといいますと、繰り返しになりますが、先ほどから出ております

ように、我々としては評価あるいは IR 業務といったことを説明する際に、アメリカの取組に学

ぶことがいろいろあるだろうというふうに考えます。ただ、一方で高等教育の文脈というのは相

当違いますので、必ずそのまま適用できるという部分は少ないという事実もあります。ですので、

こういった基本的な考え方というのをまず我々のほうからご紹介をして、そういったことについ

てみなさまのご意見をお伺いしていきたいということが背景にあります。 
 私が担当いたしますのは、Volkwein という IR の研究ではかなり著名な方が著された論文の中

にある表を中心に紹介させていただきます。この『The Four Faces of Institutional Research』
でいわれておりますのは、執行部や外部からのその時々の要請に応じて IR が使い分ける顔、ま

たは立ち振る舞いという風に私は解釈しています。文献によっては、これを役割（Function）と

いう風に訳しているものもありますけれども、私の感覚ではそうではなくて、この内容を読んで

いると、いわゆるそれぞれの局面において IR 担当者あるいは IR の組織の立ち振る舞いが求めら

れます。 
 
 

IRの４つの顔
（または⽴ち振る舞い）

浅野 茂 （⼭形⼤学）

全体会２：⼤学評価に活かす⽶国IRの知⾒

 Volkwein, J. F.（1999），The Four Faces of Institutional Research，
New Directions for Institutional Research，No.104，pp.9-19．

 Serban, A. M.（2002），Knowledge Management: The “Fifth Face” of 
Institutional Research，New Directions for Institutional Research，
No.113，pp.105-111．
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 では、具体的にどのようなもの

か。４つの顔は、こちらの図の横

軸にありますように、組織の役

割と文化といったものが二つタ

イプがあって、それを縦軸にあ

る目的と聴衆によって区分する

ということになります。１つは

学内の改善なのか、それとも外

部に対する説明責任なのか、い

わゆる中あるいは外といったと

ころの目的と聴衆に応じて、こ

の４つの顔が出てくるという形

になります。 
 五つ目の顔として、2002 年の文献で追加された「知識経営者としての IR については、テクノ

ロジーというのが発達してきていますので、これを総括する形で知識経営者としての IR という

ことも言われております。私、個人としては、まだ日本の大学にはこちらを除いた４つの顔のほ

うがフィットするという風に解釈いたしましたので、ここでは４つの顔を中心に紹介させていた

だきます。 
 
 

 まず、あまり絵心があるわけ

ではないんですが、これは今回

自分の中ではすごくいいものが

見つかったかなと思っているん

ですが、４つの顔というのをこ

こに挙げています。一つ目が「情

報精通者としての IR」というこ

とですけれども、これは先ほど

来出ていますように、IR という

のは執行部だったり、他部署の

スタッフ、あるいはメディア等

からのデータの要求が多数寄せ

られます。そのため、アメリカの場合、IR が一元的にデータを収集し、ここが責任窓口となって

対応しています。ですので IR が発表するデータは、大学の公式データという認識がもう大学内

外で浸透しているわけですけれども、それ故に IR は全ての情報について、一番熟知している立場

にあるという認識がもたれております。 
 次に、二つ目の顔が「政策分析者としての IR」です。IR は、いろんな分析であったり、情報

収集も含めてですけれども、これらの業務を進める際、組織の現状であったり、学外で起こって

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

情報精通者としてのIR
・執行部、他部署のスタッフ、
メディア等からのデータ要求
にIRが一元的に対応する
・IRが発表するデータは、大
学の公式データとの認識

政策分析者としてのIR
・IRは組織の現況や政策分

析を行い、その結果を執行
部に報告し、執行部が、より
多角的（俯瞰的）な視点を持
てるように支援する

スピンドクターとしてのIR
・情報を操って集団の心理
をコントロールする専門家
・IRはデータ解釈を時と場合

に応じて使い分けるという
ことを示唆している

学者・研究者としてのIR
・IRは管理部門のスタッフで

はあるが、組織課題究明
のために真実を追求する
学者・研究者としての視点
が求められる

IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

・それぞれの顔（または立ち振る舞い）とは？

4
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いることをつぶさにチェックし、政策分析等を通じて、執行部に報告したり、データをリクエス

トされる方といった方に対して、より多角的あるいは俯瞰的な視点を持てるように支援するとい

う立ち振る舞いも期待されるというところであります。 
 三つ目の顔は、みなさまにとって非常になじみのない言葉だと思うんですが、「スピンドクタ

ーとしての IR」ということであります。スピンドクターというのはいろいろ調べてみますと、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風に言われています。イメージしていた

だくうえで参考にならないかも知れませんが、アメリカは選挙が行われるときに、選挙活動を通

じて立候補者への投票を誘導すると言いますか、モデレートする方がいらっしゃるんです。その

方が典型的なスピンドクターという風に位置づけられています。これを IR がどういった形で対

応していくかと言いますと、ここですね。先ほどの嶌田さんのあれに出ていましたけれども、デ

ータを解釈する際に使い分ける顔です。要は、自分の解釈はこうなんだよとか、学内のいろんな

議論をモデレートしていくといったときには、さまざまな側面から意見を述べるなどして、その

議論をどちらかの方向に導くという形かと思います。 
 四つ目の顔は「学者・研究者としての IR」です。IR は、管理部門として位置づけられ、そこ

のスタッフではありますが、組織の課題を究明するときは何が問題か、何が課題かといったこと

を追求していくことになりますので、その際には、少なからず学者・研究者としての視点が求め

られるということです。先ほど、嶌田さんから説明がありましたけれども、設計を例にとると良

いと思います。例えば、いろんな情報を収集していくための設計であったり、それを収集する方

法といったりした検討を進める際、学術的な観点も意識していく必要があると思います。 
 
 

 以上、４つの顔の概要につい

て説明させていただきました。文

字ではなく、分かりやすく私な

りに解釈して図示すると以下の

ようになると思います。一つ目の

顔というのは端的に言うと観光

案内所に例えるとわかりやすい

ように思えます。観光に来た方、

観光に来られた方々がちょっと

どこに行っていいか分からない、

あるいはこういった情報が知り

たいとなったときに、そこに情

報があってその情報を的確にお

示しすることができる、というのがこの顔のポイントかなと思っています。 
 二つ目は「政策分析者としての IR」ということで、学内ではどういったことが起こっているの

か、あるいはどういった課題があるのか、学外あるいは高等教育政策で、それを司る文科省を中

心にということかもしれませんが政策がどう動いているのかといったことをつぶさに追っていく

ということで、意図的にではないですがかなり私はこの辺りをやっているので、このクエスチョ

情報精通者としてのIR

政策分析者としてのIR

スピンドクターとしてのIR

学者・研究者としてのIR

IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

・わかりやすく図示してみると・・
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ンマークを置いていますけれども、要は IR としてはこういった学内外の動向をつぶさに追いか

けているといった側面も求められるんだと思います。 
 「スピンドクターとしての IR」というのは、例えば代表的なのは執行部や理事が、ある案件に

ついてどうしていいか分からない、あるいはどう議論を持っていっていいか分からない、どうデ

ータを解釈していいか分からないといったところでお困りの場合、こういう風に解釈したらいい

んじゃないか、あるいは自身のこれまでの経験からこういう風に思うといった提言をしていくと

いったところかなと思います。 
 四つ目として「学者・研究者としての IR」ということで、図に本の山を挙げていますけれども、

要は学術的な観点で幾つか示唆を示してくれる文献等を参考にしながら、自分なりの仮説や分析

方法を習得して実践しながら、いろんな結果を示していくといったことがあると思います。 
 
 

 今お話ししたことを少し応用

問題として準備させていただき

ました。後ろのほうにお座りの

方には見にくいかもしれません

が、まずこの画像を見てみなさ

まパッと何を思い浮かべられた

でしょうか。ここに線を追加し

ますちょうど、半分のところに。

おそらく、まず端的な言葉として

は、「水が半分ある」という風に

見られた方がいらっしゃると思

います。あるいは「水が半分もあ

る」という風にとらえた方もいら

っしゃるでしょう。それから「水が半分しかない」という風に捉えられた方もいらっしゃると思

います。これは、アメリカの文献にもよく出てくることなんですが、要は同じ事象でも見方、見

る人々によっては捉え方も異なり、この場合ですと三つもあるわけです。これを大学の実際の問

題に置き換えてみましょう。例えば、身近な卒業率について考えてみますと、卒業率が 50 パーセ

ントであったとすると、それを高いと見る場合と低いと見る場合がありえます。いずれかを主張

するとした場合、どのようなことを考慮すべきでしょうか。先ほど、お話ししましたように、大

学の抱えているコンテクストといったものも非常に影響してきますので、もともと卒業率が過去

10年にわたって 30パーセントで推移しているような大学にとっては 50パーセントというのは非

常に高いととらえるかと思います。逆に、非常に高い卒業率を誇っている大学になると 50 パーセ

ントというのは低いという形になります。したがいまして、同じ事象に対しても大学が置かれて

いるコンテクストによって全く違うということがこの事例から読み取っていただけるかと思いま

す。 
 先ほどお話ししました４つの顔、あるいは立ち振る舞いというのは、髙いあるいは低いといっ

たことを主張する際、スピンドクターの要素であったり、研究者としての顔というのは強く効い

・ここで、応用問題です！！

→下の画像を見て、何を思い浮かべましたか？

水が半分しかない

水が半分もある

水が半分ある

例えば、身近な卒
業率の問題に置き
換えて考えてみま
しょう。

卒業率５０％は、

↑高い

↓低い

のいずれかを主張
するとした場合、ど
のようなことを考慮
すべきでしょうか。

IRの４つの顔（または立ち振る舞い） 6
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ているかと思います。ある事象に対して、４つの顔をどのように組み合わせていくのかを、常に

念頭に置いていただいて実際の業務の際に参考にしていただくことで、これまでとは違った側面

からとらえていただくことができるのかなという風に思います。 
 
 

これから実際にワークをお願

いしたいと思います。私の場合、

４色の附箋を使います。お手元

に附箋があるかと思います。ま

ず黄色が１つめの顔の「情報精通

者としての IR」、緑色が２つ目の

顔「政策分析者としての IR」、ピ

ンクが「スピンドクター」青が「学

者・研究者としての IR」をお使い

ください。それで何をしていた

だくかと言いますと、ご自身が

従事されている、あるいは今後

従事したいと思っていらっしゃ

る評価や IR の業務について、今、私がお話しました４つの「顔」のどれに該当するかを記載願い

ます。そのうえで、自分としてはもっとも自信がある、あるいは強みを有していると思っておら

れることに対して、差し支えなければ、①具体的な業務内容、②実施するうえでの課題を書き込

んでください。 
 
 

もう少し具体的なイメージを持

っていただけるように、私の方で

例を書いてみました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

政策分析者
としてのIR

学者・研究者
としてのIR

スピンドクター
としてのIR

情報精通者
としてのIR

• ご自身が従事されている（したい）評価やIRの業務が、それぞれ
どのような「顔」（立ち振る舞い）に該当するか分類してください。

• それぞれについて、①具体的な業務内容、②実施するうえでの
課題を書き込んでください。

※それぞれの色の附箋に書き込んでください。

２）個人ワーク
５分IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

7

政策分析者としてのIR
①目標値及び指標の設定

②各種補助金申請等で求め
られる指標のうち、特に独自
で設定する指標とその目標値
に対する合意を得るのが困難。

学者・研究者としてのIR
①学修成果測定に向けた方
法の提案と実施支援

②有効な測定手法が確立され
ていない。実施においても、学
内各所から反発あり。

スピンドクターとしてのIR
①中長期計画の策定支援

②学長、理事及び部局長等に
組織の現状認識を促し、「やり
たいこと」と「できること」の合
意を得るのが困難。

情報精通者としてのIR
①データ集の作成

②学内各所に散在するデータ
や他大学データの収集に労力
がかかる。収録項目について
は、ニーズが不明または多様。

２）個人ワーク 例示（山形大 浅野の場合）

IRの４つの顔（または立ち振る舞い） 8
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＜作業１＞附箋紙に評価や IR の業務を４つの顔に分類して書き込む作業を実施（５分） 
 
＜作業２＞以下のようなペアで作成した附箋紙を見せ合いながら討論を行う（５分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜回収＞ 作成した附箋紙をスタッフが回収・貼りつけ（５分） 
・ご協力いただける方には、附箋紙の隅に座席番号と属性をご記入をお願いいたします。 
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 
※座席番号をもとに国公私立の別、教員・職員の別のみをデータに附加した。 
 
  

• 赤枠の方とペアになってください。

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

31 41 51

32 42 52

33 43 53

34 44 54

35 45 55

36 46 56

37 47 57

38 48 58

39 49 59

40 50 60

61 71 81

62 72 82

63 73 83

64 74 84

65 75 85

66 76 86

67 77 87

68 78 88

69 79 89

70 80 90

91 101 111

92 102 112

93 103 113

94 104 114

95 105 115

96 106 116

97 107 117

98 108 118

99 109 119

100 110 120

• お休みの方がいるところにはスタッフが入りますが、お近く
にスタッフがいない場合などは３名で進めてください。

３）近隣の方と討論
IRの４つの顔（または立ち振る舞い） 9
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＜結果１：画像＞ 

  

 
 
 
＜結果２：表＞ 
別紙のとおり（報告書版は巻末・web 版なら右隣にあります）。 
※座席番号をもとに国公私立の別、教員・職員の別のみをデータに附加した。 



大学評価担当者集会 2015 全体会「大学評価は IR で高度化できるのか？」 （於：神戸大学） 

41 

＜講評＞ 
みなさん盛り上がっていただいているところだと思いますが、この後まだ二つ同じような作業

をお願いしますので、そのときにまた引き続きお話しいただければと思います。まず、急なお題

に対して、みなさまご協力いただきありがとうございました。早速回収をさせていただきまして、

正面に貼りだしました。まず、みなさんにも一目瞭然だと思いますが、非常に人気があったのが

１つめの顔でした。具体的な数字を見ていきます。ざっとカウントしたら１つめの顔である「情

報精通者としての IR」に 64 枚の附箋、次いで、それから２つ目の顔である「政策分析者として

の IR」が 29 枚、３つ目の顔である「スピンドクターとしての IR」が 23 枚、４つ目の顔である

「学者・研究者としての IR」12 枚という結果になっています。したがいまして、ダントツで１

がみなさんの人気があると言いますか、書いていただいているところかなと思います。 
 ざっと見た感じですと、主な記述内容としてやはりみなさんデータ収集、あるいは評価書を作

成する際に学内データを照会するといったところでの業務を通じて学内からなかなかデータが収

集できない、あるいは他大学からデータを収集できないというような課題を挙げていただいてお

ります。これは、先ほどの嶌田さんの紹介にもありましたけれども、ルーブリックを通じてみた

ときに、データ収集の課題というのはこれ以外にもわれわれとしても非常に多くみなさんからい

ただいているところです。 
 ２つ目の顔については、個人的にはもっとも多く、みなさまに書いていただけるのかなと思っ

ていました。もしかしたら私の説明の仕方が悪かったのかもしれませんが、この顔は政策分析に

係る部分ですので、特に職員の方が今回は 8 割弱のご参加ということですので、もっとも強みを

有しておられるのではないかという印象を持っております。これは、個人的な理解ですが、職員

のみなさまは結構、文部科学省の審議会情報とか、そういったものを非常に読み込まれていて、

かなり精通されていると感じています。したがって、その辺りをこっちに書いてくださるのかな

と思っていたのですが、あまり書いていたでけなかったので、私の説明がまずかったのかもしれ

ません。実際に書いていただいているのは、政策分析もそうですけれども、指標の開発とかそう

いったところに対してもなかなか有効な手法が思い浮かばない、といったことを書いていただい

ています。 
 ３つ目のスピンドクターに関しましては、他と大差はないのですが、主に書いていただいてい

るのは評価書を作成する際にその説明をするとか、目標値を立てるときにその説明をするといっ

たところを通じてこういった顔を発揮されているということを書いていただいています。あるい

は、自己点検評価書をとりまとめる際に必要な根拠データを加工するとか、提出された資料やデ

ータをある程度解釈して情報を発信されているということかなと思います。 
 最後に、４つ目の顔です。ここの主な記載内容は研究力の分析、URA の方ならではの他大学と

比較して弱み強みを把握する、留学生を対象とした授業アンケートの設計と実施といったところ

を通じて、実際に作成してみた分析結果が寄与しているかどうかがよくわからない、室のマネジ

メントシステムの開発研究、講演・研修、または情報収集といった学術的な活動を挙げていただ

いています。 
 ざっと拝見すると、こういった分布と記載内容になっていました。ご覧いただいている結果は、

後ほど下の階に設けます評価ふれあいコーナーに展示しますので、ぜひまたみなさまにも見てい

ただければと思います。その際、幾つかの附箋に座席番号とか書いていただいていないものがあ
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りますので、もし書いても不都合がないよという方がいらっしゃいましたら、下にマーカーを置

いておきますので、適宜見ていただいたて記入、追記していただいても結構です。 
 時間の関係もありますが、私は４つの顔を区分してお話をさせていただきましたが、恐らく実

際のワークをしていただいた際、ひとつを選んだんだけれどもこっちの要素もこっちの要素も入

っているとか、こっちの要素を選んだんだけれどもこちらが関連しているという風にお感じにな

られたと思います。Volkwein の論文でも書いてあるんですが、スピンドクターとこの４つ目の

学者・研究者というのは非常に密接に関連しているということが言われています。これは多分で

すが、アメリカの場合、IR の方というのは大学の職員として雇用されていて、非常に執行部に近

いところにいらっしゃるので、学者・研究者ほど自由に発言はできないんですけれども、求めら

れていることに対して結構、客観的な視点を持って行かなければならない、あるいは根拠がある

ものを出していかなければならない、といったことが求められ、こういったスピンドクター的な

役割を果たすんだけれども、かなり学者・研究者と言いますか、この Research といった部分で

重要な要素になっているということが言われています。同様に、他の要素についてもみなさまお

感じになられたと思います。私の説明上、便宜的にこの４つの顔を分けて、みなさまの業務に照

らし合わせていただいたらどうなるかという形でワークしていただき、結果的に１つ目の顔に集

中しました。実際の業務においては、それぞれを組み合わせていただく、ということができれば

かなり活用いただければなと思いました。 
 
※分析結果については「大学評価と IR」第４号への掲載に向けて作業を進めています。 
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コンテンツ２：大学評価に活かす米国 IR の知見 

 

IR の三つの知性 

 

福岡大学 人文学部     
准教授 佐 藤  仁  

 
私のほうからは、IR の三つの

インテリジェンスっていう言葉

なんですけれども、日本語訳が

まず何なのかだけで多分 90 分く

らい終わるかもしれないので、

取りあえず知性と訳しておきま

す。対象論文は二つありますけ

れども、どちらかと言うと、こ

っちの 1993 年の論文の内容を説

明をさせていただければと思い

ます。 
 自分自身のことなんですけれ

ども、私は人文学部の普通の部

局の教員です。2007 年から 2009 年まで九大の評価室で助教として勤めた後に、福大の人文学部

に、普通の一部局の教員として戻りました。2 年前くらいに、ひっそりしていたんですけども、

福大の中で見つかってしまって「評価できるやつがいたぞ」、「IR できるやつがいたぞ」って見

つかってしまって、2 年前ぐらいから学内のことを少し携わらせていただいています。 
 どちらかというと、私自身はアメリカの教員養成の研究をずっとしてるので、今日の内容も研

究者の立場というか、しっかりみなさんに理解を深めていただくっていう形で、お話を進めさせ

ていただければと思います。 
 
 

IRの三つの知性

佐藤 仁（福岡大学）

 Terenzini, Patrick T. (1993). “On the Nature of Institutional 

Research and the Knowledge and Skills It Requires”, Research in 

Higher Education, 34(1), pp.1-10.

 Terenzini, Patrick T. (2013). ““On the Nature of Institutional 

Research” Revisited: Plus ca Change…?”, Research in Higher 

Education, 54, pp.137-148.
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 三つの知性という言葉ですけ

ど、要は IR を担当する人にはど

んな能力が必要なのかっていう

話です。それを三つに分けて話

しましたよっていうのが、テレ

ンジーニさんが使っている言葉

なんですね。 
一つ目、一番基本的な考え方

として出てくるのは、専門的・

分析的な知性です。これ、英語

に 訳 す と Technical and 
Analytical な ん で す け ど 、

Technical っていうのは技術的と

訳してもいいんですけど、専門的のほうが個人的には分かりやすいので、そうしました。 
 具体的にどんなことが必要なのかというと、一つ目が専門的な知性。専門的な知性というのは、

大学のデータ・情報の構造をみなさんは知ってますかということ。データ定義どうなってるか知

ってますかっていうところ。その辺の理解を深めるのが一つ目です。 
 二つ目、分析的な知性っていうのは、要は研究のデザイン方法とか、特に社会科学が強いかも

しれないですけど、社会科学の質的・量的分析の方法を知っていますかとか、統計分析の方法を

知っていますかというのが、分析的な知性。 
 これ、みなさん分かりますように、基本的な要素だと思います、IR の担当者にとってですね。

ただ、これだけでは実は何の役にも立たないっていうことをよく言ってるわけです。例えば目的

のないプロセスとか、問いのない答えっていう言い方をします。分析いっぱいできるけど、何の

ために分析しているのかわからない。統計いっぱい知っているけども、問いがないから、何のた

めに分析しているかわからないという感じです。 
 あと二つあるんですけど、少し、かみ砕いて説明をさせてください。なんでサッカーの話なの

かということですが、これは職業病で、本当に申し訳ないです。私、福大の教職課程を担当して

るんですね。教職課程というのは、全学の学生に教えるんですけども、福岡大学にはスポーツ科

学部があります。非常にスポーツが得意な子がたくさん入ってくる学部でして、その代わり、大

学の講義についていくのに大変な学生もおります。そういうスポーツ科学部の学生に対して、私

はスポーツの話で例えることをよくやっていて、それが癖になっております。 
 みなさんにもぜひ理解を深めてもらいたいっていうことで、今日もスポーツの話で例えさせて

いただければと思います。すいません、個人的に一番知っているのはサッカーなので。サッカー

は大丈夫ですよね。ボールを蹴ってゴールするスポーツです。野球でも何でもいいんですけど、

私、野球あんまり詳しくないので。 
 

13

①専門的／分析的な知性

専門的な知性

大学のデータ・情報の構造、データ定義、集計方法、デー

タベースの種類・・・・・

分析的な知性

研究デザイン、統計、質的・量的分析・・・・

基本的な要素であるが、これだけでは何の役にも立

たない。

 「目的のない工程」「問いのない答え」・・・・
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 サッカーで例えると、サッカ

ーが上手な人は一体どういう能

力が必要なのかということです。

専門的な知性、分析的な知性に

関しては、例えばパスができると

か、シュートが打てるとか、ヘ

ディングができるとか、すごい

やつはオーバーヘッドキックが

できるですね。こういうことが

できるのが、まず基本的なこと

ですね。これがまず必要でしょ

うということです。 
 考えていただきたいのは、こ

れだけ、パスができるだけでは試合にはもちろん勝てない。オーバーヘッドキックできても、何

の試合にも役に立たないんです。やっぱり試合では使えないっていう状況です。つまり、これだ

けではなかなか IR が進まないっていうのと一緒で、分析的な知性とか専門的な知性だけでは、

なかなか動かないっていうのは、こういう意味ということです。 
 
 

 二つ目の知性として存在するの

が、問題と課題ですかね。問題に

関する知性っていうか、ここでは

イシューっていう言い方をします。

イシュー・インテリジェンス

（Issue Intelligence）です。これ

は何なのかっていう中身を見てい

くと、例えば中間管理職以上の職

員が直面する問題への理解という

ところですね。戦略的計画とか、

予算配分とか、自己点検・評価と

学生管理とか。自己点検・評価を

どうやって進めますかとか、戦略

的計画をどうやって作りますかとか、予算配分はどうやってやりますかっていう風に、ミドル以

上の人が大体直面するような課題について、きちんと理解をしていますかということです。 
 また別の観点としては、大学は一般的にどう動いているのかに関することも理解が必要ですよ

っていうことです。例えば、組織構造、大学というのはどういう組織構造になっていますかとか、

権限の構造はどうなっていますかとか、大学の教員の文化というのはどういうものですかとか、

学生の文化はどういうものですかという風なことも、もちろん知っておかなきゃいけないってい

うことです。 

14

サッカーで例えると・・・

ヘディング

ができる

シュートが打てる オーバーヘッドキック

ができる

パスができる

これだけでは、試合に
勝てない！

でも、基本的なもの！

15

②問題に関する知性

中間管理職以上の職員が直面する問題への理解

戦略的計画、予算配分、自己点検・評価、学生管理・・・

大学が一般的にどう動いているのかに関する理解

組織構造、権限の構造、教員文化、学生文化、政治的構

造・・・・

大学を超えて利用可能な要素。①の知性が前提と

なるのが一般的

 「答える術のない問い」
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 これはどちらかと言うと、大学を越えて、いろんな大学で利用可能な要素という風に彼は書い

います。基本的にはやっぱり 1 の知性が前提となるのが一般的です。1 の知性がないと、この 2
の知性はないだろうっていうのが、テレンジーニの考え方です。これはどちらかと言うと、答え

るすべのない問いって書いています。要はこれだけだと、これは問いなんですよね。何をしたら

いいですかっていうところは分かる。けれども、もし 1 がない場合、その問いに答えることはで

きないはずなんですね。なので、答えるすべのない問いになってしまうっていうことです。 
  
 

 これも、すいません、またサ

ッカーの話で申し訳ないです。

これ、サッカーに例えるとどう

いうことなのか。この辺からす

ごいマニアックで申し訳ないん

ですけども。 
 これ、何なのかって言うと、

ここがゴールで、こっちに向か

って攻撃するんですけど、サイ

ドバックっていうプレーヤーが

いるんです。日本代表では長友

っていうのがいるんですけど、右

サイドなので内田です。どうで

もいいんですけど。要はオーバーラップの仕方が分かりますかっていうことです。つまりパスと

かドリブルはできるけれども、さらにオーバーラップの仕方が分かってますかっていうこと。つ

まりオーバーラップをするから、そこでドリブルをするとか、そこでパスをするとかっていう風

に、使うまでもっと分かっていますかっていうこと。 
 例えば、サッカー部の方はわかるかもしれないですけど、練習で、3 対 2 だったりとかすると

思います。バスケでもありますよね、2 対 2 とか。野球でもフォーメーションの練習とか、いっ

ぱいありますよね。あれです。サッカーの場合も、この人がボールを持って、3 対 2 をどう崩し

ますかということ。いろんな崩し方があるんですけど、例えば、こういう崩し方がありますよっ

ていう風に動きを覚えることが、この 2 番目の知性に該当するわけです。 
 さらに進めますと、1 と 2 の知性の関係を見たときに、まず足が遅かったら、まずオーバーラ

