
平成 27 年（2015 年）8 月 27 日 於：神戸大学 
大学評価担当者集会 2015 全体会 

43 

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。 
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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！
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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。 
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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。 
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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。 
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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。 


