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大学評価担当者集会 2011 プレイベント「勉強会：Is This IR?」に関する質疑応答 

 

 

講演第一部：「AIR のハンドブックからみた米国の IR の実際」 

Ⅰ－①「ハンドブックからみた IR の概要と大学のマネジメント」（小湊卓夫 九州大

学高等教育開発推進センター*准教授）の報告に対する質問 

［*現所属：基幹教育院］ 

 

Q1-1：Slide8 にある「科学的経営」とは何か 

小湊：大学の経営は、「経験と勘」によってなされる場合があることが度々指摘されます。大学の

執行部を構成する教員が大学経営の方法を体系的に学んだわけではないからです。こうい

った素人による経営（レイマンコントロール）は良くも悪くも大学経営の特徴なのですが、

大学事情に精通しているわけではないことから、自大学での教育研究活動等の現状や特徴

をデータに基づいて把握しているとは限りません。ここでいう「科学的経営の導入」とは

データを活用し、自大学の状況把握や理解を行うこと、さらには来るべき将来の状況を構

想する時、将来予測も含めデータ分析による予測を活用するような、経営スタイルをイメ

ージして使った言葉です。厳密に定義できているものではありません。 

 

 

Q1-2：IR が意思決定を行うべきでないとはどのような理由からなのか 

小湊：アメリカにおける IR はデータ分析に基づいて、自大学にとって有用な情報提供を行うこと

を活動の目的としています。そして IR オフィスは学長や副学長の下におかれることが多い

こともあり、執行部の依頼を受けてレポートを提出しています。執行部が変われば IR オフ

ィスへの内部レポートへの依頼内容も変わることが度々あるようです。そのため大学での

意思決定そのものへ関わってしまうと、執行部が変わり大学の方針が転換された時に、前

執行部の責任を取らされかねません。場合によってはお払い箱になりかねないのです。そ

のため意思決定そのものへの関与は避けている（IR 担当者は決して経営者ではない）のだ

と考えられます。ただ、アメリカの大学においてもレイマンコントロール（素人による経

営）はあり、大学の事情に精通している方々ばかりではありません。そこで、IR オフィス

の担当者によっては、分析結果だけでなく政策提言を行うことで、単なる支援から実質的

に強い影響を及ぼすことが重要との見解もありますが、どこまで踏み込むのかは大学の事

情によって異なり、また繊細な問題です。 
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Q1-3：IR についてグローバル・スタンダードは形成されていますか。 

小湊：IR 活動自体はアメリカの高等教育の中で行われてきたものです。近年ではその活動がヨー

ロッパやアジア、オセアニア諸国の大学へと普及していっています。ただアメリカやオセ

アニアの大学がデータ主導の IR 活動を行っているのに対し、ヨーロッパ諸国の大学は数字

で表せないような定性的データを使った活動が行われています。また大学によっても活動

内容が異なることも多く、グローバル・スタンダードといわれるものがあるとは言えない

状況と考えます。ただし、内部質保証システムの構築や学生の学習成果の把握といった課

題は、世界的に認知されている共通の課題です。そのためにどのようなデータを扱いどう

いった分析を行うのかといったことに関しては、IR 担当者は同じ意識を共有していること

が多いと考えられます。 

 

 

Q1-4：米国では IR に関する共通理解が存在すると考えてよいでしょうか 

小湊：グローバル・スタンダードの質問とも関連しますが、IR の定義そのものが、経験的に得ら

れた機能面から説明されることが多いことから見ても、これを満たせば IR だといった共通

理解があるとは言えない状況です。ただし、どのような活動であっても、大学の諸活動を

出来る限りデータで把握し分析し、学内の改善活動、あるいは何らかの意思決定を支援す

ることを目指した活動であると言えるのではないでしょうか。 

 

 

