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全体を通しての質問 

Ⅲ－①プレイベントでの報告を踏まえ、米国の IR 全般、または日本への適応可能性

についての質問 

 

（Q6-1 から Q6-X については、平成 23 年 10 月 25 日に神戸大学梅田インテリジェントラボラトリにお

いて、小湊、難波、浅野、嶌田で別件のミーティングを行った際に、回答を作成した。それ以外の部

分は、当日の発言をまとめたものである。） 

 

Q6-1：本学も評価部門が縮小され評価作業に追われ、他のことに手が回らない状況になった。大

学の規模もあるのでしょうが、大学の今後のことを考え、データ利用を見直していました

が、幹部の方々の理解が得られない。本学は特に専任教員がいないため、話が伝わりにく

いところがあります。データを集めても使うことがない。幹部の方々も意識がないように

思います。どのように意識を変えてもらうかが問題だと思います。各大学の取り組みなど

ご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 

小湊：各大学の取組に関してはぜひ大学評価担当者集会において報告いただけると、多くの方と

共有が出来るかと思います。そういった意味で、個々の大学で何が行われているのかとい

う点に関し、情報は不足しています。大学の幹部に対してどのように働きかけるのかとい

う点に関しては、まず対象となる幹部が何を大学の課題としてとらえているのかを知る必

要があります。こちらの考えを理解してもらうというよりも、相手の考えを受け止めて、

それに沿ってデータを整理・分析して出すといったやり方が有効かもしれません。 

浅野：根気強く「読んでもらえるような」企画案を作っていくしかないでしょうね。 

 

 

Q6-2：日本での IR 人材の養成はどうなっているのか 

浅野：私学のほうが進んでいる感じですか。私学事業団さんなど、どうなんですか？いろいろセ

ミナーなどをおやりになっている印象なのですが。 

小湊：大学評価担当者集会においては、初任者研修や IR に対する理解を深める分科会を設置し、

人材育成に寄与するよう努めてきました。その他には山田礼子（同志社大学）先生のグル

ープが学生調査によって得られたデータをどのように分析するのかといった観点からの研

修を行っています。日本での IR 人材養成に関する取組はまだ始まったばかりであるため十

分とはいえない状況にありますが、今後私たちも充実させるための取組を積極的に行って

いく所存です。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

Q6-3：IR で要求される教員・学生のデータと個人情報の兼ね合いはどうなっているのか 

嶌田：個人情報の取扱について、とりあえずは、各大学で定めている情報セキュリティポリシー

などに従っていただくしかないのかな、と思っています。 
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小湊：教員や学生のデータを扱うことがありますが、個人情報という観点で考えるならば、個人

を特定できないようにすればよいと思われます。そのため教員や学生の名称にかえて、適

当な ID を割り振った上でデータ処理を行うというのが基本的な方法と思われます。 

浅野：基本的に IR は、元データは個人で来るのかもしれませんけど、出す結果については、個人

を特定するものは出ないと思います。 

 

 