ップはできないんです。つまり基本的な 1 の知性がないと 2 ができないっていうのは、そういう

ことです。オーバーラップの仕方は分かるけれども、足が遅いからオーバーラップできないって

いうことですね。とか、パスが下手くそ過ぎてパスが出せないってなると、3 対 2 でパスここ出

せばいいよって分かっても、崩せないっていう状況になります。つまり基本的な知性があって、

これが存在するというわけです。 
 
 

16

サッカーで例えると・・・

サイドバックのオーバー

ラップの仕方がわかる

３対２での崩し方がわかる

足が遅かったら、オー
バーラップできない！

パスの精度が高くないと
崩せない！
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 三つ目が文脈に関する知性っ

ていう言葉です。これはコンテ

ク ス ト ・ イ ン テ リ ジ ェ ン ス

（Context Intelligence）です。こ

れは大学がどういう文脈で動い

ているのかに関する理解です。

一般的な文脈として、例えば、

学の歴史とか哲学とかがどうな

ってますかとか、政府の動向は

どうなってますか、国際的な動

向。一般的に大学はそもそもど

うやって生まれて、どういう風

にその社会の中で根付いてきた

のかっていうことをどれだけ知ってますかと。政府の動向とか歴史知ってますかっていうことで

す。 
 二つ目は特定の大学をめぐる文脈。みなさん、どれだけ把握してますかっていうことです。誰

がその大学の中でキープレーヤーですかね。誰に一番データを出したら、一番効くんですかね。

教職員の価値観っていうのはどんなものが存在するんですかねっていう辺りの、それぞれの大学

が存在する文脈に関する理解が必要ですよということです。 
これが三つの知性のトップに君臨する要素だといわれています。具体的に、階層（tier）という

言葉を使っているのですが、一つ目が一番土台にあって、2 番目がその次にあって、3 番目が一番

上にあるっていうピラミッド的な構造をイメージしていただければと思います。そういう形で、

一番上に存在するのが、この知性ですよっていうことです。さらに、1 および 2 を現実の世界に

引き上げるための知性でもあります。 
 後でサッカーの話もしますけど、要はパスができるとかオーバーラップの仕方を覚えるとかっ

ていうのは、現実の試合ではないですね。練習ですね。それを現実の世界で使えるようになるた

めには、どういう能力が必要ですかっていうことなんです。ここは IR が信頼を勝ち取るために

必要な知性になってきますよっていうことなんです。 
 
 

17

③文脈に関する知性

大学がどういう文脈で動いているのかに関する理解

一般的な文脈：大学の歴史や哲学、政府の動向、国際的

動向・・・

特定の大学をめぐる文脈：誰がキープレーヤーなのか、

教職員の価値観や信念、学生の価値観・・・

三つの知性のトップに君臨する要素

 ①および②を現実の世界に引き上げる

 IRが信頼を勝ち取るために必要な知性
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 すいません、またサッカーの話

が出てきます。もうくどいよって

思われるかもしれないですけども。

ここだけ話して終わります。これ

はいろいろ事例を探して、これだ

と思うものをやっと見つけてきた

んで、ちょっと説明をさせていた

だければと思います。2011 年のア

ジアカップっていうのがありまし

た。日本代表対シリアっていう試

合があったんですけど、これ、見

て覚えたて方もいらっしゃらない

かもしれないですけど、YouTube
で探せばすぐ出ます。 
 遠藤保仁という選手をご存じの方、どれくらいいますか。ありがとうございます。よかったで

す。ご存じじゃない方は、とにかくすごい選手です。日本の心臓といわれる、彼が日本代表のゲ

ームをつくる感じのプレーヤーです。前半、彼はパスが特に得意なんですけど、彼を中心にゲー

ムを支配して、1 対 0 で前半を終えました。 
 後半に入ると、どういうことが起きたのかいうと、当たり前ですけど、遠藤選手のパスがうま

くいっていたので、敵はすごいマークを厳しくします。そうすると、遠藤選手は前にパスを出せ

ないんですね。攻撃のパスが出せなくなります。で、攻めあぐんでいると、なんと後半 25 分、

審判の不可解な判定で、ゴールキーパーの川島が一発退場になるんです。つまり日本が 1 人人数

減って、さらに PK になってしまって、1 対 1 の同点になってしまいます。 
 ここから、遠藤選手は何を考えたのかって言うと、自分にマークが厳しくなる、1 対 1 の同点

になる、やばい、このままじゃまずいと思って、彼がしたことは何かって言うと、本来、前に出

すパスが点に結び付くんですけど、あえて横へのパスを出すんですね。ずっとパスをつないで、

相手を疲れさせるっていう方針を採ります。 
 横へのパスっていうのは、本当は攻撃的には良くないんですけども、敢えてわざと横に出す。

そうすると、ボールを追うので相手が疲れるんですね。で、疲れると自分へのマークが甘くなり、

フリーになる。自分がどんどんボールが持てる時間増えて、後半 35 分に今まで温存していた縦へ

のパスを出すんですね。そして、フォワードにこれが渡ると、ゴール前でゴチャゴチャになって、

今度は逆に日本が PK を取って、2 対 1 になり、この試合勝つという結末です。 
 
 

18

サッカーで例えると

アジア杯：日本対シリア（2011年1月13日）

前半、遠藤得意のパスでゲームを支配。1-0で後半へ。

相手のマークが厳しくな
り、縦へのパスが激減。

後半25分。審判の不可
解な判定で、GKの一発
退場およびPK献上。1-
1に。

わざと横へのパスを多
用し、相手を疲れさせ、
スペースを作る。

後半35分、相手が疲れ

、フリーになると、縦へ
のロングパス。

FWにボールが渡ると、
混戦になり、FWは倒さ
れPK獲得。2-1に。
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 これ、まとめると何なのかと

いうことですが、遠藤選手は試合

後にこういうことを言っている

んですね。「わざと横パスだった

りとか、その動作を繰り返すこ

とによって、相手も結構疲れる

ので、そういうことを意識しな

がら、マークをはがそうかなと

思いました」。横パスはあんまり

しないんですけど、あえて、す

る、その文脈においては。今は、

する場面だっていうことです。 
 さらに、「ギリギリのボールに

なれば、審判のメンタルも僕らを退場させていたので、もしかしたらファウルを取ってくれるん

じゃないかと思っていた」。一回、審判は日本にレッドカードを出しているので、審判の心情と

して、やっぱりちょっと日本に不利になっている、やばいっていうメンタルまで彼は計算して、

ここで出せば、多分、PK 取れるぞと考えたわけです。普段は、そういうボールを出さないんで

すが、こういったコンテクストを読んで、出したわけです。最終的に、「敵もレフェリーもうま

く操ったって言ったら変な言い方ですけど、ストーリー的にはうまくいきました」となるわけで

す。 
 つまり、彼はもちろん高い技術を持っています。基本的なパス能力あります。そして、チーム

での動き方も全部彼は熟知しています。この場合、岡崎選手っていうのが前に走るっていうのは、

全部分かっています。けれども、その場面を、どこでどう使うのかっていう文脈も全て彼は読ん

だんです。相手の動きとか、この場合、審判の動きまで全部読んで、これを行動して、うまく得

点が入ったっていうことです。文脈を読むっていうのは、ここに近いだろうっていうことです。 
 実際、いろんなテクニックとか考え方を持っているけども、実際の文脈でそれをどう使います

かという能力に関係するわけです。すいません、サッカーの話、し過ぎましたね。 
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 最後に、これをどう解釈でき

るのかということですけども、

前提として理解をしてください。

三つの要素を説明しましたけれ

ども、全て階層性でまず議論し

ています。アメリカの場合、IR
イコール専門職なので、階層化

が可能なんです。つまり順番に

身に付けていくのが可能なんで

す。最初から IR として仕事を初

めて、順番に経験を積んでいくの

が、アメリカのスタイルです。

なので、まずは基本的な知性を

身につけ、最後に文脈での動き方を全部覚える。 
しかし、日本の場合は人事異動があります。ここが決定的に違うっていうことです。何を専攻

して大学の教職員になって、どこで何を何年やって、IR もしくは評価担当にみなさんなったん

ですかね。つまりスタートは全く違うはずなんです。だから基礎から勉強しましょうっていう、

こっちの階層性の理論っていうのが、日本の人事異動の文脈を考えると、ずれるはずなんですよ

ね。すなわち、三つの知性のバランスの問題ではないのかというのが私自身の考え方です。日本

の場合は、階層というよりかは、バランスをきちんと考えるべきなんじゃないかっていうことで

す。そのバランスが分かれば、自分は今、何が足りないのかっていうことが分かるだろうし、評

価組織としての弱さも分かってくるんじゃないかなと思います。 
 
 

 ということで、ここからワー

クの説明をします。みなさんに

今からやっていただきたいこと

は、IR の三つの知性。みなさん、

自分を自己分析してください。

要は、技術的・分析的知識の基

本的な能力、みなさん、どれく

らいありますか。課題把握的、

問題の知性のところについては

どれくらいみなさん知ってます

か。状況把握的、文脈のについ

てはどれくらい知ってますかと

いうことを、それぞれの紙に、

簡単にでいいので 3 枚書いていただけるとありがたいです。 
 それぞれ、評価や IR の業務だけではないです。大学人として、いろんな部署を経験されて、

20

どう解釈できるのか

要素間の関係性：階層性

アメリカでは、「IR=専門職」という文脈ゆえに階層化が可

能（順番に身につける）。

日本の場合：人事異動

何を専攻して大学教職員になって、どこで何を何年やって

、IRもしくは評価担当になったのかによって、3つの知性

のバランスが異なるはず。

そのバランスが分かれば、何を伸ばせばいいのかという

個人のスキルアップだけではなく、IR・評価組織としての

弱さを理解し、どこと連携を強化すべきかわかる。

２）個人ワーク

状況把握的
知識・技能

技術・分析的
知識・技能

課題把握的
知識・技能

• それぞれ評価やIRの業務だけでなく大学人と

しての経験を通してお持ちの知性を３つに分類
し、以下の点について考えてみてください。

• 自分の中でのバランス、本当に持ってないの
か？、組織としては十分か？

※それぞれの⾊の附箋に書き込んでください。

５分IRの三つの知性
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今、そこにいらっしゃると思うので、そういった経験も全て含めた上で、自分はデータ分析でき

ますよというのであれば、ここにそれを書いてください。自分の中でのバランスをぜひ確認して

いただくというのを、作業としてやっていただきたいと思います。 
 
 

 例えば、こんな感じです。経

済学部出身で、情報処理センタ

ーに 5 年働いて、今年から IR・

評価室に来ましたっていう人が

いた場合は、1 番のデータ定義、

データベース構造等は完全に知

ってるはずです。経済学部出身

なので、データ分析もやってる

はずです。 
 2 番目、何が問題になってい

ますかっていうところについて

は、正直、情報処理センターに

いると、教育・研究・社会貢献

とは切り離されるので、イマイチ何が問題かは分からない。けれども、もちろん情報戦略の問題

点は分かりますよということです。 
 三つ目、6 年目なので、大学はどう動くのかっていう特に政治的な部分っていうのは、やっぱ

り見えてこない。キーパーソンは誰か、いまだに分からない。けれども、なんか飲み会であいつ

すごいらしいぞっていうのは知ってるとか。あの人に言うと、なんか全部動くみたいなところは

知っているというようなことです。こんなイメージで、ちょっと三つで、それぞれ自己分析をし

ていただければと思います。 
 
  

22

例えば・・・

経済学部出身。情報

処理センターで5年、

そして今年からIR・評

価室。

⇒みなさんは、どう自己分析できますか？

③：6年目ゆえに、大学がどう動く

のかという政治的なものは、まだ
まだ見えてこない。ただ、誰が

キーパーソンなのかは、飲み会で
の情報で把握できるようになって

きた。

①：データ定義、データベー
ス構造等はOK。データ分析

も、（学生時代を含め）少し
やってきた。

②：学内で何が問題（特に教
育・研究・社会貢献）となって
いるのかについては、やや厳
しい。もちろん、情報戦略の

「問い」は立てられる。
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＜作業１＞附箋紙に用いて自分の３つの知性それぞれ分析しバランス（個人、組織）を確認する

作業を実施（５分） 
 
＜作業２＞以下のようなペアで作成した附箋紙を見せ合いながら討論を行う（５分） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜回収＞ 作成した附箋紙をスタッフが回収・貼りつけ（５分） 
・ご協力いただける方には、附箋紙の隅に座席番号と属性をご記入いただいた。 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 赤枠の方とペアになってください。

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

31 41 51

32 42 52

33 43 53

34 44 54

35 45 55

36 46 56

37 47 57

38 48 58

39 49 59

40 50 60

61 71 81

62 72 82

63 73 83

64 74 84

65 75 85

66 76 86

67 77 87

68 78 88

69 79 89

70 80 90

91 101 111

92 102 112

93 103 113

94 104 114

95 105 115

96 106 116

97 107 117

98 108 118

99 109 119

100 110 120

３）近隣の方と討論

IRの三つの知性 23

• お休みの方がいるところにはスタッフが入りますが、お近く
にスタッフがいない場合などは３名で進めてください。
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＜結果１：画像＞ 
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＜結果２：表＞ 
別紙のとおり（報告書版は巻末・web 版なら右隣にあります）。 
※座席番号をもとに国公私立の別、教員・職員の別のみをデータに附加した。 
 
＜講評＞ 
 まとめということで、バーッと俯瞰してみる感じで、私のほうから、まとまったことをみなさ

んの前で報告させていただければと思います。先ほどと同様に、評価ふれあいコーナーには貼っ

ておきますので、詳しくは後で見ていただければと思います。 
 まず一つ目の基本的な、専門的・分析的なインテリジェンスのところは、もちろんみなさんそ

れぞれなので、自己分析をしてほしいということなので、このまとまりで何か出るというか、ど

ういう分布になっているかということですね。やっぱりデータベースとかデータ定義を知ってい

る人・知らない人というのは、もちろんいます。データ分析できる人の場合は、例えば、できる

にしても、エクセルはできるとか、アクセスもできるとか。もっと高度だと、SQL、プログラム

の作成までいけるまであります。基本的な専門的・分析的インテリジェンスなので、各自それぞ

れ多分違ってくるんだろうと思います。 
 二つ目のところをちょっと確認すると、ここは問題のインテリジェンス、つまり問いをみなさ

ん、どの程度把握できているかという辺りです。肌感覚でもいいので、学内の問題も含めて、と

いうことでしたので、多分、それはいろんな経験に基づいて、持っていることが分かります。特

に教務系の課題を指摘されている人が多い場合は、やっぱり教務の経験がある、学生支援の経験

があるから、そういった学生の問題はわかるとか。教務の方々は、やっぱり教務の問題は、ある

程度、把握していますよということが強みだと思います。ただし、やっぱり実際、教育の現場に

携わっている教員が何を抱えているのかっていう辺りまでは、なかなか見えてこないっていう意

見もあります。 
 あともう一個面白いなと思うのは、ここにいらっしゃる多くの方は、評価もしくは IR 担当な

ので、特に評価担当の方は、自己点検・評価という評価書を作ります。評価書を作ると全部分か

りますよね。なので、ここに書いていただいたように、実際、評価をもう何年もやっていると、

つまり自己評価書を読むと、全般的に大学がどこに問題を抱えているのかというのが見えてきま

すよという指摘も大変興味深いですね。 
 三つ目、文脈のインテリジェンスは、本当にみなさん、バラバラな感じですけど、どこの部署

で働いていたのかによっても、もちろん大きく異なると思います。ここも先ほどと一緒ですね。

特に企画課とかにいらっしゃる方は、やっぱり学長とか執行部との距離感は、部局の事務の方よ

りかは、だいぶ近いはずです。そうなると、キーパーソンは誰かというのは分かりますよという

方が多いですね。また、経験年数が少ないと、なかなか見えてこない点もありますが、インフォ

ーマルなつながりによる濃淡もみられるかと思います。 
 まとめとして、二つくらいポイントを私のほうで指摘させていただければと思います。一つ目

は、みなさんがそれぞれ三つ書いていただいて、もうこっちへ貼ってしまったので、手元にない

ので申し訳ないんですけど、三つ見たときに、どこに自分の弱みがあったと感じましたかという

ところですね。 
 先ほど言ったように、日本の職員の人事異動、特に職員中心で申し訳ないですけども、職員の
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場合、人事異動があるので。もしくは教員にしても、いきなり IR というよりは、いろんな経験

を積んで、いろんな背景を持って IR に携わる方がいらっしゃると思います。どこかに強みがあっ

て、どこかに弱みがあるはずなんです。階層的に順番に全てが積み上がっていくという形ではな

いはずです。そうなった場合、三つ目はやっぱり、なかなか経験年数とかを踏まえると難しくな

ってくるところですけど、一つ目と二つ目の関係は考える必要があります。 
 先ほど藤原さんのプレイベントのときにも話が出たんですけれども、一つめの知性は、要は答

えです。問いに対して、こういった分析手法を使って答えますよ。二つ目の知性はどちらかと言

うと、問いなんですね。でも実は問いを出すのも、もちろんみなさん仕事の肌感覚で問いは分か

るんですけれども、その肌感覚の問いは本当に問いなんですかというところも、きちんと問わな

ければいけない。つまり、問題だと思っていることが、きちんとデータで裏付けられるのかとい

うところです。それが裏付けられたら、じゃあ、その問題を追究しましょうというスタートにな

るわけですね。ですので、ここの二つは、相互依存的に理解をしていただいた方が分かりやすい

と個人的には思います。 
 二つ目は、このテレンジーニのインテリジェンスの理論は、前提としてオーガナイゼーショナ

ル・インテリジェンスという言葉を使っているんです。つまり組織全体の能力という意味です。

その中をもうちょっと細分化して、個人の能力について論じているのですが、前提は組織ですね。 

アメリカの組織の場合、藤原さんの所って、今、スタッフ何人ですかね。2 人ですよね。1 人の所

もありますよね。というようにバラバラですけれども、日本の評価係で 1 人とかあり得ますかね。

あんまり。1 人の評価係の方とかいらっしゃいますか。いらっしゃらないですよね。 
 多分、日本の場合は、ある程度、特に職員の方がチームで動くことが前提です。つまり、チー

ム全体として、どんな知性が欠けているのかということも考えることが重要かと思います。つま

り、例えば一つめが強い人が 1 人でもいれば、そこはその人が中心にやればいいし、二つめが強

い人がいれば、こっちを誰かが補えばいいというイメージです。つまり組織としてインテリジェ

ンスをどう高めるかっていうときに、今いる部署の方々の一応経歴とか経験とかを全部見たとき

に、うちの部署は、みんなやたら問いは知っているけど、答えがないといったことがわかるわけ

です。そうなれば、一つめに関する研修をやる必要がありますよね。でも、一つめの知性はみな

さんできるけど、あんまり問い知らないということであれば、現場に足を運んで、問題は何かと

いう掘り起こしの作業とかが重点的な課題になるはずですね。 
 というように、バランスをぜひ見ていただいて、個人でもどこが足りないのか、組織としても

どういう点が足りないのか、逆を言うと、組織として、どこが自分たちは強いのかというところ

を考えてもらえればと思います。 
 以上、そんな感じでよろしいですかね。以上でインテリジェンスの話は終わりたいと思います。

どうもご協力ありがとうございました。 
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コンテンツ２：大学評価に活かす米国 IR の知見 

 

情報支援サークル：組織学習のプロセス 

 

九州大学 基幹教育院     
准教授 小湊 卓夫  

 
 最後のお題といいますか、考

え方の枠組みですね。アメリカ

で一般的に、特に IR の中で使わ

れている枠組み、主要なものが

三つあるという話の中の3番目に

なります。情報支援サークルっ

ていう風に訳してますが、これ

は先ほど佐藤さんが少し言及さ

れた組織のインテリジェンスを

どう高めていくのか、それをど

ういうステップを踏んで高めて

いくのかっていうこと、そうい

う観点からまとめられたフレー

ムになります。ですから、副題として組織学習のプロセスという風に書いてます。 
 残念ながら、このマクラフリンというのか、マクローリンと呼んでいいのか、よく分かりませ

んが、取りあえず私たちはマクラフリンと呼んでますけど、ハワードさん、2 名の方が書いた

『People, Processes, and Managing Data, second edition』っていうのが出てますが、これ、一

般に流通してない本です残念ながら。 
 アメリカの IRの担当者が入っております AIR：Association for Institutional Research に入る

と、実はこれ売ってもらえます。私が随分前に入ったときには、最初 2 年間くらい続けて、AIR
が出しているハンドブックや、この手の冊子はただでもらえたんですね。何せ、学会費みたいな

のが非常に高いので、本の 1 冊ぐらいは送ってくれるわけですが、その中で送ってもらったので、

私は手元にあるんですが。普通の方は、なかなか、これ、アクセスできないので、ちょっと残念

ながら、おまえの言ってること、本当に正しいのかっていう検証が難しいかもしれませんが。た

だ、手掛かりが一つあって、同じくこのハワードさんです。同じ人物です。リチャード・ハワー

ドさんですけども、2012 年に私たちメンバーも入っておりますけれども、ご存じの方もいらっ

しゃるかもしれませんが、この『IR 実践ハンドブック』というのが、玉川から出てています。宣

伝というわけではなくて、これの第 6 章に実は、情報支援サークルの話が簡潔にまとめられてお

ります。 
 ですから、興味のある方は、この本を私の報告と共に見ていただけると、なるほどねと思って

いただけるかもしれません。ちなみに、この本、読まれた方います？ ちょっと読んでなくても

買ったという人はどのくらいいます。ああ、はあ。ありがとうございます。 

情報⽀援サークル：組織学習の
プロセス
⼩湊 卓夫

九州⼤学 基幹教育院

McLaughlin, G. W., Howard, R. D.,(2004), People, Processes, and 
Managing Data, second edition, Association for Institutional Research.
リチャード・D・ハワード編（2012）、『IR実践ハンドブック：⼤学の意思決定⽀援』、⽟川
⼤学出版部
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 最初の第 1 刷で、もう終わりかと思いきや、実はもう 3 刷までいったというので、そこそこ、

ちょっと難しい本ですけど、出てるなという印象を持っています。 
 実は今年度、AIR の総会に私ようやく行くことができたんですけども、たまたま偶然このハワ

ードさんと会って、開口一番、「本売れてるか」って言われました。「そこそこ売れてます」っ

ていう話でごまかしてきましたが。 
 
 

 本題に入りたいと思います。

前の 2 人が、例え話がうまいの

で。私はそういうのがなかなか

苦手ですから、ちょっと抽象的

な話になって申し訳ないなとは

思うんですけれども、最初にデ

ータとインフォメーション、情

報の違いについて、少し理解し

ておくことが必要なので、この

サークルを考えるときに。その

話をさせていただきと思いま

す。 
 よく向こうの方と話をすると、

データとインフォメーションという言い方をしますね。データというのと、インフォメーション

っていうのを、区別して実は使われています。どういうことかって言うと、学内のいろんな活動

の結果として、いろんな事実が出てきます。これ、向こうではファクトと呼びますね。例えば、

学生数が何名だとか、日本でいうと学部数が幾つあるだとか、そういうのは全部ファクトになり

ます。そうすると、このファクトは集積されていない、通常いろんな所に点在する、または分散

してる形でデータがあるわけですね。 
 それを場合によっては、データベースの中に全部入れて、いつでもアクセスできるようにして

るっていう大学もあるかもしれませんが、日本の大学の常として、多くの大学ではそれぞれの部

署で、それぞれのデータを持っているということが一般的かもしれません。 
 そのこと自体は全然構わないんですけども、そうすると、そのデータはある特定の文脈の中で

構造化されるって、難しい言い方してますが、これ、あるデータって、データは特定の文脈の中

で実は情報という形に変わっていきます。 
 どういうことかと言うと、例えば、ここに一つの例を挙げていますけれども、それぞれの学部

の学生数、トータルで大学で何人学生がいるのか、大学院生がどのくらいいるのか、教職員がど

のくらいいるのかというのは、単なるファクトとしてのデータです。そこには何の意味もありま

せん。ところが、このデータが意味を持つ文脈っていうのが出てくるわけですね。この例が適切

がどうかは別にしても、例えば定員管理。国立では昔から結構きつめにやられていました。第 1
期目の中期目標計画でも、特に大学院の定員管理っていうのは、結構ギリギリやられた思い出が

ありますけれども、最近では私学もだんだんそういうような形になってくるようなことが、ちょ

データから情報へ
• 学内の諸活動の結果としての事実(fact)は、集

積されていない分離されたデータという形で⽰さ
れる（各部署に偏在）

• データは特定の⽂脈の中で構造化される時に情
報(information)へ変換される（時に複数の
データをつなぎ合わせることもある）

• 学⽣数（データ）→定員管理（⽂脈）→定
員充⾜率の⽔準（情報）

27
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っと出されましたね。 
 例えば、この定員管理をするっていうのは一つの文脈になります。すると、この段階で学生数

っていうのが初めて、ある特定の意味を持ってくるわけですね。つまり現員数と定員数の割合を

示したものが定員充足率という形になりますけども、この学生数は単なるデータですが、定員管

理という観点でデータを眺めると、充足率はどうなのかっていうのが、やっぱりすぐに私たちの

頭の中には思い浮かんでくるわけです。そうすると、このデータ、この定員充足率って数字自体

は、一つの情報、インフォメーションに変わったという話になります。 
 
 