Q1-5：日本の大学の中での IR のレポート事例について紹介していただきたい。 

小湊：アメリカにおける IR のレポートは大きく内部レポート、外部レポートに整理できます。内

部レポートはファクトブックをはじめとした、自大学の活動状況が把握できる整理された

データ集が中心となります。外部レポートは高等教育に関連する各種団体（州政府や連邦

政府、IPEDS やランキングの出版社等）向けに出されるデータ集が中心です。そしてこれ

らのレポートは定期的に大学から出されることが多いようです。ところが日本の大学はそ

ういった状況にはありませんので、IR のレポート事例はほとんど明らかになっていません。

私の経験した範囲であれば、以下のレポート作成にかかわりました。①他大学との統合を

前提に、統合先の教員の研究分野を整理し自大学の教員の研究分野との重なり具合を示し

たレポート。②旧七帝大の論文データとインパクトファクターをもとに、複数の分野に対

して大学間比較を行ったレポート。③志願者や入学者数及び偏差値等について大学統合前

後の推移を学部ごとに整理したレポート。④大学ランキングの分析を行い、ランキング向

上のための方策を検討するために作成したレポート。⑤学校基本調査データをベースに作

成したファクトブック等です。 
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Q1-6：米国のような IR を行っている大学はあるのでしょうか 

小湊：米国でも多様な IR 活動が行われているため、質問の主旨が判り兼ねるので、お応えしにく

いですが、今回お話したような IR 活動を組織的に行っている大学はほとんどありません。

国立大学の場合は法人化前後から、名古屋大学、九州大学、愛媛大学が評価を基軸に IR 活

動を志向して活動を行ってきました。私立大学では形態が多様ですが、組織的という観点

からは、事務部門を中心に関西学院大学、明治大学、法政大学等が、プロジェクト活動と

して動いているものとして立命館大学が挙げられます。私立大学における IR 調査をまとめ

た内容が、『データによる大学教育の自己改善―インスティテューショナル・リサーチの過

去・現在・展望』（沖清豪・岡田聡志編著、学文社）に掲載されています。 

 

 

Q1-7：国立において IR 縮小の理由は？第三者評価二順目に入り、ほっとしたのが理由でしょう

か 

Q1-8：日本の評価部門の縮小は初耳であった。どんな状況なのか具体的に教えてもらいたい。 

小湊：国立大学においては第 1 期中期目標・中期計画立案とその評価に対応すべく、多くの大学

で、教職員を中心とした評価室が設置されました。しかし、第 2 期中期目標・中期計画の

サイクルに入った時から、第 1 期の経験を踏まえ、評価の合理化・効率化のもと、大学評

価担当の教職員数が削減されたという話を伺うようになりました。その背景には、評価に

関する学内データ収集体制の整備による効率性が向上したことに加え、評価に対する慣れ

や評価技法の向上があると思われます。また大学の財務環境（運営費交付金の削減）が悪

化した結果、教職員の補充人事が行いにくくなり、教職員定員を削減せざるを得ないこと

も影響していると思われます。 

嶌田：具体名はなかなか挙げるのが難しいですが、国立大学で係長ポスト 1 名減というところも

あります。また、他の大学では、専任だった評価室教員を兼任に切り替えるなどがありま

した。評価関係の委員会のミッションを小さくして、評価作業を行うような状況から事務

的に作った書類を単に昇任する場になっている大学もあります。少なくとも増員、機能拡

大、という話はあまり聞こえてきません。 

 

 

Q1-9：九州大学の業務で、「計画策定・意思決定・政策形成」に貢献した具体的な事例はあるの

か？執行部の IR への期待は具体的に何か？ 

小湊：まず、前段ですが、第 1 期中期目標・中期計画における自己点検とこれまでの部局の計画

策定支援活動を踏まえ、第 2 期中期目標・中期計画立案に際しての計画の骨子を作成し、

執行部での議論に参画しました。九州大学の中では、QUEST-MAP（九州大学版 BSC）と

して取り組んだ経緯と結果が、ウェブ上で公表されていますので、ご参考までに URL を記

しておきます。 

http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/quest.php 
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http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/QUEST/#intro 