Q6-4：各先生の大学で IR 室の設置を考えているのか 

Q6-5：日本の大学で IR 室を設置しているあるいはしようとしているところがあれば参考に教え

ていただきたい。 

Q6-6：日本で IR 組織を置いている大学はあるのか。 

小湊：九州大学では大学評価情報室が IR 室としての活動を志向しています。 

嶌田：茨城大学は平成 16 年度の設置当初から、英語名称を Office of Institutional Research にす

るなど IR 指向です。法人評価、認証評価の作業だけでなく、役員や各学部さんのご要望に

応じて学習成果の分析や研究力分析など行い現状分析を会議で報告したり、改善すべき点

などを学部の FD 研修会などで報告しております。 

難波：うち（名城大学）は特に予定も無いです。 

浅野：IR という名称を付した室はないが、IR の機能は持たせている、という感じでしょうかね。

神戸大学は、国立大学法人化に伴い、「本学の教育研究活動等に関する情報の収集・分析及

び評価システムの研究開発を行い、評価体制の整備を図ることにより本学の使命の実現に

寄与することを目的とする」組織として、平成 16 年 4 月に「情報・評価室」を設置してい

ます。平成 17 年 4 月には同室を「経営評価室」及び「情報管理室」に改組し、平成 22 年

4 月には「経営評価室」及び「企画室」を統合し「企画評価室」に再編しました。以上の経

緯からもわかるように、IR 部門を構築するというよりは、企画と評価業務を一体的（同一

理事が企画評価を担当し室長を兼務、「企画課係」及び「大学評価係」を「企画評価グルー

プ」に再編など）に捉え、PDCA サイクルを確実に回すための体制面での整備を優先して

います。一方、企画評価室の業務として、情報収集のツールである神戸大学情報データベ

ース（KUID）を管理運用していることから、IR 業務に不可欠な情報の収集において主体

的な役割（米国の IR 部門でいう Data Authority）を担っているほか、新たに加わった企画

立案業務を遂行する過程で情報分析及び政策提言といった IR 業務の一部を担っており、今

後、強化していく予定です。 

難波：日本福祉大学さんが IR 室を設置してましたね。 

小湊：法政大学さんが作った、という話を聞いたような気がします。 

浅野：京都大学が準備室を立ち上げた、というのは聞きましたね。東大にもあるんじゃなかった

でしたっけ。専任教員の公募を出してきた記憶があります。 

小湊：法人化直後においては、名古屋大学、九州大学、愛媛大学において IR を志向した室を設置

していました。近年は私立大学においても活動の広がりが見られます。ただ詳しいことは

わかりませんが、立命館大学や関西学院大学等でも IR 活動を行っているようです。 
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Q6-7：日本の大学では財務部門でも学内の様々なデータを用いて財務分析などを行い、大学運営

に役立てようとしている。日本で IR を推進し、大学運営に役立てようとするならば、評価

部門と財務部門がある程度、手を組む必要がると思うが、どう考えているか。 

小湊：評価と財務というよりも、企画・計画立案部門と財務部門、という話ですよね。 

浅野：予算と計画という話ですね。 

嶌田：IR は支援が基本ですから、財務部門がしっかりやっていれば、そのデータをもらってくれ

ば済む話で、それを活用できればいいですからね。そっちはそっちでしっかりやってくれ

と。何かあれば IR も情報は出すよ、という感じではないかと思います。 

浅野：考えようによっては、評価結果を通じて出てきた課題は、次の計画でその課題は確実に実

行しなくてはならないので、そのための予算措置が行えるような体制になっているといい、

ということですよね。 

難波：私学の方でしょうね。 

小湊：そうですね。国立はこの辺はあまり強く意識してないところが多いですよね。 

浅野：予算の組み替え自体も、結構、困難を伴いますからね。 

小湊：大学を経営するという観点から見れば、大学の計画は財務と関連性を持たざるを得ません。

そういった意味で、評価部門が現状把握に努め課題を抽出し、その課題を解決するための

方策作りを支援し、計画策定の段階で財務部門が財政的な手当てを検討することは必要な

ことと考えられます。 

 

 

Q6-8：アメリカでは IR のスキルアップには OJT がメインとの話があった。一方、日本では IR

人材が少ないとの指摘もあった。人材が不足している以上、日本で OJT による人材育成は

現状ではあまり望めず、可能としても非常に時間がかかると思われる。どのようにすれば、

日本で効果的に IR 人材が育つと考えるか。 

浅野：まさに大学評価担当者集会に来てください、という話ですね。 

小湊：そういう回答でいいのかなあ。 

浅野：ほかになかなかここに着目してやってはいないのではないでしょうか。 

嶌田：我々としては、そういうことを計画していますからね。 

小湊：ベースはやっぱり OJT だと思うんですよね。 

浅野：この方がご指摘されているのは、OJT なんだけど、学内にもいないし、学外にもあまりそ

ういう方がいないので、ということなんでしょうか。 

難波：いない、というのは、ちょっと違っていて、私は IR 人材です、私は評価人材です、って言

わないですよね。それが要するにマインドの話であって、そういうのを職員養成の大事な

部分としてちゃんと研修の設ける、としてしかないでしょ。 

小湊：こんなの民間企業に行ったらおこられちゃうでしょ。いきなり命令を受けて、みんな知ら

ない領域であっても知らないことであっても自分でやるわけですね。だから全部 OJT だと。 

嶌田：大学を俯瞰的に見たり、データを以て客観的に考えたり、判断したりする人材は各大学に
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たくさんいらっしゃると思いますので、そういう方にいろいろと、という手はありますね。 

難波：大学ですから、調査法や分析を得意とする先生に力を借りたりする、というのもあります

よね。 

浅野：確かにそうですね。統計的なところや社会調査法ですね。 

難波：アンケートだったら社会学の先生ならお得意でしょうし。 

浅野：あとは、そういうところに行って、ネットワークを作って、情報を集めていけば、より有

効になるのではないか、と思います。 

 

 