 つまり、その情報を生み出す

っていうことは、ある特定の文

脈がある特定の観点である価値

を付与する、そういう行為その

ものだというわけですね。する

と、それにもとづいて、組織、

例えば、私たちの大学がうまく

いっていればそれはそれでいい

んですけど、うまくいってない

場合は、それをどう改善してい

こうかというところにドライブ

をかけていくことができるんだ

という話になります。 
 ですから情報の伝達というのは、非常に重要だということが指摘されていまして、例えば、定

員充足のデータを大学の企画部辺りが取りまとめて、まとめたとします。すると、そういう情報

は決して企画部だけに秘匿されるわけじゃないですね。各部局に、例えば普通はデータが伝達さ

れていきます。流されます。そして、各部局で定員管理どうされますかという問い掛けがなされ

る場合があるかもしれません。すると、そこの背後には何があるかと言うと、定員管理きっちり

しないと、要するに、補助金等に関わってくる問題になる、予算の配分に関わる話になるという。

だから、そのために定員管理はしっかりしなきゃいけないっていう信念が、組織の中で共有され

始めますね。 
つまり、単なるデータを見ただけではそういう話にはならないんですけども、情報に変わった

段階で、その情報に付随してくる価値というものが共有される形で、信念というものが形成され

るということです。これがある程度、全員まで行き渡ることはなかなか組織としてはないかもし

れませんが、ある一定の割合、この信念というものが大学の中で形成されてくると、ようやく執

行部としても、じゃあ動こうという形で意思決定ができるという話です。ですから、意思決定を

促すためのきっかけとして、この情報の伝達というのは非常に大事になってくるという話になり

ます。 
 ですから、さっきの例ですけれども、もう、すぐに思い浮かぶと思いますが、例えば、ある年、

定員超過がかなり大幅に出てしまったとなると、じゃあ、その定員管理、やっぱりしなきゃいけ

組織学習
• 情報を⽣み出すことは組織に価値を付与するこ

と＝組織の改善や質の向上の基盤
• 情報の伝達→信念の形成→意思決定
• 定員超過→定員を管理する必要性（超過分

の削減が⾏われないと補助⾦削減）→次年度
⼊学者数の絞り込み

• そこで得られた理解は個⼈とともに集団（組
織）においても蓄積され、学習が継続される＝
組織学習

28
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ないという文脈が出てきます。そうすると、次年度、この入学数をどう絞り込んでいくのか、定

員をどう 4 年間、4 年生の段階でならしていくのかということを考えながら、入学者の受け入れ

を考えるということにつながっていくかもしれないですね。 
 そこで得られた理解っていうのは、当然、そこに関わる個人だけではなくて、組織全体におい

ても、その信念を通じて蓄積されています。そういう風な形で、実は学習が組織の中で継続され

ていく。これを通常、組織学習って呼びます。それをテレンジーニは、まずは個人っていうとこ

ろに、IR のスタッフというところに焦点を当てて、オーガナイゼーショナル・インテリジェン

ス（Orgnizational Intelligence）っていう言い方をしてるんですね。 
 
 

 そうすると、IR の担当者って

いうのは、今は大学全体を見渡

したときでの話ですけれども、

どういうところに関わるのかっ

ていうのを簡単にまとめたのが、

これです。大きくは三つあるん

だろうと思います。一つはファ

クトであるデータを文脈の中で

情報に変換する、そういう役割

をやっぱりどうしても担わざる

を得ない。IR 室だけが担わなき

ゃいけないのかっていうのは、

また大学の文脈の中で、それぞ

れあるのかもしれませんけれども、そこを主に担うっていう主体になるかもしれないですね。 
 あと、そういった意味では、広くですけども、組織学習を支える一つのきっかけだったり、要

素だったり、そういう役割を担ってるということです。そこがうまく回れば、改善支援の活動と

いうものにつながっていきますし、広い文脈では、大学の質保証というものを担う一つの要因に

なり得るんだろうという風にも思います。 
 
 

ＩＲ担当者の役割
• 事実を⽰すデータを⽂脈の中で解釈される情報

に変換する
• 組織学習を⽀える要素
• 改善⽀援活動へとつなげ、⼤学の質保証の⼀

要素となる

29
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 じゃあ、具体的に情報支援サ

ークルって何かっていうわけで

すけれども、端的にはこういう

図で示されてる内容です。この

赤で書いてある所が、実は抽象

的ですけれども、主体です。一

人一人の人間というよりも、そ

ういう役割を担ってる主体とい

う意味ですね。 
 この主体が受け持つ範囲とい

うのがあるんですけれども、そ

れをデータから情報に変換して、

学内に流通させて、特定の信念

っていうのを形成して、意思決定にうまく結び付けていく。その重要さを全学的に理解を深めて

いくということを考えたときに、実は踏まなきゃいけないステップが五つあるというわけです。

ここの部分に、IR の担当者は程度の差はあれ、深く関わることになる。それを示したものが情

報支援サークルになるということです。 
 で、この青字で書いているのがキーの部分になります。これもちょっと英語をそのまま直訳し

てるところがあるので、意味が分かりにくいかもしれません。どういうことかっていうことです

が、先ほど嶌田さんの報告の中で、IR または評価の人材の能力段階別の表をお見せしてたかと

思うんですけど、あれを考えるときのフレームワークは、実はこれに割と沿った形になっていま

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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 一番最初に設計が大事です。何かデータを集めて取りまとめて情報として提供する際には、ど

ういう手法を使うのか、どこからデータを集めてくるのか、それが本当に適切なものかどうかで、

まとめたものが、ちゃんとどういう解釈がなされるのかということも含めて設計をしていく。で、

それを収集して、データをそれに従って収集して、分析して、活用は二つに分かれてますが、報

告をするという話ですね。 

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

設計

収集

分析
（情報化）

活⽤Ⅰ
［報告］

活⽤Ⅱ
［報告］

31

 
 先ほどの中で抜けてたのが、

恐らくここだと思うので、それ

ぞれのステップについて、ちょ

っと説明をしたいと思います。

どういうことかと言うと、ます

一つ目、ちょっと行き来します

が、スライド上はですね。まず

ここ、「概念のモデル化や測定方

法の選択」という風に書いてあり

ますが、これは、要は分かりや

すく言うと、こういうことです

ね。先ほど、イシュー・インテ

リジェンス、問題、学内の問題

• 概念のモデル化・測定⽅法の選択：学内の問
題の特定と状況把握、そのための測定の指標の設定、
分析の⽅法の検討

• 収集・コーディング・蓄積：利⽤可能なデータの把
握、データ収集の基盤の活⽤（ＤＢからのデータの抽
出等）

• 再構築・分析・統合：複数のデータ源から指標を
得る、得られたデータを概念的・実証的・経験的観点
からまとめ直す（解釈する）

• ⽣成・配布・報告：誰に何を提供したのか、明らか
になった事項をどのように伝えたのか

• 影響・意思決定：情報の受取⼈から有⽤なフィード
バックを得る、新たなデータ要求を受け担当者に伝える

32
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がどこにあるのかを把握することも大事だという話ししていただきました。まさにそこに関わる

話で、学内の問題をきちんと特定して、状況がどうなっているのかっていうのが分かっている。

それを踏まえた上で、その状況をどういうデータを使えば、そういう状況なんだということが示

せるのか、そこが設計の部分ですね。場合によっては、その指標をつくるっていう話です。 
 そして出てきたデータをうまく組み合わせながら、場合によっては分析、ある特定の手法を使

って分析すれば、よりよく理解をしてもらえる結果が得られるだろう。こういうことを最初にや

っぱり設計しておくことが大事だということですね。実際、こういうのは、現場で働いてる人に

伺うのが一番いいと思うので、時間があれば、後で藤原さんにちょっとコメントいただければと

思いますけれども。まず最初のステップとして、これが求められるということです。 
 次に、こういう設計をした上で、「収集・コーディング・蓄積」、ここの部分ですね。データ

を実際にいろんな所から集めてくる。場合によっては、そのデータを自ら取りにいくということ

をやらなきゃいけないわけですけれども、利用可能なデータがどこにどういう形であるのかだと

か、データ収集の基盤が学内ではどういうものがそろっていて、何が足りていないのかというこ

とも踏まえながら、集められるデータ、集められないデータ、いろいろあり得ると思いますけど

も、そういったものが、ちゃんと判断して使えるような状況になっているかどうかですね。ここ

に関わるステップというのがあるということです。 
 そして三つ目のステップが、この「再構築・分析・統合」という話ですが、よく見てもらえる

と分かるように、赤字が主体と言いました。誰がっていう風に考えると一番分かりやすいかもし

れませんが、若干、誤解があるかもしれないんで、そういう言葉遣いしてなかったんですが、取

りあえず人で考えてもらってもいいかもしれません。すると、人によっては、ここから始まって、

データの収集と、場合によっては分析までやる人もいるかもしれないですね。そういう形で、集

合の円みたいなのが描かれていると思って理解してもらえればいいと思いますが、三つのステッ

プを合わせて、ここに関わる話です。 
 すると、これはいろんな所からデータを取ってきます。問題はその集めてきたデータをこの段

階でいろんな設計で、どういう目的で、またはどういう意図で、そのデータを使うかというのが

ありますので、それに沿って、実際にまとめる、と。場合によっては解釈するという話ですね。

その問い掛けが実際に概念的だったり、経験的なものを裏付けるものであっても、全然それは構

わないわけですけれども、それぞれの立場から、データをまとめ直して解釈するという作業が必

要になってくるということです。 
 四つ目のステップが、この「生成・配布・報告」ですね。これは通常の報告、短いものです。

つまり、いろんな依頼があれば、依頼主に対して、目的に沿った情報を提供し、こうなっていま

すということを伝えます。そういうのが、ここの部分です。 
ちょっと先ほど嶌田さんのところで、説明では抜けましたがという話をしましたが、「影響・

意思決定」というところですが、実はここが完結しないと、このサークルが回っていかないとい

う意味で、ちょっと肝の部分だと私自身は理解しています。要は情報を受け取る人、または利用

する人がいます。大学の執行部だったり、学部の運営者だったりするかもしれません。場合によ

ってはそれぞれの部やセクション、責任者なのかもしれませんが、そういう情報の受取人が、実

際にこちら、IR のスタッフがまとめたデータをどういう風に使っているのか。または、その使

った結果、それがうまく使われたのか、場合によってはあまり使われなかったのかということも
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含めて、フィードバックを得る。ここ極めて重要だということですね。 
 PDCA で言うと、チェックの部分に当たるんだと思いますけども、そうしないと、次にまた何

か新たな要求があったときに、そもそもこの受取人はどういう意図でこのデータを欲しがってい

たのか、どういう背景のもとにデータを使おうとしたのかということの理解がないままに、情報

提供は難しいわけですね。 
 ですから、そういうのを得るために、きちんとコミュニケーションを取ってフィードバックを

得る。これが非常に大事だということです。そうすると、さっきのもう一回、図に戻りますけど、

ここですね、実際にこの意思決定にうまくデータを使うのは運営者や利用者ですけれども、IR
のスタッフが実はここに少し関わり合いながら、フィードバックをきちっと得ることによって、

次、より精度の高いデータ、または意図に沿ったデータをまとめあげて、情報として配布できる

という、このサイクルを回すことができる。これが意思決定をうまく支援していく上で、大事な

円環になっているということで、情報支援サークルという風に呼んでいるわけです。 
 
 

 すると、ここから個人ワーク

の話に入っていきたいと思いま

すが、私のところの個人ワーク、

一番多くの色を使います。全部

で 5 色ですね。申し訳ないです。

ただし、これはさっきも見てき

たように、それぞれのステップ

にどの程度関わるか、また関わ

っているか・いないかも含めて、

人によって随分違いがあると思

います。ですから、まずはご自

身のされている今の評価や IR に

関する業務がどこに当てはまる

のかっていうのを、まず判断してください。 
 全部入るよっていう人もいるかもしれない。その方は全部書いていただいて全然構いません。

でも、限定的、もう収集だけっていう人もいるかもしれません。それはそれで構いません。また

はこれから自分が担わなきゃいけない業務、それから大学からこういう風にしろって言われてる

業務もあるかもしれない。そうすると、実際にやってる業務と、これからやんなきゃいけないな、

しなければいけないなという業務も含めて、ここにそれぞれ当てはまるものを書いていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。なおかつ、それぞれ実施上の課題についても記入をしてく

ださい。 
 
 

２）個⼈ワーク

• ご⾃⾝のされている（しなければならない）評価やIRの業務が
どのステップの業務なのか分類してみてください。

• それぞれ実施上の課題についてご記⼊ください。

５分

管理⼈・提
供者

仲介者・⽣産者

良質な意思決定

運営者・利⽤者
設計：概念のモ
デル化・測定⽅

法の選択

収集：収集・
コーディング・蓄積

分析：再構築・
分析・統合

活⽤Ⅰ：⽣
成・配布・報

告

活⽤Ⅱ：影
響・意思決定

※それぞれの⾊の附箋に書き込んでください。
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 例えばということですが、勝

手に私、書いてありますけど、

設計というところでいくと、私

の大学では 3、4 年に 1 回、学生

生活実態調査ってやりますけれ

ども、調査項目の見直しから始

まって、実際、どういう風なプ

ロセスを経て実施するのかとい

うことを設計するということは、

必ずワーキングの中でやるわけ

ですね。例えば、そういうのを

中心に今までやってきたってい

う人は、この設計の部分にピン

ク色、書いていただければいいですね。 
 例えばデータ収集、いろんな学生調査を実施して、そのデータを取りまとめましただとか、あ

ることが要求されて、データベースからそのデータを取ってきてまとめました。またはデータの

定義集だとか、データカタログを作成しましたというのでもいいです。場合によっては、課題が

あると思いますね。これこれ、こういうことをやったんだけれども、実はそこのデータに関して

は、データベースがきちんと整備されていないので、データ収集は非常に困難を極めたとなれば、

それは一つの課題として出てくるわけですね。で、提案としては、データベースの構築が必要な

んじゃないか、そういうのを課題として書いてもらってもいいですね。 
 分析に関しても、例えばどういうことをやったかを書いてもらえればいいですね。一つの例で

すけれども、学務の、要は成績のデータベース、入試形態別のデータがありますが、それらを突

き合わせて、学生個人のパネルデータを取って、どういう入試で入ってきた学生がその後、大学

の授業を受けて成績がどうなったのかを追ってみたいということを、例えばデータを突き合わせ

てやりましたとなれば、そういうことを書いてもらえればいい。やってなければ何も書かなくて

も何ら問題ありません。これはあくまでも例です。 
 活用のところはちょっと使い分けていますけれども、これはどこにどういうものを提出したか

っていう話ですね。例えば、ここに書いてあるのは、自己評価書という風にまとめました。実は

私も認証評価や個人評価、第 1 期目はそういう作業をかなり従事しましたが、そういう作業をや

って、報告書をまとめて執行部に出していました。または機構に提出しました。ところが課題も

あると。なかなか読んでもらえなかっただとか、フィードバックが得られなかったということを、

例えば書いてもらえればいいですね。 
 ちょっとフィードバックに関しては、本当はこっちに書く部分もあるかもしれません。例えば、

活用のⅡっていうところですね。あるレポートを作ってデータをまとめて出したんだけれども、

それが使われなかった、うまく使ってもらえなかった。だから次の報告ではちょっと視点を変え

て、こういう風にデータを取りまとめて出したところ、なんかうまく使ってもらえました、みた

いなことが、もしあれば、そういうのを書いてもらえればいいし、そこがやっぱりうまくいかな

かったのであれば、それを課題として書いてもらっても構わないと思います。 

２）個⼈ワーク 例⽰

九州⼤学 基幹教育院 ⼩湊卓夫の場合

設計：学⽣⽣活
実態調査の段取りを

組む 収集：○○学⽣調査の
実施、△△ＤＢの構築等、
データ定義集・データカタロ

グの作成
課題：□□に関連したＤ

Ｂ構築の必要性

分析：学務ＤＢと⼊試Ｄ
Ｂからデータを抽出し学⽣個

⼈のパネルデータを作成

活⽤Ⅰ：⾃⼰評価書のとりま
とめ、○○レポートを作成し△△へ

提供等
課題：受け取り先でどのように使わ
れたのかフィードバックを得ていない

活⽤Ⅱ：○○レポートにお
いて△データは使われなかったた
めに、次回の報告では□□デー
タをとりいれた、執⾏部に提供し
た＊＊報告書で何が有益だった

かを把握した等

34
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 こういうような形で、気軽に書いていただければと思います。当てはまるものについてですね。

で、この色です。設計に関してはピンク、オレンジが収集、分析が黄色ですかね。活用のⅠ、と

にかく提出するっていう段階では緑。フィードバックをきちんと得て、どうだったかということ

に関しては青のシートを使って書いてください。では、よろしくお願いします。 
 
 
＜作業１＞附箋紙に用いて自分の３つの知性それぞれ分析しバランス（個人、組織）を確認する

作業を実施（５分） 
 
＜作業２＞以下のようなペアで作成した附箋紙を見せ合いながら討論を行う（５分） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
＜回収＞ 作成した附箋紙をスタッフが回収・貼りつけ（５分） 
・ご協力いただける方には、附箋紙の隅に座席番号と属性をご記入いただいた。 
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 
※座席番号をもとに国公私立の別、教員・職員の別のみをデータに附加した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 赤枠の方とペアになってください。

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

31 41 51

32 42 52

33 43 53

34 44 54

35 45 55

36 46 56

37 47 57

38 48 58

39 49 59

40 50 60

61 71 81

62 72 82

63 73 83

64 74 84

65 75 85

66 76 86

67 77 87

68 78 88

69 79 89

70 80 90

91 101 111

92 102 112

93 103 113

94 104 114

95 105 115

96 106 116

97 107 117

98 108 118

99 109 119

100 110 120

３）近隣の方と討論
35

• お休みの方がいるところにはスタッフが入りますが、お近く
にスタッフがいない場合などは３名で進めてください。
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＜結果１：画像＞（後日調整予定） 
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＜結果２：表＞ 
別紙のとおり（報告書版は巻末・web 版なら右隣にあります）。 
※座席番号をもとに国公私立の別、教員・職員の別のみをデータに附加した。 
 
 
＜講評＞ 
 みなさん、どうもありがとうございました。ちょっとバーッと眺めて読んでいたんですが、何

か傾向があるかなと思って見ていきましたけれども、なかなか書いてあること個別、いろんな案

件があるようでして、これっていう傾向はなかなか見てとれなかった。ただ最初予測していたと

おりだったのが、ここですね、やっぱり。何かデータを集めて報告したところまでは、みなさん、

なんか当然のごとくやられている。ところが、それが本当にどういう風に使われたのか、または

本当に使われたのか・使われてないのかも含めて、なかなかそこがうまく把握ができていないと

いう現状が、予想はしていましたが、やっぱり事例としても少ない。実際、中身を見ても、課題

のほうがやっぱり多いというのが傾向のように思います。 
 あと収集、分析に関しては、予想どおりいろんなものが出てきていました。設計ですが、こち

らは少ないんじゃないかと思ったところ、大学評価担当者集会ということもあるんでしょうけれ

ども、自己評価書の作成だとか、法人評価、認証評価の報告書を取りまとめ、確かにあれも設計

に入ってくるので、実は意外にそういう記述が多いんだなという風にはちょっと見ていたところ

です。確かにそういう場面で設計するっていうことは当然のごとくあるんだろうと思います。た

だ個別の学生の調査だとか、プロジェクトに関わるような形で、データを何か集めなきゃいけな

いという事例は、若干ありますけれども、さほど多くないのかなという印象を持ちました。 
 ただ全体を眺めてみて、先ほど、こちらからもいっぱいクレームを受けたんですが、やっぱり

ちょっと分かりにくかったかなと思うんですね。これ、今、五つのステップについて記述してい

ただきましたが、その上を取り囲むように三つの主体がありました。あれをだから私、説明の中

で、1 人の人間として個別に捉えるっていうのは、ちょっと難しいんじゃないかっていうことを、

チョロッと言ったつもりだったんですけれども、そこがひょっとしたら理解を難しくさせていた

のかもしれません。 
 どういうことかと言うと、私の経験した事例では、こういうことがありました。私の大学、も

うはっきり言いますけど、経済学部です。経済学部で学部長になった方がいらっしゃって、ちょ

っとあるきっかけで、状況を伺いたいということで、私が訪問して、いろいろ話を、意見交換し

たことがあったんですね。そうすると、経済学部長になられたときに、自分の学部の学生の状況

というのを知りたかった。だからデータを集めようと思ったんだけども、学部事務に言っても、

データがちゃんと集まらない。だから仕方ないから自分で手当たり次第集めたと。だから、先ほ

どの情報支援サークルで言うと、管理人だとか提供者っていうところを、まず学部長が担わざる

を得なかったということですね。 
 実際に分析して、誰に出したかと言うと、自分向けに作っているわけですから、仲介者・生産

者っていう部分も学部長が全部自分で担った。そのデータを使いながら、うちの学部はこういう

状況なんだ。特に退学者の問題というのが、社会科学系は非常に大きな課題として取り上げられ

ることが多いんですけれども、やっぱり案の定そうだったということで、そこをどうやっていこ
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うか。教授会にやっぱりちゃんとかけて議論しようということ。これもやっぱり学部長が担う。

そういう状況だと、この三つの主体というのは、全部、学部長 1 人の個人が担うわけです。 
 ところが、例えば IR オフィスが独立でちゃんとできていて、そこがもうデータ管理だけをし

てくださいっていう形になれば、これはもう管理人や提供者だけで終わるかもしれません。です

から、ここの部分はどういう位置付けで、どういう役割を担っているのかっていう、その組織の

中の状況によって、随分ここが変わる。 
 だから、みなさまに書いていただきたかったのは、実際に今自分がやってる仕事、業務の内容、

またはこれから求められる内容について書いてくださいというつもりだったんですが、結構、み

なさんまじめに全部書いていただいた方も多かったようにちょっと見えました。 
 やはり、この議論は何の議論だったかというところにもう一回立ち返りたいんですが、組織的

なインテリジェンスをどう高めていくか。つまり、私もよく経験しますけれども、大学の中でい

ろんなことが行われています。行われたことの知見だとか、経験則みたいなものが、大学の組織

の中できちっと共有できているのか。改善に向けて動くときに、それがちゃんと共有できている

のかと言うと、そこはやっぱり弱いんですね。アメリカもやっぱりそうだという話のようです、

いろいろ話を伺うとですね。 
 そうすると、そこをどうやって乗り越えていくのかという形になったときに、今のようなこの

五つのステップというのを、うまく回していくっていうことは、一つのやり方ではないかという

意味で、提示されたサークルだということですね。そうすると、改善のサイクルを回していくと

いうところの肝になるのは、一つはやっぱりここなんだろうなと思うわけですね。きちっとやっ

ぱりフィードバックを得て、何が足りなかったのか、十分だった点が何であったのかということ

も含めて、自分たちの業務をもう一回きちっと見直しながら、次のデータの収集、提供へつなげ

ていく。ここがやっぱり肝心なところではないかなと思ったところでした。 
 ちょっと感想めいた話になりましたが、以上で私のセッションは終わりにしたいと思います。

どうもありがとうございました。 
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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。 
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平成 27 年度大学評価担当者集会（H27.8.27） 

全体会「大学評価は IR で高度化できるのか？」アンケート結果 

 

 アンケートは、参加者 107 人（うちスタッフ 14 人）中 89 人から回答があった。内容について

はグラフに示す通り、参加者の 90％が「理解できた」または「概ね理解できた」と回答し、内容

は参加者に対して適切だったと言える。時間は約四分の三が「ちょうどよい」と回答し、適度な

長さだったと言える。満足度は、32％「満足」と回答した。その理由として、ワーク形式を取り

入れたことにより、自分におきかえたり照らし合わせることで理解が深まった、他の参加者の考

え方も分かって刺激になった、理論と実践の橋渡しができた、という意見があった。一方で、Ｉ

Ｒ初心者なので難しかった、３つのそれぞれがどのように関連するのか分からなかった、実務と

異なりアカデミックすぎるという意見があった。また、評価担当者にとって話がＩＲ寄りに感じ

られ、ききたい内容でなかったという意見もあった。 

（藤井［名古屋大］） 
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id 所属 (1)内容 時間 満足度 (2)理由 

1 － 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

③どちらと

もいえない 
  

2 － 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

③どちらと

もいえない 
  

3 私 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

③どちらと

もいえない 

個人ワークに取り組むことで実際の IR に関する業務のフレームについてイメージ

が沸いた。しかし、自分自身の業務として IR が中心ではないため今後の参考に

なるが、フレームにあてはめるのは難しかった。 

（満足度の選択理由：自分自身の IR に関する経験不足のため） 

4 － 
②概ね理

解できた 

④やや

短い 

③どちらと

もいえない 
  

5 国 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

③どちらと

もいえない 
学術的で実務とは少し異なるように感じました。 

6 私 
③どちらと

もいえない 

②やや

長い 

③どちらと

もいえない 

研究者が実務者に講義する形態が一定程度以上は無理があるのではないか？

評価担当は、個別属性とこれまでの経験知に左右されるところが弱いので一定

の枠組みに整理する研究者の見立てが成り立たないと思いますので、もう少し実

務家向けコンソーシアムにすべきではないかと思いました。 

7 私 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 

会の進行は興味ある方法であったが、内容は少し高度で十分フォローできないと

ころもあった。 

8 － 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 
少し難しかった 

9 関 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

発表内容・説明はわかりやすくよかったが、IT ベンダという立場であるため、IR や

大学内部の基礎知識が少ないため事前の勉強が必要と感じた。 

10 国 
③どちらと

もいえない 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

IR の進め方の概念に少しづつ違いがあるが、もう少し事例（A 大学、B 大学でよ

い）を挙げて PDCA を行ったのかを知りたかった。 

11 国 
②概ね理

解できた 

④やや

短い 

②概ね満

足 
  

12 国 
③どちらと

もいえない 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

日本の国立大学の状況では、経営に直接生かす IR のインフォメーションより、教

育や研究の改善に役立てることになるので、米国のやり方をかなり変更する必要

があると感じました。 

13 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

研究的な内容で少し難解に感じられた部分もあったが、大変面白く非常に勉強

になったため。 

14 － 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 

IR については通常業務で直接かかわりはなかったのですが、今後の考え方につ

いて学ぶことができ、有益だったと思います。 

15 私 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

中途で自分なりの考えをメモしなければならず、グループワークを取り入れてい

ただいたおかげもあって、理解度が高まった気がしました。もう少し、地方の私立

大学が抱える課題への視点があっても良いのかと思います。 
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id 所属 (1)内容 時間 満足度 (2)理由 

16 － 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 
話自体は難しかったですが、例えなどがわかりやすかったです。 

