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「使える IR」の基盤づくりに向けて－大学職員の目線から－ 

 

名城大学経営本部総合政策部 難波輝吉 

 

 

＃１ 

みなさん，こんにちは。ただいま，

ご紹介いただきました名城大学経

営本部総合政策部の難波輝吉と申

します。本務として，大学全体の

意思決定に係る諸会議の運営支援，

認証評価（自己点検・評価），教育

情報の公表，学部・研究科等の設

置認可・届出・アフターケアなど，

主として教学マネジメントの企

画・運営支援を担当しております。

自己点検・評価，認証評価業務を

担当していたときに，課題解決を

目指すため大学院で学び，IR とい

う研究テーマに出会い，その研究成果を「大学の活動を可視化する IR 機能の研究」して修士論文

に纏めました。本日は，昨年 5 月下旬に米国 IR 研究視察団の一員として参加し，そこで得たもの・

感じたものを中心に報告させていただきます。 

 

 

＃２ 

報告内容はこの 6 点で進めます。

職員の目線ですので，アカデミッ

クな部分とは違い，プラクティカ

ルな話で進めますが，その点はご

容赦ください。それでは，本編に

入らせていただきます。 
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＃３ 

行ったところがですが，アメリ

カ中西部のイリノイ州，ウイス

コンシン州，ミネソタ州で７つ

の大学を視察してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃４ 

相 当 ハ ー ド で し た が ，

Northwestern University ，

Lake Forest College ， Knox 

College ， Alverno College ，

Minnesota State University, 

Mankato校，ST．Olaf College，

The University of Minnesota， 

Twin Cities の 7 校です。7 つの

すべてを説明したいところです

が，時間の関係もありますので，

規模や形態，特色を勘案して進

めたいと思います。 
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＃５（事例報告で説明予定だった内容を加筆しました。） 

最初の訪問大学は，ノースウエ

スタン大学です。特徴的なこと

は，AAU（the Association of 

American Universities，米国大

学協会）での Data Exchange,（

AAUDE）や，COFHE（

Consortium on Financing 

Higher Education）など，同種

の系統の大学が属するコンソー

シアムでのデータ交換を積極的

に行い，ベンチマーク手法を活

用して，自大学の教育研究諸活

動ならびに経営活動の改善を図

っています。ここでは，「情報

を公開することによる脅威よりも，公開することで共有するメリットを大事にする」という米国

IR の文化を感じました。 

 

 

＃６ 

2校目はLake Forest Collegeで

す。組織名を見ていただきます

と，Institutional Research and  

Planning となっています。他の

視 察 大 学 も 同 じ で す が ，

Institutional Research に，and 

○○という名称が主流でした。ス

タッフは，1 名しかおらず，「私

が IR です」という感じで，蕩々

とお話をしていただきました。

１人だったら，今度，どのよう

に人材を育成するのだろうか，

というところに疑問があったの

で質問をしたのですが，やはり

それは喫緊の課題との回答をいただきました。1 人だと活動する範囲も大変だろうと思い，その

点についても質問してみましたが，リベラルアーツ系の大学中心のコンソーシアム組織があり，

データの交換や人的ネットワークが構築されているので，小規模であっても，心細さはあまり感

じないとのことでした。むしろ，元気にやらさせていただいてます，という非常に元気のある IRer 
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の方に勇気づけられました。加えて，仕事をする上で大事にしていることは何ですか，と伺いま

したところ，「正確な情報収集・分析と的確かつ利用価値のある情報を大学経営執行部へ提供する

こと」ということでした。これ以上の答えはないという回答でした。他の大学でも同じような質

問をしたのですが，少しニュアンスは違ったとしても，同じような答えをいただきました。 

 

 

＃７（事例報告で説明予定だった内容を加筆しました。） 

3 校目はリベラルアーツ系大学の

ノックスカレッジです。この大学の

IR は，まだ立ち上がってから 2 年

目と歴史の浅い組織なので，我が

国のスタンダードを考える参考事

例として調査に臨みました。 
ここで最も印象的だったことは，フ

ァカルティが IR 活動に理解を示さ

ないケースがあるということでした。 
理解を示すためには，やはり“研

修”が必要だということで，それを

実践していくとのことでした。 
また，ゴーストデータの洗い出しを

行い，データシステムの効率化を

促進しようと努力しているとのことでした。これらの話を聞いて，IR の根幹で最も大事なことに手を付けて

いることは，とても参考になりました。 

 

