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嶌田 敏行 

明治大学 教学企画部    

山本 幸一 

 

Q1-1：嶌田先生の講義で「茨城大学では、IR 機能を経営と教育で分けている」というご発言があ

りましたが。経営 IR ではどのような分析をされているのでしょうか。経営の IR の具体的な事例

をあまり聞いたことがないので、参考にお聞きしたいです。 

嶌田：経営分野の IR は中期目標・計画や法人評価のほうを担当しています。指標の管理なども含

まれます。今後、大学がどういう風にしていくか、要するに改組など大学の大きい大学改

革に対してデータ出すのも担当しています。中期目標・計画の指標の管理ですが、本学は、

中期目標・計画に際して、240 個ぐらい文科省に指標を出していますので、それを学内でも

適切に管理して、計画の進行管理をしているわけですね。その定義をきちんとしなくては

ならないので、各部署と経営分野の IR を担当する大学戦略・IR 室のほうで、何度も打合

せを行って定義を定めたり、基準値を設定したりなど、そういう一個一個の指標の管理も

やっています。ですので、経営 IR というよりも、経営に際し、組織的に必要になってくる

数字をちゃんと集めて、それを管理したり、可視化しましょうみたいな動きをやっている

というような感じです。 

 

Q1-2：明治大学の IR 活動において、IR 運営委員会と評価情報事務室の役割分担はどのようにな

っていますか？ 

山本：まず、違いという点から説明しますと、運営委員会は意思決定機関として審議事項があり、

事業計画や予算等を決定する権限があります。評価情報事務室は事務組織として所管業務

を遂行するところです。IR の分析業務という観点からは、運営委員も職員も同じような立

場でデータを見て、データ分析を行い，レポートを作成しています。例えば、学部等から

リクエストが来たときに、職員だけでは解釈が難しい場合には、運営委員の先生とペアと

なってデータを分析し，学部に戻します。データの取り扱い、IR 活動そのものは一緒に行

っているということです。よろしいでしょうか。 

 

 

Q2：今から IR の規約を整えるのですが、少人数で全員が兼務。上層部の意図が曖昧です。どの

ようなことに気を付けるべきでしょうか。 

嶌田：こういうときは、結局、上の方々は何をしたいのかをはっきりしてもらう、ということだ
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と思うのですが、どうでしょう。 

山本：そうですね。ただし、一般的に意思決定層は IR オフィスの使い方をよく理解していない

ケースもあると思いますので、IR オフィスから，こうしたデータは使いますかというご相

談をするところからデータ分析が深まり，上層部も意図もだんだんハッキリして、合意形

成が進むというようなこともあるかもしれないですね。規約を整備する前に，上層部の方

とデータについて，その使い方について議論することは必要です。 

嶌田：だから、アメリカの場合、例えば学部長とか、副学長とか学長って、なりたい方がなるわ

けです。日本だと、選挙で選ばれたから学部長になったりするのは多いですね。学長に選

ばれた方から請われて副学長になってみたいなことも多いと思います。ですが、アメリカ

ですと Administrator と呼ばれる経営陣の人たちっていうのは、要するに専任なわけです。

だからもともとは教員をやっていても経営者になりたいから、教員を辞めて、そういう管

理職を渡り歩くわけです。副学長募集します！、みたいなところへ行って、副学長をやる

わけです。だから、要するに経営がやりたいから、経営者になろうと思って全米を渡り歩

くわけですから、次に大学をどうするかみたいな経営に関する大事なことを IR に丸ぶりす

るなんてあり得ないわけです。だから IRを使い倒してでも、自分がきちんと大学を経営す

るために使う。だからアメリカの IR って、IR をやるべきだ、みたいな話で IR をやってい

るわけじゃないわけですね。でも、日本の場合、「なぜ IR 入れるのか？」みたいな話が曖

昧なままに、IR を入れ始めたので、「IR よそもつくってるし、うちも入れたほうがいいん

じゃない」みたいな話で、非常に入れる目的が曖昧なままやってしまっているケースも多

いです。だからそうなってくると、他大学の事例とか、こういういろんなセミナーがある

ので、そういう所で聞いて「うちの大学だったら、こういうの合うかも」みたいな事例を

上のほうに言って、イメージを持ってもらって「だったら、こういう情報があるといい」

という話に持って行くか。あとはいろいろ学内で懸案になってるような課題をいろいろ可

視化して、やっぱりデータ的にはそうなってたんだって、という風に持って行くと、「そ

れ、もっと調べてくれ」って話になったりするわけですね。だから学内で都市伝説的に「こ

うなってるんじゃないの」とか「ここはうち強いとか思ってる」ものとか、本当にそうな

んですかって、というのを可視化して明らかにするだけでも、結構、 初はいいのかって

感じがしますけど。そんなところですか。 

 

 

Q3：数値指標を執行部に報告すると、数値（特に対外的な目標値）をいかに上げるかというよう

な議論に終始がちです。下手すると、「定義変えれば…」というような話になってしまう場合も

あります。より実質的で、改善の議論につなげるようなレポーティングのこつがあれば、ご教示

いただきたい。 

山本：嶌田先生のご講義にもありましたが、依頼者の方が何に困ってて、何をしたいのか，その

目的やゴールをしっかりと把握しておくことが必要に思います。例えば，海外派遣学生を

100 名にしたい，というテーマがある場合に，なぜ海外派遣学生を増やしたいのか，100

名は何年で達成するのかなど，テーマたいして到達目標，評価指標や評価基準，期間など
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を事前に確認しておくということです。しかし，今のご質問ですと、場合によっては執行

部が実現したいテーマが現状とかけ離れているケースも多いということでしょうか。その

ような場合、IR オフィスとしてできることは，ベースラインの提供があると思います。デ

ータで、現状はこうですと。そこには，これまでの増減経過や，、財務的な余力の変化な

どを添えたデータにしたり、もう少し分析できるのであれば、これまでの経過から今後の

伸び率はこの程度まで考えられますといった将来予測もできるかも知れません。そういう

ことはお示ししていきながら、基準の妥当性をご検討いただく等のレポートも考えられま

すね、そんなお話でよろしいでょうか。 

嶌田：取り繕うのも結構重要な仕事です。結局、外から見たらその数値で見えちゃってるわけで

すから。例えば大学ランキングで上位に食い込むには、どういう風に数値を採れば、結局

勝てるのかみたいな。そうすると、例えば、非常勤講師をどういう風に換算するかみたい

なものは、あまりちゃんと書いてないので、どこまで OK か、みたいなところを、他の大

学さんと相談しながら定義決めていったりとか、結構あるんですね。だからそのお化粧の

仕方っていうのは、やっぱりその辺は、IR としても、別に真実を詳らかにすることだけが

IR じゃなくて、ある種の見せ方もある種の真実なわけじゃないですか。うそではないけど、

正しくないという話になるかもしれませんけども。だから、そういう対外的なところで少

しきれいに見せる。よく見せる。それが結局 終的に例えば補助金なんかが入って、学生

のためになるんだったら、多少は、多少はありだろうと思うので。そういうところで完全

にうそ、虚偽報告はまずいです。だから、ボランティアに全学生が参加していないのに

「ボランティアには全学生が参加しています」みたいなこと言っちゃって、ランキング上

がりましたみたいな話になったら、うそなわけじゃないですか。そういうのは止めるべき

です。だけど見方としては、それでも行けるっていうところだったら、明確に禁止されて

いない限り、定義の解釈の余地はあるわけですねよね。そういうところを IR のほうで「絶

対そうは読めませんから、まずいです」っていう風にチェックしてあげて、「こういう定義

だったら、ここまでは解釈できるでしょう」っていうところでうまくごまかすっていうの

も一つのテクニックかと思いますが。 

 

 

Q4：（あえて変化球で恐縮ですが）IR 担当者が SD に貢献できるとしたら、どんな可能性が考

えられますか。学内の信頼関係の構築、広報の手段とも考えられるので。 

嶌田：という質問なのですけれども。SD に貢献してます？。明治大学さんいかがですか。 

山本：SD に IR オフィスが貢献，具体的に何か協力しているかと言われると、FD の資料を作成

することはありますが。現状をつまびらかにするっていうことで、管理者向けの SD であ

れば理事会用の資料，新任理事への報告などの経験はあります。データの側面から SD を

支援することはあると思いますが，SD そのものを IR 担当者の業務には位置づけてはいな

いですね。ただ，新任職員研修や階層別研修などで，戦略計画の策定・提案などが組み込

まれているので，IR 担当者ではなくても，SD として環境分析やデータ分析に取り組んで

いると思います。 
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嶌田：こういう IRっぽい取り組み自体をSDみたくしている大学さんあるんです。例えば神戸大

学さんは、神戸大学データ集を新規採用の職員で企画課に配属された若者が作ることにな

っていて結局いろんな部署に行って、データの確認とか、これまでのデータとか全部チェ

ックしてグラフ描いてっていうところで要するに神戸大学は、今こうなっているんだって

いうところが分かるわけですね。それってすごい SD 効果っていうか、その研修効果は非

常に高いと思います。だから例えば若手の新人研修の一環で、そういうデータ集を作らせ

てみるとかありだと思うんですね。IR って別にファンクションなので、どこも持ってたっ

て構わないわけです。だからそういうプロジェクトみたいな、要するに研修の一環で IRオ

フィス、IR っぽいことをやって、それで「今、大学はこうなってるんだ」とか、若手に課

題を発見させるプロジェクトとか、そういうのを混ぜちゃえばいいわけですね。別に IR オ

フィス、IR 室の人しか IR やっちゃいけませんっていう話はないわけです。だからそうい

うところで、別にやればいいだけかとは思います。 

 