小湊：後半の執行部の期待ですが、これが明確になれば、IR を起点とした支援活動の範囲が明確

になるのですが、この期待を把握することが、国立大学では困難なことが多いのが現状で

す。というのも、大学の目標が明確ではなく、時々の課題は大学のガバナンス構造に大き

く影響を受け、大学執行部の持つ興味も時々刻々と移り変わることがあるからです。その

ためアメリカの IR は常に大学のミッションに立ち返り、ミッション達成に貢献するレポー

ト作成を心がけることが強調される場合があります。 

 

 

Q1-10：IR 専門スタッフを育成する必要があると思いますが、いかがですか（事務職員の固定化？）

小湊：必要性からすると、あると思われます。日本の大学の多くは職員と教員という二つの職制

から成り立っており、専門職員の入り込む余地があまり無いのが現状です。産学連携や広

報等をはじめ、専門職員の配置が徐々に行われていますが、IR 担当者の入り込む余地はま

だほとんどないといった状況ではないでしょうか。大学組織として IR 担当者のニーズがあ

る場合、既存の教職員で連携をとりながら IR 機能を組織化する方法が考えられます。職員

がジョブローテーションで異動されることは承知していますが、多くの職員が IR の観点や

技能を持って、他の職場でそれを活かしながら、そして大学のミッションに沿って、他組

織との連携を強めて活動していくことは、大学職員全体としての専門性を高めることにつ

ながると思われます。IR 機能が多くの領域で必要とされていることを踏まえると、現実的

な方法ではないかと思われます。 

嶌田：ある国立大学で、評価、入試、国際交流などの分野で専門職制度を導入してみてはどうか、

ということが議論されました。要するに、本人が希望しなければ、ずっとその系統で勤務

できる、という制度です。評価セクションにも、そのような専門職化はどうか？、という

話があったそうですが、「懲役 3 年が、無期懲役になるのはありえないだろう（苦笑）」と

いうことで拒否したそうです。おそらく、業務負担にもよるかと思いますが、難しいとい

う大学さんの話は聴いたことがあります。 

 

 

Q1-11：IR 担当者の大学構成員内での位置づけはどうなっているのか。アメリカの大学にも事務

職員はいると思うのだが、IR スタッフと事務職員の関係はどうなっているのか？ 

小湊：アメリカの大学における職員は、学務、財務、人事等の特定の「専門」業務を担う専門職

と教員、そして秘書から成り立っています。ここでの専門職というのは特定領域の資格と

いう意味合いよりは、学位（学士、修士、博士）によって裏付けられているという意味を

持ちます。さらにジョブローテーションが無いため、同一の業務を長年遂行するという意

味で専門職といわれるわけです。それ以外の職位としては秘書（administrative secretary、

office administrator）が存在します。ただアメリカにおける Secretary という職位は人に

使われるという意味を持つ職で、専門性（学位による裏付けがない）が求められないため、
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専門職の下に位置づけられます。IR 担当者はその多くが修士あるいは博士の学位を有して

いるために、専門職として位置づけられることが多いようです。 

 

 