17 － 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 
  

18 国 
②概ね理

解できた 

④やや

短い 

②概ね満

足 

IR を担当する際に考慮するポイントが各コンテンツ毎に整理され分かり易く説明

頂き参考となりました。 

19 国 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 

様々な考え方を示していただいたが、それぞれがどのように関係しているのかい

ないのか、理解が少し難しかった。 

20 国 
①理解でき

た 

④やや

短い 

②概ね満

足 

コンテンツ一つ一つの時間が少し短かったのが残念です。 

内容は、とてもよく理解でき、今後の仕事に役立つようにしたいです。 

21 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

・職員歴 2 年目ですが、あまり IR の知識・経験がなくても、分かりやすいように説

明してもらえてたので良かった。 

・個人ワークを設定していただいたお陰で、他大学の人達と意見交換ができたの

で、良かった。 

22 国 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 
切り口の違う話が３つ出たので、戸惑う点がありました。 

23 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

概念としてはある程度理解できたものの、自身に照らし合わせると一致しない所

がいくつかあったため 

今後は概念も意識しつつ活動をしていきたい 

24 国 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 

IR に関する論文の内容を断片的に知っていたため、論文に関する説明だけでな

く、具体的な事例についての話も聞いてみたいと思っていたので、論文に関する

説明のところがやや長いと感じました。 

25 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

IR の理論について分かりやすくご説明いただけました。 

とくに米国の研究者の理論などはそのまま読んでも難しいものかと思うので助かり

ました。 

26 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 
興味あるテーマをご準備いただき御礼申し上げます。 

27 国 

④やや理

解できなか

った 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

話しを聞くだけでなく、個人ワークという作業があったことで、多少なりとも理解を

深めることができた 

28 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 
講義だけでなく、参加型だったので… 

29 関 
②概ね理

解できた 

④やや

短い 

②概ね満

足 

理論枠組を自分の状況に適用してみる、というプロセスを 3 サイクル行い、さらに

メタレベルでやりにくさを判定する、という作業は、理論と実践をつなぐ手法として

興味深く体験させて頂きました。 

30 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

“サッカーで例えると…”は非常にわかりやすくて良かったです。 

IR 業務は担当していないので、個人ワークが難しかったです。 
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id 所属 (1)内容 時間 満足度 (2)理由 

31 国 

④やや理

解できなか

った 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

自分が不慣れなせいもあるが、説明いただいた内容を自分の業務とうまくリンクさ

せられなかった。 

32 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

・作業時間（近隣の方との討論）が少し短く感じた。 

・コンテンツの内容は理解し易く、具体例などを交えながらの説明は親切だった。

33 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

評価・IR に関する理解を深める事ができた。現部署に配属された当初に参加で

きていたら、さらに良かったと思う。 

34 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

フレームワークの考え方が勉強になりました。 

自分の業務にどれだけ当てはめて考えることができるかが課題だと感じました。 

35 私 
②概ね理

解できた.5 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

今回初めて参加させて頂きました。 

ワークがとても緊張しましたが、ディスカッションもあり、有意義な時間を過ごせま

した。 

他大学がどのような取組をしているのかも参考になりました。 

36 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 
グループワークについて情報を共有でき、よかったです。 

37 私 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

全体的に、もともとあまりなじみがない概念が多く出てきたので、すっきり腑に落ち

たという感はなかった。また、自分では理解したつもりでいても果たして正しく理

解しているのだろうかと不安に思うこともあった。 

講義だけだと眠くなってしまうので、ワークがはさまれたのは良かったと思う。 

38 － 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

・IR について「役割」「能力」「業務内容」の 3 つの点からお話しがあり、包括的な

内容となっていたのが良かった。 

・スピンドクターとしての IR や、文脈に関する知性という概念は、IR が大学の重要

な意思決定に直接関わることを前提にしていると思う。教員ではなく職員が IR に

関わる場合、どの程度までその役割・能力が有効になるかについて、具体例など

があると良いと感じた。 

39 国 
③どちらと

もいえない 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

今年4月から評価の仕事に携わるようになったため、知識不足や経験不足、認識

の甘さなどが、個人ワークを通して気付かされた。他の方のお話を聞けたことは

刺激になった。 

40 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 
自身や担当業務を振り返り整理することができたと思います 

41 公 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

IR に関してほとんど経験がないので、実感が伴わないのですが、内容について

は大体わかったような気がしました。講師の皆さんができるだけわかり易い説明を

こころがけていただき感謝しています。 

42 関 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 

3 種類の IR で必要とされる能力・プロセスをご紹介いただき、個別にはおおむね

理解できましたが、全てを統合することが少し難しいかと感じた。 
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id 所属 (1)内容 時間 満足度 (2)理由 

43 公 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

評価について自分にとって「点」でしかなかった様々な情報を、先生方の巧みな

講義により線につながったような気がします。 

44 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

初心者にもわかりやすくよかったです。 

勉強になりました。 

前後の人とディスカッションするときに知識が少ないのでちょっと困りました。 

45 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

研究論文に基づいて、学問的な見地から、IR の知識や考え方を学ぶことができ

た。 

46 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

全体会で個人ワークが入るのは良かったですが、人数が多すぎるので 3 回は少

し多いと思いました。 

1 回 1 回を少し長めにして 2 回位にすると、間も空かずちょうど良さそうな感じがい

たします。 

47 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

非常に興味深い講演でしたが、アカデミックな要素も多く、理解が難しいところが

あった。 

48 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

H27.7 に評価担当部署に異動となり、知識もない中参加させていただきました

が、IR というものを理解できた気がします。 

（もちろん、まだまだ知識を深めていく必要がありますが） 

49 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

周囲の方と話す機会があり、問題点の共有ができたからです。 

IR の情報収集の仕方など気軽に話せる人ができ、とても有意義でした。 

初めての IR の際に IR 情報を探すならこのサイト、というのがあると良いと思いまし

た。 

50 国 
③どちらと

もいえない 

④やや

短い 

②概ね満

足 
  

51 国 
①理解でき

た 

③丁度

よい 

②概ね満

足 
  

52 － 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 
  

53 国 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 

・理論は良くわかりましたが、日本の実践事例を行っていただきたいです。 

・各国の高等教育事情を教えていただければ有難いです。 

54 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

グループワークはよいと思います 

佐藤先生のおはなしはよくわかりました。 

SPIN DOCTOR ということは、目新しく勉強しました。 

「組織学習」という言葉は、ややわかりにくかったです。 

55 国 
①理解でき

た 
①長い 

②概ね満

足 
附箋を使ったワークで理解が深まりました。 

56 － 
③どちらと

もいえない 

②やや

長い 

②概ね満

足 

概念的な話が多く、理解が少し難しかったと思いました。 

サッカーは個人的に興味があまりないため、わかりづらかったです（笑） 

講師のみなさま、ありがとうございました。 
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id 所属 (1)内容 時間 満足度 (2)理由 

57 国 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 

②概ね満

足 

1 日目は全体的な内容→2 日目は理解度に応じたセッションになるので、より理

解度が高まったと思う 

58 国 

④やや理

解できなか

った 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

概念的なことは、理解できたが、実際にどう活かすかがなかなかイメージできなか

った。 

59 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

ワークをしながら理解を進めていけたので、構成がよかったと思います。 

自分自身の立ち位置を意識できたことが今回のセミナーで得たことでした。 

アメリカ型と日本型の違いを理解し、日本型のメリットを文脈に生かしていくことが

重要だと思いました。 

60 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね満

足 

大学評価と IR は本来異なると思われますが、初心者向けにそれを同じとして扱

われたため、苦しい説明になったのでは？（苦笑） 

お疲れさまでした。 

61 私 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 

内容：①アメリカの IR の文脈が日本の文脈とかなり異なっていることがわかった 

②また、３つの知性等についても、論文を書く上で構成された部分があることがわ

かった 

③IR は、各大学の課題の課題の定式化とその解決へ向けて、また質向上のため

に必要なものと理解した 

62 － 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足   

63 私 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 情報支援サークルについて、ワークもあり、分かりやすく理解できました。 

64 － 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 
①満足   

65 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 

直接 IR を担当しているわけではないが、室員として IR 業務の理解が出来たと思

う。 

66 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 スピンドクターの概念が難しかったが、ほかはわかりやすかった。 

67 私 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 わかりやすい説明で毎回勉強になっております。 

68 関 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 

IR とは何か、IR とはどのように実践されるべきか、勉強させていただきました。 

実作業で経験していない分、むずかしい部分もありましたが、参加者との討論で

補完できましたし、色々な方との意見交換の足がかりとなって、非常に有意義な

時間となりました。 

69 私 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 

ペアワークを 3 回行い、知り合いを増やすこともでき、他大学の状況を知ることに

もつながり、非常に満足度の高い内容でした。 

70 私 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 

ただ講義を聞くだけでなく、自分に置きかえる課題があったので知識がスムーズ

に吸収できたと思います。 
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id 所属 (1)内容 時間 満足度 (2)理由 

71 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 講義だけでなくワークも取り入れながらだったので良かったです。 

72 公 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 3 セクションについてグループワークを通じて理解できました。 

73 私 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 

4 つの顔、3 つのインテリジェンス、情報支援サークルなどやや難解な話題ではあ

りましたが、ワークを通じて、自身の業務、自大学の文脈に落とし込むことができ

ました。 

74 公 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 

3 つの知、4 つの顔について知ることができ、理解が深まりました。 

ペアワークのおかげで他大学の方とも交流ができ、よかったです。 

内容は盛り沢山でしたが、ペアワークのおかげで時間の長さも感じず、楽しかっ

たです。 

75 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 

講義内容についても興味がある内容であったこと。また、他大学との方と、意見交

換ができたことです。 

76 国 
②概ね理

解できた 

④やや

短い 
①満足 

ワークにする意義がよく分からないが、ワークのために時間的にきゅうくつになっ

ている感がある。共有の相手には事前調整が必要なのでは？ 

77 公 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 

本学では IR は端緒についたばかりであるため、ワークショップは難しかったで

す。しかし、他大学の様々な方がどのようなことをされているのかを知ることが出

来たので、有意義であったと感じています。 

78 私 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 

自分の業務をふり返りながら IR についての知識を得ることで、普段の業務にどう

結びつけていくかイメージをつくりやすかったから。 

準備等大変だったかと思いますが、ありがとうございました。 

79 私 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 

IR担当者として、学内でどのようなスタンスでいるべきか、IRオフィスをどの様なか

たちにしていくべきか、ずっと悩んでいた事が、少し方向性が見えてきたと思いま

す。 

80 公 
②概ね理

解できた 
  ①満足 

個人ワークは悩みました。 

サッカーの話は後からじわ～っと効果を感じましたが（サッカー恐るべし！）ワーク

は 1 番苦しみました。 

逆に支援サークルは話は 1 番「？」となっていたのですがワークでおなかに落ち

た感じです。 

81 国 
②概ね理

解できた 

②やや

長い 
①満足 

IR は初心者でしたので、少し難しく感じる部分もあったのですが、全体的にはと

てもよくわかりました。参加させて頂きよかったです。 

最後の小湊先生のまとめのお話で、より理解が深まりました。 

82 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 

現状把握、現状分析をどのように活かすのか等について学べました。又、近隣の

方の討論を行い情報共有ができ有意義な時間を過ごせました。 

又、サイトをみて色々学んでいこうと思います。 

83 － 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 難しい分献をかみくだいて説明頂き、わかりやすかった。 
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84 国 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 

新たな考え方、情報にたくさんふれることができました。 

ありがとうございました。 

85 国 
②概ね理

解できた 

③丁度

よい 
①満足 ワークはいい刺激となり、来年もお願いいたします。 

86 国 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足   

87 私 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 

・米国で研究がなされている IR について、体系的にご説明くださり、理解を深め

ることができた 

・グループワークやディスカッションで、他大学の方と交流ができ人脈が広がる 

・ワークの効果を共有いただけるので、他人の考え方も共有でき、大変勉強にな

った 

88 国 
①理解でき

た 

③丁度

よい 
①満足 講義と演習を交えた内容で、わかりやすかったです。 

89 私 
   

（すみません欠席でした） 

所属 国：国立大学 公：公立大学 私：私立大学 関：関係機関 －：記入無し 
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平成 27 年度大学評価担当者集会（H27.8.27） 

参加者全員へのンケート結果（情報交換会編） 

 

 アンケートは、参加者 107 人（うちスタッフ 14 人）中 89 人から回答があった。 

 

○ 情報交換会について 

 8 月 27 日の夕方に開催した情報交換会には 63 人の参加があり、そのうち 28 人からアンケート

で意見があった。感想・要望で最も多かったのは、他大学の参加者と率直な意見交換ができたこ

とを喜ぶ声であった。会の目的は一定程度果たせたものと思う。企画や料理については改善を求

める声が一部であった。 

 

 

 

 

（藤井［名古屋大］） 
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id 所属 感想、要望 

3 私 大変良かったです。 

6 私 
まぁまぁかなと 

差し入れ方式は、アイディアですが、酒好きの会になってしまうのが、吉とでるか凶とでるか 

7 私 各地の美酒を味わうことができ、多くの方々とお話ができ、満足しています。 

10 国 情報交換がフランクに出来た 

11 国 大変良かったと思います 

18 国 出身地の話題など別な意味での有効な研修となりました。 

22 国 各地の日本酒が飲めてよかったです。 

25 国 仕事内容に関わることはもちろん、その他のことについてもお話することができ、良かったです。 

27 国 評価業務を行う上で、他大学の方とのつながりがもてたと思っており、参加してよかったです。 

31 国 全国お酒試飲会が良かった。つい飲み過ぎてしまった。（実は 2 日目の午前中はつらかった…） 

35 私 
参加することによって、28 日のセッションがとてもやりやすかったです。 

インフォーマルな部分が大事だということ、人が作ってるということが実感できました。 

37 私 
やや料理の量・種類が少なめだったかなと思いました。もっとも会費が 2 千円ではやむを得ないのかもしれませんが。全体

の参加者数に対して、同会への参加者が少ないとも思いました。 

39 国 
各大学様からよせられたお酒が豊富にあり、どれもおいしかった。 

他大学担当者からのお話も聞けて充実したものとなった。 

42 関 様々なカテゴリーの方とお話しし、交流ができて大変よかったです。 

46 国 とても良かったです 

47 国 いろいろな方と話をすることができ、大変たのしかった。 

48 国 多くの方とお話しすることができ、大変良い機会になりました。 

51 国 他大学の方々と貴重な意見交換が出来、有意義でした。 

54 国 よかったです 

58 国 楽しかった 

59 国 いろいろな方とはなしをすることができました。ありがとうございました。。こんどはお酒をもってきます！ 

61 私 多くの人々と話しができ、他大学の実情が聞けて有益であった。ごちそうもおいしかった。 

65 国 ・全国のおいしいお酒が飲めた。・オフレコの話が出来良かった。 

66 国 いろいろな大学の方と話ができ、楽しかったです。 

69 私 初参加でした。ざっくばらんにたくさんの方とお話でき、非常に有意義な時間となりました。 

70 私 
着席でもよかったかもしれません。席は最初だけ決まっていて、その後はフレキシブルでも良いかもしれません。（拠り所が

ないと逆に交流が難しい？） 

73 私 1 人客に対する大川先生の配慮には頭が下がります。 

76 国 事前の班分け、席がえ等があるとよい。 

77 公 楽しく参加させていただきました。たくさん名刺交換させていただきました。 

79 私 多くの大学の皆様と名刺交換、情報交換ができ、とても有意義な時間でした。 

所属 国：国立大学 公：公立大学 私：私立大学 関：関係機関 －：記入無し 

「不参加でした」等の参加していないことを記入されていた回答は除外した。 
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平成 27 年度大学評価担当者集会（H27.8.27-28） 

参加者全員へのンケート結果（担当者集会全体編） 

 

 アンケートは、参加者 107 人（うちスタッフ 14 人）中 89 人から回答があった。 

 

１．大学評価担当者集会全体を通して 

 良かった点については 67 人から回答があった。特に多かった意見は「他大学の情報を得たこ

と」、「ワーク形式（個人、グループ）」、「事例・解決法を得られた」、「ＩＲの基礎が分かっ

た」である。今年から導入した名札へのシール貼付についても好意的な意見があった。 

 悪かった点については 25 人から回答があった。「時間について（全体会での時間不足、時間超

過など）」、「他大学事情や事例をもっと知りたかった」、「ＩＲと評価は分けたほうがよかった」

「知りたいことを得られなかった」などに複数の意見があった。 

 他大学の事情や事例については、多くの参加者が知りたいという要望があるにも関わらず、今

回の企画（ペアワーク、グループディスカッション、情報交換会など）でカバーしきれない部分

があるようである。 

 

 

２．来年取り扱って欲しいテーマ・内容 

 38人から回答があった。グラフには、複数の意見があったテーマのみ記載している。最も多か

ったのは、他大学の事例を、うまくいかなかった事例も含めてとりあげてほしいという意見であ

った。続いて、業務で使える分析のテンプレートの紹介、ＩＲの初心者向け講習、という意見が

あった。数は少なかったが時期的なものとして、国立大学法人評価第 3 期中期目標期間における

評価対応や指標について、認証評価第３サイクルについてという意見があった。 
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３．次回以降の開催地の希望内容に 

 33人から回答があった。最も多かったのは、引き続き神戸での開催を希望する意見で、今回の

参加者が近畿地方が多かったこととも強く関連していると推測できる。北海道・東北地方 4 件、

関東地方 6 件、中部地方 4 件など、より東の地区での開催を希望する意見もあった。 

 

４．その他の意見 

 34人から回答があった。主催者への御礼が記されたものが多く、参加者が充実感を得られたこ

とは主催者としても喜びである。 

 また、これまでの各項で紹介した意見以外では、全国の大学評価担当者が集まる場で情報交換

できたことがよかった、この集会以外でも評価担当者と話す機会をもっと設けてほしいというよ

うな、評価担当者にフォーカスした意見があった。主催者側は、大学評価とＩＲには共通した業

務・考え方も多くあるという考えのもとで今回の集会を企画したが、参加者の中には両者を分け

てほしいという意見があるなど、大学評価とＩＲの一致しない部分に興味関心があったり問題意

識を抱えていたりすることが伺えた。 

 今回のアンケートでいただいたご意見は、次回以降の企画の参考にさせていただきます。 

 

（藤井［名古屋大］） 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱って欲し

いテーマ・内容 

次回以降の開催

地の希望 

その他ご意見・ご要

望等 

3 

① 
私 

名札など、自分の属性

についてわかりやすく示

す工夫がよいと思いまし

た。 

・IR と評価は分けた集会

にした方がよいと感じま

した。 

・プログラムの選択がむ

ずかしかったです。 

（経験はないが聴講した

いテーマ VS 経験がない

ので選択せざるを得な

いテーマ） 

資料を見てやっぱりこっ

ちが良かった等思ってし

まいました。 

   

6 

③ 
私 

あまり良かったと感じえ

なかったです 

研究者主宰の会なの

で、IR 理論が中心になっ

てしまっていたのが、実

務家の集まりにおいて

は、不要だったかなと思

いました 

実務家の課題を拾

い上げてほしい 

西が中心の会な

ので、段々と東、

北へと移動しては

と思います。 

教学 IR に関する団

体とのコラボレーシ

ョンについて検討を

お願いします。 

教育工学会などとコ

ラボしてはいかがで

しょうか？ 

7 

① 
私 開催場所 

 

評価と IR の実践例

の中で、うまくゆか

なかった例などを取

り上げて、その解決

策などを共有するこ

と。 

  

10 

① 
国 

他大学の状況を知ること

ができた 
特になし 

IR→政策・意志決定

を行った事例を紹介

して頂けると嬉しい

と感じました。 

交通の便が良い

所。  

11 

① 
国 

米国における IR の実務

をされている方のお話が

聞けて大変役に立った。 

特になし 

各大学における具

体的な IR データ活

用事例 

関東 
 

12 

① 
国 

IR についてかなり理解

が進んだ。 
なし 

自己点検・評価の結

果をどのように生か

し実質的に役立てる

にはどうするか？ 

特になし なし 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点

来年取り扱って欲し

いテーマ・内容 

次回以降の開

催地の希望 
その他ご意見・ご要望等 

13 

① 
国 

初めて参加させていただいたの

ですが、2 日目のセッションで、同

じ課題を他大学の方も抱えてい

るということを知ることができた点

がとても良かったです。 

そして、とにかく楽しかったです。 

    

14 

① 
－ 

・他大学で同じように評価業務に

携わっている教職員と課題等を

共有できたこと 

・IR については初心者であるが、

第一線で携わっている先生方の

講義を受けられたこと 

特にありま

せん 

・データ分析・収集

（IR・評価双方にか

かわるもの） 

・IR と評価の関係 

神戸大学でも問

題ないと思いま

す。ただ関東圏

の方が人が集

まりやすいとも

思われます。 

 

16 

① 
－ 

基本的なことからわかってよかっ

たです。 

多くの人と話せて、人脈も広がり

ました。 

 
EM と IR 神戸大学 

 

17 

① 
－ 

実務担当者の現場での課題等

の話を聞けたこと 

忙しかった

こと    

18 

① 
国 

共通の問題意識を持ち、良くする

ための苦労について、意見交換

が出来た。 
   

お世話になりました。有意

義な研修でした。今後もお

世話になると思いますが、

よろしくお願いします。 

20

① 
国 

・IR に対して初心者なので、基礎

的な部分や他大学の方と情報

（課題等）の共有を図れたことが

良かった。 

・この研修

会の中で

も、各大学

の IR の事

例を取り扱

って欲しい

と思った。 

IR 業務と平行して行

う自己評価書の作

成の仕方について

の講義があるとうれ

しいかなと思いま

す。 

特になし 

・2 日間このような研修の

場を設けていただき、あり

がとうございました。 

・これらの話し合いを参考

にしながら、今後の仕事に

いかしていきたいと思いま

す。 

21

① 
国 

・全体会でも、他大学の人達と意

見交換したりする機会（個人ワー

ク）を設けてあった所。 

・全体会の発表者の発表が、初

級者でも分かりやすいように工

夫されていた。 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱って欲

しいテーマ・内容 

次回以降の開

催地の希望 

その他ご意見・ご要望

等 

23

① 
国 

新たな知見、新しいネット

ワークが得られた事 

今後役立てていきたいと

思う 

   

色々とありがとうござ

いました 

24

① 
国 

他大学の方々とのネットワ

ーク作り、意見交換ができ

た点 

特になし 
IR に関する具体

的な事例 

特定の場所に

対する希望は

ありません 
 

25

① 
国 

他大学の状況を知ること

ができた点 

実務者レベルの解決法が

聞けた点 

 

IR については来

年もあってよいと

思います 
  

26

① 
国 

2 日目は、各班に分かれて

の討論でしたので、各大学

の実状が分かり、大変参

考になった。 

もう少し各大学の実状を

知る時間を設けていた

だければ幸いです。 

（情報交換会に参加出

来なかったので、申し訳

ございません） 

 

神戸大学で継

続していただけ

れば幸いです。 
 

27

① 
国 

   

神戸大がよいで

す  

28

① 
国 

各所属機関の課題を把握

できた事。 
特になし。 

評価・IR を活用し

た事例を説明して

ほしい。 

同じ場所 

ファシリテーターの先

生に感謝。お世話に

なりました。 

開催時期は暑いので

ビミョー。 

30

① 
国 

・IR については、何の知識

もなかったので、とてもい

い勉強になりました。 

・同じような悩みを皆さん

抱えているんだなと思っ

て、少し気持ちが楽になり

ました。 

・IR 色が強かったか

な．．．    

31

① 
国 

悩みや不安を共有する事

ができた点 

他機関の職員の方との交

流が持てた点 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱って欲

しいテーマ・内容 

次回以降の開

催地の希望 

その他ご意見・ご要望

等 

32

① 
国 

他大学の事例、課題につ

いて知ることができた。 

課題は、報告書を作成す

るに当たり（無理やりにで

も？）年度計画に入れるこ

とで、取組を推進するとい

った発想は自分にはなか

ったので新鮮だった。 

特になし 

第 3 期の中期目

標、中期計画（評

価）と第 3 期の運

営費交付金の配

分のための指標

等（に基づく評価）

の関係性 

特になし 

このような、評価担当

者が集う場は、あまり

ないので、色々な大学

の事情を知ることがで

き、大変勉強になりま

した。 

33

① 
国 

他大学の方との交流がで

きた事 

課題の理解が深められた

事 

    

34

② 
国 

非日常的機会を設けてい

ただけた事自体、とても有

難く感じました。 

全体会で最前列に座り

ましたが、照明のこまめ

な ON、OFF がとても目

に辛かったです。 

   

35

② 
私 

    

ご準備頂いた先生、ス

タッフの皆様、神戸大

学様、色々とありがと

うございました。 

36

② 
国 グループワーク 

IR と評価の違いや今後

の対応がわかりにくかっ

た 

第 3 期中期目標

期間についての

評価対応 

神戸大がよい 
 

37

② 
私 

IR の理解についてとっか

かりができたことは良かっ

た。 

全体会で、附箋紙を使う

作業がありましたが、PP

が短時間のうちに時刻

の表示になってしまった

ため、内容と色を一致さ

せるのを間違えてしまい

ました（資料をカラーコピ

ーしていなかったため） 

評価者としての視

点を養うようなセ

ッションもいいかも

山形 or 福岡 
 

39

② 
国 

分科会では、普段の業務

に近い題材で有意義に作

業できた。 
  

東京 
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id 
所

属 
良かった点 

悪かっ

た点 

来年取り扱って欲しいテ

ーマ・内容 
次回以降の開催地の希望 

その他ご意見・

ご要望等 

40

② 
国 

レベル別での分科会は、今後の

自身の業務に活かせるものであ

り、大変有意義なものとなった。 

とくに

なし 

・個人ワーク 

 

・グループワーク 

神戸大 

勉強になりまし

た。ありがとうご

ざいました。 

41

② 
公 

たんにレクチャーを聞くだけでは

なく、演習が採り入れられている

おかげで理解が深まりました。 
    

42

② 
関 

初心者向けのプログラムが充実

していた点。 

オーガナイズが非常にすばらし

かった。 

特にな

し。 

データ収集・分析などプ

ラクティカルな内容があ

るとなお良いかと思いま

した。 

特になし。 

ご準備、当日の

運営まで非常

にお世話になり

ました。 

43

② 
公 

グループワークを通じて、実際に

作業をしたり、他大学の方と意見

を交わすことができたこと。 
 

第三期認証評価に向け

た動きなどについて 

関東地方（但し、東京都を

除く） 

中部地方（名古屋） 

神戸大学さんがイヤ、とい

う訳ではありませんが、

色々な大学を訪れる機会

になれば良いと思います。 

 