 

Q5：ミニワークで扱った集計データ、箱ひげ図、散布図の読み取る能力はどのようなことをし

たら身に付くのでしょうか。経験ですか、勉強ですか。 

山本：両方が必要だと思います。まず、基本的なことは理解していないと正確に利用することが

出来ませんので，グラフの役割や意味、特性、また描画や表現の方法などの学習は必要だ

と思います。Web サイトや書籍でもある程度は理解できると思います。グラフ描画であれ

ば，そこにあるデモデータなどで具体的に Excel 等を操作しながら例題をクリアしていく

と，そのグラフの特長などを体得できると思います。次に，データが自分の所にあれば、

こういうデータだったらこういうことが言えるのか、こうしたらこのように見えるのかと

かの試行錯誤です。そうすると、依頼者の方、学部長や学科長と話したときに、集計デー

タだけだと分かりにくいというのがあれば、こういうグラフにしたら分かりやすいのでは

ないかということに気づけます。その後は、経験も含め，こうしたコンソーシアムでの他

大学の実践事例を伺うことで，散布図，箱ひげ図，時系列グラフなど，少しずつ自分が取

り扱える商品を能力的にも増やしていくということになると思います。依頼された内容に

ついて，データを適切に加工できること，言われたら適切な情報を説明できるようにして

いくことを目標に、学習と経験の繰り返しと思います。 

嶌田：グラフの示し方っていうのは、やっぱりある意味、グラフって必要以上にっていうか、非

常に多くを語ってくれるので、何ですか。どうとでも表現できちゃうところがあります。

だから恐らく一つの基準としては、例えば学部教授会の前後で時間もらって、調査結果の

報告会をやる。そのときに先生方に、「それ嘘っぽくない？」みたいな感じで、突っ込ま

れない程度の見せ方がちゃんとできるかどうかかと思います。要するに、いろんな分野の

研究者が見ても、「確かにそうなんだ、分かったよ」っていう風に思ってくれるようなレ

ベルで話せれば、合格点です。だからそういうときに「この IR 担当者、すごくデータ操作

してない？」「印象操作してない？」みたいな、そういうふうに思われないように、ちゃん

としたデータの使い方、グラフの使い方ができればいいわけですね。武者修行としては、
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学部に行って先生の前で話してみるっていうのがあるんですけど。失敗すると、袋だたき

に遭う可能性があるので、そこは要注意だと思いますが。結構、他人の技を盗むみたいな

ところも結構重要かもしれません。 

 

 

Q6-1：現在、総務担当として評価や調査の取りまとめを行っており、IR 室からは研究者や論文

等の情報を提供してもらっています。データ提供を依頼される上で、依頼者に気を付けてもらい

たいこと、またはされると困ることはありますか。 

嶌田：というご質問なんですけれども。曖昧な振られ方すると困りますよね。かなり。 

山本：そうですね。多分、IR 担当者としては、知りたいこととか、困ってることを率直に言っ

ていただくのが一番いいかと思います。データはたくさんあるので IR担当者が適切なデー

タを提案できると思います。逆に、すごい絞った「このデータをほしんだけど」って言わ

れると、IR 担当者としては、それは何のために必要なのかとか、それはどのように集計し

たらいいのかとか分からないので、たくさん質問をしてしまう可能性があります。やっぱ

り何を解決するために、こういうことが欲しいって言ってくれるのが一番ありがたいです。

分からなければ、こちらから質問はさせていただきます。 

嶌田：つい「何に使うんですかって」聞いてしまいますね。本当はよくないんでしょうけれど。

だからそういう意味で、少し長めに「こういう調査が来ていて、こういうことに使いたい

から、こういうデータが欲しいんです」って言ってもらったほうが、多分依頼されるほう

としては「だからこう要望なのね」と、腑に落ちたほうが作業はしやすいですし「だった

らこういうデータもあるよ」と言いやすいと思います。 

 

Q6-2：表の見せ方で印象を変えられる（変わってしまう）主体性と、黒子になるという非主体性

（嶌田註：要するに読み取る人に任せるようなやり方するのか。ある程度こう感じてっていうふ

うに見せるのかっていう、そういうところの）バランスが非常に難しいように感じました。 

山本：そうですね。バランスは気をつけたいことです。IR 担当者の基本は、まずは事実をしっ

かり伝えることですが、これは意外に難しくて。嶌田先生のグラフの例が分かりやすかった

と思いますが、同じデータでも，軸の間隔を変えただけで、全然変化してないのか、変化し

てるのか違う事実になってしまいます。主体性と非主体性以前の役割として、事実は何なの

かというところをしっかりお伝えすることが第 1 に考えることだと思います。その上で何か

相手が困っていることに対して、何かデータから、こういう点が突出してますとか、ここだ

け経年変化で見ると減ってますとか、そういうことが一緒にできたらよいと思います。 

嶌田：一つアドバイスするとすれば、軸のラベルの数字は大きめにっていうことです。結局はあ

あいうところの数字を小さくすると、なんか怪しくて、何かやろうとしてるんじゃないのと

思われかねないので、誰から見ても分かりやすく。とりあえずグラフの説明するときには、

縦軸はこれです、横軸はこれですって軸の説明は必ずする。そうするとそれだけでちゃんと

説明しようとしてるんだと、ちゃんと見てくれっていう風にやってるんだというところ、要
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するに公正さが伝わると思います。そこのところ縦軸、横軸、説明せずに「こうなってます」

みたいな話をしちゃうと、印象操作してるんじゃないのって思われかねないところもあるの

で。そこのところはいろいろ丁寧にやっていただければと思います。 

 

 

Q7：ご講演ありがとうございました。データ分析をする際に他大学との比較も有益であるとの

ことでしたが他大学のデータの入手方法はどのようにされているのでしょうか。 

山本：主に使っているのは、私立大学さんでしたら、私立大学連盟や私大協会が加盟校に提供し

ているデータライブラリがあり、入試から教員数、学生数までかなりの比較ができます。

商業用のランキングデータも利用します。書誌データベースや出版社、予備校などにデー

タ提供している場合、提供している大学間でデータを共有できるケースもあるようです。

あとは文科省などの公開データですね。 

嶌田：国立大学だと、学校基本調査のデータは大学改革支援・学位授与機構さんのウェブサイト

に載ってるので、あれダウンロードしてくれば、いけます。研究関係は科研費のデータだ

ったら全部公表されてますし。書誌データ買わなきゃいけないっていうところはあるんで

すけど。あと、込み入ったところに関しては、その大学さんとよく仲良くなって、データ

をお互い見せっこしましょうみたいな感じでいくしかないのかと思うんですけど。要する

に無断で交換したデータがその辺に流布されるというのが一番まずいので。ちゃんとその

辺に関しては、なんかお互いに紳士協定を結んで、紳士協定じゃだめか。その辺のところ

で、流失しないようにやっていただければいいのかという感じでございます。 

 

 

Q8：事務職員から教員になられることは、IR 業界では多いのでしょうか。差し支えなければ、

経緯を教えてください。 

嶌田：僕のことですね。僕は、学部マスター、ドクターって、ずっと江戸時代の雨の量とかの研

究をしていたんですね。過去の降水量を湖の堆積物から復元するみたいな研究をしてて。

ドクター3 年のときに、これまずいと思ったわけです。研究者にそのままなるか、どうし

ようかと思ったんですけど。それで担当教官に相談したら「大学の職員に一旦なって、そ

れでアカデミックポストを狙うのが安全」って言われました。それで国家公務員試験を受

けたら受かったので茨城大学に採用されたんで書きかけの論文を出して、学位論文出して、

研究者になろうと思ったら、結局、ちょうど法人化の前の年だったので、それどころじゃ

なかったっていう感じでした。結局、入ったときから、副学長付きの分析担当みたいな感

じでしたが、当時は IR って言わなかったです。だから何ですか。2003 年、平成 15 年ぐら

いから、いわゆる IR 業務っていうか、分析をやったりとか、各学部さんとかの依頼でいろ

いろ分析したりって作業をしていました。ずっと IR業務しかやってないんです。だから実

は原議書とか書けないとか。事務職員の基本的なスキルを身に付けていないっていう、非

常にまずいパターンなんですけれども。途中で、評価室つくりますみたいな話になったと
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きに、事務系ポストを教員に振り替えてもらいました。要するに専門職っていうカテゴリ

ーが当時なかったので、本当だったら、分析担当専門職みたいな感じなわけですけど授業

を持たない教員みたいな扱いで、とりあえず教員身分にはなってるものの、いまだに授業

とか持っていないんで基本的には分析担当。大部屋にいましたけど、スペースの関係で小

部屋、個室にいるので。どんどん堕落していく自分が嫌みたいな感じなところがあるんで

すけど。僕は持論として、IR 担当者はやっぱり大部屋にいないと情報入ってこないので。

小部屋は良くないと思ってるんですけども。そんな感じです。結構、職員から教員になる

方って、あんまりいない？ いる？ 

山本：そうですね。私の周辺はあまりいないですね。 

嶌田：そうですか。そういう意味では、たまたまだと思います。今後は多分、そういう専門職つ

くりましょうっていう話が多く出てるんです。例えば、FD をいろいろコーディネートす

る人とか。カリキュラムコーディネーターとか、質保証とかする人とか。例えば URA のか

方々もそうですよね。そういう教員でも職員でもない、大学の運営を高度化していくよう

な専門職っていうのをどんどん増やしましょうっていう流れ自体はあって、文科省もそう

いうのはつくったほうがいいみたいな話はしてるんですけど、具体的にその給与表どうす

るみたいな話とか、そこら辺までは、なかなか広がっていかない。だから、アメリカの場

合、そういう IR担当者の全米的な団体とかあるわけです。数千人が入っているようなもの

ですね。でも日本だとなかなかつくれない。なぜかっていうと、結局は IR担当する方って

いうのが事務系職員ですので、異動があるわけです。3 年とか 2 年たつと異動されちゃう。

だから日本型の IRっていうのは、結構アメリカと、そこはかなり違うだろう。だから日本

の場合、多くの方が人事異動で入ってくるので、むしろ IR オフィスでいろいろデータの見

方とか、分析方法とか学んだ方が他の部署に行けば、今度はその部署のデータとかを多分

違う見方で見れるのではないかと。そういうデータリテラシーみたいなのがある方がどん

どん学内で増えていけば、雰囲気だけで物事を決めないような状況になっていくのかとい

う気もするんですけども。大学のぬるい雰囲気が僕は好きなので。あんまりデータだけで

やっていくのどうか、いうところがあるんですが。こういう話をいてると長くなっちゃう

ので、次に行かせていただきます。 

 