Q6-9：日本の大学には IR の専門家は確かに少ないと思われるが、大きな理由の一つとして、日

本の大学職員育成がゼネラリスト志向であることが、挙げられる。IR を担う者には大学全

体を見渡すことが求められると思うが、この点から日本のゼネラリスト志向をメリットと

して活かすことはできないか。 

小湊：できるんじゃないですか。いくつもの部署を回って、その 1 つに評価セクションがあるわ

けですけど、これまでの経験もあるので、評価の視点で大学全体を見渡す視点を持ちうる

わけですよね。そういう人材を作る、という上では、現在のジョブローテーションのやり

方も活かすことが可能かな、と思います。 

浅野：ふと思ったのは、総務系の方って結構、いろんなところに接点を持っていて情報を収集す

る、というところには長けているんですよね。ですので、IR の原点が情報だとすると、そ

ういう方を活用するといろいろな情報が入手しやすくなりますね。これは、国立だけの話

ですか？。 

難波：いやそんなことはないです。あと、僕なんかは本部業務と現場とを行き来しているのです

が、どちらかにずっといると偏る感じはしますね。 

浅野：上から目線とかになったりするんですかね。 

小湊：まあ、そういう方もいらっしゃる、という感じでしょうか。 

難波：そういう風にならないようにするのも大事なことだと思います。 

小湊：IR を遂行する上で重要な視点として、全体を俯瞰する、というのは、そういうところで身

につけることは可能なのかもしれないけど、データを集めて分析する、というところで深

みを持たせるための専門性の獲得は少し難しい、とは思います。そういう意味ではメリッ

ト、デメリットがある。 

 

 

Q6-10：現在日本における IR は国立大学‐経営（評価）、私立大学‐教学と大きく二つに分かれ

て展開しつつあるような印象を受けています。アメリカの場合、学生獲得が予算に直結し

ており教学 IR に取り組まざるを得ない状況にあると理解しましたが、そう考えると、学生

と予算の結びつきが薄く、かつ教学の権限と責任を部局が握っている国立大学において、

教学 IR が今後導入されていく可能性はあるのかどうか（必要性があるのかどうか）個人的

な見解で結構ですので、ご意見をお伺いしたい。 
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小湊：まず教学 IR という言葉に関してですが、IR の活動範囲は広範囲にわたっており教学部門

だけで完結するものではないと考えます。その代表的な例がエンロールメント・マネジメ

ントです。そこには財務や人事、施設といった部署が深く関連するものとなっています。

言い方を変えるならば、大学の課題を解決するためには様々な部署の支援と連携が必要で

あり、IR はその一端を担いつつ、部署間の連携を促進する働きを有しているわけです。そ

のため IR に何らかの冠をつけることは誤解を招くのではないかと危惧する次第です。実際

教学 IR を議論される方々は、用語としては従来からある学生調査やアセスメントを行って

いるわけです。国立大学においては事務機能が官僚制的に組織され、役割分担が決められ

ています。与えられた役割だけをこなしていたのでは、大学の抱える課題を解決できなく

なりつつあります。そのためには部署間の連携が必要であり、お互いが共通基盤の上でコ

ミュニケーションを図る手段として分析されたデータが使われるわけです。そういった意

味では日本の大学に IR を導入する可能性は大いにあると考えます。 

難波：表に出ている書き物では、教育情報を経営情報に変え、逆に経営情報を教育情報に変え、

その相互のやりとりの中で動かすのが IR です、というのは申し上げているのですが、それ

をどう考えているのか、といえば、可能性はない、と。そういう考え方で IR を論ずるのは、

ちょっと違うと思います。 

浅野：これは少なくとも内部質保証に結びつけたら明確で、全部求められているわけですよね。

大学は IR を導入するかどうかは別として、そこの対応としてやっていかなくてはならない

わけですね。ということから、やはり分けるのはナンセンスではないか、ということで問

題ないのではないでしょうか。 

 

 

 