Q1-12：IR とは評価のための情報を集め、利用して、公表するシステム・機能のことかあるいは

組織か。 

Q1-13：現状の大学事務局（本部）体制・業務とどこが違うのか 

小湊：IR はある目的に沿ってデータを収集・分析して、必要な部署に価値ある情報を提供するこ

とで、学内の意思決定や政策形成等を支援する機能です。アメリカの IR 研究者であるサウ

プ（Saupe, 1990）は、「IR とは機関の計画立案、政策形成、意思決定を支援するための情

報を提供する目的で、高等教育機関の内部で行われる調査研究」（“The Function of 

Institutional Research 2nd Edition.” Association for Institutional Research）と定義し

ています。アメリカの多くの大学ではこのような機能を担う組織として IR 室が設置されて

います。このような機能が日本の大学に存在しないのかといえば、そうでもありません。

データ収集と分析結果の提供という観点から見れば、それぞれの事務部門ごとに必要なデ

ータを収集分析し委員会や会議等に提出していますし、学生に関するアンケート調査も高

等教育センター等が中心となり実施しています。ではこれはアメリカの IR とまったく同じ

活動かと問われると、そうとも言い切れません。IR 室の活動は学長や副学長からの指示を

受け、大学のミッションや執行部の構想を実現するための支援を行っていますし、そのた

め他部署との連携も緊密に行われる場合があります。また学外への情報提供もレポートと

いう形で数多く行われており、公式に認められたデータは IR 室から発信されます。しかし

日本の現状は部署ごとの業務として行われるきらいがあり、他部署との連携はあまりあり

ません。また個々の部署がそれぞれデータを提供し情報を発信しているため、用語の定義

も不統一であり、結果として出てくる情報もデータの簡単な整理に終わることも多く、深

い分析が行われることは少ないと認識しています。 

 

 

Q1-14：データを管理して分析するために最も必要なことは何か？ 

小湊：IR 担当者に求められる能力や素養については様々な議論がありますが、それを端的に述べ

ているものにテレンジーニの組織のインテリジェンス論があります(Terenzini, “On the 

Nature of Institutional Research and the Knowledge and Skills It Requires”, New 

Directions for Institutional Research, Issue 104, 21-29, 1999.)。ここでのインテリジェン

スとは、単なる知識やスキルが蓄積されたものを指すのではなく、現場に存在する課題に

そのような知識やスキルをいかに適用し運用していくのかという実践的なものを意味して

います。この組織のインテリジェンスは①技術的・分析的インテリジェンス：データの定

義や操作方法、そして分析する手法、②課題のインテリジェンス：学内の主要課題を理解

しそれがどのような意味で重要なのかを理解する能力、③文脈のインテリジェンス：高等
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教育の歴史や現状、教員組織の特異性、学内のインフォーマルな政治的構造といった、大

学組織の特性を理解する能力、から成り立っています。つまり単なるデータ屋さん、単な

る事情通の方だけでは IR を実践しにくいと言えます。 

 

 

Q1-15：各種データの正しい関連付けのスキルを高める方法は？ 

小湊：複数のデータを関連付けて分析する時、そのことで何を明らかにしたいのかその目的が明

確でなければなりません。目的が明確であれば、それに適した手法の選択が行われるわけ

ですが、これはあくまでも理屈の話です。誰が分析を行うのかによって使える手法は限ら

れてきます。またどのような手法があるのかその全体を熟知している方は少ないかもしれ

ません。もし職員が分析担当者となった場合、教員の力を借りるのが も手っ取り早い方

法だと思われます。特に統計の研究者や社会調査をされている方に話を伺い、OJT で実践

していく方法が近道と思われます。日本でも様々な実践が行われその報告を通してプロセ

スや手法が蓄積されていけば、そのような事例をもとに研修プログラムの開発が出来ると

思われます。大学評価担当者集会ではそういったことも視野に入れ活動をしていく予定で

す。 

 

 