 

Q9-1：IR は執行部の意思決定を支援する部署ですが、詳細な在り方は、各機関の状況に応じて

調整していくという認識でよろしいでしょうか。 

嶌田：そうですね。結局、大学によって求めていることは違います。だから、まさに明治大学の

IR と、多分うちに求めていることは全然違う。だからそれはもう大学の執行部とか、意思

決定する人とかがどう情報を集めるのかっていうことに依存するわけですね。IR は情報を

集めるツールなわけですから、当然違いますね。質保証が絡んでくれば、学部などの先生

方にどうやって教育関連情報、要するに学習成果の情報などを回していくのか、そこら辺

にウエイトが置かれるわけですが。だから持ってる性格によって違う。そこは本当に何で

もありです。 
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Q9-2：IR を利用する立場の方々に今日のお話を共有する必要性を感じました。（組織内での基本

的な理解が不十分のように感じるため） 

嶌田：だから IR のユーザー側、使う方々に IR ってこういうものなんですっていうところを分か

ってもらえないと、そもそも使ってもらえませんって話ですね。だからそれをやるために

は、ファクトブックとか、ああいう定期出版物みたいなのを出すっていうのは、結構存在

感をアピールするには有益なんです。だから例えば、そういうデータ集作って、国立大学

だったら教育研究評議会とか、全学の大きい会議で資料集を机上配布で、そういうデータ

集を必ず置いておくとか。そうすると、IR って必ずこういうところにデータを出してるの

が、確かにこういう部署がここまでやってるんだっていう感じになりますし。例えば学内

で新入生の調査やります、学生生活の調査やるところは多いと思います。調査をやったら、

1、2 カ月たたないうちに、それをちゃんと各学部にきちんと配信する。そういう定期お届

け便とかがあれば、IR ってこういうことやってるんだっていうことがみんなに分かっても

らえるわけですね。だから、ニューズレターとか作るよりは、データを定期的にちゃんと

配るっていうほうが多分学内の認知度は上がっていくかという感じはいたしますが。 

 

 

Q10-1：集計表の公開範囲について。IR担当部署で作成した集計表の公開範囲はどのように決め

ていますでしょうか。本学では、「一般公開」、「学内のみ」、「学内の執行部のみ」という 3

段階の公開レベルを設けており、集計表一つ一つの公開レベルを全学委員会で決定しています

（設定された公開レベルに合わせて、IR システムで提供）。全学委員会の決定なので、「勝手に

公開するな」みたいなクレームは出にくいとは思いますが、手続きが煩雑で、機動性に欠けま

す。（ある程度ルールに沿っていれば、自動的に公開レベルが決まるというものもあります。） 

嶌田：この辺ってどうですか？ でもむしろ、これでよいのでは？ 

山本：時間がかかっても、うまく回っているようなので、良い仕組みなのでは？。 

嶌田：うまく回ってればいいんじゃないですか。だって、結局きちんと決まるわけじゃないです

か。このレベルはここまで公開していいと。これがいつも決まっていないから、内々にみ

たいな感じになるわけですね。それで全部内々に、みたいな話になっちゃうわけで。だか

らむしろ煩雑でも、そこはきっちりすれば、結局 IRが勝手にさらしたみたいな話にならな

いので。IR としてはいかに、後で責められないようにするかっていうのは結構重要なとこ

ろなので。誰かが決めてくれるっていったら、ありがとうございますっていう感じです。

逆に「IR 決めてくれ」ってむしろ言われたら面倒くさいので、全学委員会で決めてくれる

んだったら、それでいいんじゃないですかっていうのが、僕、そういう感じですけど。 

山本：そうですね。明治大学の場合は、公開ではなく改善に重きをおいた支援をしていますので、

IR で作ったデータ、集計表にしても、グラフにしても、依頼者にしか戻さないです。そこ

に限定しているので、公開というところでは問題は起きてないんですけれども。ただこう

やって、一つ一つ決めていただける機関があるんであれば、うまく活用して、迅速性って

いうところも、もう少し工夫されたらと感じはします。 
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嶌田：だから多分だんだん、ずっとそういうのを決めていくうちに「学生の個人情報が入ってい

なくて、こういうデータだったらこのレベルで」という風に、だんだんパターン化されて

いくと思うので。多分 初は一個一個どうなんだっていう話をしなくちゃいけないですけ

ど、慣れてくれば、こういう合理的に決めていくシステムで、それを要するに選定基準み

たいな感じで、文書化しちゃえばいいので。僕はむしろいいやり方だと思います。 

 

Q10-2：データの正確性について。例えば大学院入試の受験生の出身大学について、担当者によ

って入力内容に揺らぎが出てしまいます（例えば、慶応大学、慶應義塾大学等）。一般的にはエ

クセルでリストを用意して、揺らぎが起きないようにすると良いとは思いますが、大学学部名だ

と、①数が多いし、②そもそもいいリストを用意するのが難しい、という問題があるかと思いま

す。何か工夫されている方法はありますでしょうか。（学部はセンターの高校コードがあるので

問題のですが） 

嶌田：ということなんですけども。その辺、どう・・・。 

山本：マスター化というか、リスト化する以外にないのではないですか。 

嶌田：ないですよね。 

山本：例えば併願大学の調査の場合、日本中の大学をマスター化、リスト化しなくても、頻繁に

登場する大学，例えば大体 30 大学ぐらい網羅すれば、8 割ぐらいの分析ができて、2 割は

その他になる、ということでも意味ある分析ができる場合もありますね。 

嶌田：リスト化、リストにして、要するに選ぶようにすれば確かにミス出ないわけです。揺れが

出ないというか。だからそうなってくると、要するに何年かやって、大体このぐらいがメ

ジャーに選ばれるところ、あとはその他にするみたいなことを決めればいいんですけど。

初はそれがないから、適当に書かせて、みたいな感じで。要するに頻繁に出てくるやつ

をリスト化するみたいな。だから何かコストの掛け方。要するに全部のバイトさん雇って、

全部の大学の学部名入れたって、どうせ翌年は変わってるんですから。だからそれだった

ら、頻繁に出てくるやつだけを抽出して、あとはその他で、そこはもうその他に入ってい

るやつだっけ、揺れをチェックするみたいなほうがお利口さんなんじゃないかって感じが

いたします。なのでそんな感じで参考に。 

 

 

Q11：IR オフィスの設計方法を具体例をお聞きしたい。 

嶌田：これに関しては、Betweenの連載を読んでくださいという感じです。とりあえず読んでみ

たけど、よくこれ意味が分からないってことがあれば、メールか何かをいただければ、ご

回答いたします。 

進研アド「Between」 IR その着実な一歩のために 

2015 年 4-5 月号 

第 1 回 「データ管理」と「IR」を隔てるもの 

http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/04/20154-5.html 
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2015 年 6-7 月号 

第 2 回 担当者に求められるのは高度な分析力か？ 

http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/06/20156-7.html 

2015 年 8-9 月号 

第 3 回＜鈴鹿医療科学大学＞ 確実な一歩を踏み出した＂データで議論する＂しくみ 

http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/08/20158-9.html 

2015 年 10-11 月号 

第 4 回 創価大学 トップの意思決定を支える目的遂行型の組織編成がカギ 

http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/10/201510-11.html 

2015 年 12 月-2016 年 1 月号  

第 5 回 琉球大学 多方面から意思決定をサポートできる「包括的 IR」の構築をめざす 

http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/12/201512-20161.html 

2016 年 2-3 月号  

終回 IR オフィスのスタートアップに必要なこと 

http://between.shinken-ad.co.jp/between/2016/02/20162-3.html 

 

 

Q12：データ集積をしてくださいと局長に依頼されました。教学の部署（広報、入試、学生、教

務、教職、キャリア支援）の課長レベルの職員が 1 名、企画調査室から 2 名、局長の 4 名で集ま

って、どのようなデータを持っているのかとお聞きする機会がありました。ですが、教務課から

「説明できないぐらいデータがあるから、何を知りたくて、どのようなデータが欲しいのか、そ

ちらで決めてください。」と言われてしまいました。管理している全てのデータから、データを

比較して、何が問題なのかって見つけて掘り下げて分析するのが IR の役割でもあるのではない

かと思っているため局長も室員も「全てのデータ」をひとまずご提供いただけませんでしょうか、

と半ば無理やり依頼をしてしまいましたと。このような場合は、恐らくこのようなデータを持っ

ているであろうと推測して、「このデータありますか」とお聞きして提供していただいたほうが

よかったでしょうか。 

嶌田：そりゃそうですよね。オールって言われても、「全部のデータリスト出してくれ」って言

われたら、「は？」って話になるので、それはそうだと思います。 

だから、データをとりあえず全部くださいっていうよりも、データカタログですね。こ

ういうデータはこういうフォーマットで集めています、いつぐらいに入力していますみた

いなものを集めておくわけですね。うちの場合は指標に関係するところはデータカタログ

作りました。この指標はこの部署とこの部署のデータを使うので、このデータは何月にこ

ういう定義でやってますってとこまでを集めておく。だから、まず必要不可欠なものから

集めていって徐々に拡大ということですね。1 回に総花的に見たいって話ですよね。 
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山本：そうですよね。IR サイドでもそのようなデータがあるのか分からないので知っておきた