Q6-11：IR 組織について、大学の有する情報は広範囲にわたっている。IR 活動を行うにしても経

営改善を目指すもの、教育改善を目指すものなど、各分野の専門力が必要と思われる。本

学では法人経営や教務、入試など各分野で分析等を行い施策に活かそうとしているが、一

方で大学としての一体感が求められており、そういった部門間の連携の在り方はどうある

べきか。また IR を一元化するとすればどういった構成が有効か。 

小湊：例えば連携のあり方ですが、これは 終的に大学のミッションに関わりますよね。そのミ

ッションに向かって活動を行うときに、その連携がなければ活動が行えない、ということ

ならば必然的に連携を図ると思います。 

難波：別に中央集権の IR じゃなくても分散型というのもありなので、それはそれぞれのデータを

読み取る力は、現場の方が一番強いわけですよね、中央にいる人よりも。だから、そこを

上手に吸い上げて、上に対して、どうするこうする、という企画を練るのは真ん中でもい

いのかもしれないけど、データの分析に関する責任のところまでは、やはり現場で持つの

が、こういう風に考えるのならば、一番いいのかな、と思います。 

浅野：IR を一元化する、というのは、繰り返しになりますけど、国立私学問わずに評価部門が自

ずとこういうデータを集めざるを得ないと思うんです。認証評価もありますし。ですので、
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結果的に担うというのは期待できますから、評価部門の拡張ということであるのではない

か、というのも言ってよいのでは、と思います。 

難波：それは大学の組織の特質によって、中央集権がよいのか、分散型がよいのか、よくご判断

いただければ、と思います。 

浅野：そのときに執行部の判断にもよりますしね。 

小湊：部門間の連携を図る必要性を個々の職員が意識しているだけでは、物事は形になりません。

行動が求められるわけですが、当事者間での連携がうまくいかないのであれば、大学の執

行部に理解を求め、プロジェクトを組織してもらうという方法があるかもしれません。IR

機能の一元化については、各大学の事情もあるので、明確にお答えすることはできません

が、アメリカにおいてもすべてを一元化しているわけではなく、学生調査や在籍に関する

分析を主としたり、財務と計画への支援を主としたものもあったりと様々です。 

 

 

 

Q6-12：米国においても IR につて共通の理解は無いようにおもえた。柳浦・本田氏の考えは、未

来への課題として大きい。 

小湊：私もそう思います。IR に共通の定義が存在しないという意味においてはそう思います。し

かし、IR 担当者の活動はデータを通じた大学活動の把握と理解、分析を通じた意思決定支

援という点においてその役割は共通していると考えます。そういったことを前提に柳浦・

本田両氏の考えを受け止めると、その課題の意味を深く理解できるように思えます。 

 

 

Q6-13：まずデータの受け手の協力が必要である。 

難波：協力というより理解ですよね。 

浅野：受け手、というのはデータを出してくださる方ですかね？ 

小湊：受け取る方ではないですか？ 

難波：受け取る方だとすれば、協力、というより、理解ですよね。分かってくれよ、と。 

小湊：データの受け手がどのようなデータを求めているのか、その点を明確にしたうえでデータ

提供を行うことが重要です。そのためにはお互いのコミュニケーションを十分に確保して

いなければなりません。そういった意味では受け手の協力以上に IR 担当者の積極的な働き

かけとコミュニケーション能力も重要と言えます。 

 

 

Q6-14：仮に IR 室を作ったとしても一人や二人の人員では能力に限界があり、分散型 IR が現実

的か。 

難波：能力に依存する話ではない、と思うのですが。 

浅野：みなさん 初から完璧な IR をやらなくては、という思いが強いのでしょうか。やれること
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からコツコツおやりいただく方がよいと思うのですが。 

小湊：やれる範囲内で、求められることをやればいいだけですから、それが結果的に中央集権型

になろうが、分散型になろうが、それは大学の判断ということではないでしょうか。少人

数でも出来る活動は多くあります。IR が多様な機能の総称であることを考えれば、学生調

査なり、在籍学生の分析なり、必要となる特定の領域についてのデータ分析をまずはして

みることが重要でしょう。そのような活動が他の領域に広がっていけば、結果として分散

型 IR という状況が生まれるかもしれません。 

 

 

Q6-15：IR が指標の設定者であるというところは、それが可能になればとても有益である。 

小湊：だから計画立案上の指標設定をしたり、アウトカム評価の指標を検討する、というような

ことをイメージされているのかな、と思いますが、もしそうならば計画立案においても、

進行管理にしても、アウトカムの説明にしても有益だと思います。ただ、やるには難しさ

も当然あるわけですよね。 

難波：IR オフィスが指標の設定まで、やっちゃうんですか？ 

小湊：やっているところもありますね。 

浅野：アメリカなどでも進んでいるところはそうですね。Strategic Plan の策定やその測定など

をやっている、というのが今回の調査でも出てきました。 

小湊：各種指標に関しては、通常大学の計画に関連付けられています。そこで扱われる指標作り

を IR 担当者が直接行うというよりも、執行部や他部署と協力しながら、指標設定の支援を

IR 室は行っています。そして設定された指標に関しては定期的にデータ収集と報告を行い、

計画の進捗管理を支援しているわけです。計画を実質的に行動に移すためのマネジメント

に関連しているという意味では非常に有効な支援の在り方であると思われます。 

 

