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問題意識
 米国のIRについて、関心が急速に高まっている。米国のIRの紹介が断片的

になされることによって、「IRオフィスを設置すれば多くの課題が解決する」

がごとくの、過度の漠然とした期待も生じつつある。

 日本では第三者評価の導入とともに生まれた評価部門がIRオフィス化し、

改善を促していくことも期待されるが、実際には、逆の状況（評価部門の縮

小）へと進んでいる大学が少なくない。

 大学のガバナンス構造の中で、IR担当部門からの情報が適切に活用される

ように組織化された意思決定プロセスの構築、IR担当部門が行うべき業務

や担当者に求められるスキルの検討が必要である。

 大学評価・学位授与機構において、大学の評価担当オフィスの専任教員や

その経験者とともにIR研究会を設置し、米国IR協会（AIR）の２冊の書籍の翻

訳とIRに関する基本的な文献の精読を行い、日本の大学へのIRの適用可

能性の検討を行った。



翻訳及び議論対象文献
◎インスティチューショナル・リサーチ：高等教育における意思決定支援

（原著：Richard D. Howard (ed.), Institutional Research: Decision Support in 
Higher Education, Association for Institutional Research, 2001）

第１章：エンロールメント・マネジメントと学務
第２章：機関の有効性と学生の学習および成果のアセスメント
第３章：教育プログラムと教員の問題
第４章：資源管理及び質の向上
第５章：計画策定と政策分析
第６章：ＩＲの理論・実務・職業倫理
第７章：ＩＲのための技術とツール

◎ＩＲに関する基本論文（テレンジーニ、ブリッティンガム、ピーターソン等）

◎William E. Knight (ed.) The Primer for Institutional Research,AIR, 2003.



IRとは何？レポートとはどういうもの？

 IRの定義

 「機関の計画立案、政策形成、意思決定を支援するための情
報を提供することを目的とした、高等教育機関の内部で行わ
れる調査研究」(Saup)

 ではどういった形で提供しているのか？

 通常は数多くのレポートを作成し学内外に提供

 レポートとは何か→

 スタンフォード大学のCommon Data Set
 フロリダ大学のIR Officeによるfact data

 IRはどのような機能を担っているのか？



IRの機能と領域
Thorpe(1999)の ９類型
1. 計画策定支援(planning support)
2. 意思決定支援(decision making support)
3. 政策形成支援(policy formation support)
4. 評価活動支援(assessment support)
5. 個別テーマの調査研究(conducting research studies) 
6. データ管理(data management)
7. データ分析(data analysis)
8. 外部レポート(external reporting)
9. 内部レポート(internal reporting)

 →どの領域で活動を行うかは、大学によって異なる
 多くの大学は４～９を中心に担う（Institutional Reporterと揶揄され

ることも）



IR機能の関連性

評価活動支援

Thorpe(1999)による 業務の９類型は並列して語ることが難しい

データ管理
データ分析

個別テーマの調査研究

外部レポート
内部レポート

計画策定支援

意思決定支援 政策形成支援



IRの歴史的展開

 第1段階（1950～1960年代）
 学生の急増とそれに適合的なキャンパスプランの策定

 ＩＲ室の急増：個々の部署での業務範囲をベースにIRの調査
研究機能を獲得

 第2段階（1970～80年代半ば）
 学生数減少と連邦政府の財政的支援が機関補助から学生補

助へシフト

 個別大学のマネジメントの改善と費用削減： IR室を設置し機
能を集中化・中央集権化

 第3段階（1980年代後半以降）
 説明責任の要求（教育や学習の成果を州政府やアクレディ

テーション団体へ提供）

 大学のプロセス・アウトカムを説明し評価することを支援する
データ・情報のマネジメントへ関心がシフト



日米の背景の違い
 日本におけるIRの機能（学生調査を中心とした教育の調査研究）＝第1段階

 機能を担う実施組織が学内に分散している状況＝第1段階

 学生数減少や景気後退という外部環境＝第2段階

 アカウンタビリティの要請＝第3段階

 大学評価制度の構築による全学的な視点からのプロセスやアウトカムを分析
する機運＝第3段階

 情報通信技術の発達によるデータ・情報の全学的共有＝現状として第1段階
だが可能性として第3段階

↓

 日本の大学におけるIRの現状は、機能、組織、環境、技術それぞれにおいて異
なる段階にある＝アメリカ型のIRを導入しても機能する保障はない

 一つの方向性として、外部環境の変化から要請される大学のガバナンスやマ
ネジメントを支援するデータ提供機能の必要性→大学のミッション全体に関わ
る組織的プロセスに組み込まれる（科学的経営の導入を模索）