いという欲求も湧きますよね。 

嶌田：だから、そうすると、あまり広げず。確かに気持ちは分かるんですが。 

山本：そうですね。IR 室で総花的にデータを収集したいとなったときに、各部署に聞く前に，

経営部門の作成する事業報告書ですとか、評価部門の作成するデータ集，教務部門が作成

する文科省や事業団への提出データ等、定型的なデータがあるので、そうしたものを活用

して、収集の目安，基準をある程度定めて全体像を見ていく、収集項目を定めるというこ

ともあるかもしれないです。また明治大学もデータカタログの作成はしていますが、IR 室

が必要になったものしか作ってないです。例えば、教員の分析をしたいという依頼があっ

て、教員のデータ集めたときに、大学院からは依頼がなければ、学部のデータしか持ちま

せんので、学部の教員データの所在や項目だけを確認し、カタログ化します。 近、大学

院から要望があったので、今度は大学院もどのようなデータを持っているのか確認しまし

ょうっていうことになります。リクエスト単位で把握しているデータの数も増えていくっ

というやり方です。 

嶌田：だから気持ちは分かるけど、必要に迫られたものからデータを集め始めるほうが多分楽っ

ていう。要するに使わないデータに関する情報まで集めてもしょうがないかってところが

あるので。そこは上の方とご相談いただければと思います。 

 

 

Q13：少ない件数の可視化を行うっていう点で、どのような点に気を付ければいいですか。 

嶌田：要するに、3 人しか学生に聞けなかったけど、どうしますかみたいなときですね。可視化

して、円グラフを描いても、66.7 パーセントが賛成してましたみたいなときに、N=3 って

書いておけば、「ああ」っていうことになりますから。「3 人しか聞けなかった？」って話

になるかもしれませんが。「いや、いろいろ聞いたんですけど、結局 3 人だったんです」っ

ていう話なのか、あるいは「特殊な入試なんで、3 人しかいないんです」っていう話なのか。

ちゃんと数さえ示しておけばよいと思います。2 人とかしかいなかったら、別にグラフにす

る必要なくて、表でいいと思うんですが。必ず何件かっていう件数は抜かないっていうこ

とが、特に小さいデータを扱うときには重要だと思うんです。結局、統計的にやったとき

に有意にならないですが、重要なのは３人分しかデータは取れなかったけど１名はマズい

ことになっている、みたいは話なわけです。IR としては。 

 

 

Q14：ファクトが IR では大切なことが分かりました。その分析において、どこまで主観的な解

釈を入れていいのか。そこを知りたいと思いました。 

山本：主観的な解釈を「IR 担当者の意見や見方」とした場合には，〝主観的な解釈“はしないよ

うにしています。データから何が読み取れるか、客観的に事実を説明することが、重要な仕

事だと思うので。データの説明として、例えば、ここが 3 倍に伸びてますとか、ここを基準
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でした場合に何倍になってますとか、全体の平均ではこうですが性別や学年に分けるとこう

ですとか、このようなところに違いがありますとか、このデータとこのデータは関係があり

そうですとか。あるいは、他大学との比較でも 2 倍の差がありますなど、データから言える

ことを伝えます。そうしたデータとしての事実を補足した説明は重要な役割だと思いますが、

それ以上の解釈、志願者が増加した要因はこうだと思います、この状況は本学にとって悪い

状況です、他大学に比較して高すぎます、という解釈は、してないです。統計上で関係があ

ることと，因果関係があることは別物ですので，その点は執行部での議論が重要な点です。

IR 担当者としては、事実を調べるということと、レポートには，短文のコメントを入れる

ぐらいですか。 

嶌田：2 年前か、3 年前の浅野さん（山形大）が講演の中で話してた話で「コップの水」っていう

のがあります。コップに半分ぐらい水が入ってて、それを「半分しか入ってません」ってい

うのか、「半分も入ってますっていうのか」、「それとも半分入ってます」というのか。結局ど

ういうのかっていうのによって、印象変わってくるわけです。だからそこのところをどうす

るのか。でも、どう表現してほしいのかっていうのは、クライアント側の問題なので。僕ら

としては、「水が半分入ってます」としか言いようがない。「半分しか」なのか、「半分も」

なのかは、僕らが解釈する話ではないので。それはあくまでもユーザー側の話です。どう解

釈してくのかっていうのは、別に僕らが解釈する話じゃないので。「こうでこうなってます」

って言えば、結局こうだったのねと、それは勝手に学部の先生と話していれば、学部の先生

が解釈しますから。だから別に素材だけ持ち寄って、あとはこうなんじゃないですかみたい

なことを振れば、「これはこういう意味なんだよ」とかいろんなことを教えてくれるので、

それをレポートにしちゃえばいいわけですね。僕はそんな感じで、いつも別にあまり自分で

考えないっていうか。学部の先生に考えてもらうっていうか、現地情報と照らし合わせるわ

けですよね。現場の方は。現地情報と現場の状況はこうなっている。数値情報はこうなって

るで、確かにそうだ。そこで結び付けば、確かにこれはこうだって話です。思ってることと

違うんだって話も当然出てきます。そのときは、これとこれ調べてって話になるので。だか

ら 終的なレポートにする前に、いかにある程度まとまった時点で一回クライアントとお話

をして、こんな感じで出てるんですけどどうですかみたいなところで話しをしておけば、

「レポートこんな感じで作って」っていうふうに言われるので。それでいけばいいわけです

ね。今はやっぱりクライアントと相談しながら、解釈するのはクライアントの問題っていう

感じです。 

 

 

Q15：利用する BI ツールについてタブロー、Qlik、Power BI など比較検討されたのでしょう

か。利用する BI ツールを決められた理由、ユーザー数、活用方法等ご教示いただければと思い

ます。 

嶌田：うちは BI ツール使っておりませんので。どうぞ。 

山本：基本的なデータ分析はエクセルなんですが、エクセルですと 10 万件ぐらいで動きが鈍く

なるので、例えば志願者データは年間でも 10 万件を超えてきており、何か他のものという
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ので、Tableau を入れてます。Power BI は低廉な価格で利用できるので、個人的には

Power BI も利用したことはあります。比較検討の要点は、予算面と、データの持ち方との

相性です。データベースがあれば、Tableau や Power BI はデータと直結で使いやすいと思

いますが、データベースがなく、エクセルデータを収集して利用しているような場合は、エ

クセルのほうが使いやすいでしょう。BI ツールを検討したきっかけは、データ件数の増加

です。BI ツール入れたメリットとしては、ここは使い勝手っていうんでしょうか。例えば

箱ひげ図などのグラフ描画はエクセルで作ろうと思うとデータの事前処理に時間がかかった

りするのですが、BI であれば簡単に作成できる点は大いに助かっています。 

嶌田：BI ツールは結構似ているような動きなんですけど。結構使い方違うので。実際、無料体

験版とか、ダウンロードして。多分自分の肌感覚に合ったものを選ぶのがいいかって感じは

します。結構、大規模データ、いわゆるビッグデータってやつですか。あの辺を扱うのに、

確かに 適化はされてるような感じはします。ただ、要するにあまりマニュアルがないって

いうところもあって。取っつきにくいので。そうですね。多分、体験版入れて試してみてく

ださい。 

山本：体験版はそれぞれのツールで試しています。 

嶌田：Tableau が使えるから、QlikView が使えるかというと、やり方違うみたいですね。なの

で、もしかしたら、そうですね、肌に合ったやつを入れて、ユーザー会みたいなところ入っ

て、それで腕を磨くみたいな感じなのかって気もしますが。近くに Tableau を使う人がいた

ら、Tableau をやれば、すぐ聞けるってメリットがあるので。近くに質問できる人がいるの

を選ぶっていうのも、また一つのやり方かと思います。 

 

 

Q16：嶌田さんのお話では IR 部署そのものの役割から、情報収集の手法、注意点、改善に当た

るまで分かりやすく、IR の立ち位置を知ることができました。山本さんのお話では、具体的に

用いたグラフを見ることができ、またグラフからする読み方・注意点等と大変勉強になりまし

た。 

嶌田：ありがとうございます。だから情報収集の手法、注意点、改善に当たりどういう風にやっ

ていくのか。だから結局情報を、データを有用性があるような情報にどう変換するのか。

情報っていう言葉が非常に IRに関しては、密接な関わりを持ってまして。だからその情報

をどう取り扱うのか。だから結局、学内広報っていうか、学内にどういう風にみんなで情

報を伝えるのか。学外にどう伝えるのか。だからその辺のところが結構、IR としてはキー

ワードです。山本さんのは、こんな感じの・・・。 

山本：ありがとうございます。本日のミニワークでも学内でそのまま使えるようなものがあれば、

お使いいただければと思います。 

 

 

Q17：プロジェクト方式の IR って何ですか。 
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嶌田：プロジェクト形式の IR っていうのは、IR オフィスをつくるのに専任の教員や専任職員を