 

Q6-16：IR 室＝経営企画部門と考えれば長く継続されないでしょうか。 

小湊：経営企画部門のイメージをどうもたれるか、というところです。事務部門に IR 機能を組み

込むという観点から見れば、それも有効な方法かもしれません。しかし現実にはいろいろ

な困難も想定されます。経営企画となると組織再編や全学に関連する制度設計にかかわる

ことになると思いますが、関連する委員会を取り回し関係各課との調整を図り、執行部の

支援もしながらデータ収集と分析を行うとなると、それなりの人数と IR 機能を専門に担う

人材が必要になるかもしれません。 

嶌田：神戸大学さんどうですか？ 

浅野：経営評価室から企画評価室に変わりました。その経緯は、Q6-4~6-6 に記載しております。

本学は、ある意味、IR 室＝経営企画部門に近い状況にありますが、小湊先生のご指摘に加

え、教育研究活動に係る業務を所掌する部門との連携が当面の課題と考えています。この

連携なしに、有効な IR 業務を推進できないと思います。 
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Q6-17：内部監査と IR 室との関係が見えなくなりました。 

難波：みえないままでよいと思いますが。 

小湊：全く違うものだと思います。内部監査は決められた手続きで業務が遂行されているのか、

コンプライアンスが守られているのかといった観点から行われる活動と理解するならば、

IR と直接に関係するものとはいえないでしょう。ただ IR が大学の各部署に様々な支援を

行い、業務の効率化や政策形成に有効に支援しているかという点で、内部監査を行うなら

ば、間接的な関係があるとも言えます。 

難波：内部監査というのは業務の適正執行の話であって、IR はそういうところは扱わないですよ

ね。 

嶌田：コンプライアンスの問題も IR はやらないでしょうし。ん、認証評価は法令チェックを兼ね

てましたね。 

 

 

Q6-18：「情報収集・分析が必要」といわれても、具体的にどのような情報を収集し、どのように

分析し、その結果大学にとってどうプラスになるのかということがはっきり示されていな

い現状では、日本の大学に IR を浸透させることは非常に難しいと感じます。この点につい

て考えられる解決策を議論していただければと思う。 

嶌田：今年度の第一分科会で取り扱わせていただきました。そちらをご参照ください。 

小湊：何のために活動をするのか、その目的が明確でなければ活動はすぐに迷走します。アメリ

カの IR 室では、自らの活動を常に大学のミッションや計画に照らし合わせて点検を行って

いるようです。ただ日本の大学の場合ミッションや計画自体があいまいなものも多いため、

困難が生じる場合があるでしょう。 

 

 

Q6-19：大学評価を行うために、大学には情報の収集・報告という機能は整っていると思います

が、見つけた課題についてなぜそうなっているのかという原因を探る機能（分析能力）が

欠如していると思われます。この点の解決策について議論いただければと思います。 

小湊：特に教育に関して言えば、おそらく職員や現場にいない教員には原因を見つけだすことは

困難と思われます。そのために、直接現場に出向いて行って何が課題なのか、その原因は

どういったものなのかについて意見交換をし、考えだされる要因や原因をデータで根拠づ

けることが必要になるのではないでしょうか。 

嶌田：来年、今年度の第一分科会の続きとして、分析をどのように行うべきか、というテーマで

分科会を実施させていただこうと考えておりますので、よろしければ、そちらにご参加く

ださい。 

浅野：分析能力を養おうと思うなら、1 つ有効な方法は社会調査の方法などを見ることだと思い

ます。問題からどうやっていろんなものを発見していくか、そういう手法だけは、少なく

とも身につくと思います。 
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小湊：手法が身についても、結局、解釈の部分が大きいと思います。例えば、質的、数量的なデ