Q1-16：アメリカでは IR を導入したことでどういった変化が起こったのか。企業では競争社会に

身を置いているため、マーケット分析、自社分析による自己改善は重要な要素となるが、

私学を除き国立大学では競争意識が乏しいため、危機感が薄く大きな変化はないのではな

いか。現在のアメリカの国公立大学での現状はいかがか。 

小湊：アメリカにおける IR 導入のきっかけは、60 年代の入学者急増にあるとされています。ア

メリカの大学では入学定員は各大学で管理しているため、施設や教員等の教育環境が整え

ば受け入れを増やすことが可能なわけです。そこで当時問題になったのは、どれだけの入

学生を受け入れ、そのために設備計画や教室の割り当て、教員の配置といった課題に応え

るため、データを活用して管理を行っていたとされます。そういった意味では教育環境整

備やその改善といった視点が強かったと言えます。ところが 1970 年代にそれまで機関を対

象とした連邦政府の補助金が、学生への奨学金を中心とした個人への援助に変わったため、

大学にとって学生の受け入れは財務に直結するようになり、経営支援の視点が強くなって

いったようです。そういった意味ではアメリカの大学は設置形態に関係なく、日本の私立

大学と同じような状況にあると言えなくもありません。ただアメリカでは 1990 年代から学

生の学習成果の測定が課題となっており、アセスメントを中心に試行錯誤が続いています。

つまり学生の学習達成状況や大学を出た後の高等教育の影響が社会から問われているとい

う意味では現在の日本の大学の状況と同じといえます。 
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Q1-17：「計画策定と政策分析」のスライドで、戦略的計画策定：長期的展望、根本的な組織変革

を志向とあるが、この「根本的な組織変革」の具体事例があればご教示ください（実は所

属大学で、全学的な教育研究組織の改革を進めようとしており、データに基づいた改革案

を考えなければならないと思いつつ、どのようなデータを使い、どのような分析をし、そ

れを改革案に結びつけていくのか、具体的なイメージをつかみかねているので、何かヒン

トが得られればという思いで質問させていただいた）。 

小湊：この手の実践例はあまり具体的な紹介がなされないことが多いため、情報が不足している

と思われます。例えば九州大学では QUEST-MAP という取組で部局及び全学教育の戦略策

定支援を行ってきました。経営手法の一つである BSC（バランス・スコアカード）を中心

に外部環境や内部環境の分析を行いました。そこでとられた手法に SWOT 分析があります。

具体的な内容は下記の URL をご参照ください。 

http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/quest.php 

http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/QUEST/#intro 

さらなる詳細をお聞きになりたい場合は小湊までご連絡ください。 

小湊卓夫 九州大学基幹教育院（kominato@rche.kyushu-u.ac.jp,  tel: 092-802-5835） 

 

 

Q1-18：IR を直訳して一言で表現してください。教職員にすぐわかるような名称が必要と考えま

す。 

小湊：IR をどのように翻訳するのか、頭の痛い問題です。IR が日本で紹介される中で、これま

で「機関調査」、「大学調査」、「大学研究」等いろいろな訳がなされてきましたが、定着す

るまでには至っていません。今後 IR への興味関心や活動が広がっていく中で、適切な日本

語訳は必要不可欠と考えています。よい訳がありましたら教えてください。 

嶌田：大学評価・学位授与機構が主催した米国の IR 担当者向けハンドブックの翻訳プロジェクト

に参加したことがあるのですが、この翻訳の際に「IR」という言葉を日本語に訳せるくら

い理解を深められればいいよね、というような気持ちが一部メンバーにはあったのですが、

残念ながら上手い訳を見いだすことはできませんでした。それは、IR 自体が、大学によっ

て置かれている目的が様々で、ひとくくりにしにくい、というところがあるのかもしれま

せん。規模も学校基本調査のような調査ものしかやっていないよなところから、戦略形成

に重要な役割を果たしているところまで様々です。米国で IR 担当者として働いている日本

人と「どう訳すのがいいのか？」という話はしたことがあるのですが「日本は評価室とか

が米国の IR オフィスのような調査業務や、データ収集業務をやっているのだし、評価室と

かでいいんじゃないの？」と言ってましたが、私は企画室とか学長戦略室などのところも

IR 的な業務をやっているので、これだ、と決めるのは、難しいような気もしました。たぶ

ん小湊が他の質問でも回答していると思いますが、「機能」として IR を捉える、というの

もちょっと違います。無理に IR を訳す、と言いますか、「枠」を考えるよりも、評価作業

などで集めたデータなどをそのまま埋もれさせずに、大学執行部や学部執行部、さらには
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現場の方々に情報提供などを行い、どのように改善の手伝いをするのか、ということを考