配置しているところから、兼務の方で構成されるようなところあるんですけども、もう一

つ、プロジェクト型の IR っていうのがあります。例えば留年する学生を減らすプロジェク

トみたく時限付きのプロジェクトチームみたいな感じに各部署からスタッフを集めて調査、

分析をするわけですね。やってること自体は IR なわけです。どういう学生が、例えば留年

するのとか。どういう学生が退学しちゃうのみたいなところを、いろんな部署の人たちが

集まって、データ持ち寄って、分析してやっていくみたいな。だからそういう少し恒久的

なっていうか。要するに少ししばらく、ちゃんと IRオフィスをつくって兼務発令掛けて、

やっていくっていうやり方から、プロジェクトチームみたいな感じで、とにかく人を集め

て、その都度、メンバー変えてやっていくみたいな大学さんもあるので。ただ多分その形

だと、5 点をもらえないって感じです。多分。なので、だからそういうやり方も、要は研

修の一環でやっている大学さんもありました。 

 

 

Q18：理想と現実は遠いと感じました。紹介いただいたような分析をやれたら面白そうだと思い

ますが、なかなかそこまでたどり着くのには時間がかかりそうです。IR というより、管理部門

の業務改善が先決のように思います。 

嶌田：マネジメント、要するにそもそも情報とかデータとか使わずに行き当たりばったりで物事

決めている中で、IR がいくらデータ出したってしょうがないですってところは当然あるわ

けです。だからこれまで恐らく余裕があったわけです。別に雰囲気で決めても、丼勘定で

やってても、困らなかったわけです。アメリカの IRオフィスとかいろいろ調査していると

きに、「正直いうと日本は別にお尻に火がついて困っているから IR をやっているわけじゃ

ないんです。いろいろあって、やってるんです」みたいな話をしてたら、向こうの IR の担

当の副学長先生は、「でも 10 年後、20 年後、日本も今みたく楽勝って話じゃないんでしょ

う？」って。だから「結局、大学がこけ始めて、傾き始めて、要するに悪いスパイラルが

進んでしまっているところで、IR が何か止めようと思っても、止まるわけないから」と。

だから余裕あるうちに、今こうなってて、こういうところにこのまま行くとまずいってと

ころを、早めに考えていかないとまずいわけですね。例えば、悪いうわさが広まって、高

校の入試担当の先生にあそこは行かないほうがいいみたいな話が広まっちゃったら、学生

は来ないわけです。だからそうなる前に、どういう風に止めるのかっていうところを考え

たら、余裕があるうちにそういうデータをちゃんと見ながら、今どうなってるってところ

をある程度は客観的に把握するっていうのはありなんじゃないのみたいな話はされまし

た。 

山本：管理部門の業務改善という言葉には、いろいろな意味合いを込められているのかと思いま

すけれども、本日は、本学はデータベースから IR始めましたってことをお話ししたんです

けれども、その点では、管理部門の業務改善をしなければいけないから IRが始まったとい

う背景があったと言えると思います。各部署で作成するデータ集の数値が異なるのはどう

いうことなのかというところから始まっています。ご質問の趣旨には、管理部門が改善し
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ないと IR が進まないとの見解も含まれているようにお受けしましたが、IR の立ち上げ期

や整備する時期にあっては、IR 担当者が管理部門の、特にデータ整備やデータを活用した

意思決定についての業務改善に関わることもできるのではと思います。ご質問された方も

何か業務改善に関わることができるのであれば、そのきっかけに、ご自身のミッションに

なるべく近づくような活動をされると。それに絡めた IRができるのかという感じがいたし

ます。 

 

 

Q19：本日のミニワークとても良かったです。もう少し簡単な例にいくつか取り組めると、私に

とってはよかったかもしれません。読み解き方も経験だと思いますので、今後に生かしたいと思

います。 

山本：そうですね。今回のワークでは，３つのグラフについて，その特性をご理解いただくこと

を主眼にしておりまして，題材の理解，データ内容の分析までを考慮していませんでした

ので、反省点としたいと思います。また内容も含めて、いいワークができればと思います

ので、どうもありがとうございます。 

嶌田：結構、このような分析の手法を教えていただきたいみたいな感じのリクエストがあります。

ダミーデータ作って、結構真剣にやると、Excel の習熟レベルの違い、あとは例えば、そ

ういうグラフなどをどのぐらい日常的に描かれてるかに結構差があって、いろいろ大変っ

ていうところもあって、パソコン使って、少しデータ見ながらっていうものではなく、グ

ラフ使ってそれを見ながら考えてもらうという演習も、２月に九州でやりました。だから

その手前ぐらいのところも、分かりました。やってみようと思います。 

 

 

Q20：大学執行部や、教員に問題意識が薄い。学内構成員に改善が必要という意識を持たせる方

策は何ですか。トップにやる気を出させるためにはどうしたらいいですか。 

嶌田：結局、まずいっていう状況が、やっぱりグラフとかデータで見える状況になってれば、や

ばいと思うわけです。このまま入学志願者が減っていくようなグラフを、いろんな会議と

かで出てきて、これはまずくないですかっていうのを実感できるような感じのものを見せ

る。IR をどう進めればいいかみたいな議論を担当者集会でずっとやってるわけですけど。

以前、僕の加わった班では、危機感の共有をどういう風にするのかっていうところで、そ

の危機感を共有するときに可視化されたグラフとかで共有すれば、誰にでもやっぱりまず

いってところが共有できるんじゃないのか。だからそういうのをちゃんと執行部に見せる。

割と結構いろんな方が言うのは、やっぱり執行部をひやりとさせられるようなデータを見

せられると、やっぱり IRとしては一人前だみたいな感じの話もあったりするので。だから

いかにドキっとするようなデータで、マズいかもという風に。放っておいても学生は適当

に来るし、そこそこいいんじゃない、という状況、そういうのが多分一番やばい状況って

いうような感じなのではないかと思うんですけども。 
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山本：そうですね。嶌田先生のお話と別の観点からですと、トップの方の改善への意識が薄いと

いうことなんですが。問題意識とか改善への意識とかいうことだけではなく，例えば、執

行部の会議にて、大学ランキングで 1 位になった大学について「何で 1 位になったのだろ

う」みたいな話が出たりすることはないでしょうか。そういうときに、データの側面から

言えること，原因や要因になっていそうな事象を見せたりすることで現状認識を深め，問

題意識へとつなげていくことができるかも知れません。特に頼まれているわけではないん

ですけども。その話が出たときには、調べてみますってことで、お話しして。そこからや

る気が出るか出ないかは、その方次第ということかも知れませんが、データを確認するこ

とで、こういう分野に注力してやんなきゃいけないのか。研究であれば、重点研究を増や

すのか。海外研究を増やすのか。論文増やすのかとか。どの点に注力すればいいのかみた

いな話へと進んでいくこともあります。全体的に改善への意識というよりは、やんなきゃ

いけないことがデータの中から、少しずつ見えてくると、トップの方も仕事がやりやすく

なるんじゃないかというのは、IR を担当して思うことの一つです。 

嶌田：この辺は多分、評価の研修とかでもあったかもしれませんけど。評価って何かって云いま

すと、現状を詳らかにすることです。それは要するに、ある目的っていうか、理想的な状

況とか、こうありたいというのに対して今こうなってますってことです。その評価をした

ときに、足りないとすれば、これだけ足りないっていうのが分かれば、それを補うために

はどうしたらいいんですか？っていうので計画を立てる。だから本当にいい評価って何か

っていうと、評価作業が終わったときに、これとこれをやればいいんだっていうのが見え

てくるような評価作業が本当は理想的な評価作業なわけなんです。だから、ちゃんとした

目標が立って、今、ちゃんとこうなってますってところが、ちゃんとみんなに認識されれ

ば、当然やらなきゃまずいでしょっていう。だからやる気っていうよりも、その目標の設

定のやり方と現状把握のやり方の問題。それをどう共有するかって、多分そこの話なんだ

ろうっていうところかと思いますが。なかなか、口で言うのは簡単なんですけど、評価書

を作ったら、大体あるのは達成感で僕ら終わるみたいな感じのところありますので。 

 

 

Q21-1：三つのインテリジェンスは、とは何か。明記していただきたい。 

嶌田：これは後でどこかウェブに、アップするときには、載せますが。これです。テレンジーニ

の三つの知性っていう。アメリカの IR 研究者のテレンジーニさんが、IR 担当者には三つ

の知性が必要でしょうと。要するに知性がインテリジェンスです。専門的な分析的な知性

と、問題に関する知性と、文脈に関する知性が必要だと。整合的分析的知性とは、要する

に事実に関する知識。だから基本的に用語、フルタイム学生と同様にとか。用語がちゃん

と分かってるとか。数量的データの計算。例えば GPAの計算式。その大学のやつをちゃん

と分かってるとか。データの構成とか。そういうことをちゃんと分かってる。あとは分析

方法論のスキル。だから調査計画立てられる。サンプリングはこうやってればいいんだ。

統計が分かってそれができてるみたいな。そんなことそんな全員できんのかって話なんで

すけど。そういうスキル。あとはコンピューターがちゃんと使える。だから Excel とか
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Word とか、その辺とか。SPSS とかそういう統計ソフト、使えますかみたいな感じのとこ

ろ。だから割と個人に依存するようなものです。だからここっていうのは、割と何ですか。

その大学とか大学院で学ぶ気になれば学べるっていうか。そういうもんです。 

専門的
／
分析的
知性

●事実に関する知識
基本的な⽤語の理解（例︓フルタイム学⽣、単位数）、数量的データの計算⽅法（例︓GPA、ST比）、データの構成、定義、基準日（例︓アドミッション、授
業登録）

●分析・⽅法論のスキル
調査計画（量／質）、サンプリング、統計、測定（信頼性や妥当性の確保等）、質的研究⽅法（インタビュー等）、様々な調査スキル（アセスメント、将来予
測、プログラム評価等）