ータを見たときに、なぜ、そのデータがそうなるのか、ということを探る能力は、やはり

経験といいますか、状況が分かっている人がそのデータを見るのと、分かっていない人が

データを見るのとでは、ぜんぜん解釈が違ってくるわけですよね。 

難波：職員の目線から言わせていただけば、先生とよくしゃべることですね。先生方が思ってい

る「こんなこと調べられない？」というものに、どんな簡単なものでも自分なりに考えて、

先生とよく話すことですよ。そういうことから力というのはついていくわけで、「こういう

こともできますよ」って出してあげたら、それが先生にとって良いものか、悪いものかは

わからないけど、ためになるかもしれないし。 

小湊：教学関係のほうで、何か分析するんだったら実際にその教学のマネジメントだったり携わ

っている教員を捕まえて実情を聞く、というかそういうのなしに本部にいるだけじゃ何も

分からないと思う。 

浅野：足で稼いでください、というところはありますよね。 

難波：僕が実際に英語教育の中でやった分析も先生と「こんな情報が出せたけど、これで効果を

測定した、ということで学会に報告できるような材料にできるか」という風にやってまし

たからね。そうすると「できるよ」といわれたらもっと突っ込んだ情報を出しますからね、

と。我々はそれを支える側なので、その得られた情報から、予算の使い方もこうしたらど

うですか、などの提案をしてましたね。 

小湊：インスティチューショナルリサーチャーも何もかも分かってるわけではないですから、分

からないことがあれば、その関係と者コンタクトをとるわけですから、そのコミュニケー

ション能力も 1 つの素養なんですよね。 

浅野：そうですね。結構、大きなウエイトを占めますよね。特に上に行けば行くほど。 

小湊：横との連携もいろいろ図らなくてはならなくなりますから。 

 

 

Q6-20：求められるデータを適切に良いタイミングで出しニーズに応えることと、将来予測や提

言を行うこととの間にギャップを感じる。これは IR の定義が多様であることを反映するの

か。 

難波：事例報告の中で言ったかもしれませんが、顕在化する問題に対応するのが、当面の日本の

IR でしょう、と。アメリカだともう 1 歩先で、顕在化する前の「やばいぞ」という情報も

提供しているんですよね。そこから手を打つ、という違いもありますから。 

嶌田：日本では将来予測のところまで手が回っていない、というだけの話では無いかと思うんで

すけど。 

難波：アメリカの 50 年の歴史を日本がさわり始めて２，３年というところなんで、仕方が無い、

といえば仕方が無いのかもしれませんね。 

浅野：定義が多様であることは事実ですからね。歴史の差ですかね。 

小湊：求められるデータを適時に提供するためにはそれを可能とするデータ収集体制が必要かな

と思います。多くの大学では何らかの対応をこれまでしてきていることと思われます。し
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かし将来予測や提言をするとなると、予測のための分析スキルや提言のために必要な大学

や高等教育に対する洞察力や理解が求められるかと思われます。担当者に求められる能力

がかなり高度なものとならざるを得ません。当面は学内の教員や外部の専門家の力をお借

りし、OJT で能力向上に努めるといった方策が考えられるかもしれません。 

 

 

Q6-21：事務的なデータのデータベース化や業務上作られるさまざまな電子データを整理して保

管するなどからやってみる方法もある。 

難波：その通りです。 

浅野：やれることからやりましょう。 

嶌田：考えていると進まないと思います。 

小湊：ゴーストデータをいかに無くしていき、組織としてデータを蓄積することは非常に重要と

思われます。ただ全てのデータを蓄積することは至難の業です。そこで、大学にとって何

が必要なデータなのかを考えながら既存データを整理することが求められます。そして集

めたデータを使って、分析を行うことを通じて、徐々に必要なデータの範囲や深さが分か

ってくる場合もあると思われます。 

 

 

Q6-22：結果をすぐに求めることが難しい芸術系大学と IR との位置づけ（考え方）について米国

の芸術系大学の IR の実態はどうなっているのか。 

小湊：これ調べたんです。芸大さんの web サイトに行って、提携校を見てみたのですけど、芸術

系の特徴なのか、そういう大学よりも専門学校とやっていることが多いんですね。それで

専門学校には IR オフィスみたいなものはないですからね。 

浅野：アメリカでもリベラルアーツ系でもやっているところはやっているので。 

小湊：ううん、分からない、としか言いようがないですね。 

 

 

○全体的な議論（人材および組織について） 

小湊：ご質問がいくつかありまして、人材がいないけど、どうするのか。IR オフィスや IR 機能

を組織として一元化すべきかどうか。仮に一元化した場合に、企業で言うところの経営企画

部門という風に考えれば、続くのではないか、というようなご提案があります。この辺につ

いて、それぞれの報告者のご意見を伺いたい、と思います。どなたかの報告の中にもありま

したが、中央集権化された IR 機能というのがある一方で、アメリカの大学でもそうですけど

分散的に機能を分散する、というやり方もあります。それは大学によってそれぞれだ、と言

われれば、その通りなのですが、その辺が未発達の日本において、どの辺が足がかりになる

のか、ということですね、その形態としてですね。その辺についてコメントいただけますで

しょうか。 
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嶌田：中央集権型と分離型ということですが、本学の場合、第１期中期目標期間（H16－H21）