44

② 
国 

・とても勉強になった。（考え方な

ど） 

・よい刺激になりました。 

なし 
 

神戸大学 
準備等ありがと

うございました 

45

② 
国 

名札が工夫されていて、初めて

の人ともすぐに仲良くなれた。     

46

② 
国 

レベル別にプログラムがあるの

で非常に参加しやすい点です。 

特にあ

りませ

ん。 

特にありませんが、今年

のように複数のプログラ

ムから選べるようにして

ほしいです。 

 

ありがとうござ

いました。 

47

② 
国 

評価や IR に関して、基本的な知

識を得ることができた点 

また、他機関の方とも情報を共

有することができ有意義でした 

ありま

せん 

評価を改善に活かすた

め方法など 
なし なし 

48

② 
国 

全体を通して他大学の方と話す

機会があって良かったです。     
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱って欲しいテー

マ・内容 

次回以降の開

催地の希望 

その他ご意見・

ご要望等 

49

② 
国 

・周囲の方と話す機会が

多く、問題点が共有できた

こと 

・なんとなくで評価をしてい

たので、こういう初級セッ

ションは助かりました 

・色紙で議論することが、

理解が深まるきっかけに

なりました 

・27 日の午前の部で

周りと話す何かがあ

ればと思いました。 

・IR の実務（レポート、分

析、など評価初級みたい

なもの） 

 

・実績報告書の評価 

関東 

・他大学の評価

担当者と話す機

会をもっと設け

て欲しいです。 

 

（集会以外で） 

50

② 
国 

 
時間不足 

   

51

② 
国 

初心者向けのセッションを

受講したが、とても分かり

易かった。 

特にありません。 特にありません。 特にありません 

とても勉強にな

りました。ありが

とうございまし

た。 

53

③ 
国 IR の基礎がわかった 

具体の分析に関する

意見交換が少なかっ

た 

具体的な分析に関するチ

ームディスカッション・発表
特にありません 特にありません

54

③ 
国 

ワークショップ形式はよか

ったです。     

56

③ 
－ 

コンソーシアムスタッフの

みなさまが、前向きな姿で

進行している（ように感じら

れました）のが、よかった

です。 

内容も、IR について、基本

的な用語解説 

1 日目の全体会は、1

つ 1 つの解説の時間

が短かったのか、ちょ

っと理解しづらかった

です。理解しづらいま

ま、個人ワークに取り

組んでしまったので、

主旨にそったワークが

提出できたか不安で

す。 

IR、評価をやってみて、よ

かったこと、悪かったこと、

あるある 

→IR や評価の取りまとめ

てみて、失敗談、工夫した

ら良かったことこんな事が

あったなど、参加者同士の

情報交換もかねて、参加

者からの問題提起でとりく

んでみてはいかがでしょう

か。 

→と思ったら上級セッショ

ンでこれに似たことがあり

ました 

神戸大で構い

ません 

スタッフのみな

さまご苦労様で

した 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱って欲

しいテーマ・内容 

次回以降の開

催地の希望 

その他ご意見・ご

要望等 

57

③ 
国 

・2 日目の作業は具体性

があって分かりやすかっ

た。 

・他大学の情報が分かり

参考になった。 

・1 日目の終了時間の超過。 

予定時間後の予定もあり、10

分の超過はこまる。 

質問内容自体、重要なもので

もなく、あまり意味もなかった。

・ほぼ同じ内容で

良い 

神戸、または大

阪で良い  

58

③ 
国 楽しくすごせた。 難しかった。 

IR 業務、分析テン

プレート 

山形大学、北海

道大学  

59 国 

「評価・IRに対する理解」

を意識して（焦点をあて

て）企画されていたのが

良かった点だと思いまし

た。 

個々の努力では解決できない

ことも理解できたので、自分の

組織に戻ってどう動くかが課

題。これに関しては、動きよう

がない（簡単ではない）ので、

「フラストレーション」がたまっ

た。「組織を動かすには」をとり

あげてもらえると次の行動がで

きるようになるのではないかと

思いました。 

 

評価・IR が活発

でない大学で、

その大評の執

行部をまきこむ

ことができると

よいなと思いま

す。 

これだけの熱心な

参加者を集めて、

このような集会が

できるのはとても

すばらしいと思い

ます。 

もっと広がるとよ

いと思います。 

60 国 参加者が多かった点 
  

参加者分布か

ら西日本が良

いのではないで

しょうか 

機会の提供に感

謝いたします。 

ありがとうござい

ました。 

61

① 
私 

アメリカの大学の仕組み

が聞けたことが良かっ

た。 

運営の先生方がフレンド

リーで、内容も濃くうまく

リードされ、まとめられて

いた。 

ありがとうございました。 

    

62

① 
－ 

グループ・ディスカッショ

ンの時間が、大変有意

義だった。 
    

63

① 
私 

 

・プレセッションは早めに連絡

があると助かります 

・効果的な報告

（レポート）につい

て 

全国から集まり

やすい場所で

あれば 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱って欲し

いテーマ・内容 

次回以降の開

催地の希望 

その他ご意見・ご

要望等 

64

① 
－ 

全体会で前後左右の方と意見交

換する方法は、初めて経験した

形式だったが、他の方の業務を

からめた視点での意見が聞けて

参考になった。 

特になし 
   

66

① 
国 

他大学の事例を聴くことができ

た。 

グループワークで本当の状況を

整理できた。 

とくになし 
  

楽しく、勉強にも

なりました。 

ありがとうござい

ました。 

68

① 
関 

大学の教員の方、職員の方と一

緒に、現在かかえる問題点の共

有および理解ができたと思いま

す。 

まだまだ理解が足りませんので、

引き続き勉強していきたいと思い

ます。 

特にありません。 
  

昨年にひきつづ

き、参加させてい

ただきました。 

毎年、企業の参

加も許可いただき

ありがとうござい

ます。 

69

① 
私 

グループワーク・ペアワークがい

くつも用意されているのが有難い

です。講義で勉強しつつ、他大学

の例示を伺い知ることができる

のは魅力的です。「（同じ悩み・課

題を抱えている）職員が多い」と

いうことも特色かと思います。 

国立大学の方の割

合が例年よりも多か

ったのが残念でし

た。グループワーク

の班で私大が一人

だったので、もう少し

国公私立の比率に

配慮頂けましたら幸

いです。 

ファクトブックの見せ

方（中身）、作成する

目的 

明治大学はい

かがでしょうか  

70

① 
私 

講義よりワークが多く、自分で考

える＋他の方の考えが伺えた

点。 

具体事例等共有の

場が少なかった点。

具体的な例（退学者

分析等）について参

考データを使って、

どんな分析・プレゼ

ンをするかを検討す

るワークがやってみ

たいです。 

名古屋（地理的

に中心？） 

非常に参考になり

ました。 

ありがとうござい

ました。 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱っ

て欲しいテー

マ・内容 

次回以降

の開催地

の希望 

その他ご意見・ご要望等

71

① 
国 

評価・IR に関する報告を伺うことが

でき、勉強になりました。 

また 2 日目の分科会では実際に議

論もできたので他大学の方と情報

共有を行うことができました。 

    

72

① 
公 

・特に 1 日目の嶌田先生のご講演

については日常の業務を体系化で

きたと思います。 

（日常的に模索している業務が、無

駄ではないことがわかった。また他

大学の悩みを共有できた。） 

・参加者が研修に集中できるよう各

種の準備が驚くべきレベルで完璧

にされており、感謝申し上げます。 

なし 
 

可能であ

れば、引

き続き神

戸大学様

で開催い

ただけれ

ば幸いで

す 

 

73

① 
私 

・ネームプレートのシール 

・経験年数や関心のある内容ごと

にプログラムを構成されているの

で、成果が得られやすい。 

   

ありがとうございまし

た！ 

74

① 
公 

・他大学との交流 

・課題の共有 

・うまくできなかったと感じました

が、ポスターセッションで評価され

達成感を得られました。 

・ポスターセッションで発

表する人の分担は何時

から何時迄の担当は誰

か明確にするようにして

はいかがでしょうか。 

結局、話す人が限定さ

れてしまうと思います。

（お客様意識） 

  

・参加することで、他大

学での悩みを共有でき、

日頃のモヤモヤを解消

することができました。 

毎年ありがとうございま

す。 

・全国の評価が特定の

様式で行われるようにな

らないものでしょうか…。

75

① 
国 

・IR や評価についての知識が得ら

れたこと。 

・他大学の状況や各大学が抱える

課題等について意見交換ができた

こと。 

・思いあたる点はありま

せん。 
IR 

神大（近

くて助か

ります） 

2 年間に渡り丁寧な対応

をいただきまして誠にあ

りがとうございました。 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱って欲

しいテーマ・内容 

次回以降の開

催地の希望 
その他ご意見・ご要望等

76

① 
国 共感の多さ。 

必ずしも「まとめて終

わる」必要もないので

はないでしょうか。※

各ワークについて 

大学ポートレート

（の状況しだい

で。） 

名古屋、仙台、

福岡の博多あ

たり。 
 

77

② 
公 

自分で考えるワークもあ

り、グループで考えるワー

クもあり、効果を高めるた

めの工夫が凝らされたプ

ログラムであったと思いま

す。 

ほとんどないですが、

他のセッションの人た

ちの感想も聞けたらよ

かったかなと思いま

す。（大学内で 1 人だ

けの参加なので…） 

 
京都・名古屋 

ありがとうございました。

今後ともよろしくお願い

いたします。 

78

② 
私 

ワークを通して同じような

業務をしている他大学の

方と話すことができた点 

プレイベントの 2 種は

10:00～12:00 の間にど

ちらも受けられるのか

と思っていた。 

国・私・公立別課

題共有 
特になし 

ご準備等、大変だったか

と思います。ありがとう

ございました。 

79

② 
私 

・名札でその人の属性等

がひと目でわかったので

良かったと思います。 

 

・全体会での隣席の方と

の討論や、分科会でのグ

ループ討論の機会はとて

も良かったと思います。 

特にありません。 

・IR に関連して、

エンロールメント・

マネジメントにつ

いて 

 

・評価に関して、

学内の他部署等

との関わりについ

て 

特に希望はあり

ませんが、神戸

大学さんはとて

も良い会場だっ

たと思います。 

今回、初めて参加させて

いただきましたが、参加

して良かったと思いま

す。 

今後も、できる限り、イベ

ントには参加させていた

だきたいと思います。 

今後とも、よろしくお願い

いたします。 

2 日間、ありがとうござい

ました。 

80

② 
公 

色々な大学の方と接する

事ができた点。 

 

IR についてしっかり学べた

事。 

（残念だった点） 

 

ワーク以外の事、デー

タベースやシステム対

応などについても話し

をきけたら嬉しかった

です。 

システムについて

 

（ちょっとズレます

が…） 

特になし 
どうもありがとうございま

した。 
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id 
所

属 
良かった点 悪かった点 

来年取り扱って欲

しいテーマ・内容 

次回以降の開

催地の希望 
その他ご意見・ご要望等

81

② 
国 

・初心者でもわかりやすか

った点 

・出会い 

・2 日間という日程 ・IR ・関東 

1 日間であればより参加

しやすかったですが。 

参加させて頂き本当に

よかったです。 

ありがとうございました。

82

② 
国 

色々な機関・大学の方と

意見交換ができ良かった

です。 

又、色紙を使うことによっ

て視覚効果もあり楽しく学

べました 

    

83

② 
－ 

かみくだいて説明してもら

えたので初心者にもわか

りやすかったです。 
    

85

③ 
国 

普段知ることのない事例

等を学べ大変勉強になり

ました 
 

大学ランキングへ

の対応について  

来年も参加したいと思い

ます。 

出来れば、分科会にお

いて事例紹介をもう少し

詳しくしていただければ

ありがたいです。 

86

③ 
国 

・IR をめぐる大学間の考え

方の意見交換 

・関係者を知ったこと 

・「他を知り自分たちを考え

る」いい機会でした 

    

89

① 
私 

・幹事の先生方や他大学

の職員の方とお話できた

こと 

・切り口や事例などが参考

になったこと 

   

今回もありがとうござい

ました 

所属 国：国立大学 公：公立大学 私：私立大学 関：関係機関 －：記入無し 

丸数字は分科会を示す。id は全体から通して同一である。 
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アンケートのお願い 

 

本日は、ご参加いただきありがとうございました。来年度以降も継続的に大学評価担当者集会を企画しておりま

す。つきましては、ご参加いただいた分科会及び集会全体に対してご意見をいただければと思います。ご協力よろ

しくお願いいたします。 

アンケート結果は、原則的に、大学評価コンソーシアム web サイトの活動報告や報告書で公表しさせていただき

ます。お名前は、公表されません。またご所属は国公私立の別のみ公表されます。＊無記名でも結構です。 

お名前            ご所属     

 

１． 全体会（27 日午後）について、おうかがいします。 

（１）．全体会について、該当する番号に丸をつけてください。 

満足度： ①満足 ②概ね満足 ③どちらともい

えない 

④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ① 長い ② やや長い ③ 丁度よい ④ やや短い ⑤ 短い 

内容： ① 理解できた ②概ね理解でき

た 

③どちらともい

えない 

④やや理解でき

なかった 

⑤理解できなか

った 

 

（２）．（１）で回答された理由をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 分科会（28 日）について、おうかがいします。 

（１）．どの分科会に参加されましたか。該当する番号に丸をつけてください。 

① 評価・IR 実践セッション ② 評価初級セッション ③ IR 上級セッション 

 

（２）．参加された分科会の満足度について、該当する番号に丸をつけてください。 

満足度： ①満足 ②概ね満足 ③どちらともい

えない 

④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ① 長い ② やや長い ③ 丁度よい ④ やや短い ⑤ 短い 

 

（３）．（２）で回答された理由をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

裏面もご回答ください 
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３． プレイベント（27 日午前）について、おうかがいします。 

（１）．プレイベントに参加されましたか。該当する番号に丸をつけてください。 

① 「米国 IR・指標」に参加した ② 「はじめての IR」に参加した ③ 参加しない 

 

（２）．参加された方は満足度について、該当する番号に丸をつけてください。 

①満足 ②概ね満足 ③どちらともいえない ④やや不満足 ⑤不満足 

 

※プレイベントについてコメント等がありましたら、５．「その他ご意見・ご要望等」にご記入ください。 

 

４． 情報交換会（27 日）について、感想、ご要望があればご記入ください。 

 

 

 

 

 

５． 大学評価担当者集会全体を通して、以下の点についてご自由にご記入ください。 

良かった点 

 

 

 

 

悪かった点 

 

 

 

 

来年取り扱って欲しいテーマ・内容等 

 

 

 

 

次回以降の開催地のご希望 

 

 

その他ご意見・ご要望等 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。記入後はスタッフにお渡しください。 
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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２７年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ｂ） 「大学の評価・IR 機能

の高度化のための実践知の収集・分析とその活用に関する研究」 （課題番号：15H03469、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） 
平成２５年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（挑戦的萌芽研究）） 「日本の大学経

営におけるデータに裏付けされた意思決定支援の適応可能性に関する研究」 （課題番号：

25590223、研究代表者：浅野茂）   
 
○ 当日のスタッフ 

淺野 昭人*（立命館大学 学生部 次長） 
浅野 茂*（山形大学 学術研究院 教授） 
大野 賢一*（鳥取大学 大学評価室 准教授） 
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 准教授） 
関 隆宏*（新潟大学 経営戦略本部評価センター 准教授） 
土橋 慶章*（神戸大学 企画評価室 准教授） 

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） 
山本 幸一*（明治大学 教学企画部 評価情報事務室 副参事） 
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） 
 
○ 設計に携わったスタッフ 

末次 剛健志（佐賀大学 企画評価課 係長［ＩＲ主担当］） 
 
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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附 録 

 

 

 

・３つのワークの結果について掲載してます。 

・座席番号により、同一者の回答と判明したものは組み合わせて表示しています。 

・座席番号および属性の回答から国公私立の別、評価担当、IR 担当の別などを表記しました。 
 

 

IR の４つの顔（または立ち振る舞い） 
複数回答：110 
単独回答（および組み合わせ特定不能）：111-113 

 
IR の三つの知性 
複数回答：113-117 
単独回答（および組み合わせ特定不能）：118-119 

 
情報支援サークル：組織学習のプロセス 
複数回答：120-126 
単独回答（および組み合わせ特定不能）：127-128 

 



IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

設置 属性 業務 q1：スピンドクター q2：情報精通者 q3：政策分析者 q4：学者・研究者

国立 専門職 IR
①研究指標の作成　②人文
社会系中心のため、定量指
標の適用が困難

①研究力分析　②他大学と
比較すると、「強み」がなく「弱
み」ばかりになる。

国立 教員系 IR

①GPAやルーブリックの運用
として何が求められているの
かを調査　②２つの要素を導
入しても全体がシステムとし
て機能しない

①留学生を対象とした授業ア
ンケートの設計を実施　②海
外での授業アンケートをもと
に自大学版を作ったが、何が
学生の成長に寄与している
のか、不明点が多くありきた
りのアンケートになっている
→学者・研究者としてのIRと
重なる

国立 事務系 評価

①中期目標・計画・年度計画
に対する実績の作成支援
②「やらなければならないこ
と」（実績として必要な取組）
を学内全体の合意を得て進
めるのが困難。

正確なデータ収集が困難。後
で訂正することも多々

国立 事務系 評価

①中期計画、年度計画の進
捗状況のチェック、達成に向
けた支援・助言　②中期計画
が目指すもの、達成すべきこ
との共有がなされていない

①法人評価（学部・研究科）
の現況調査表のチェック・修
正　②分析すべきデータが特
定できない。学部・研究科の
強力（自主的な作業）を得ら
れない。

国立 教員系 評価

自己点検評価で「改善を要す
る点」を評価室から指摘する
が、見かけの改善にとどまり
報告されるケースを散見す
る。実質化を促す手段・手法
が必要。

中期計画に対する成果確認
の指標が無いもの（考えられ
ないもの）がある。計画立案
段階での指標（KPI）について
の考慮がされていない。

私立 事務系 評価

アニュアルレポートの作成
各キャンパスでデータフォー
マットが違う

成果指標の設定と関連調査
の分析（教育の教育方法、学
生の学修時間）　指標の自己
評価の値の基準が異なる達
成しなくても良いという考え
（各学部）

DP：学士力のルーブリック作
成とアセスメント活動の支援
各学部からは数値・情報出す
ことの反発

私立 事務系 評価

①中期行動計画の策定　②
各部署から挙がった計画に
対して、評価指標を追加、
フィードバックを実施、以上の
2点の実現が課題である。

①データブックの作成　②
データを複数の各部署から集
める労力　データの定義づけ
（担当部署と要相談）及び定
義を各部署隅々まで共有す
ること

私立 事務系 評価

①IRデータベースの開発・出
力　②「全学×学部の定義」
で大学全体のデータ把握が
難しい

①学長の方針の具体化検討
②新学部、新キャンパス…
実現可能性まで数量で示して
いるかは難問

私立 事務系 評価 周知すること　←定義づけ 判断してもらう

国立 事務系

①大学に関するデータ集
（ファクトブック）等の作成　②
データの収集が容易なものと
困難なものがある　評価関係
で既に集めているものの活用

①現状分析、今後の意思決
定支援　②執行部の意思、意
向がつかめていない　問題と
している事項

国立 教員系

課題となるデータの抽出作成
得られた結果を大学運営、教
学に反映させるのがBestか
を考える。

①達成目標、指標の立て方
②さじ加減

国立 教員系

①リサーチクエスチョンを受
ける提案　②必要なデータが
整えられていない　何の目的
データを収集し、どの活用す
るか、全学的なコンセンサス
がない

①評価、分析に関する研究
②アンケート調査を学内で行
う上での理解が薄い。

公立 教員系

①学内の各部署で管理され
ているデータの把握　②デー
タカタログの作成

①大学（学部）にミスマッチの
学生への対策　②入学以前
の成績と入学後の学習状況
の調査

私立 事務系

中期目標・中期計画の策定
支援　何をしたいか聞き出す
こと

データの収集と作成　学内
データは基本調査等を活用
学外データは事業報告書を
分析

指標の開発と設定　民間企
業の各種指標を活用（マスコ
ミ、ランキング雑誌等）

成果測定方法の開発と提示
結果の分析　客観性かを見
せたい

私立 事務系
①データの収集　②データが
集まりにくい。協力体制の構
築が必要

①目標値の設定　②設定の
適切性のむずかしさ
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IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

設置 属性 業務 q1：スピンドクター

国立 事務系 IR
①学長を始めとする大学執行部から要請された情報のイメージ化（データの加工）　②抽象的な発言（情報）を的を得た
ものとして作り上げていくか。

国立 教員系 IR
①IRレポートの作成　②大学執行部からのデータリクエストがない　うまくIRが活用されていない　具体的な施策まで落と
し込めていない

私立 事務系 IR
データを整理して、学長、学部長に提供し、改革を促す。　課題としては、IRについての知識・情報が未整理のため、これ
から何回か業務を重ねる必要がある。

国立 事務系 評価
①国立大学法人としての中期目標・中期計画の作成（各担当部署のとりまとめ）　②実現可能性の検討、学内執行部と
の調整、必要性を認識してもらうこと

国立 事務系 評価 ①年度計画/実績の策定/報告支援　②部局等の実態を十分に把握できない→上手く支援できない？

国立 教員系 評価
①大学機関別認証評価の報告書原案作成　中期目標・計画の前文や原案の作成　②大学の現状を把握しつつ将来の
大胆な可能性を示すことの両立

国立 教員系 評価 ①中期目標・計画（第三期）作成支援　②どこまで踏み込んで書き込むか。数値目標なども含めて。

公立 事務系 評価
［認証評価］自己評価書においてデータをもとに客観的な記述をする部分とそれをもとに主観的な判断をする部分があ
り、主観的な記述部分において執筆者と意見が合わないことがあった。

公立 事務系 評価 ①中期計画の策定支援（組織再編を含む）　②大学の現状を設置者にデータに基づき説明できていない。

国立 事務系 その他 ①エビデンスに基づく資源配分　②異なる分野間の調整が困難。納得感の得られる指標の作成。

私立 事務系 その他
①学長や事務局長等、執行部の意志決定に必要な情報（材料）の提示　②大学の方向性とのフィットや指標、データの
示す意味に関する的確な提言、①情報提供に必要な諸情報の収集・分析

私立 事務系 その他
①中期計画の方針作成　②学長の方向性、方針、意志を踏まえた内容を示し、学部、研究科、事務局に中期計画を作
成させること。

私立 教員系 その他
学長に対してIR推進の仕組みを実体化させる必要があることを提言しているが、経営上の課題から困難さを感じてい
る。現状に満足した状況にあり、課題が何であるか十分分析できていない。

私立 事務系 担当する部局の政策決定に関する具体の提案を行う→提案内容の妥当性を示すエビデンスの不足

全学の教育関係の計画・実績の原案作成。　教育の主な担当は部局であるため、全学の特に数値目標を立てることが
困難。

広報のための収集及び集積したデータの分析と可視化

①中長期計画の策定支援（必要性の理解）　②データを用いる重要性の理解不足！ それを補うために充分な説明が必
要

自己点検評価情報を作成（WEB掲載用に加工）

設置 属性 業務 q2：情報精通者

国立 事務系 IR ①各種評価へ対応するためのデータ分析　②データが散在していて収集が困難　データの定義がバラバラ

国立 事務系 IR
①執行部等から求められるデータの提供　②どこに度のようなデータがあるのか　データ保有部局の協力は　データを
どう活用されるか、活用できるデータの提供など

国立 事務系 IR ①データ収集　②データの種類（数）が多く、入手後の整理ができていない。データ内容の把握もできていない。

国立 事務系 IR
①データ集の作成　学内各所に残材するデータを取りまとめ、第三者から見てわかりやすい形で蓄積し、各種調査や評
価等の対応に活用してもらえるようにする。　②どこにどんなデータがあるのか不明、収集するデータの定義が定まって
いない、いつ集めるのか..など学内でのルールがない。

国立 事務系 IR ①データ資料集の作成　学外データベースのデータ提供対応　②データの学内での管理状況を把握するのが難しい

国立 事務系 IR ①評価をするための根拠資料の収集　②評価担当者と現場（担当者）との評価に対する温度差がある

国立 事務系 IR
①ファクトブックの作成　分析レポートの作成　調査業務　②ファクトブックや分析レポートは作成をしてもその後に有効
に活用されているかどうかというところに疑問がある。

国立 教員系 IR ①FACTBOOKの作成　再利用可能な形に整理したデータの公開（学内）　②データ定義の統一　他大学データの収集

国立 教員系 IR
①学生関連データの収集及び精査　研究力評価関連データの収集および精査　②学生関連データ：就職担当教員が毎
年変わる。フォーマットが定められておらず、年によって内容が異なる。　研究関連データ：対象となる●●

国立 教員系 IR
①学生の成績、個人の活動（サークル活動、学外活動）、面談歴の収集と整理　②個人情報を集めるので関連部局から
データを集めたり、本人からの同意を得ることが難しい。整理するときのＤＢの設計

公立 事務系 IR
①具体的な業務内容　照会担当者として学外からの様々な照会に対応し必要なデータを持つ部署へ振り分けて回答し
てもらいとりまとめて依頼先に送付しています。　②どこの部署が何のデータを持っているのか把握し、回答を依頼する
のですが、都度回答内容を（以下なし：嶌田註）

公立 事務系 IR
①文科省への評価対応のためのデータ収集及び分析　②まだIR室も立ち上がっておらず、各部署がこれまで分担して
行っていたことを、きちんと把握した上でIR室に吸い上げることが必要

公立 専門職 IR
①データリクエストへの対応　データ集の作成など　②リクエスト数が多すぎて対応しきれない場合がある。Ｐｒｉｏｒｉｔｙが付
けられない。

私立 事務系 IR
①学校基本調査・学校法人基礎調査　②必要なデータを各部署に依頼して回答してもらっている。二度手間、三度手間
になっている。→データベースの整備や収集方法の改善