●コンピュータに関するスキル
ビジネスソフトの使⽤スキル、データベースに関するスキル、統計ソフトの操作スキル

→ 個人スキル︖

問題に
関する
知性

●経営にかかる主要な問題や意思決定に関する知識
学⽣管理の目標設定、教員の業務量分析、リソース配分、施設設備計画、学費設定、教職員給与、全体のプランニング、自己点検・評価等

●大学がどう機能し、意思決定を⾏うかに関する知識
特に政治的な側⾯︓フォーマルな政治構造だけでなく、インフォーマルな権限構造も含むもの。説得や妥協、根回しといった役割やその重要性に関する理解

→ 戦術形成︖ グループでの動き︖

文脈に
関する
知性

●⾼等教育⼀般の⽂化に関する理解
大学の歴史や思想、大学教員や組織の文化、ガバナンス、大学をめぐる国家や国際的な環境等

●勤務大学の⽂化に関する理解
同僚の教職員の価値観や信念、自大学特有の経営、学内のキーパーソン等

→ 戦略形成︖ チームとしての動き︖
Terenzini（1993）より佐藤（2015）が作成。→部分は報告者が追記

テレンジーニの３つの知性（参考）

 

問題に関する知性。イシュ・インテリジェンスっていうふうに言いますけども。経営に掛

かる主要な問題や、意思決定に関する知識。学生管理の目標設定とか、教員の業務量の分

析するんですが、どうやってリソース、教員の配分をするか。施設設備の計画どうしま

す？とか、そういうところに関して、学内でどういう風に経営部分っていうか、大学の主

要な問題どこにあるんですか。あと大学はどう機能して、意思決定してるか。要は手続き

とか、そういうところを理解して。その意思の決まり方みたいな。大学って結局、割と外

から言われたものとか、金目の話に関してはイエス、ノー、出せますけど。基本的に、合

意でしか物事を決められない。これは日本でもアメリカでも変わりません。だからそうい

う意思決定をどうやってやっていくんですかってところ、そこのところをその誠実な行動

とかだけじゃなくて。インフォーマルに要するに人と教員同士のつながり方とか。そうい

うところまで含めて分かってるかどうかみたいな。こういう戦術レベルの話みたいなもの

を、そういうのは個人的ではなくて、少し何人かで勉強していく話なのか。 

あと文脈に関する知性。要するにコンテクチュアル・インテリジェンスと言われている

ものですけど。要するに高等教育とか一般の文化に関する理解。だから大学の歴史とか思

想とか、その高等教育の流れどうなってるんですかとか。勤務大学がどういうカルチャー

なのかみたいな。結構その職場風土みたいなものっていうは、結構意思決定に効いてきま

すから。こういうのっていうのは、こういうのって就職して、その大学で働かないと分か

んないわけです。こういうのを、1 人で持ってる人がいたら確かにすごい人だと思います。

だけど兼務でやるときに、例えばこういう分析とか得意だっていう人入れて。あとは大学

はどう機能してるかみたいなところに関しては、結構例えば、経営に関する主要課題はこ
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ういうところが結構あるみたいなことを、結構詳しい人とか。あとは例えば、高等教育の

一般的な流れとか。だから例えば国立大学に例えれば、普通に若手とか入れて、課長補佐

クラスの人とかこういうことやって。例えばこういうのは文科省から、異動官職で回って

くるような人たちがやったりしたりすると、なんかうまく回るのかみたいなところも思っ

たりするわけですけども。そういう感じのものを、要するに 1 人で持たずに、チームで持

ってれば、別にある程度 IR回るんじゃないのか。それは、テレンジーニさんの話で、これ

は本当は日本流に作り変えなきゃいけないんですけど。まだそこまでの作業が進んでない

のでアメリカの文脈っていうか、アメリカの状況と日本の状況、結構違うところがあるの

で飲み込みにくいところと、なるほどっていうところがあるかと思うんですけど。それが

インテリジェンス三つの話でございます。 

 

Q21-2：IR の指標を設定する上で、どの程度世界大学ランキングの指標を考慮してますか。 

嶌田：うちは全然、全く、中期目標計画の指標だけで手いっぱいみたいな感じなんで、全然やっ

てないですけど。なんかその辺って意識されてます？ 

山本：世界大学ランキングの話題を出される大学は限られているかと思うんですが、大学の強み

や弱みを把握する指標の一つとして活用しています。特に世界大学ランキングは『QS』に

しても『Times』にしても、研究に関することの指標の比率が高くなっていますので、教育

面よりは、研究面での現状把握に活用します。例えば、今の大学はどのレベルにあるのか。

論文数や国際共著論文数などから把握したり、ランキングが似ている大学さんと比較した

りすることで、分野での違い、例えば本学はどこが強くて、相手大学さんはどこが強いの

かというデータです。そういうのは IRでも確認してます。指標については中期計画にも大

ざっぱな到達目標は載っていますが、そこからはこういった分野で、ここの部分を注力し

ていくという戦略の立案において、その大学がおかれた背景に寄りますが，ランキングの

指標は使いやすい部分もあるのかなとは思います。 

嶌田：だから、例えば国立大だったら、文科省に受けがいいようなものをやっぱり上位に入れた

いところはあります。やっぱりこれが上がるといいっていうところはありますね。だから

やっぱりその辺の見せ方みたいなものっていうのは、先ほど、どこまでお化粧していいん

ですかみたいなところあるんですけど。やっぱりお金につながったり、学生がハッピーに

なれるような要因につながるんだったら、もうそれって別にやってもいいのではと僕は思

うので。そんなところでも、指標のいろいろ設計していただければと思います。 

 

 

Q22：ある部署でのデータ解析と IR のデータ解析結果に齟齬が生じることはあり得るのでしょ

うか。またそうした事態があった場合の対応について、ご示唆いただければ幸いです。 

嶌田：例えば入学課がこうやって分析しましたってところと、IR で分析しましたみたいな話で、

結果が違うみたいな話になったら、どうやって折り合い付けますかみたいな話かと思うん

ですけど。基本、入学課がやってるやつは、別に手を出さないです。入試区分とその後の
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学生の生活状況や成績をつなげてみてくれみたいな入学課が持っていないデータのところ

まで広がったやつとか、あとは入学課だけでは対応できない、いろんな他のものも併せて

見てみてみたいな話だったら、対応します。入学課だけでできる話だったら、入学課でや

ってもらういます。だから多分、似たようなことはやらないっていうか。あんまり被らな

いですよね。 

山本：そうですね。 

嶌田：あまり、傾向違うみたいなことはない。むしろ傾向の違いが出たら、何で違うのっていう

ところを議論して掘り下げていけば、もっと面白い話になるんじゃないのかっていう気は

します。 

山本：今、嶌田先生がおっしゃったことは、そのとおりです。全く違うことはあまりないですけ

れども、なんか違うみたいな時はありますよね。大体データの取り方が違うとか、データ

の集計時の定義が違うとか。例えば外国人留学生の分析をしましたっていう場合，外国人

留学生には交換留学生までも含めてるのか。外してるのかとか。そういったところで、そ

の分析の分母も違ってきますので、比率も異なって示されてしまいます見解が違ったとき

には、取りあえずお互い話して，どこに違いがあってそれは違っていてもよいものなのか，

修正すべきものなのかを確認することは必要でしょう。 

嶌田：だから実際その部署と、あの部署を出し抜いてやろうみたいな感じで IR やることはない

です。普通その部署と相談しながらやることが多いので。だって、データその部署からも

らってるわけですから。抜け駆けはしないですね。 

 

 

Q23： 近学内限定で IR 室が作成するレポートの公開を始めましたと。レポートを作成する要

素として、学内共通的に教職員の関心を引くものがあったら教えてください。（とりあえず関心

を引いてみていただきたいので） 

嶌田：そうするとやっぱりショッキングなデータです。だからこれまずいっていうところじゃな

いですか。 

山本：そうですね。あと、数枚のグラフを連続して示してプレゼンするという機会がない場合も

多いと思うので、プレゼン同様のストーリーを作って見せるということはあります。先ほ

どの女子学生の比率も、1 表だけだと、なかなか真実が分からないので、例えば学部別の

女子の比率を出して、学部名消し、あなたの学部の比率は分かりますかというクイズを取

り混ぜ、現状はこうなってます、また他大学同学部との女子比率は分かりますか、ライバ

ル校との違い知ってますかという問い掛けもレポートに含めるのです。読んでもらうよう

な形のものは手が掛かるんですけど。 

嶌田：あと結構盛り上がるのは、やっぱり入試絡みって言ってました。うちに来なかった学生は

どこへ行ったみたいな。そうするとあそこに勝った負けたみたいなところは、結構盛り上

がるっていう話なので。だから、結構みんな食い付きやすいみたいなところで勝負すると

いうか、要するにあそこには負けたくないみたいなところとどうなのかとか。そういうと

ころのって結構下世話なほうが 初はいいのかって気もしますけど。あんまりやり過ぎる
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と、あそこはゴシップでも探ししてるのかみたいな話になるので、そこはほどほどにって

ところもありますが。 

 

 

