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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？
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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。 
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＜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。 