関係 事務系 IR
①大学IRの事例収集　②現状、収集した情報を具体的にどう活用するのかが不明確であり、やや集めっぱなし感があ
る。

国立 事務系 IR/評価 ①大学内各種情報データベース構築・整理　②データ選択（要・不要の判断）　データ保存先のシステムがバラバラ

国立 事務系 評価 ①各種評価における資料の作成　②各部署から統一的にデータ・文章記述を収集できない。

国立 事務系 評価 ①学内データの収集と提供　②データ収集者によって、データの種類の定義やカウント方法の定義が異なる。

国立 事務系 評価
①学内にある運営組織（委員会等）の全体像の把握　②組織図が整理されていない、規程の整備が不十分、分類の階
層があいまい

国立 事務系 評価
①基本データ集の作成　②他部署が期限を守らない。数値が違うことが多い。またどのくらいの人が見ているかわから
ず改善点が出てこない。

国立 事務系 評価
①自己点検評価、法人評価に係るデータ収集、分析（経年変化の確認）　中期計画、年度計画の達成状況確認　②全
学を見渡すことが出来る視点がないといけない。部局によって評価（ＩＲ）に対する認識に差がある。
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IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

設置 属性 業務 q2：情報精通者（つづき）

国立 事務系 評価 ①自己評価書等を作成するためのデータや情報の収集　②必要となるデータの所在の把握　効率的な収集・活用

国立 事務系 評価
①他機関からのデータ依頼　②学内のデータ収集のため、多くの部署に照会をかける労力とそれをとりまとめる労力。
年によって指標やフォーマットが変えられてしまう場合がある。

国立 事務系 評価
①データ収集　②データを所持している部署とのコミュニケーション（理解）が不足しており、欲しいデータをもらえるまで
に（何度もやりとりするなど）時間がかかる。

国立 事務系 評価
①データ集の作成　②各部署からのデータの収集　集計方法に時間を費やしている　ファクトブック等の精密な作成が
必要

国立 事務系 評価
①データ集の作成、情報提供　②正確なデータ集を作成するためには労力がかかるが、その割には学内であまり活用
されていないように思われる。

国立 事務系 評価
①データ集の作成、大学ポートレート　②データの信憑性を確認すること。経年でデータを比較した場合、年度により
データ定義が異なる場合がある。

国立 事務系 評価 ①データの整理　②データの定義があいまいなため、毎年度収集しているデータが異なる

国立 事務系 評価
①データを収集して情報として返す　②学内にある様々なデータを収集し、加工して評価に使える情報として発信するた
めのノウハウがない。何がしたいかを明確にし、ピンポイントでデータ収集できるようにし、評価に役立てたい。

国立 事務系 評価
①年度評価等の評価業務の際、各部局から情報収集を行う　②よりよい評価をもらうため良い材料の掘り起こしがたい
へんです。

国立 事務系 評価
①評価（認証評価・法人評価）に必要なデータの収集・提供　②新たに収集の枠組みを構築する必要がある場合、定義
づけが必要　学部横並びで収集が困難な状況　教員個人がデータを持っているケースも。

国立 事務系 評価
①法人評価・認証評価の自己評価書作成時の根拠情報の収集　②情報の所在確認に時間を要する。データ一貫性が
難しい（人事異動）

国立 事務系 評価
業務内容：法人評価、認証評価等の対応として、データ収集、本文の作成等　課題：データ収集の為の依頼先、データ
の有効活用に苦労する、データの適切性の判断に困る

国立 教員系 評価
①NIAD大学情報データベースへのデータ提供　②学内でデータを保持している部署の担当者変更、新しい制度への対
応

国立 教員系 評価 ①データカタログの作成　②データの所在を把握中　現在データの定義を統一しているが難航している。

公立 事務系 評価 ①データ収集　②収集が一元的にされていないため労力がかかる。回答を集める際に定義があいまい。

評価 ①評価を実施する上で必要なデータの収集　②必要なデータが収集できない場合がある

国立 事務系 その他
①教育情報の公表　データ作成　②どこまでの情報を公表することが大学にとって有益かについて不明瞭。（情報収集
にかかる労力との兼ね合いについて）

国立 事務系 その他
①ファクトブックの作成　②現在は共に課題を想定した上で、エビデンスを収集し、証明する方法を採っているが、意味
（説得力）のあるデータを発見（集計）するのに時間を要する。

国立 事務系 その他 ①求められるデータの収集・加工・集計　②データベースにないデータの収集の負荷、集計方法等の明確化とその再現

関係 専門職 その他 ①データの収集　②どこにどのデータがあるのか不明　重複して同様のデータを保持している

国立 事務系 データ資料集の作成、教育情報の公表の作成、学部・研究科等ファクトブックの作成、各種評価のとりまとめ

私立 教員系 ①データの収集、整理・分析によりデータ収集の構築 → 数値でみるK大学を作成する。

私立 事務系 ①大学基礎データ、大学評価結果の収集、作成、提供　②大学評価担当者とＩＲ室が連動していない

私立 事務系
学内における会議の出席率、グラフ化　web上の大学ランキング・グラフ化　大学ポートレートより本学と似た特徴の大
学との比較

関係 専門職 ①データ活用のためのシステム化　②何のデータを収集し、どう活用するのかが定まっていないことが多い

①データ集（データカタログ）の作成　②学内にある調査等のデータ（学校基本調査、大学情報データベース、ランキング
提出用のデータ等）によって定義が異なることがあり,共通のものとして使えないことがある。

学務系情報提供者としての役割　部局毎に異なる定義、業務があり、1つの情報としてまとめるのが困難

①データの作成　②学内のどの部署が必要なデータを持っているか把握するのが困難である。

評価や教学にかかる情報システムやデータベースシステムの企画及び概念設計　情報共有基盤の構築

ベンチマーク用　全国調査データの提供、加工　学部によってベンチマーク先が多様で手間がかかる

①法人評価、認証評価、実績報告書における実績のとりまとめ　②学内の各担当部署に実績を提供してもらう際、内容
の充実度にバラツキがある。また、担当部署に温度差がある。趣旨が伝わりにくい。
データ項目作成、情報収集、整理　学内に散在するデータの収集の統一　数値にあらわれるものとあらわれないもの
（例：卒業生）　集めたデータを必要な時に使えるか

設置 属性 業務 q3：政策分析者

国立 事務系 IR ①政策課題の抽出及び指標設定・管理　②各課題の背景に関する知識不足

国立 事務系 IR
①大学改革につながらういろいろな数値の設定　②目標とする数値が適正なものであるか、いろいろなセクションに係る
数値をどう結びつけるか？（落としどころの設定？）

国立 事務系 IR
①評価結果に伴う学内予算配分→指標の抽出　②学内の各部局の組織評価を活用し、実施する予定だが、役員等に
示すデータ指標が多すぎるため、優れた取組の評価が困難である。

私立 事務系 IR
①教育・研究・経営の改善に資するデータ分析・収集　②何をテーマにするかが思いつき。時に経営（附属病院を含む）
は範囲が広く事例が少ない。テーマを設定する際の問題点をどのデータから拾い上げていくかが課題（執行部、IR担当
者）

国立 事務系 IR/評価
①組織評価の指標設定やデータ収集方法などの仕組み自体の変更（定性的→定量的）　②今年度までは各組織の定
性的な自己点検・評価であったため、指標をどういったものにするのかなど課題だらけである。今年度の実績報告時に
試行を行う予定。

国立 事務系 評価
①目標値の設定　②教員の研究業績に関する情報公開の程度を組織い（部局）評価に反映させる際に目標値をどのよ
うに設定するか。

国立 教員系 評価
①与えられた評価事項についてデータ収集・分析を行い結果を提出する　②評価依頼者（大学本部や文科省）に対して
は、良い成果が出ているように見せかける努力を行い乍ら、内に対しては問題点を挙げ、改善施策を考える。後者は困
難、又、両者を調和させることは困難
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IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

設置 属性 業務 q3：政策分析者（つづき）

国立 教員系 評価
①目標・指標の設定　②目標・指標の策定で全学的な合意を得ること　構成員の内向き指向を外に向けて大学の姿を
知ってもらうこと

私立 事務系 評価 ①IRを使い、組織の課題を浮き彫りにし政策的に提言ができるようにする　②政策提言能力の不足、経験値がない

その他
①目標・計画策定時の指標（数値目標等）の設定　②定量的なデータを目標とする場合の現状分析とその根拠を基に
目標値を決定するのが難しい

中期計画・概算要求の指標設定　目標値の設定が難しい、最後はつかみ

教育研究のプログラム設計及び評価システムの構築

①第三期中期目標・中期計画策定における指標等の設定　②文科省のフォームを更にカスタマイズした形式を採用し、
定量的or定性的な指標等を策定したが、６年後の評価時において数値的目標が高いとのこともあり了解を得ることが困
難であった。

全国データを使用して、過去7年の推移グラフを作成（社会変化の理解促進）

①データの分析の解釈　②必要十分なデータがあるとは限らない　（組織の）文脈が分からないために解釈を効率的に/
適切に行うことが難しい

組織の現況とくに教育プログラムの分析。その内容を執行部に報告。より多角的な視点で考えることの支援を行う。

設置 属性 業務 q4：学者・研究者

国立 教員系 IR
①全学的な学生対象の質問紙調査の企画・設計・分析・報告。教育社会学・高等教育論の研究を援用。　②社会調査
の専門的知識・スキルがある者がIR室に１名。

国立 教員系 評価 ①教育活動の組織的な教育評価方法の提案　②有効な教育評価方法が確立していない。

質のマネジメントシステムの開発研究、講演研修。

学生調査の設計→退学要因の洗い出し　早期内定確保者の特徴分析
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IRの三つの知性

設置 属性 業務 t1：専門的／分析的 t2：課題 t3：文脈

国立 事務系 IR

データ構造や分析方法についての専門
知識はない。

医学部に２年いたため、医学部におけ
る学生系の課題は多少はわかっている
つもりである。大学全体の研究・社会貢
献などの課題は勉強不足である。

３年目で、政治的なものはわからない
が、来年までに予定している新学部設
置、学部改組から大学に求められてい
ることは勉強している。

国立 事務系 IR

修士論文で統計分析を使ったことがあ
る程度で、統計に関する知識、技術が
不足している。

今年の４月に採用。現在の部署に配属
になったため、学内的課題の把握がま
だできていない。一般的な「大学」の課
題については、なんとなくつかんでいる
かと思われる。

今年の４月に採用になったため学内の
人間関係の構築、キーパーソンの把握
ができていない。

国立 事務系 IR

IR室２年目なのでデータ分析の自学自
習はしているが、全然できていない。

教務・学生系の経験が無いため、やや
能力不足であるが、入試方法や財務分
析は経験上でき、課題が何か自分なり
に把握している。

係長クラスなので大学の現状を把握し
ているつもりであるが、学部改組等変革
している中で少しは理解できているつも
りです。

国立 事務系 IR

学内のデータの場所はほぼ把握してい
る。

学生系の業務をしていたため学生系に
関する問題点は把握している

どのタイミングで学内のどのルートで進
めれば話がうまく運ぶか、について知識
が無い。学内の話の流れに関する情報
が入ってこない。

国立 事務系 IR

データ定義、データベース構造は理解。
データ分析についても学生時代、前職
を含めかなり行ってきた。

前部署が監査室であったので大学でど
ういうことが問題になっているか？どう
いった改善が必要かということには多く
触れてきた。ただ少し、大学外（対文科
省等）の意識は少なかったように思う。

今のセクションが４部署目であるが、大
学の戦略、IRを担当する部署なので直
接執行部と接する機会は増えてきたよ
うに思う。

国立 事務系 IR
学務担当していたため教務系のデータ
は理解できるが、それ以外はわからな
い。

国立 専門職 IR
政策法務が修士の専門だったので、政
策評価の知識等を応用。データベース
は院生から使用。

事務局長、各課長、諸先生方とは、院
生のころからのつきあいの延長で色ん
な課題について話す。

院生のころからのつきあいで、何となく
分かるが「何となく」でよいのか不安が
ある。

国立 教員系 IR

生物出身なので基礎がない。データ定
義、データベース構造は×。データ分析
は生物系でやってきたので、概念はか
ろうじて理解可能。

学士教育の経験は10年以上はあり、競
争的資金への申請（学内外）にも関わっ
てきたので課題は把握可能。どのような
教育事業を企画すればよいかは検討で
きる。

センター教員として10年以上学部教員
として15年以上の経験があるので、大
学組織の状況はある程度把握できる。
またコーディネートは重要な仕事と認識
している。

国立 教員系 IR

社会調査の専門的知識・スキルはあ
る。データセットの作成方法、分析もで
きる。

一般的に大学に求められる課題につい
て実証可能な問いを立てることはでき
る。これが研究テーマでもあるため。

現在の所属先は１年目なので学内の
キープレーヤーは把握し切れていな
い。部局によって対応が違う。

国立 教員系 IR

データベースについてはOK　学内の
データの所在についてもだいたい分か
る（つもり）。分析については基本的なと
ころは○。

今後、大学として力を入れていこうとて
いるコトは、なんとなくわかる。

公立 事務系 IR

心理学専攻のため基礎的な統計の手
法は学びました。

教務と研究の両方を経験しているた
め、学内の教育・研究に関する問題点
は把握しています。

最近、８年目ですが、公立大学という大
学外への異動が多い本学の中ではか
なり経験年数が長いため、学内の全体
的な状況は教員とのネットワークにより
よく把握している方だと思います。

公立 専門職 IR
データ分析は応用統計学が専攻分野
だったのでかなり詳しい。

学内での問題点を理解し、データを用
いたエビデンスベースの「問い」は立て
ることができる。

大学内の政治的バランス、意思決定に
おけるキーパーソンは把握できる。

公立 教員系 IR

専門的・分析的な知性はほとんどなし ３０年勤めているので何となくわかって
いるつもり

学生時代から同じ大学にいるので大学
の「風土」についてはかなりよく知ってい
る（但し、問題点に気づいていないかも
しれない。）

私立 事務系 IR

データベース・分析等の知識・技術はな
い。（文学部出身・高校教員から異動）

各種委員会に名を連ねていた結果、大
学の抱える課題等は理解できている。
また多少の意見も述べられる。

認可申請・改組等の業務に携わり大学
の目指す方向性や組織についても少し
ずつ分かってきた　しかし自分の立ち回
り方がまだ分からない。

私立 事務系 IR

データ分析に関してはエクセルデータ
操作等はあまり得意ではない。

学務部関係にいたこともあり、学生につ
いて問題意識を持っているつもりです。
特に2018年問題を目前にして教育の質
保証をしっかりやるべきだと思ってお
り、その為のデータや他大学との比較
の情報を執行部に提供できるよう努め
ている

大学がどう動くのかについては、地方私
立大学にとって2018年問題は深刻で、
地域貢献を含め地域と共に生きる方策
をデータを基に現実的な方策を追求し
たいと思っておりこれからですが着手す
る予定です。

関係 事務系 IR

組織（課レベル）で今どういったことが課
題になっているか、はある程度把握でき
ている。

高等教育の歴史や動向についてはまだ
まだ勉強不足。高等教育全体の中で機
構の立ち位置は何となくわかってきた。
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IRの三つの知性

設置 属性 業務 t1：専門的／分析的 t2：課題 t3：文脈

関係 専門職 IR

小さな組織なので、問題の全体的（全
所的）な把握もそれほど不可能ではな
い。所長レベルの問題についてはまだ
わからないが、それより下のレベルの
問題については概要は把握している。

教員、事務職員のほとんど（90％）が任
期付きの組織であるのと、新しい組織な
ので５年勤務すると所内のキーマンが
誰でどのような政治的な動きがあるの
かもある程度わかるようになった。

国立 事務系 IR/評価

現職について約半年経っただけである
が、多くの会議等に出席するようにな
り、今までよりは多くの情報を耳にする
ようになった

企画課所属となり今までより大学の動
きが見える席・立場になった。

私立 事務系 IR/評価
データベース構造、データ分析もでき
る。（学生時代は経営情報学部）

学長室で働いているので、学内課題を
把握している（教務課も経験している）

教務３年半、総務15年。どこの誰にたの
むよりも政治状況を知っているので、自
分で全て自己完結してしまう。

国立 事務系 評価

システムの技術的な知識はない。こん
なことできたらいいな、とかのアイデア
だけは云える。

教務経験がある。入学相談も経験があ
る。入学者のニーズはわかっているつ
もり。提案はするが戦略にはならない。

第三期・中期目標を決める会議等に参
加してきたのでなんとなく分かる。教務
系にいたこともあり教員はほとんど知っ
ている。コースの課題や人間関係も分
かる。キーパーソンも何となく分かる。で
も技能はない。

国立 事務系 評価

Excelのグラフ作成程度　データベース
からの抽出については、人事、教育、研
究のシステムからデータ抽出はできる。
分析などはできない。

総務・人事系（本部・東京・人社）で約10
年（文科省人事課にも１年）、企画室に
来て３年以上経ったので大学全体の課
題等はおおまかにわかっている。特に
人事や人社系（人社の総務事務にい
た）については詳しい。

いろいろ部局に知り合いがいるので、何
となく大学の状況が見えるが、理系の
教員の部分は全く見えない。自己点検・
評価を全て読み込んでいるので何となく
強みと弱みについてはわかる。

国立 事務系 評価

データベース構造やデータ分析につい
てはやや厳しい

評価担当部署で２年目になるため、学
内で何が課題（教育の質保証、卒業後
の追跡調査）となっているのかについて
は理解している。

自己評価書記載のためのデータがなか
なか集まらない。

国立 事務系 評価

データ定義、データベース構造等はな
んとなく分かるが、データ分析はあまり
分からない。

教務、学生支援、研究・社会連携の関
係部署にいたため、学内の課題につい
てはある程度把握できていると思う。

大学全体の動きについては把握できて
いないことも多いが、キープレーヤーが
誰かはある程度わかってきている。

国立 事務系 評価

評価担当として各種のデータを収集し
て見ているので、データ、収集方法等に
ついては知っている。データ分析までは
できない。

学内の課題については、報告書作成時
に収集した記述等をおもに知る程度

大学の今後の動きまでは詳しく分から
ない。どの問題については誰にきくべき
かといったことは雰囲気でなんとなく。

国立 事務系 評価
経理系が長いので経理関係は少しわ
かる。

学内の教育、研究に関する問題はきび
しい

キーパーソンは学長、理事？

国立 事務系 評価

会計（調達）の流れ、固定資産。評価
（認証、法人）の定義、構造、分析方
法、指標など。大学DB、学校基本調
査、ポートレート。

大学の組織構造、役員への理解。中期
目標に携わったため、大学の各評価。
重点を入れている点、課題は大まかに
理解している。

９年目　病院、大学評価・学位授与機構
も経験しており、（以下なし：嶌田）

国立 事務系 評価
エクセルであれば、簡単な表やグラフは
作成できる。

入試業務であれば現在の問題は少し
はわかる。

各部署のキーパーソンはなんとなくわ
かる。

国立 事務系 評価

どこの部署がどういうデータを持ってい
るかは知っているが、データ定義や詳
細な部分はまだわからない。統計？何
それ？おいしいの？

文科省や国民の意識は理解できる。学
務（教務）、研究支援のどちらもやった
ので、教育、研究のバランスは良いハ
ズ。

大学本部の経験は１年半で１つの部署
が長いためあまり顔が利かない。ポス
顔する人が苦手。飲み会苦手なので
キーパーソン、政治と距離ができてし
まっている。

国立 事務系 評価
データ定義はOK。しかし実際の現場の
データ収集方法については全ては把握
していない。

教育、研究、社会貢献、国際について
は、大体は問題点は押さえている。附
属病院、附属学校は不十分。

学長のリーダーシップがありキーパーソ
ンは学長である。

国立 事務系 評価
まったくの畑違い。文章を書くことも苦
手。エクセルも使いこなせません。

学内の課題が何なのかわからない。唯
一、病院が抱える課題は一部であるが
わかる（前にいた部署だから）

マニュアルどおりにやっているだけ。ど
う活用されるかわからない。

国立 事務系 評価
事務情報関係部署10年越。データ定
義、DB構造は理解。評価の自己評価
書作成でデータ分析も可。

国立大学として第三期中期目標・計画
の策定時に、問題点の洗い出しを実施

学長、執行部と定期的に情報交換を行
う環境があり、大学の方向性を出す情
報が入る。

国立 事務系 評価

データベースの構造など。テクニカルな
ことは弱い。データ分析は学生時代に
少し経験あり。今も簡単なものは行って
いる。

学務系の経験もあるため、学内の課題
把握や戦略などはどちらかといえばで
きる。

大学の状況把握などは新しい情報が集
まる場所にいるため、概ね把握できて
いる。（財務的な話が絡むと弱い。）

国立 事務系 評価

学生→前職からずっとExcelはよく使っ
ていて、データを扱うのは好き。

前の部署が人事・給与関係のためその
分野は得意　教育、学生、財務系は弱
い

大学はまだ５年目なので、まだまだ勉強
不足　別の職業（民間）を経験している
分、プロパーの方より視野は広いと思
う。

国立 事務系 評価

学部で会計・庶務を担当していたことか
ら、学部の構造（運営や意志決定のしく
み）は理解している。全学な構造の把握
は、体感的理解には至っていない。

大学の社会的位置付け、歴史的文脈、
背景まで十分に理解しているとは言え
ない。教職員個人々々の価値観も同
様。現在、企画総務課に所属している
ので、執行部（役員）との距離が近いの
で、大学全体として抱えている大きな課
題について把握できるようになった。
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IRの三つの知性

設置 属性 業務 t1：専門的／分析的 t2：課題 t3：文脈

国立 教員系 評価
データ定義等は学務・成績システム開
発で経験あり。データ分析の知識はな
し。

全学、学部の管理運営の立場の委員を
経験、よくわかる。各組織の欠点はあら
かたわかる。

大学での各役職の所掌は理解。他だし
役員との個人的なつき合いは少なく、個
性やくせの把握はできていない。

国立 教員系 評価
データ分析と可視化のための技術を
持っている。

大学評価室の立場として、解決できる
課題について把握している

大学評価室以外の組織と連携して問題
を解決する

国立 教員系 評価

学内のデータの出てき方、どこにデータ
があるのかなどはなんとなく理解してい
る。

課題に対応するデータが何であるの
か、どのような（に）データを組み合わせ
ることが適当なのか。評価書をまとめる
上でどれを、主な課題にするのかなど
は、意識して進めている。

政策の方向性、改革のスピード等はあ
まり理解していないかもしれない。

国立 教員系 評価
データベースの設計。集計・分析方法
（簡単な）はできる。

大学評価室にいるため、大学の現状は
大まかに（良い点、悪い点）把握でき
る。

改善に向けた支援が少し弱いかも？
立場的にある程度の行動が可能だが、
しっこうぶとの連携が弱いかも？

国立 教員系 評価

教員である私、データ分析だめ。集める
のもだめ。ただしチームとして評価室の
スタッフがネットワークを駆使してやって
くださる。分析も。

学内での問題把握　チームとしてのス
タッフが精通。それを報告書にまとめ上
げるのが教員としての私。文学部哲学
科教育学専攻 研究は大学史、大学制
度　自校教育科目担当 数学だめ

大学がどういう文脈で動くべきか。教員
である私に託された職務。大学は何を
求められているか。それに対して②を照
らし、どうあるべきか。

国立 教員系 評価
組織としては、データ収集分析できる状
況にある。

学内の課題把握等は集約・分析できる
体制にある

大体OK　大学間の動きは見える位置に
いる

国立 教員系 評価

データ定義、データベース構造は与えら
れた課題に対応してきたので難しいか
も。データ分析は評価を長くやってきた
＋研究でも使っているのでできるだろ
う。

学内で何が起こっているのかは大抵、
把握している。それに対して、どのよう
な評価・IR・データ項目を作っていくかは
厳しいかも。

評価を15年近くやり部局の様々な委員
をこなしてきたので問題ない。

公立 事務系 評価

大学職員３ヶ月目。データベース構造な
どは現在確認中。分析はこれから。

課題把握についてもこれから。法人経
営の知識は多少ある。（公益法人業務
の経験あり）

状況把握もこれから。医大特有の関係
など、まだ慣れていない。但し、以前、
教員と駅伝大会に出た縁で、キーパー
ソンとの人脈はあるか？

公立 事務系 評価

学部担当係長を４年経験したので教務
系の知識が身についた。ランキング等
の照会業務を担当しているので、全学
的にどんなデータがどの所属にあるの
かが分かるようになった。

認証評価の自己評価書の事務局を経
験することにより、大学の課題について
おおまかに把握できるようになった。

私立 事務系 評価

データ集計方法・提供元、データ分析、
統計

データ定義のあいまいさ　データ開示
（利用）におけるコンセンサスのとり方

２年目であり、政策動向や大きな流れ
（過去どう動いてきたのかも含め）少し
ずつ知ってきている状態。飲み会には
よく行くので噂レベルの情報はいろいろ
得てきた。

私立 事務系 評価

調査、評価の設計・デザインは大学院
で修得。文科省などの調査事業、評価
事業でも実践

学長室事務として大学の教育・研究の
問いを立て、解決の行動や計画書づく
りをしてきた。

凡ての学内学外の理解はできている
が、IRを活用する状況に至っていない
のは何かまだ不足するものがあると
思っている。

私立 事務系 評価

点検評価＝データ収集／IR担当＝デー
タの定義づけ

現場の苦労への理解度　←　教学を企
画する部門にいる自分

職員12年目＆大学基準協会（１年間）
研修経験あり　学内事情、学外事情は
それなりに理解　But→企画部門にいる
ため現場の苦労、状況を踏まえて判断
するのはもう少し努力要

私立 事務系 評価

データ分析はMooc、大学院でやってき
ている。データ定義はキャンパスで違う
為、全ては分からない。

大学の教育の改革は分かるが、中期計
画は法人事務局の為概要しか分からな
い。現場レベルの問題は分からない。

毎日、大学執行部の会議に参加や、教
授会資料を見ているので、政治はだい
たい分かる。学生は接点がないので価
値観は×。

国立 事務系 その他
データ定義はOK。エクセル、アクセス程
度。簡単な統計の知識。

目の前に課題が押し寄せてくるが、ス
ルーパスも多い

大学本部は把握しているが、部局は？

国立 事務系 その他
大学の基本データ・情報の構造はある
程度OK。データ定義、データベースの
種類等については、知識が乏しい。

学内の各学部における課題は把握して
いる。

学内の意志決定プロセスは把握してい
る。

私立 事務系 その他

大学の状況を表す基本的なデータのあ
りかはわかっている。学内外情報収集
も必要な程度は達成できていると思う。

学長の秘書をしているので、大学全般
の問題動作についても見えているが、
細部については直接的に業務を行って
いないので問いが立てられない。

キーパーソンについては否が応でも見
えてくるが、その次の世代になると難し
い。

私立 教員系 その他

基礎医学研究を続けてきたので、デー
タ分析についてはある程度知っている。

学内での問題点については、過去数年
間評価に携わってきたので、理解でき
ている。

キーパーソンについても把握できている
が、提言の仕組みがない。情報分析に
よって現状の改善を提案してゆきたい。

関係 専門職 その他
データ定義、データベース構造を理解
することに問題はない。

ベンダーという立場上、関係のある課題
のみしか把握できない。背景もしっかり
聞き出す必要がある

把握することが難しい。

その他
データベースの構造、大学運用の流れ

その他 学務系・会計系の知識は厳しい

その他
データの分析等に強いIR担当者は知っ
ている。それぞれの担当者はだいたい
分かる。
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設置 属性 業務 t1：専門的／分析的 t2：課題 t3：文脈