Q24：初めて見るグラフもあり、これから数多くのことを勉強していかなければならないな、と

実感しました。実際の業務は始まっていませんが、できることから準備をしていきたいと思いま

す。そこで質問です。データ収集時に設定する基準で、注意すべき点はどのようなことでしょう

か。 

嶌田：データ集めるときに、もうフォーマットが決まっててこれに埋めてくださいって Excel を

送るとして、気を付けなきゃいけないのは例えば手持ちのデータがあったら、それを使って

データを埋めて、ここだけ入れてくださいっていう感じで送らないと、「データ持ってるん

でしょ？」っていう話に。なんでわざわざ全部入れさせるのっていう話にはなりかねないで

すね。あとフォーマットがうまく定まってないんだったら、九工大さんは、備考欄を充実さ

せて何かあったらとりあえずみんな備考欄に入れてくださいみたいな感じで。そういう感じ

で、少しゆるめに作っておいて。だんだんはっきりしてきたら、定形化していくみたいな。

だから何かそんな感じのこと言ってましたけど。何かどうですか。 

山本：そうですね。違う視点から、依頼してデータを集めると、その部署の個性が出てしまって、

データの連結がうまくできないんです。なので、なるべく各部署から集めるという方法は少

なくする方法を採用しています。大学全体の基幹データベースからデータをコピーして使う

という方法にシフトさせてます。今は 8 割ぐらい、基幹データベースから IR のサーバーに

落としています。各部署のエクセル管理でしかやってないものだけを各部署から収集するこ

とで，データ定義の不揃いを 小限に抑えることができます。 

 

 

Q25-1：学生数等は原則として 5 月 1 日現在のデータを使っているかと思いますが、10 月入学者

が増えてくることにより、実態と異なってくることが想定されると思います。例えば 10 月 1 日

時点でのデータ等も収集したりしているのでしょうか。 

嶌田：10.1 のデータも適宜集める感じです。秋入学対応。秋入学は確か文科省で多分結構、調査

票の中に入ってくるので。多分 5.1 と秋入学対応の、あれ 10.1、11.1 なんですか。その辺

のところは結構入れた記憶があります。 近、数表いじってないんですけども。そんな感

じ？ 

山本：そうですね。本学でも 低年 2 回はデータを更新し、蓄積しています。 

 

Q25-2：本学では、授業アンケートは教務課、学生実態調査は学生課。卒業後調査はキャリア支

援課が実施していますが、一般的にアンケートを取りまとめる部署っていうのはあるんでしょ

う。 

嶌田：それでだからうちの場合は、結構その辺がばらばらだったので。IR 室二つに分けて、教
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育関係の IR 部署を作りました。全学教育機構総合教育企画部門っていうんですけど。そこ

でアンケートに関しては一元的に管理しましょうってことで。学部さんがそれぞれやって

たアンケートも全部引き上げて、基本的には全学統一項目でやりましょうみたいな感じで、

一元化を進めています。合わせてデータ集計もこちらで全部やるので、学部さんとしては、

むしろ面倒くさくなくなったからラッキーみたいな感じで、結構喜んでいただけたところ

はあるんですけれども。たくさんのデータいきなりもらったので、パンク気味なようでご

ざいますので、どうしようかみたいなところはあるんですけども。だから一元化するのは

いいけど、その後のことは考えたほうがいいってところですね。やっぱり人の手当がない

ときにそれやっちゃうと結構大変っていうのがあるかと思いますが。 

山本：アンケートの集約は、どちらの方法をとる大学が多いんでしょうかね。私たちの IR では

行っていません。IR 室のミッションにもアンケートを行うことは入っていません。いわゆ

る、あるデータを分析するという視点では、学生部などの他の部門で行っているアンケー

トをデータをもらって、IR のデータと突き合わせるということはありえます。 

嶌田：だから、やることがなかったり、人の手当がつきそうだったら、うちで取りまとめて、一

元的にやりましょうっていう話を。もしくは、やるから人くれっていう話でやったりする

ような話だと思うんですね。要するに人はいない、兼務だけでやるけど、全部まとめてや

りますみたいな話になったら、単に仕事増えるだけなので。結局そこのところは、実際働

く人の労働環境を踏まえて考える話かと思うので。理想としては、例えば一元化してれば、

確かにそのデータ項目の管理とか、データ処理とかも多分楽。すぐに手元にデータあるの

で、いろいろ連結することも可能。だけど、それぞれ取ってれば、結局いつの間にか項目

変わったりとか、そういうこともあるので。そういうところは IR的には困る場合もあった

りする。だからメリット、デメリットいろいろあるわけです。ただ余裕がないならそのま

まそっとしておくのがいいという感じはいたします。 

 

 

Q26：元データを収集・入力する事務部局と、IR 室等は分業の形態になりがちだと思います。

特にデータ提供する側が共同作業を行ってるという価値観を持てるような作業形態とか手段はあ

りますか。 

嶌田：要するにその提供する側が、忙しいときに限って、IR がデータ求めてくるみたいな感じ

で向こうもいやいやデータ出してきてみたいなじゃない感じですよね。データ出す方として

も出したデータがこうなったって、例えばグラフとか示してもらったりするとかそういうも

のがようのではないでしょうか。昨日とある大学さんと立ち話してたら、とある大学さんは、

データ提供した部署の人に作ったデータやグラフとかをウェブで見られるようにしてて、そ

うすると結構、「こうなったんですね」みたいな感じで喜んでくれてみたいな感じだったそ

うです。だから、やっぱり自分が提供したデータが活用されてるとか、自分でも見られるみ

たいな感じで、自分にメリットあれば、多分一緒にやろうって話になるわけですけど。なん

か、いつもデータむしられるだけで、何の音沙汰もなければ、なんであそこに手伝わなきゃ

なんないの？みたいな話なると思うんです。だからそこってやっぱり、人としてみたいなも
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のの問題です。だからやっぱり持ちつ持たれつ、そこはやっぱり。こっちからもご厚意。向

こうのご厚意を出してもらったら、こちらもご厚意で返しましょうみたいな、そういう話か

と思うんですけど。 

山本：もらうデータについては必ず返すということは基本です。ただし，立ち上げ期はデータが

必要になるので、私たちは例えば学部の事務室等の入力部署のデータ入力方法を一切変えな

いっていうことも大切にしてきました。IR ができたことによって、入力方式を変えるとか、

新たにそのデータを加工して提供する業務が発生しないように、データ収集の方法を考えま

した。データの入力部署はいつもどおりに業務処理してください。そこから自動的にサーバ

ーにデータが溜まりますので、。そのサーバーの中で IR が分析しやすいように項目変えた

り、新しいマスターを作ったり、分析できるデータに加工することにしました。ですので、

今、凡そ学部担当者からすると、自分たちは何もしてないのに、突然 IR からレポートが届

くというイメージだと思います。 

嶌田：多分現場の方々は、別に IR にデータ提供したいから、データ集めてるわけじゃなくて。

自分たちの業務に使いたいから、データ集めてるわけです。そこを IR の都合だけで、ここ

を変えてくれみたいな話をしたら、ちょっと待ってくださいって話になるわけですね。当然。

だからなるべく、寄り添えるんだったら、その部署が業務やりやすい形で、データ集めても

らって、その分け前を少しもらうみたいな。どうしてもここは分けていただきたい、二つに

分けて集計していただきたいみたいな感じのところは、やっぱりお願いベースになってくる

ので。やっぱりそうすると、いつも困ったときに IR は助けてくれてるし、みたいな感じのこ

とがあれば、多少無茶ぶりしても、助けてくれるとは思うんですね。だけどそういうんじゃ

なくて、例えば何かお願いするのもいつもメールばっかりで。たまには担当者頭下げにこい

よなあ、みたいに思っているような感じだったら、言うことは聞いてくれないわけじゃない

ですか。だから、結局やっぱり営業なんです。問題は。結構人としてみたいなところが重要

かと思うので。取りあえずメールで済む話だったら、電話。電話で済む話でも、行くのがい

いかなって感じはいたします。 

 

 

Q27-1：ファクトブック（データカタログ）の活用方法。実際はどのように活用してますか。 

嶌田：うち、ファクトブックまだ途中、前半部分っていうか、大学概要をまとめたところしか作

ってないので。ファクトブックって、あんな感じですもんね。 

山本：そうですね。 

嶌田：うちも後半部分に、大学の戦略形成に沿った形のデータ集みたいなものも作ってて。それ

で今鋭意作成中という感じで。だからそういうの出てきて、取りあえずみんなみてくださ

いみたいな感じに今進めているような感じです。 

 

Q27-2：BI ツールは利用したほうがよいですか。 

嶌田：あれば便利か。でもしばらく Excel で何とかなりますみたいなところはあります。あった
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ほうが、あればあるに越したことはないですけど。まず Excel みたいな。 

 

 

Q27-3：レポートや情報（データの二次利用）が進んだほうが活用が進むのですか。 

嶌田：結局 IR でデータ取りまとめて、学内でそのデータを使うという二次利用が進むような形

でやるといいのかどうかっということなのですが、多分一番楽なのは、外から調査ものが

来ました、とにかく IR に取りあえず投げる、そうすると大体埋めてくれて戻してくるって

いうのが自分が担当課だったらそのほうが楽ですね。「二次利用でどうぞデータ使ってく

ださい」って言われるぐらいだったら、専門家が入れてくれっていう話になるのじゃない

のですか。どっちが楽ですか。ただそれをやろうと思ったら、IR に専任の人がいないと無

理です。兼務の人たちだけだったら、そんなことできないので。要するに IRにどれだけ人

的リソースを割くんですかっていうところです。人的リソースをこれだけ、例えば、正規

職員 1 人分付ければ、これだけ楽できる。そことのバランスの取り方になってくるわけで

す。だからそれって、何を IRに回すんですか。回して何を楽したいんですかって話です。

そこのところの戦略性の問題になってくるかと思うんですけども。どうですか。 

山本 そうですね。これ多分、二次利用のところは、調査系の部署と IR の部署が一緒なのか、

別なのかというところでも作業の方法や内容は変わってくると思うんです。調査系の仕事

を IR が請け負うという形式だけでは IR 本来の仕事ができなくなるという可能性もありま

すので、IR がデータのプロとしていかに調査部門が必要としているデータを支援できるの

か工夫する必要があるかなと思います。定例的なデータはすぐに出力できるようにしてお

けば，調査部門が学部等に聞く手間を省くこともできるでしょう。ただし，先生のおっし

ゃるとおり、IR 室にどれだけ人的なリソースがあるのかというところで、仕事量も変わっ

てくるので、IR が保持していないデータについては、調査ものといっても支援は難しいで

しょう。IR が保持しているデータに限りデータ提供するということがいいかと思うんで

す。 

嶌田 そうですね。そんな感じでございます。 

 