 ただし、個々の大学のミッションの再検討が必要



エンロールメント・マネジメント

 1636年ハーバード大学設立以降、多くの大学が設立さ
れ、廃校の憂き目にあった

 学生を引きつけ、入学させることにアメリカの大学の関
心はあり続けた（大学の設置は自由に出来る）

 財務的側面（連邦政府からの学生補助金、州政府から
の財政支援）からの影響の強い学生募集を行う傾向

詳しい活動内容は嶌田報告で



教育のアセスメント

●大学教育の有効性や学習成果をどう測るのか
背景

•テネシー大学におけるパフォーマンス・ファンディングの
導入：インプット（教員、学生数、入学生の学力等）から教
育目標に対する学生の学習とその到達状況＝「資源から
教育への組織的関心の方向転換」

手法
•総括的アセスメント：対外的な説明責任（満足度調査等）

•形成的アセスメント：教授学習の向上という改善志向
（ルーブリックや到達度調査等）

両者は相いれない部分もあるが、大学教育の有効性を問う
社会からの要求にこたえることも必要という矛盾



計画策定と政策分析

 大学の計画策定と学内で施行されている政策に対し、データの
分析を通じて支援を行う

 計画策定
 戦術的計画策定：短期的展望、具体的な実行計画（予算との連動）

 戦略的計画策定：長期的展望、根本的な組織変革を志向（将来環境
の予測困難）

 利害関係者の多様性（連邦、州、理事会、地域等）に伴うガバナンスの
複雑さと困難さ

 政策分析
 「教育政策を立案・修正するためのデータや情報の設計、収集、分析

および普及」

 政策分析は教授会、学生会、同窓会、執行部等との緊張関係と政治
的落とし穴に注意が必要

 教育政策はエンロールメント・マネジメント、学生の在籍率・学位取得
率、学生の満足度、目標の達成に分類できる



日本でのIRの実現可能性

 日本の大学にIR室は必要か（学内外の環境）
 一般論としてはIR機能は必要（教育情報の公開、内部質保証

システム構築への要求等）＝ニーズを認識してもらうための働
きかけ（コンサルティング機能）の重要性
 正確で効率的なデータ収集だけであれば、既存の事務業務で対処は可

能

 問いかけに対し各種データを関連づけ、求められる（価値づけられた）情
報を提供するには一定のスキルと専門性が求められる＝リサーチとコー
ディネーションの能力

 IRを担う人材はいるのか
 機能としてのIRは潜在的に大学の中に潜んでおり、人材はい

るはず
 継続的な業務経験の必要（課題としての人事ローテーション）

 業務遂行のための人材育成が必要（内外の研修制度の未整備）



日本でのIRの実現可能性
 IRを実践するきっかけとしての大学評価
 データ収集、分析、報告、課題抽出等、IRに関連する多くの

活動内容が含まれている
 意思決定や計画策定の支援という高度な機能を求める前

に、自身の大学をよく知る必要（データの収集と情報分析）
がある

→評価をやり過ごすという態度ではIRは機能しない

 しかし課題も
 大学の意思決定にIRを関係づけた制度設計の困難さ（執

行部にIRのニーズはあるのか、あるとしたらそれは何かが
不明瞭）

 IR機能を担う場としての大学研究センターや評価室等との
連携協力

 IRによるチェックは出来てもアクションは別の主体が起こす
ためチェックとアクションをつなげる仕掛けが必要（評価制
度そのものの課題）



「泣こかい 飛ぼかい 泣こよか ひっ飛べ」

 ↑鹿児島の方言：ぐずぐず考えるより早く行動に移せと
いう意味

 IRへの期待とその正体が不明なことへの不安というジレ
ンマ（そのままでは形にならず、思考が逡巡）

 教育活動とそのチェックはどの大学でも行っている→対
外的な説明と改善双方を目的としたとき、どのようなデー
タを扱い、どう分析するかを教育目標に照らして実践す
る、共有する、議論する。
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