国立 事務系

データ収集。人事労務系の知識。 自分が直接携わっている業務の課題は
把握できるようになってきたと思うが、よ
り全体的な視点となると難しい。

同じ業務に長く携わったことがないの
で、大学全体の把握は難しいが、何を
どこに聞けばよいか等はわかるように
なってきた。

国立 事務系

データ構造、分析は今までの業務で携
わっていないので、ノウハウはない。
データを並べたところで、どう見ればよ
いのか分からない。

会議資料等で大学の強み、弱み、やろ
うとしている事の情報は把握できる。

本部にいるので執行部の考えを少し把
握することができる。総務部や事務局
長と距離がわりと近い

国立 事務系
大学評価を行ってきたため、広く大学の
状況を把握

教学関係の知識が少し弱い（課題もあ
る）

事務組織のキーパーソンは把握　部局
毎の情報はあまり持っていない

国立 事務系 データ収集、ある程度の分析 大学が抱える課題を理解する まだあまり理解できていない。

国立 事務系
誰にデータを依頼すればいいのかわか
る（依頼方法含め）

国立 事務系

データ定義は分からない種類のデータ
もある。データベースは一応、構築され
ている。分析は統計学等は多くは学ば
なかった。

国立 教員系

データの定義（技術・分析）；データ分析
の方法はほぼOK

学内の一般的な課題、あるいは把握を
必要とする項目については大凡把握。
→ただし、その一般的課題のBestの解
決は何かは検討する。

状況把握；どの分野、担当部署がキー
パーソンかは把握。→どのように改善
するかのプロセスを検討中。

国立 教員系
データベースの構築、SQL、プログラム
の作成、統計分析（初級～中級）、解釈
が可能。

学内の問題点を見つけ出す能力は乏し
い。与えられた課題に対する対応は分
かる。

キーパーソンは把握できていないが、そ
の点を熟知している事務担当者との繋
がりを強くしている

国立 教員系
部分的な課題は取り組んでいるが、中
期的な観点による問題への取り組みは
十分でない。

公立 事務系
データの所管がどこか把握。データを分
析する能力が足りないと感じている。

教務系、研究・社会貢献系の部署にい
た経験から、学内における現場の声を
聞くことができる。

私立 事務系
大学評価に関する知識（認証評価・自
己点検）　科研費申請の構造、調書作
成支援　研究者データベースの構築

学事課という部署は情報が集まってくる
ので問題意識は常にある。

20年目なので、学内のガバナンス体制
もパワーバランスもよく分かります。

私立 事務系
データ分析については、断片的に理解
している水準。

一貫教育、教学、キャリア、学生部を経
験しているので、学生関係については
概ね理解している。

学内の意志決定会議、各種検討委員
会に出席しているので、状況把握につ
いてはほぼできている。

私立 事務系
データ分析や解析などはエクセル程度
しか能力が無い。

評価担当者であり大学内の課題発見や
評価・点検はある程度理解できる。

評価書作成の経験から、又、現在の立
場から学長、副学長の意向はなんとか
理解している

私立 事務系
ICT知識、技能　財務、基礎データ作成
教学の経験なし

認証評価業務を通じての課題の把握。
経営数値作成における運営上の問題
把握。

大学の現状はほぼ把握できつつある。
経営幹部に理解を促し、具体的施策を
立案することが課題。

私立 事務系
データ定義、データ分析はある程度理
解しているつもりです。

大学に就職して、まだ半年も経っていま
せん。只、法人の絡みがあるのは分か
りました。
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t1：専門的／分析的
調査にどんなデータがあるか

技術・分析的知識・技能は弱い部分で強化が必要

知識、技能は実務経験を通じて修得してきた

データ定義OK　データ分析 統計学までは不可

データがどこにある、誰が担当であるかはだいたいわかっている。データ分析については初級レベル。

データ分析は学生時代を含めあまりしたことはない。
記述統計、推測統計は授業を担当するレベル。IRの実務に携わるようになってからは多変量解析の基本的なスキルを獲得。SQLも
基本的なコマンドは大丈夫。
データ定義、データベース構造等、分析を含め少しは理解し行っている。

アンケート調査、統計分析はOK

大学で所有するデータ・情報の種類は把握している。データの分析はほぼ未経験。

成績データや学生データを分析してきたので基本的なことはできる。

教務系のデータ定義、データベース構造等は理解できる。データ分析は経験もスキルも足りない。
どのようなデータを保有しているかはイメージできるが、データベースについては詳しくない。統計、量的・質的分析は基本的なとこ
ろは学んでいる。
定義について不明な分野（財務系等）はあるが、統計処理は多少行える。また分析テクニックについて教えてもらえる人脈はある。

データ分析、データベースの活用はある程度OK。ただし応用的なところはこれから身に付けたい。

パソコンの基礎的技能。データ等の分析についてはいくつか行っている。自己評価書等の作成も行っている。

データを積極的に集める部署なのでデータ定義はOK。分析はまだやったことがなく、誰が得意としているかも見えていない。

データベースの設計可。分析は規則的な知識と多少の経験有。

教務に関するデータ定義・構造はOK。教務以外に関しては知識が少ない。

古い国立大学の会計制度しか分からない。後は一般常識で対処。

データの所在、データ定義等はデータベースを利用しているためわかる。

分析レポートを作成できる。データ定義・DB構造はわかる。

システムやプロセスを企画・概念設計するための情報分析に関する知識・技能
情報処理等のテクニカルな部分についてはCOBOL時代からの経験等もあり。同年代においては少々できると思う。しかし最近のプ
ログラムやアプリケーションについては若い世代に教えてもらうことも。
データ収集、集計、学内のデータベースの種類は把握している為、問題ないが、分析は苦手

総務系、会計系は経験有。学生系に関してはあまり知らない。

データ定義、データの所在、データ分析もOK。（人事、入試、病院の経験）

技術・知識はあまりないが、FD担当として授業アンケート、成績分布作成の経験あり

あまりわからない。データ定義の重要性に気づいているが、どう定義されているか、するべきかについてはわからないことが多い。

データ分析（統計学）的なものは厳しい。

データ構造：少し　データベースの構造：少し　分析：未

評価を通し、どの部署に何のデータがあるか等、ある程度把握できてきた。

データ定義、データベース構造等はOK。自己評価書を書く上でのデータ分析はやってきた。

t2：課題
大学全体としての問題は、まだ分かっていない。評価や改組の資料で目にするが、詳細は分からない。

学内の問題については、多少把握している。組織についても理解できていると思うが学生文化については疎い。

学内の課題：少し　組織構造：少し
自己点検・評価における報告書等の課題・問題点については一定程度見つけることができる。データ等における矛盾・誤り等を発見
するのは得意な方である。
病院しか経験がないので教育の場面がやや弱い。組織構造、意志決定の流れについては把握している。

産学連携（知財の活用）、留学生支援（国際交流）、総務（法規）の経験から、バランスの取れた判断および戦略はできる。

課題についてはMTGをとおし、又、説明された上で問題点を理解している状況である。

△：教育、研究、社会貢献、財務　○：人事　大学の動き：OK

教育改革に関して、現場の課題や意見は把握している。教員の再配置や年俸制などの課題がよく分かっていない。

役員会、委員会等を通して学内の課題についてはある程度、認識している。

大学での勤務歴がまだ３年半と浅く、戦略や予算といったレベルでの議論はなかなかできない

教育に関する企画、評価業務において経験あり

政府や社会ｎ動向についてはある程度把握しているつもり。大学内部の動きもOK

設置審にかける関係から教育の問題はOKだが、研究はNO。第三期中期目標・計画に携わったので大学全体は大丈夫。

ITベンダであるため表面的な部分しかわからない。

学内の教育、研究の問題点についての知識が足りない。

教育の課題が把握できている。また、そのための組織上の問題点も挙げられる。

管理運営上の問題は（途中まで：嶌田註）

教育・研究面での課題は、全てを把握できていない。会議でよく議題になっているものから把握している。

学内での問題について、今まで携わってきた分野であれば、何となくイメージできる程度。

部分最適ではなく、全体最適から観た問題や課題発見に関する知識・技能

学内の教育関係の問題は把握できているが、それ以外の問題については不明
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t2：課題（つづき）
学内いずこも金がなく困っていることは承知している

学内の課題についてはある程度把握できている。

学内の教育・研究の問題については、表面的なことのみで本質的には分かっていない

全学の教育関係については、ある程度わかるが、その他についてはわからない。教育と他の関連についても不明。

入試、学習プロセス、退学、進路選択などのイシューごとの課題パターンはなんとなくある。

自己点検・評価に関係し、評価基準・中期計画の達成状況において何が足りないのかを把握することができる。

第三期の中期目標・計画の策定に関わり、大学の課題や、方向性の全体像は見えてきたが、それを、どう活かせばよいかが課題

学内で何のためにIRが必要であるかは理解している。

大学全体の業務についてある程度把握してきたが、それぞれの具体的な内容や課題などまでは把握しがたい。
IRを進めていく上でのメンバーの温度差のバランスを保つ（影での働きかけに）苦労しています。北風でなく太陽となっていただくよう
に会の主催（リーダー）に働きかけています。
本部経験が長いので学内の把握はできている。あとは改善への道筋を立てたい。

学内で何が問題かはまだ認識が乏しい。

t3：文脈
データの分析等に強いIR担当者は知っている。それぞれの担当者はだいたい分かる。

実際に部局に課題をおろしていくためにどういう手順、どう当事者に意識を持ってもらうかがわからない
どの人に問い合わせをするべきであるか、ということは分かるようになってきたが、以前のデータなどについての詳しいことはまだ理
解できていない。
理事・副学長と密に打ち合わせを行うことがあるので、執行部の方針に沿った戦略判断はある程度可能。しかし、まだまだリーダー
シップを図って進めるめまでは移っていない。
異動したばかりで、部長や役員の考えがまだよくわからない。
大学がどう動くか、評価業務に携わる中で、少しずつ把握してきているが、まだまだ不十分である。業務以外においても他部署の人
と交流するようにしている。
教育面における世の流れ△　文科系→△　病院経験が長いのでそちらは○　厚労省系→○

政策動向・大学内での価値観　→　少し

意志決定は雲の上のことなのでわからないが、職場の上司に説明できれば対応してもらえる。部局の中で説明できれば良い。
現状、大学がどういう方向性を持ち、それについてどのような問題があるか、ということは把握している。大学の組織運営についても
同じ。
文科の動向などは耳にするが、具体的にどう動けばよいかはわかっていない。

空間的な広がり、時間的流れのなかでの立ち位置に関する知識と技能
学内の状況については、ある程度、把握できるようになっているが、現在の自分の業務を通して何ができるかは結びつけるのが難
しい。
周囲の人とのやり取りを通じて、学内の状況をある程度把握できる。

１年目なので大学が動くのはぼんやり、理事や学長と話す機会が多いので、情報は平気。

大学の文脈　大学の歴史・哲学：△　政府動向：勉強中　国際動向：×　キープレイヤー：○
政府、国際動向は見るようにしている。外部の人間なので、その大学が大事にしている価値観や文化について理解するまで時間が
必要。キーパーソンの変化の把握が難しい。
学内政治的な情報については現在はほとんど分かっていない
勤続6年で、広報や現在の部署では、学長等の執行部に近い場所で仕事しており、キーパーソン等についてはある程度把握してい
るつもり
システムを構築する上でキーパーソンは分かる。

大学史については、ひととおり独学で勉強した。4月に着任したばかりなので、自大学の文脈はイマイチ。

それなりのうわさ話は、聞こえるので一定程度の学内情報はあるが、部局運営に活かせる程のものではない。
教育担当理事の指示の下、業務を行って７年目の為、（全学の）執行部の動き等はわかってきた。飲み会はないのでそこでの情報
収集はできない。
学長の出入りが多く、学内の情報が他の部署より比較的多く集まる。政治決着の部分で見えないところもあるが、予測は多少なりで
きる。
管理運営部門での業務経験も長く、管理職という立場上、主要会議への出席、説明等も多いことから大学運営の動向については
常に敏感に把握している。
何が問題でどういう分析が必要なのか十分議論されていない。

執行部の動き方針は見えやすいが、学生に関する問題は間接的にしか見えてこない。

わからない。学生については自身が卒業生であるためわかるかも。

学内の状況は大体把握。しかし、それを改善へ結びつけるための信頼を得たい。

だいたい分かる。
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情報支援サークル：組織学習のプロセス

設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

国立 事務系 IR

役員や学内の様々な
部署等からの依頼にも
とづき行っている。

昨年度から教学IRに取
組んでおり、学内の
データを収集し、データ
セット作成　課題：学生
番号が無かったり､紙
ベースのデータ収集が
できない

教務DB及び入試DBを
中心にGPAを用いた
データ分析、外国語の
成績を分析

GPAは教務に提供して
いる。組織評価はデー
タブック等を作成。　課
題：GPAは継続してい
ない。組織評価は
PDCAサイクルができ
ていない。

組織評価については、
もう少し厳しい評価を
するよう役員等から指
摘を受け、データブック
は、役員だけでなく、多
くの人が見られるよう
改善しないといけな
い。

国立 事務系 IR

IRセンターが各学部か
ら毎年聞き取り調査を
行い各学部の抱える
問題点やIRセンターへ
の要望（やって欲しい
分析など）を調査する。

学生アンケートの実
施。データベースから
の抽出。各部署からの
データ収集。　課題：ど
こにどんなデータがあ
るのか情報の共有の
必要性。データの定義
を統一してルール化す
る。

入試成績データと
GPA、国試合格率、授
業アンケート結果など
をひも付けして分析し、
学生個人のデータを作
成。（入試上位のもの
は、その後も上位を維
持できるのか。留年
者、退学者のGPAの推
移。）

分析結果を各学部に
フィードバック　課題：
どのように活用され、
改善されたのか調べて
いない。

国立 事務系 IR

改組、新学部創設のた
めの調査。現在、本学
を取り巻く状況につい
て、学長の指示を基に
情報をプランニング作
成

他大学のデータ収集。
学内の関係各所から
のデータ収集。　課題：
どのデータが欲しいの
か的確に理解し、伝達
し、そのデータを得る。

他大学のデータと本学
のデータの比較・分析

会議や打ち合わせ等
でレポート等を作成し、
提出した。そのデータ
がうまく作用しているの
か？本当に執行部が
欲しいものであったが
フィードバックが得られ
ていない。

国立 事務系 IR

評価指標となる資料等
の作成

学内データ収集。年
度、担当者により異な
る携帯となっている
データの修整（形を合
わせる作業）が厄介

データの可視化

国立 事務系 IR

全学に係る（全学横断
的な）調査について、
実施・回答のための段
取りを組む（どのデータ
/調査をどこの部署に
依頼するか）

各種調査の実施（担当
部局への回答依頼）。
定常的データの各部
署への提供依頼。

調査への回答。ファクト
ブック、分析レポートの
作成→執行部、教職員
へ提供（周知）　（課題）
どのように活用されて
いるかが分からない。

国立 事務系 IR

IRを活用できるように、
第三期中期目標・中期
計画にかかる指標の
設定の検討を進めて
いるがどうすべきか見
えてこない。

評価に係る報告作成
のため、得たデータを
まとめる。文章化する
が中身の無いものもあ
る。

執行部に評価結果を
伝えるとともにIRとして
の分析結果を報告書
等の文書で伝える。会
議等で報告する報告
の形式が決まっていな
い。

国立 事務系 IR

収集：データカタログの
作成（定義集）。課題：
数値データを含めた
DBの構築

大学ランキングへの
データ提供　課題：部
局へ分かりやすく定義
を示せなかった。ラン
キングをどう利用する
のかが？　ランキング
を広報としてどれくらい
活用するのか。

国立 事務系 IR
データ資料集の作成。
課題：データ収集の方
法。

法人評価の報告書作
成に関する業務

国立 専門職 IR

本学の研究力・研究状
況を把握する

個人業績DBに基づく
のが理想的だが、入力
率が悪く、外部DBは追
い切れず。

部局やその他のグ
ルーピングによる分析
を試行する。

研究担当副学長、研究
推進機構本部に提供
予定。

本年度に作成した指標
が適切か否かの議論
をどこかですべき（未
定）。

国立 教員系 IR

全学的な学生対象の
質問紙調査の企画・設
計

調査実施マニュアルの
作成。コーディング、
データ入力、データク
リーニング等。

仮説の検証（クロス集
計、多変量解析）

研究成果の報告→理
事。地方自治体。

他の関連事業への活
用。

国立 教員系 IR

学生動向に関わる入
試データ、異動デー
タ、成績データ、就職
データを関係部署から
収集し、データ項目定
義書を作成。作業中。

入試データ、異動デー
タ、成績データ、就職
データをバインドし、進
路未定リスク、留年リ
スク、退学リスクを多変
量解析を用いて算出。

就職率、卒業率、退学
率とST比率の関係に
ついて他大学とベンチ
マークを行い、レポート
を作成して担当理事に
報告予定。来週。
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設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

国立 教員系 IR

過去5年間の基本的な
データの収集　データ
項目や内容の変化が
あり同じ条件で集計す
ることが難しい。

過去５年分のデータを
データ毎にExcelにまと
めたものをWebからダ
ウンロードできるように
した。　課題：利用され
ているかどうか分から
ない。

公立 事務系 IR

GPAと休退学のデータ
から成績と休退学率の
相関関係を分析。

GPAと休退学率の相
関関係を教務委員会
へ提供　課題：人文系
の学部ではGPAへの
不信感が強く、拒絶反
応があった。

公立 専門職 IR

学科間比較のための
指標群を設計した

学内の問題を可視化
し、それらの問題点を
わかりやすくした。

学内データベースから
必要となるデータを収
集した。

データリクエストに素早
く対応し、リポートを提
出。　課題：フィード
バックを得たことはな
い。

私立 事務系 IR

分析に関して、現在学
生の入試から成績、卒
業者の就職まで一貫し
たデータを集めてい
る。これから例えば、
入試別に成績、就職の
状況や退学者、留年者
の状況と入試との関連
を調べる予定にしてい
ます。

民間（読売新聞）の調
査結果を元に本学と競
合関係となる大学や有
力大学との比較表を作
成し、自分なりに分析
したメモを付けて執行
部に提供している。特
に2018年問題を乗り切
るためのヒントを得た
いために調査を行っ
た。

国立 事務系
IR/評

価

学内統合DB構築に向
けた各種データの収集
課題：学内で統一され
たフォーマットがないた
め学部毎等でデータ量
や数がバラバラ

自己点検報告書をとり
まとめ（評価室）、学長
へ報告。その後、役員
懇談会や部局長・部長
会でも情報共有した。

国立 事務系 評価

組織評価の在り方の
の見直し（見直すこと
は教育研究評議会に
報告済）　定性的な自
己点検・評価→定量的
評価　指標項目（教育
担当VP・研究担当VP
に依頼中）や評価方法
など仕組みの設計

指標項目が決まってい
ないため、データの収
集方法、作業量が見え
ない。他大学をベンチ
マークするという案もあ
るが、どのように情報
を得るかは未定。

伸び率ｗ分析する予定
であるが、絶対値を見
る場合はどのように分
析すればいいのか見
当もつかない。

評価結果は全学公表
を予定しているが、何
も決まっていない。

資源配分に活用する
予定であるが未定。

国立 事務系 評価

自己評価書。中期目
標・計画の進捗状況。
授業アンケート。

各部署からの報告書、
データベース、進捗状
況システム等からデー
タ収集。各部署で実施
したアンケート結果収
集。　課題：必要なデー
タ収集に時間がかか
る。

各システム、報告書か
ら必要なデータを抽出
し、自己評価書（案）を
作成。進捗状況へのコ
メント、ヒアリング。アン
ケートの総括作成
（WG）。

各部署とやり取りを繰
り返し、自己評価書を
作成し､出た結果を報
告。進捗状況に対し、
評価・提言。アンケート
の総括を公表。

結果で挙げられた改善
点は各部署、執行部等
に報告。　課題：法的
に必要なこと等がない
と改善されない。

国立 事務系 評価

中期目標・中期計画
（第二期）の達成状況
のとりまとめ

これまでの年度計画の
進捗管理で得た根拠
資料の整理。必要な追
加データの収集。

第二期中期目標・中期
計画が達成できたと示
せるか。その成果と課
題の整理。

達成状況報告書や業
務実績報告書の作成。
法人評価委員会（文科
省）へ提出。

報告書の役員との打ち
合わせによる修正。第
三期への課題申し送り
の洗い出し。文科省や
法人評価委からの追
加質問への対応。

国立 事務系 評価

設計：教育の質的向上
のための組織を整備し
た。　課題：全学的な協
力をいかにどうするの
か。

大学ポートレートの学
内データを収集した。
課題：実際どう活用し
ていくのか議論できて
いない。

今後の課題。 自己評価書をとりまと
め評価機関に提出し
た。作成の中で課題が
見えた。　課題：改善を
行ったが、継続できる
かどうか不安。

国立 事務系 評価

法人評価、自己点検評
価に係るデータの収
集。　課題：データを作
成する際の定義の揺
れ等により経年変化の
分析がやりにくい。

各部局から得られた
データを年度ごとに並
べ、経年変化を分析す
る。　課題：指標自体、
意味があるものか分か
らないものもある。

自己評価書にまとめ
る。　課題：部局側の
価値観と合わないこと
がある。

自己評価を基に改善を
促す。　課題：部局側
は監査、改善と混同す
る。
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設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

国立 事務系 評価

入試（法科大学院）の
実態調査の段取りを組
む。

説明会の参加状況、願
書の請求情況。出願状
況、受験状況、入学手
続状況､入学状況

願書の記載事項（出
身、高校等）＋入試の
状況を組み合わせて
傾向を分析

分析結果を入試委員
長に提供して入試説明
会や入試制度の改善
につなげる。

国立 事務系 評価

認証評価の基準・観点
に係る資料の収集
（例：学生の受賞実績、
研究成果）の枠組みの
構築

データベースへの入力
や定義、ルール作り

部局別、学科別の傾
向、グラフ

認証評価の自己評価
書において活用。

国立 事務系 評価

学校基本調査、大学
ポートレート等に提出
するデータも網羅する
ようなデータ入力
フォーマットを作成す
る。

学内データの収集にあ
たり、各部局にあらか
じめ作成した入力
フォーマットに記入・提
出してもらう。

収集したデータに基づ
き、学校基本調査や大
学ポートレートのデー
タを外部に提出する。
また上記データを含む
学内のその他各種
データを学内に公開す
る。また現況調査表作
成において、エビデン
スとして報告書に記入
する。

国立 事務系 評価

大学ランキング、実績
報告書のヒアリング資
料、基本データ集、教
育研究評価集の作成。
課題：１人の先生しか
データを持っていない
ものがありDBの必要
性を感じた。

自己評価書のとりまと
め。基本データ集を作
成し学内HP。　課題：
データ集でどういった
調査物がまかなえたの
か、どう使われたのか
フィードバックがない。

基本データ集の数字を
グラフ化することにより
執行部が、グラフの要
因が気になり各部局へ
調査することが多く
なった。

国立 事務系 評価

設計：学生生活実態調
査の質問事項を見直
すこととなり、評価担当
者の視点からアドバイ
スを行った。（課題は特
に浮かびません）

データベースの作成・
更新。外部の機関への
提供。　課題：データの
種類が多く、管理や
チェック作業が大変。

自己評価書、実績報告
書のとりまとめ、素案
作成。　課題：学内で
評価に対する理解が
低く、評価結果もあまり
有効に活用されていな
いように感じる。

国立 事務系 評価

組織評価に向けての
体制整備（各調査毎、
各学部毎等WGを作
成）

教育、研究、社会貢
献、業務等の情報収集

年度評価を評価委員
会へ提出。　課題：文
字ばかりでなく図表を
用いて表現した方が伝
わりやすい。

国立 事務系 評価

中期目標・中期計画、
年度計画の作成、そこ
からPDCAを回す。

各担当部署から素案を
提出させる。ヒアリング
で進捗状況を確認す
る。　課題：各担当部
署で目標・計画を文章
化する際、レベルにバ
ラつきがある。書けると
ころ、書けないところが
ある。

中期目標・中期計画を
とりまとめ、文部科学
省に提出＆ホーム
ページでも公表　課題：
中期目標・計画がお題
目になってしまってい
る？　管理・コントロー
ルするためのツールと
云えるレベルに至らな
い。影響、意志決定に
辿りついているように
見えない。

国立 事務系 評価

学部研究科の現況調
査表を作成にあたり、
モデルとなる例を作成
した。

学部・研究科の現況調
査表作成にあたり、学
校基本調査のデータを
収集した。　課題：学部
が独自に収集したデー
タと基本調査のデータ
が一致しない。

法人評価の各年度の
報告書を作成し、文部
科学省に提出した。
課題：報告書の内容
（数的、金額データ）に
誤りがある（作成時に
気がつかなかった）。

国立 事務系 評価

自己評価書の作成に
必要なデータの収集。
部局担当者の経験の
差で収集が難しいもの
ものある。

収集したデータを分
析。都合の良い見方、
悪い見方があり、大学
に都合の良いデータの
分析を行う（甘いデー
タ分析）

自己評価書の作成（法
人評価・認証評価）。自
己評価書の記述につ
いて指摘あり→データ
分析が甘い。エビデン
ス不足（文科省等の評
価機関）
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国立 事務系 評価

自己評価書を作成す
るために必要なデータ
の洗いだし・精選（収集
等は別担当） ※必要
なデータのみを洗い出
せているか、部局に不
要な作業をお願いして
いないか、後にならな
いとわからない。

自己評価書のとりまと
め。学位授与機構や文
科省に提出。※当然の
ことだが、どのような出
し方（見せ方）が良かっ
た悪かったなど具体的
なFBはもらえない。学
内の分析とぼんやりと
した印象のみ。