については、専任の評価室長（学長特別補佐）のもとに評価室が組織されているという状態

でした。つまり、大学の経営に一定程度コミットできる人間が、IR と言いますか評価セクシ

ョンの長となって、改善点があれば、そのまま次の政策に反映できる、という体制だったわ

けです。現在は、基本的には変わらないのですが、兼務の先生が室長をされているので、も

ちろん何かあれば、学長特別補佐ですから、学長や各学部にすぐ言ってもらえるのですが、

授業や評価業務以外のお仕事も多く、大学本部に常駐しているわけでもありませんので、以

前と比べれば、評価室と大学執行部の距離が少し遠くなった感じもします。ですので、中央

集権型でやるなら、相当のエフォートを評価や IR に割ける方のほうが、より評価（現状認識）

と意思決定（改善）が近くなるのかな、と思いました。 

難波：勉強したレベルですが、本学の総合政策部の機能を考えたときに、直接的に常勤理事の集

まる日々の経営上の意思決定、教学上の意思決定について、我々がそれを担っていますので、

機能的には、一番 IR に近いのですが、実際、タッチしている部分では、まともに IR 機能は

公平公正に果たせないだろう、と思っています。ですので、もし名城大学で形を作るとすれ

ば、分散型を考えていきたい、と思います。それは、現場に一番近いところ、データの解釈

ができる人間がたくさんいるからです。そういったものを大事にしないことには、いくらた

いそうな形でデータを集めても活用できない。そういう場面で IR が死に体のような形になる

なら、せっかくの宝物が廃棄物になってしまうわけですね。 

佐藤：分散型 IR の何が問題なのか。日本では分散型が一番多いのではないかと思っています。そ

こでの問題は、さきほどの浅野さんの話ではないのですが、データの定義が部署によって違

う、という状況です。例えば、執行部に対してレポートを教務課が出して、学務課が出して、

財務課が出して、とやりますよね。そこで学生数、と言ったとき、５月１日なのか、１０月

１日なのか、というところのデータの定義が違ってくると、それを見た執行部は、どれが正

しいのだ、分からなくなるわけですよね。分散型の一番の問題は、そういうところにあるの

かな、と思います。ただ、そういうのをなくすために、いきなり中央集権の IR オフィスでは

なく、さきほど申し上げたように、連携を強化することですね。データ定義をどうしましょ

う、とか、レポートのフォーマットこういうのがいいですよね、といったように各部署が連

携を図って行ければ、そういう問題はだいぶ和らぐのではないか、と思います。 

小湊：今のお話を聞いてひとつ思い出したのですが、アメリカも現在、中央集権型の大学もまあ

まああるのですけど、分散化の傾向がある、ということも指摘されていて、それはどういう

ことかと言いますと、ちょっと日本とは環境が違うのですが、データベースが IR のみならず

個別教員、事務の職員の方々がアクセスできるような環境が ICT の発達によって徐々に整い

つつある、わけです。そうするとデータへのアクセスがかなり平等に、均等にアクセスでき

るような状況になっているので、ある個人が、例えば、教授会の中で問題になったテーマに

対して，自分で調べる、ということが場合によってはできるようになっているわけです。そ

ういう意味では、IR の機能は、何も IR のオフィスが独占するのではなく、データを共有す

ることができれば、機能としてはどんどん分散していくし、むしろそっちの方向で進めてい

くべきだ、という議論が研究者や実践家の方々が○○でいるようです。それは文献でみたの

ですが。本田さんの話じゃないのですけど、後発者として、アメリカが経てきた経験をその
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ままトレースする必要は、当然、ないわけです。いまあるリソースを使って何が出来るのか、