えたほうがよいと思って、日々努力しているところでございます。 

 

 

Q1-19：九州大学での IR の具体的な取り組みや苦労している点を教えてください。 

小湊：私(小湊)が大学評価情報室で仕事に携わっていた時のことをお伝えします。取組の主な内容

は、①マネジメント情報の構築、②レポート作成、③認証評価・法人評価への支援、④中

期目標・中期計画策定への支援です。 

［①マネジメント情報の構築］ 

これは全学及び部局の組織データを収集し整備することを目的に実施したプロジェクトで

す。事務局で収集できるデータをかき集め、不足分を部局に問い合わせるという形で行い

ました。部局にしかないデータを収集する上での困難は、不統一な用語の定義、データ収

集に対する部局との協力関係構築の困難さが挙げられます。この取り組みはデータの所在

を把握する点では良かったのですが、収集したデータを何にどのように使うのかという点

が不明確であったため、2 年間の実施で終わってしまいました。そこで、もう少し効率よく

あまり苦労をかけずに組織データを収集するために目をつけたのが、学校基本調査です。

このデータを過去 5 年分入力し、部局ごとに経年比較するファクトブックの作成を行いま

した。ただ多くの項目がありますので、毎年度テーマを決め、特定の領域についての分析

を深めたレポートを添付するという形にしています。このメリットとしては全学及び部局

の外形的な組織データが簡単に把握できる点にありますが、課題として、そのようなデー

タがどのように使われるのかを把握することが挙げられます。データの使われ方が把握で

きればそれに沿った分析が可能となります。 

［②レポート作成］ 

以下のレポートを作成し役員会や委員会に提出しました。１）21 世紀 COE プログラム、

科学研究費補助金、論文引用度指数：旧 7 帝大の比較を通して九州大学の研究の現状を把

握することを目的とした。２）大学院入学状況：過去 10 年の大学院（修士課程・博士課程）

の入学状況について志願倍率と充足率の経年変化をまとめた。３）認証評価アンケート結

果：認証評価を受審する前に行った調査を取りまとめ、自己評価書作成の資料とした。４）

学部の入学・卒業・進路状況：受験倍率や入学生の出身地域、進路の状況等をまとめ、項目

によって旧７帝大との比較を行った。５）World University Rankings について：タイム

ズ紙におけるランキング手法の分析と、日本・オーストラリア・中国の大学に関する比較分

析を行い、ランキング向上のための方策を提案した。結果として１）と４）のレポートは話

題提供にはなったものの、具体的な成果にはつながりませんでした。２）は大学院の充足率

が問題となっていたため、総長のリーダシップものと適正な充足率を確保するための取組に

つながりました。３）は自己評価書を作成する際に、どのようなデータを必要とし、どのよ

うに記述するのかといった点で、大いに活用されました。５）は執行部からの依頼で作成し

た唯一のレポートでした。九大がランキングを上げるための方策を検討する際の話題提供と

いう意味では、活発な議論となりましたが、政策形成への支援が出来たかというと、出来な
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かったという自己評価です。その理由としては、こちらからの提案が九大のリソースを考え