部局から出してきても
らったデータの全てを
活用することができな
く、不要なデータも収集
していたため、次回の
評価では、より絞り込
んでデータを精選する
こととした。※絞り出し
は難しい。

国立 事務系 評価

自己評価書作成のた
め、担当課より各種調
査のデータをもらった
が、自己評価・分析に
使える数値が少なかっ
た。　課題：調査票作
成の段階から評価担
当者も関わるべきであ
る。

自己評価書等をとりま
とめ、文科省等へ提出
しているが、学内各組
織、教員等に温度差を
感じる。　課題：評価結
果等への全学的な関
心を高める。フィード
バックを得る必要があ
る。

国立 事務系 評価

自己評価書作成へ向
けて、各部署への照会
スケジュールや様式等
の確認、依頼

配布した様式の回収。
根拠資料の収集。自己
評価書作成へ向けたと
りまとめ。

国立 事務系 評価

執行部の部局とのヒア
リング（事務の介入？）
様式とか？

部局の年次計画をとり
まとめ役員ヒアリング
を開催する。課題等に
ついて意見交換する。
課題：部局は執行部へ
の要望は伝えたが、ど
うなるのかわからない
ままになっている（と思
われる）。

国立 教員系 評価

あまりした記憶はない
（評価実施に必要なア
ンケート等は設計した
ことがある。）

諸々の評価書のため
のデータ収集、作成を
行った。

評価書作成段階で出
た問題点を解決するた
めの方策を考え、動か
してきた。　入試制度
の改善、定員管理、カ
リキュラム改革等

諸々の評価書を大学
本部、文科省、学位授
与機構に提出した。幸
い、悪いフィードバック
はなかった。

年次評価・認証評価等
を執筆するためのデー
タ分析を行った。　→提
出には良い成果が得
られたように見せる。

国立 教員系 評価

教員活動の自己点検
評価システムを運用す
る。

Webシステムを用いて
教員に対して自己点検
評価のためのデータ入
力を依頼する。　課題：
データ入力効率を上げ
る必要性がある。

入力データを組織ごと
に分析、可視化する。

分析結果を活動白書
などへ提供する。

国立 教員系 評価

DBの収集項目とひも
付けを検討した。

生成・配布・報告：自己
点検評価書について
検証し、国立大学法人
委員会への説明資料
を作成。検討での「改
善を要する点」を各担
当統括にフィードバック
し改善を求める。

影響・意思決定　「改善
を要する点」の指摘に
対する実施内容の報
告を求めて、改善の進
み具合を検証する。

国立 教員系 評価

学生アンケートの設計
項目の選定・調整、集
計方法の検討

アンケートの実施と集
計。紙アンケートの入
力。webアンケートの集
計。

アンケート結果の分
析。ポイント化して集
計。部局別分析。

国立 教員系 評価

組織として教育データ
の収集に関与。研究情
報の収集に課題あり。
URAと共同する予定。

３つの報告書（又は計
画～）に関わる。１つは
各部局執行部まで配
布し、使われ方をこれ
から探る予定（組織と
して）

国立 教員系 評価

１）昨年度認証評価の
自己評価書をとりまと
め報告。２）課題につい
て教育担当副学長が
積極的にとりあげてく
れて改善につながった
［APの改善など］。
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設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

公立 事務系 評価

自己点検評価のテー
マを定め、報告書作成
に向け取り組む。

必要なデータの収集 自己点検・評価報告書
を実行部、学内に提
供。　課題：読まれてい
ない。

自己点検・評価書にお
いって指摘した改善点
において、改善計画を
策定し、着実に改善で
きるよう所管部署と調
整し取り組む。

公立 事務系 評価

大学における現状把
握の段取り

既存データ、規程等の
確認、収集　課題：どこ
までDB化するか。

現状→達成度の評価 自己点検・評価報告書
とりまとめ　課題：教
員、職員の理解

公立 事務系 評価

認証評価、自己評価書
の作成（H27.6提出）
H26.4-7：執筆者チー
ムの検討、立ち上げ、
招集　H26.8 執筆方針
の検討

H26.8-9：収集すべき
データの打ち合わせ、
検討　H26.9-10(1次）、
11-12（２次）、12-1（３
次）．．．→　照会デー
タの作成　H26.10-11：
データ収集

H26.11－H27.4：執筆
者チームの原稿の進
捗管理並びに内容の
検討　H27.4-6：自己評
価書の完成に向けて
の整え。自己評価書の
意思決定並びに提出。

H27.7 自己評価書の配
布

私立 事務系 評価

学生アンケートの段取
りを組む（実務は教務
にも協力を仰ぐ）

学生アンケートの実施
（入学時、卒業時）（授
業評価アンケートとは
別）

いくつかの設問をピッ
クアップしクロス集計
課題：１人でやっている
のと繁忙期があること
から、分析結果、コメン
トを載せるところまで
至っていない。

冊子にまとめ（経年比
較のグラフなど）各部
局に配布。　課題：受
け取り先でどのように
使われているのか
フィードバックを受けて
いない。

自己点検・評価報告書
の根拠資料として使わ
れている。

私立 事務系 評価

調査・分析項目の提案
調査設計の決定　課
題：調査分析項目の提
案は本来執行部（クラ
イアント）の範囲？

各部署からのデータ収
集　　学部間比較の
祭、学部によっては
データがないケース）
例えば、卒業生アン
ケート）等はアンケート
の実施は学部に行って
もらうべきか、IRが行う
のか。

収集データ分析　課
題：専従職員と兼任職
員の作業分担が不透
明。（ある程度は専従
者手を動かすべきだが
主幹が入ってしまう？）

案件による政策決定部
署（委員会）報告　課
題：誰がどのように伝
えるか。根回しも必要。

政策決定・実行組織へ
の確認　　課題：まだ事
例がありません。

私立 事務系 評価

評価：自己点検評価、
認証評価、学生調査
（アンケート）　情報：IR

認証評価に必要な
Data収集。学内のマス
タ連携、つなぎ合わ
せ。

収集し、活用を促すよ
うに事実を提示すると
ころまでが任務

自己点検：教学（学長
トップ）の全学委員会
に提出→法人（理事長
トップ）の評価委員会
へ提出。　認証評価：
→評価機関へ。　IR：ま
だ結果の収集中。FBで
きていない。

収集するところまでは
できていたが、それを
現場が自分たちの問
題として解釈、分析す
ることができていない。
→余力がない（目の前
のタスクをクリアするこ
とで精一杯）　（優先順
位が下）

私立 事務系 評価

学生の授業時間外学
習時間の全学調査の
段取りを組む

調査の実施。データ入
力マニュアル（外注の
為）、定義書作成。

調査結果（学生がどの
くらい勉強しているか）
とGPAや基本科目の
GP、入試別のデータ抽
出とパネルデータ作
成・分析

学部の運営委員会で
発表。報告書の作成提
供等。

私立 事務系 評価

教員データ、科目デー
タ、学生の履修成績
データをつなぎ、教育
状況の分析可能なDB
の作成。Q：活用はこれ
から。まずデータをみ
てみる。

評価

大学情報DBの運用
課題：研究データの入
力が教員任せになって
いる。実態とはかけ離
れた情況。データ収集
の方法をどうするべき
か。

評価
論文データと研究費獲
得の関連

評価

自己点検評価書とりま
とめ、作成。　課題：
フィードバックにつなが
らない。事項の羅列で
分析ができていない。

評価 執行部に伝わらない
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設置 属性 業務 c1：設計 c2：収集 c3：分析 c4：活用I c5：活用II

国立 事務系 その他

教育研究組織の改組・
再編に伴う適正な入学
定員数の確定

１）県や地方自治体等
の要望等の把握　２）
国、社会等の情勢・動
向等の把握、３）学内
事情等の把握

１）入試データ、就職
データ等からの分析。
２）教員採用試験受験
率及び合格率等から
の分析

１）学長・執行部・各学
部執行部への提供・説
明。２）学部内・学内で
の調整。説明、了承。

文科省折衝・意見伺い
等　課題：あまり多くな
いデータ等の中から、
学内要望以外の要素
に基づくエビデンスを
もって、入学定員の適
正性等を立証する難し
い。

国立 事務系 その他
教員の個人評価の検
証

学務情報、外部資金情
報の収集。　課題：論
文等の評価

教育と研究のデータの
統合（IDの関連づけ）

データ（分布図）を可視
化して提供

評価結果と分布を検証

国立 事務系 その他

授業料未納による退学
者の現状と分析につい
て（未納者が多いと
の･･･）

学生部による退学者情
報。財務部による授業
料収納情報など。

何が原因か、どうすれ
ば未納が減るのか。
データから読みとれる
ことはあるか？　レ
ポートを依頼者へ提
供。

データ分析結果を提供
する。対応策を立て未
納者を減らす。

国立 事務系 その他

自大学の学部を卒業し
た教員の比率を求め
る。

人事システムのデータ
受入。他システムの
データとのデータ件数
の比較

自大学の学部卒業
データのみを抽出し、
部局ごとの学部卒業教
員の比率を示す表をピ
ボットテーブルで作成。

私立 事務系 その他

大学の規模（定員）の
検討のための必要
データを検討する

これまでの学科ごとの
募集状況、実質競争
率、入学定員超過率を
収集。他大学の同様の
データを収集。

各学科の過去10年間
の競争力の推移として
情報化。学外の情報の
（比較）整理のため。

会議において情報提
供を行い、各学科への
検討材料として使用さ
れた。

データの中には活用さ
れていないものもあり、
余分ものはな●

私立 事務系 その他

新学部（学科）構想（改
組を含む）

周辺（近隣）他大学の
情報（入学者数・就職
率・先etc.）の収集　課
題：受験生のニーズ調
査、企業のニーズ調査

比較した表の作成 経営陣に報告（定員充
足率、学費、etc）

経営陣が参照し、方針
を検討　→場合によっ
ては追加・新規で情報
提供依頼あり

私立 教員系 その他

各委員会活動の中で
PDCAが具体的に動い
ていることをアンケート
調査などで分析する。

報告書にまとめた内容
を共有し、次の計画立
案に生かす。学内での
コンセンサスを得る。そ
の活用度のアンケート
調査を行ってきた。

点検評価報告書から
改善方策をまとめて、
実施に移す。そのため
の組織づくりを行って
きた。流れを作るため
の作業。

関係 専門職 その他
教員情報と各外部資
金獲得情報を蓄積す
るDBの整備。

個人または組織ごとの
外部資金獲得の状況
の一覧を作成。

国立 事務系

転学部・転学科の状況
分析

学内で把握していた
データを取り寄せ経年
グラフ等を作成

申請者の約半数が許
可されているものの、
申請条件の関係で約4
割が申請できている事
実が判明

情報をFactBookとして
作成。執行部へ報告。

申請条件を安易には
下げない。入試条件に
ついては今後検討を行
うこととした。

国立 事務系

法人評価、認証評価の
評価項目の分析に必
要な情報の収集

法人評価・認証評価の
評価項目にそった分析
を行う。

自己評価書をとりまと
める。第三者評価にお
ける指摘点を周知する
とともに改善の進捗状
況を確認する。

国立 教員系

就職先決定の要素とな
る学生アンケート調査
の企画　［目的］地元就
職率の向上、県出身
者；地元就職率→高、
県外出身者；地元就職
率→低

就職関係部署や担当
理事との打ち合わせ
（方法や調査項目）

どのような要素が学生
の就職先決定の要因
となるのか、割合の高
いものを抽出する。

教育内容や大学として
改善できるものか検討
する。

課題：各学部が実際に
活用できる結果となる
か不明。

国立 教員系

調査の段取りはTPOで
実施中。

アンケート調査：抽出
方法、紙媒体　HP上
で。　課題：コスト

入試DBで分析するも
学生個人データは一
部分析できても公表が
難しい。各分析はでき
ても統合データにする
には試行錯誤。

自己評価書のとりまと
め第三期の計画の策
定

影響・意思決定　分析
は行ったが、意思決定
（Action）には至ってい
ない項目多し。

国立 教員系

入試成績（前後期入学
者を対象とした複数年
分析）とGPAの推移、
ストレート卒業、就職状
況等との関係を調査

学務データ、入試デー
タ、就職データを収集・
精査した後DBを作成。
課題：就職データ
フォーマットがない。

入試成績で３群に分
け、統計分析を実施。

分析から得られたこと
を基にレポートを作成
し、執行部へ報告。

推薦入学者についても
同様の分析を実施して
欲しいとの要望を得
た。
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国立 教員系

授業評価アンケートの
見直し　→回収率の低
さ　質問項目の意味
（位置づけが充分でな
い。議論の余地あり。
自主学修、学修支援）
→改善・利用へのシス
テムができていない。

データが他のデータと
ひも付けられていな
い。単独のデータ分析
になってしまう

自己評価書へのデー
タ提供

公立 事務系

科研費の申請状況と
採択状況について

各研究科教員の過去5
年間の申請状況と採
択状況データを収集。
他の資金獲得状況
データを収集。

グラフ化して傾向が見
えるようにとりまとめ

申請がない又は採択
が他の資金も得られて
いない教員をコーディ
ネーターが個別に支援
できるように取りまとめ
データを提供。その後
は追っていないので効
果は分からない。

公立 教員系

留年学生のプロファイ
リング

留年者について、高等
学校の成績（調査書）、
入試の成績、入学後の
単位取得状況、専攻語
学科目の素点。

留年生について　学国
語学習についてて学生
がどのようなイメージを
持っているのかを明ら
かにする。入学以前、
入試、入学後の（特に
外国語の）成績を比較
するなど。

私立 事務系

調査の段取り データ定義、収集
データ主集、学校基本
調査

学校基本調査から分
析（卒業率、進学動向）

自己点検、評価報告→
大学基準協会

報告書に記載する情
報の他、実態をつか
む。大学のあらゆる情
報を把握する（違う形
態の報告要旨などを使
う）。

私立 事務系

本学のFACTBOOKを
作成するにあたり、多
学でどのような内容を
収集しているかを調査
し、本学ではどのよう
なものを作成していく
かを決める。

本学での経年変化を
追うための基本データ
を収集する。

質保証アンケートを実
施。結果をまとめ、グラ
フ化。自由意見をまと
めて教務委員会に提
出した。課題：その後ど
うなったか、フィード
バックを受けていな
い。

私立 事務系

IR室としての全体設計
がない（方針？）　個別
データを集めているだ
けに終わっている。

全体DBはなく各部局、
部署によるデータの定
義となっている。

成績データ（学生個
人）の学年毎のGPAを
つくり、経年変化と就
職データを結合した
が、相関がなく活用で
きなかった。

私立 事務系

自己点検で収集・分析
した内容を次の年の事
業計画に反映させる。
事業計画と予算計画を
連動させる。

事業計画と予算計画を
連動させる。

私立 教員系

学生実態調査の可視
化　入学から卒業まで
のすべての学生につ
いての属性のデータを
作成し可視化する。
もっと卒業生の数を増
やし質を高める。

学生実態調査等は各
部署から収集し、経年
的な比較ができるよう
にカタログ化する。　学
生の成績に関連する
データを一元的に収集
する→前提となるデー
タアクセス、管理の規
則の作成が今最も必
要となっている。

データを情報化して報
告して活かしていく。そ
の結果をさらに分析に
フィードバックする。
データの連結により情
報化していく。問題なく
できると思う。
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c1：設計
第三者に係る段取りや方針を考える。IRに係る企画を考えないといけない。より効率的・効果的に進めるための処方箋を示せない。
研究力の強み、弱みを把握するための外部資金担当者ヒアリング、課題設定、指標設定を行う。
中期計画の進捗状況と課題の洗い出しに取り組む。
各評価基準に対応するチェックリストを作り部署に対応してもらう
卒前教育が卒後にどう影響があるか調査する。
卒業生対象の調査の実施のために、サンプリング手法について実施主体部局にアドバイス
学内の各センターの取り組みを把握する
認証評価自己評価書の作成
自己評価書の文章を補強するための資料を作成するため枠組みを作る。課題：全学的に統一的に資料を収集できるようにわかりやすい枠組みを
作るのが困難。
より良い研修プログラムの開発
設計：学生の学修時間等の調査方法の設計　課題：なぜそれが必要かについて学内での意識が共有されていない
自己評価書のデータで何を掲載するのか決める
単位の実質化について調査する。
大学評価結果（指摘事項）のデータベース化し、点検評価作業に活用してもらう。
研究費の獲得金額をいろいろな視点で見る。
学生調査を設計する。＜課題＞検証したい仮説がないまま調査することが目的化している。
教育の成果・効果を検証するためのワーキング。組織評価の実施。業績報告書のとりまとめ。
事務職員の60歳以上の推移調査
KPIとその収集方法について検討した。
収集するデータの定義について検討（情報を希望する人がどの文脈どの情報を求めているかについて）
各機関の自己点検・評価報告書について評価をする。
授業評価アンケートの見直し。学生の自主学修、学修支援体制スペースアンケートの企画
ある英語に関する授業科目についての状況把握の段取りを組む
自大学の情報データベースの入力を各教員に促す
研究所の行う研究の学際性（異分野を取り込んでいるか）、超学際性（学術界以外の者を取り込んでいるか）を調査する。

c2：収集
各種評価に係る根拠資料の収集。必要十分な資料・データを収集できるかどうか不安。
Web of Scienceおよび所内データベースを活用し、論文、書籍、その他の研究成果の収集　課題：特に所内データベースの情報の不正確性、不完
全性をどう対応するか。各著者の属性をどのように反映するか。（特に非研究所の場合）
DBへの入力を担保する。
様々な学内外の調査結果から必要な情報の抽出。部局へ資料の提出を依頼。
認証評価エビデンスの収集　課題：記述データのバラツキ（意図をしっかり伝えられていなかった）
大学情報データベースのために学内のデータの把握
学生の卒前の活動を調査する。成績、課外活動、面談歴　課題：DBがないので設計する。個人情報なので集めるのが難しい。
各部署へ説明・依頼。併せて大学情報DB、機構DB、広報誌データとの整合性を確認　課題：年に何回も同じデータを依頼してしまうため手間になら
ない配慮。
授業科目内容についてシラバス等から情報収集。
記述式なので、定量データがとりにくい。※入学定員などは数値
各部署から出てきた報告やデータを評価基準に照らして「統合」する。
科研費電子申請システムのデータを使って作成　課題：過去５年分くらいのデータしかない
開発中の研修プログラムを用いて試行的に研修を実施し、アンケート等で情報を収集する。　課題：どういった質問事項を設ければ有益な情報が手
に入るか。
各センターの事業内容の報告を集める（パンフレット、人数など）　課題：見えやすいものだけになる？
担当者から分析の指標となるデータを取得。DB、データの意味についてヒアリング。
既存の学生への調査。アンケート結果の集計。　課題：年度ごとにアンケートごとにまとまっていて比較分析ができない。
調査票、マークシート、WEBアンケート画面の作成。データクリーニング、自由記述の整理。　課題：回収率向上の手立て。
部局への回答依頼。データ定義の解釈が部局によって異なる場合には、統一的なものになるよう修正。
事務職員のDB作成
授業アンケート案（学生、教員）。部局に対する照会。学生データの収集（入試、学務、就職先等のデータ）。論文データ、雑誌データ。
データ集の作成　課題：以前のデータなどDB構築。新しいDBの取り込みが必要。
各中期計画で設定されている評価指標データの収集。各年度報告の収集・ピックアップ。
各機関から報告書を集め、内容の不足の部分を補う。
各種データ（学校基本調査、入試統計等）の収集　課題：把握していないデータがまだまだ多い。どのようなデータを集めればよいか、決めておかな
いと厳しい？
調査方法の開発と実施手順の策定
データが散在していること
収集：学習の成果の根拠としての学生の論文発表及び学会での発表のデータを収集し、部局ごとにまとめる。　課題：データの収集が思うように進
まなかったこと。理系と文系では求める成果が必ずしも一致しない。

c3：分析
各年度報告をとりまとめ、中期計画の進捗状況を３段階で作成
学内（外も？）の各種データの経年変化や複数データを用いた分析を行う必要に迫られている。
それぞれの調査・アンケート結果のデータから必要な調査方法を分析する必要があるが、データそのものがばらばら。
他大学比較、学内部局から強み・弱みを分析
収集データをもとに評価対応としてのデータを作成。ただし本当に必要なデータが収集できているかの検証が十分とはいえない。
データに基づき報告書を作成　課題：執筆は委員会委員に分担しているが、分析の方向性は事務局が大学の方向性や活動状況を考慮し、示して
いる。
部局では分析を行うことは少ないので、その必要性を認識するところから始める。
収集データからフォーマットに従い作成。
課題：仮説がないまま分析するため、膨大なクロス集計をするはめになる。
学部・研究科の現況調査表作成にあたり、学校基本調査のデータ（学生数、就職状況、就職先など）を分析しまとめた。
収集したデータの重複を削除し、不完全なものは修正し、分析しうるデータとして加工。その後各種グラフの作成。
学務より詳細なデータ（参加者、プログラム内容等）をもらいデータを作成。
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c3：分析（つづき）
データを各部局に提供。課題のレベルによってプレッシャーも変わってくる。
課題：一覧表の作成にとどまる
各部署のデータや報告を「統合」して分析し、「全学」的な報告書を作成
授業データ（学生アンケート、教員アンケート）の突合。学生のパネルデータ（主に成績）、論文、雑誌、被引用数の集計
データの分析スキル（統計学）の不足
たのデータや自己評価書本文から照らして、適切なデータとなっているか。
成績のデータベースから学生個々のＧＰＡや成績分布のヒストグラムを作成し、入試の種類との相関を見た。
学務情報、実習データ、面談歴を結合する。
収集したデータによる共通項目と差異項目の分類とその特徴を分析する。
大学の強みや弱みの分野を分かるようにする。年度別の推移。他部局との比較。１人あたりの金額など。
部局から提出してもらった資料を補強したい自己評価書の文章に合わせて統合、調整。
アンケートを基に、プログラムの長所と短所を割出し、改善策を打ち出す。
事務職員の向こう20年の推移状況データを作成
報告書の内容から課題となる点、長所となる点、またそれらの改善方策、発展方策を検討する。

c4：活用I
法人評価・認証評価の自己評価書のとりまとめ
自己評価書のとりまとめ　課題：外部評価に耐えられるものを継続的に作成できるか？
まずはここから。第三者評価報告書作成のため→ピンクへ。
学生定員の見直しにおいて志願倍率、定員充足率のデータを提供して、執行部で検討を行った。　課題：これまでの歴史や経緯や学内の今後の政
策の効果等、データだけでは決められない。
アンケート結果の報告。委員会で報告。評価書作成に活用。
法人評価・認証評価のとりまとめ。自己評価書を作成し文科省・機構へ提出すると共に関係部署へも配布。　課題：活用状況（特に関係部署）の
フィードバックを得ていない。
報告書としてまとめ印刷
認証評価による根拠資料に活用される。
学生の論文発表及び学会発表データをまとめ、認証評価の学習成果としてデータにする。
自己評価書のエビデンスデ－タとして提出。　課題：うまくエビデンスデータになっていたのか不明。
自己評価書のとりまとめ。ファクトブック等の提供。　課題：執行部等が真の意味で有効に活用してくれるのか疑問。
改善された案件もあった。
自己評価書、業務実績報告書とりまとめ　課題：各所管課タテ割りで作成されてしまう。
評価内容を本来の評価委員に提供する。評価委員の評価に自分の評価内容をある程度反映させてもらう。
自己評価書をとりまとめ、執行部、機構に提出。　課題：提出先での評価等のFBを得たが、その後の取り組みについて自身が動けていない。
各研究者、各研究プロジェクト毎に学際性、超学際性を成果総数と比較してパーセンテージで表現。　課題：パーセンテージだけではなく、成果に寄
与した分野の数や巾の広さも分析しうる指標がほしい。
教育の成果効果を検証する（報告書）。理事に報告（予定）。各部局、役員会へ（Aca, Pap報告書）
自己評価書を学位授与機構へ提出。評価結果はこれから。
自己評価書のとりまとめ。強み・弱み表を作成し、各担当、理事に提供
報告、FD研修会の実施。　課題：オーダー元と報告先が異なるとき、設計や分析に対して時に的外れな批判が出る。
改善策に基づき、プログラムをブラッシュアップ。
自己評価書への掲載。冊子を刊行して学内へ配布、他大学へ提供。　課題：完成してからフィードバックを行っているが、全学では共有できていな
い。
実績報告書へのとりまとめ記述。文科省への対応に活用。
各種調査・アンケート結果の報告を全学の委員会、ウェブサイトで行っている。　課題：部局の担当教員、担当者がそのとき確認するだけで、一過性
の情況となっている。
大学全体のデータとして提出。　課題：こちらで定義したデータ定義が適切な物だったかについてフィードバックを得ていない。
自己評価書を作成しても誰も読まない。（改善に活用されない）その場しのぎの自己満足で終わる。
レポートを担当部署、執行部会議に報告。→担当部署から強み・弱みの要因等フィードバック。
要求があったデータを加工、分析して提出する。　課題：レポートがどう使用されたかがわからない。
執行部へ提出し会議資料になった。

c5：活用II
基準協会の10の基準ごとに分類し、努力課題・改善勧告に相当する事項を抽出。
IRに関するオーダーが出てくるといいのだが･･･。
大学教務委員会へ。法人評価・組織評価で利用。
一度データ集を執行部に渡したが利用されない。
新入生を対象としたアンケート調査の実施調査結果をグラフ化した。
認証評価自己評価書で見えてきた課題点を学内で共有。　課題：執行部のみに提供し現場レベルで共有されていない。
評価の指摘事項改善
大学として特色把握につながった。
教育改善　例：学習時間増加　アンケート実施方法→回収率
自分の評価と評価委員の評価内容を把握し、次回以降の評価作業に生かす。

意思決定しようとしていることを引き出す。選択肢の元になりそうな施策のタネを拾う。　課題：データを活用する意思・イメージがないことがある。

データ収集・分析方法の見直し（PDCAサイクルへの効果的な活用に向けて）
評価者との分析結果に対するコミュニケーションを通した優れた取組として評価された
→活用１とあったので移行
報告書から何が有益でどんな課題があるかを把握。次の事業に活かす？
各種調査・アンケートをとりまとめ結果をその後何に活用するのか検討できていない。全学的には結果にインパクトがない。
フィードバック内容を調査し、新たなデータを受取り、次回（以下なし：嶌田註）
執行部より、検討のため、さらに別の観点での情報提供を求められた（偏差値、卒業率、中退率等）
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