ということを考えたときに、そういう選択肢も日本の大学にはあるのかな、という気もしま

した。ただし、そのためにはデータの管理を、特に定義を含めてどうするのか、ということ

と、そういうことを扱う人材ですよね。これをどうしていくのか、ということが当然問題に

なってくるかと思います。ということで、少し強引ですが、人材についての話が 後に出来

れば、と思います。 

小湊：当然アメリカもそうですけど OJT 中心にやっている、と。特に日本の場合は○○育成が中

心に置かれているようだけど、そういうなかで専門性を担う人材がどのように育っていける

のか、というようなご質問がいくつかありましたので、その辺について、コメントいただけ

れば、と思います。 

嶌田：今のところ日本の評価と言いますか IR セクションの方というは、専門教育を受けた方はほ

とんどいないと思います。OJTと言いますか、目の前の課題をどうにかしなくちゃいけない、

ということで、みなさん努力しながら能力を向上させてきたところがあります。専任教員が

国立大学を中心に十数名いるわけですが、高等教育論をやってきた方はあまりいなくて、ぜ

んぜん関係ない分野を修めた人が、成るより慣れろ、という感じでやってきた、というとこ

ろがあります。認証評価など本格的な評価が国立大学を中心に始まって７年目です。だんだ

ん蓄積されてきたノウハウというものをどういう風に今後展開させていくのか、即ち、知を

体系化していく、という作業がたぶん今後必要になってくると思われます。ある程度のとこ

ろをコースワークによる教育システムを作っていくことで、人材育成ができるのではないか、

というような思いはあります。具体的にどうすればいいのかは、まだありませんが。たぶん、

今回のこういう勉強会なんかもそういうものの一環として考えているところはあります。政

策としてどうするか、というところも文科省からとくに具体的にはありませんし、当面は、

このような草の根の展開が続くのかもしれません。 

難波：自分の報告の中でも少し述べさせていただきましたが、やはり off-JT と OJT の組み合わ

せということになろうかと思います。OJT で得られるもの、というのはやはり先人がいて、

いくらか知識の継承ということが形作られた中で、やっていくわけです。ですので、OJT の

中でやっていく、と言っても限界があるので、off-JT との組み合わせ、ということになりま

す。ただ、off-JT でいったい何をやればいいのか、というと今すぐ思い浮かばないのですけ

ど、やはりできることならば、職員の場合、私自身もそうなのですが、やはり人事異動が 2

年とか３年に１回ありますので、覚えたことを次の職場でも活かせるような汎用性型高いレ

ベルでの off-JT で、IR マインドやスキルというものを継いでいければなあ、という風には

日々思っています。 

佐藤：僕自身は難波さんと同じ意見です。難波さんの IR マインドという言葉が好きで、いろいろ

使わせてもらってます。現在、私は、普通の学部の教員で、IR や評価ことはぜんぜんやって

いません。私は、教職課程の担当なのですが、九大の三年間の経験を活かそうと思っていて、

今年から履修カルテというのをやらなくてはならなくて、その際に、データをいろいろ分析

しましょう、と言ったら、「え、そんなことやるんですか？」と言われるわけですね。つまり、

データを用いて教職課程の学生の学びをなんとか支えましょう、ということを提案できる程

度には、そういうマインドが身についたのかな、と自分自身では思っています。ですので、
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専門性を高めるというのは、先ほどの嶌田さんの話じゃないですが、草の根ではほぼ不可能

なので、目標をそれほど高くする必要も無いのではないかな、と思います。データを見ると

か、データの重要性を認識するとか、そういう状態でジョブローテーションで移ってもらっ

て、次の職場で実際にそういう目で見てみると、また違って見ることが出来るよね、という

のが感覚となって、また、運良く、評価セクションなどにもどってくればスキルアップして

IR を考えていくような環境になることが出来ると思うので、いきなり統計をがっつりやりま

しょう、というイメージよりかは、データを読み取る力をつけられないかね、くらいのほう

が、まだ、とっかかりやすいのかな、と思います。 

小湊：いただいたご質問になかなか直接お答えすることができない現状がありますので、歯がゆ

い思いをされている方もいらっしゃるかと思います。アメリカも今でこそ、IR 人材、インス

ティチューショナルリサーチャーという方々は、専門職としての認知も広がってきて、それ

なりの労働市場もあるようですね。ですので専門職としてのポジショニングを高めていこう、

ということで AIR などがいろんか活動をやっている、という現状も実際あります。ただ日本

の場合、そういうものが全くないところから、ただ、そうは言っても、報告の中にありまし

たようにデータを使う、という業務はあちらこちらで行われていて、ただそれを大学のミッ

ションや抱えている課題に照らし合わせて、そこから何が読み取れるのか。どう自分の大学

が解釈可能なのか、というところの視点が、なかなかまだ機能していないのではないか。で

すから、今回のハンドブックでも常に立ち返る場所が大学のミッションなんですよね。また

教育目標なんですよね。そこを軸にどうデータを扱っていくのか、ということです。それが、

それぞれの部署で出来る範囲というのは、当然あるんだろう、というのは思っていますので、

あとはそこをどう実践していくのか、ということだと思います。もちろん実践上の課題はた

くさんあると思いますけれども、機会があれば、そういうものも扱っていきたい、と思って

おります。 