ると、すぐに実行可能なものではなかったという点にあります。このように見てくると、１）

一般的な内容のレポートはあくまでも話題提供にしかならない。２）学内の具体的な課題に

対応したレポートはある程度活用される。３）ただしよく活用してもらうためには、執行部

やレポートの受け手と密なコミュニケーションをとり、どういった分析が必要なのかを構想

する必要がある。以上の知見が得られたと思います。裏を返せは、それが課題、あるいは苦

労する点です。 

［③認証評価・法人評価への対応］ 

認証評価に関しては、まず大学評価基準への理解を深めるために、個々の基準が何を想定

しどういった内容を求めているのかという点と、基準間の関連性を示し認証評価がどうい

った体系のもと実施されるものなのかという 2 点について、委員会での説明と各部局を回

って説明会を行いました。その後、認証評価における自己評価書の作成方法を知り体得し

てもらうために、自己評価書作成の簡単なシュミレーションを各部局の委員に行ってもら

い、そのうえで認証評価で求められる内容の中で、部局でしか答えられない事項を抽出し

たアンケート調査を実施しました。このアンケート調査を取りまとめ、九州大学の現状を

委員会で報告するとともに、自己評価書作成メンバーにデータをお配りし、執筆の支援を

行いました。法人評価も同様の手順をとりました。 終的に出来上がった自己評価書を大

学評価情報室と企画課のメンバーで点検を行い、内容のブラッシュアップを図りました。

評価結果が出た後は、課題を取りまとめ、総長や部局長あてに報告を行った次第です。こ

こでの課題は大学評価で良い結果を得ることは重要だが、明らかになった課題を改善して

いくことの重要性を関係者に理解してもらう点にあります。認証評価から得られた課題の

いくつかはすぐに対応が取られ改善がなされましたが、時間の経過とともに忘れられてい

った課題も多くあります。今後はこれらの課題を解決してもらうために、どのように働き

かけていくのかといった点が課題です。なお現在の大学評価情報室ではまた異なる取組を

行っていますので、詳細はそちらに伺ってください。 

 

 

Q1-20：特に私大ではエンロール・マネジメントの中で、学生募集の分析などは行われ、専門的

分析能力を持った職員がいるのか。ここで IR が機能しないならば他へも拡大するのは困難

であろうから、そこでの IR 人材育成・確保のための障害や可能性を把握したい。 

小湊：アメリカの大学で行われているエンロールメント・マネジメントは入試課や学務部といっ

た一つの部署で行われる活動というよりも、IR 室がデータ分析を行い現状把握を支援しな

がら行われる、組織間の連携を持った一連の活動です。そしてその活動範囲は広く、「学生

が大学に入学し、在籍し、卒業するまでの一連の流れを調査し、管理しようとする IR 活動

と企画機能」と定義される場合もあります。つまり専門的な分析は IR が主に担い、企画立

案や実施は担当部署が行うという連携が図られているようです。分析の対象となるのは、

大学選択の選好、中途退学、在籍、学生のアウトカムといったもので、これらに対しデー

タを使った分析を行うことが求められます。日本の大学でもその一部は職員が中心となっ
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て簡単な分析が行われています。入試分析や中退・在籍の分析はよく行われていると考え

られます。しかしアメリカの IR と日本でのこのような活動を比較して見える違いがいくつ

かあります。まず、担当者の専門性の違いです。日本の大学における職員はジョブローテ

ーションで複数の部署を体験することがもとめられ、蓄積された知識や技能がある程度深

まるものの、高度化することは困難な状況にあります。しかしアメリカの IR 担当者ならび

に学生支援関係のスタッフは、基本的に同じ業務を継続し知識や技能をかなりの程度高め

られ、専門職として働くことになります。そのため分析や政策形成における技量に日米で

は差があることが考えられます。専門的分析能力を持った職員をどのようにイメージする

のかによりますが、数年の経験ではそういった職員は育たないのではないでしょうか。し

かし、ゼネラリスト的な職員でなければできないこともあります。他部署の経験があると

いうことは、ある課題に対して関連する部署と連携を図りながら共同作業を行うことが容

易になる可能性があります。ただし専門性に欠ける部分を教員や外部の専門人材の力を借

りながら業務を進める能力が必要とも言えます。大きな課題としては部署間の連携を図る

際に縦割りの業務分担による縄張り意識を排除して、円滑な協同関係を築くことではない

でしょうか。アメリカでもこの点に関しては困難を感じているようです。あとは責任を持

って業務を遂行する行動力と言えるのではと考える次第です。 

 

 

 

 

 

 

  