 

Q28-1：（明治大学山本様向けに４問）教学 IR と経営 IR との線引きは行わないということでし

たが。教学企画事務室と評価情報事務室はどのような連携を図っているのでしょうか。 

山本：教学企画部という中に、企画の事務室と評価の事務室があるということで、もともとは学

長室という名称で事務室も分かれていませんでした。機能としては大学部門の事業計画の

策定が企画の業務で、その進捗管理が評価の業務になります。連携といっても、隣に座っ

ているので、日常会話の中で業務上の相談は可能です。事務職員同士ですので、連携のた

めにオフィシャルな手続きはありませんし，場合によっては，私も企画の仕事をすること

もありますし，会議体にも一緒に出てたりしますので。そんなに違いがないといいますか，

実態としては、常に一緒に行動している感じです。 
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嶌田：うちは、建物も違うので大学戦略 IR 室は事務局の本部棟で、僕らは共通教育棟っていう、

学務部などと別の建物にあるので、結構、数百メートル離れている所にありまう。ただ連

携はいろいろしております。だから連携なしっていうのは、あり得ないと思うんです。そ

ういう IR関係、数字扱ってる所で、あれどうなってるのみたいな話は当然やっています。

だから IR って多分、内に籠もる話はあまりないんだろうって感じです。 

 

Q28-2：データ定義表の項目のうち、分析軸、分析軸の詳細、分析軸定義の例を教えてくださ

い。 

山本：データ定義表で苦労したところが一つありまして。今までお話したんですけど、外国人留

学生数とか、海外派遣学生数が各部署ごとに異なるのです。国際部が出すものと、学部が

集計して出すものと。企画課が集計しているものなどが全て異なる状況がありました。そ

こで。例えば外国人留学生数では、こういう A パターンの数え方、この文書のときには B

パターンの数え方、というように出力パターンの定義を協議しました。例えば詳細に分け

ていったら、私費と国費に分かれますとか。交換と正規に分かれますとか。そういうよう

なところ、外国人留学生数とはこの表ではこのパターンの数え方ですよ、ということが分

析軸定義に記載されます。分析軸は、例えばそれを性別で見ますとか。学年別に見ますと

か、いわゆるデータベースの切り口を記載します。。分析軸の中で複雑なものがあります。

分析軸の詳細には、例えば先ほどの外国人留学生の A パターンについて，さらに出身国別

に見ますといった場合に、国別で見る場合と、地域別、つまりアジア、ヨーロッパなどで

分ける場合もありますよね。その場合、アジアには、どの国まで含めるのか、アフガニス

タンってアジアなのか等を記載しておくところが分析軸の詳細です。そんな形で使い分け

をしています。 

 

Q28-3：IR の理解や使い方を広めるために、FD と SD の機会があった際には、どのようなテー

マでどのような方を対象に行ったのでしょうか。 

山本：嶌田先生の所もあるかもしれませんけれども。私たちは IR についてはファクトブックそ

のものを提供し、説明することが、IR に関する理解につながると思っています。IR に関

する全学的な SD、FD は特別には行っていませんが，ファクトブックをもって各学部を回

ったりすることで IR の理解、IR の使い方も広まっていると考えています。ファクトブッ

クは、主に理事会や学部長会などの意思決定をする、権限がある人に集中的に説明をして

ます。全学的には配布はしておらず、原則、部長職以上と理事者、教員でしたら、学長、

副学長、学部役職者だけに配布しています。個別の FD・SD については、FD については

新任教員、SD については新任職員のところで、そのファクトブックの内容の説明もして

ます。。一般職には配布はしていませんが，学内のネットワークで閲覧できるようになっ

ています。 

 

Q28-4：データベース、ツールはどのようなペースでそろえていったのでしょうか。そのときの
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課題や苦労された点を教えてください。 

山本：先のご質問への回答に重複する部分もありますが、必要に応じて揃えていいたように思い

ます。データベースは、さまざまな方法があるかと思いますが、私たちは大学全体にある

大きな基幹データベースをコピーして IR用のデータベースを構築し、そこで分析していま

す。初年度は教員データだけでしたが，２年目に学籍データ、３年目に成績データ、入試

データ，進路データなど，データベースの構築はスモールスタートで、要望を聞きながら

必要なデータを毎年少しづつ蓄積していく方式を 小しました。必要なものを必要なとき

に少しずつ、年度応じて増やしていくというのがスライドでお示ししたとおりになりま

す。 

 BI ツールも先ほど少しお話が出てますけれども、必要に応じて導入したということです。

データが大きくなって、エクセルで対応できなくなったというところが発端になっていま

して。幾つか試しながら、これ良さそうだというようなところを決めたというような経緯

です。 

 

Q28-5：IR 室が何でも屋になってしまう可能性があり、懸念している人がいます。そういった懸

念についてはどういった対応のポイントがあるのでしょうか。 

嶌田：どっちの人ですか。IR 室の中の人が懸念してるんですか。何でも屋になっちゃうという懸

念について、どのような対応のポイントがあるのでしょうかってことなんですけど、IR 室

の業務って何ですかってところが、例えばその組織規則とかに、すごい玉虫色で書いてあ

ったら、多分何でも付けられちゃう可能性があるわけですね。結局、どうせそのうち、そ

のうちっていうか、事務職員が担当していれば、結局、超勤の時間で分かるわけじゃない

ですか。これはやらせ過ぎだろうっていうのは分かる。だから、ほどほどになるように是

正が入る。これ以上やると、まずいとなれば、上がちゃんと管理しなきゃいけない話でし

ょうと思うので、何でも屋になっちゃうとか、別にほどほどの労働時間の中だったら、別

に何でも屋になったって構わないわけですね。だからそれはもう、どういう運用をしたい

のかということです。ただ、はっきり言って、倒れるぐらいやらせちゃうのはどうかと思

うので。ですので、そういった懸念について、どういった対応のポイントがありますかっ

てのは、やばいと思ったら労基に云ってくださいっていう感じです。 

 

Q28-6：本学では BI ツールやシステム基盤の整備等が先行してしまい、分析する内容や目的、

活動の方針、認識の統一がおろそかになっています（という気がします）。「整備した」「ツール

を買った」という実績に走らないようにするために議論を促すには、どのようにすればよいので

しょうか。 

嶌田：いわゆる、多くの場合先に箱物なんです。整備した、ツールを買ったといった実績に走ら

ないようにするには、どのようにすればいいでしょうか。議論を促すには、どうしたらい

いでしょうかってことなんですけど。やっぱりデータベースは買いたくなるんです。なん

かデータベース入れたら、やった感が出てくる。あと、BI ツールとか入れると、やった感
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が。でも、重要なのはやった感じゃないわけですよね。だから必要なのは、やっぱりいろ

んな部署から見て、IR がいてくれて助かったみたいな、そういう日常的にみんなの役に立

ってるみたいなところってどういう風にやるか。だから、内部質保証なんかで、例えば学

部でやってる分析。例えば、その授業アンケートの分析とか。例えば学部ごとに学生生活

の調査とか、卒業生とか企業に調査してれば、ローテーションで当たっちゃった先生がや

るみたいな感じですね。そんな感じのものを例えばこちらで一元的にやりますみたいなこ

とになれば、学部さんとしてはその分リソース空くわけです。やっぱり改善する余裕、皆

さん、どこの大学だって改善する余裕なかなかないわけですから、IR でできる仕事だった

ら、IR のほうで引き取るから、だったらその分先生方がデータ見て議論してくださいって。

そういう感じのトレードが成立するかどうかってことだと思うんです。だから要するに、

その楽した分、楽できる分だけ、教育改善に当ててくださいっていう、そういう構図を上

の人が描けるかどうかっていうことになってくると思うのですね。だからとりあえず箱物

の魅力っていうのは確かに分からなくはないんですけれども、それは全く先に進まない話

なので。だからどれだけ IRがルーティンワーク持ってますか。ここは一つのバロメーター

になります。だから 1 日 8 時間、正規だと 7 時間 45 分、労働時間があるわけですけど。そ

のうちルーティンどのぐらいありますか。アドホックっていうか、その場その場でやらさ

れてる仕事が大半だとしたら、結構リスキーです。リスキーっていうか、要するに本当に

活用されているのかどうか分かんないです。ある日、仕事来なくなる可能性があるわけで

す。だけどそういうのを、いつも毎年これをこうやってるから、毎年やろうみたいな話に

なるかどうか。要するに IR って地味な仕事なんです。だって主役じゃないわけですから。

溶け込めば溶け込むほど、多分ルーティン的な仕事が増えてくるので。多分非常にマンネ

リ。美しいマンネリズムに支配されていく仕事ではあるかと思います。でもそれって、あ

る意味、IR が定着したっていう状況なわけです。だから IR 定着したいっていうのは、何

ですか、そういう激しい日常からどんどん離れていく、地味な生活が始まっていくわけで

すけど。そういうのが幸せなときもあるので。いろいろ考えていただければと思います。 

 

 