＃８ 

4 校目はアルヴァーノカレッジ

で，リベラルアーツ系女子大学

です。ここは IR の視察，といい

ながらも IR ではない組織的取

り組みについてまなびました。

組 織 名 は ， Educational 

Research and Evaluation とい

うことで教育成果，教育効果に

関する評価分析を主たる任務と

する部署です。この大学の有名

なところですが，Ability-Based 

Learning という学生の身につ

けるべき知識，技能といったも
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の 8 つに集約し，その 8 つの能力に対して，それぞれの評価メジャーというものをつけて，それ

で学習効果というものを測定していくという試みがなされています。私が見た中で一番刺激的だ

ったのは，この大学の取り組みです。その理由は，1 年生の実際の姿というものを映像で撮って

おいて，その学生が，2 年時，3 年時に進級したときに，過去の自分の姿を見て，どれだけ自分

が成長したのか，客観的に自分を自己評価する，というようなことを大事にした教育が展開され

ていたからです。その具体的な 8 つの能力というものは，このハンドアウトの中に埋め込んであ

る資料にも書いてありますが，日本でもよく言われる，コミュニケーション能力，課題解決能力，

分析能力，社交性，というようなことが問われています。 

この 8 つの能力の定義は，細部にわたる検証が行われ，書き換えは適宜行われているわけですが，

検証結果に基づいてカリキュラム設計や教育方法の開発が行われています。また，地域住民の方

も一緒に学生の能力開発に関するアセスメントに参加をする試みも行われているところに特色が

ありました。 

 

＃９（事例報告で説明予定だった内容を加筆しました。） 

5 校目は，ミネソタ州立大学マンケー

ト校です。スライドの左側にあるグラ

フは，州立大学で活用されているカ

レッジポートレートといわれるもので，

高校生の進路選択の情報として活

用されています。このようにグラフ化

することで，わかりやすいデータ提供

が行われており，学生の特徴，学生

の学習成果などの諸情報が見れるよ

うになっています。また，教育情報の

充実ぶりだけではなく，大学のリアル

タイムの状況を把握して，戦略計画

の策定・立案などにも注力していま

す。大学執行部は，これらの情報しっかりと共有し，迅速な意思決定の促進に努めていることも特徴的な

取り組みだと思います。執行部との連携を密にし，少ないスタッフで，IR の基盤を支えていることは驚きで

あり，組織力の強さを感じました。 
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＃１０（事例報告で説明予定だった内容を加筆しました。） 

6 校目は，リベラルアーツ系大学で

あるセントオラフカレッジです。 

IR&E のミッションは，教育の質向上

，社会に対する教育研究諸活動の

理解の促進を旨に，学生の学力の

一層の伸長を図るために，IR&E が

プランニングとそのデータを提供す

ることと定めています。 

ビジョンとしては，学生の学びのアセ

スメントと IRの諸活動を通じて，米国

のリベラルアーツ教育のリーダーに

なることを掲げています。 

IR&E の諸活動は，1）学生，ファカ

ルティ，スタッフ，卒業生の定期的な調査，2）大学の諸データの政府機関等への提出，3）大学の諸デー

タ，諸活動報告書を関連委員会と管理運営執行部へ提供，4）大学データ活用手順の案内，5）データ公

開のウエブサイトのメンテナンスの 5 点を主としています。 

この大学では，アカデミックアセスメントを大事にしており，あらゆる調査分析結果を学生の学びの改善に

役立てています。 

調査方法で驚いたのは，テキストデータを用いたデータマイニングの手法を導入であり，外部・内部から

得られる生の声を系統的に分類・分析していることです。 

この大学の IR では，理事者が IRによって提供される様々な情報に興味関心と理解を示し，将来像を確

認しながら改善活動を展開しており，強い感銘を受けました。 

 

＃１１ 

最後に訪問したのは，ミネソタ

大学です。いろいろな研究論文

を見ると必ず出てくるミネソタ

大学の  IR オフィスですが，

Office of Planning and 

Analysis の下に 4 つのオフィ

スがあります。その1つがOffice 

of Institutional Research です。 

総勢 35 名で，IR オフィスだけ

では，11 名です。非常に大規模

な組織体で IR 活動が行われて

います。こういう組織ですから，

専門的知識も相当高いものがあ
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り，博士の学位を持っていること，というのがスタッフの 1 つの要件になっています。ただ，実

は，しっかりしていそうで，そうではなかった時期があった，と言う事実も聞くことができまし

た。 

自分の都合の良いデータを上手に使って，中を説得してきた，という時代があったとのことです

が，データの正確性や客観性の問題という観点から，コンソーシアム組織などの外部のさまざま

なデータも，最近では，もっと自分たちの教育・研究活動が正しく評価されるようにということ

で外のデータも積極的に活用するようになってきたということでした。 

 

 

＃12 

このように 7 つの大学を訪問し

ましたが，小湊先生の説明の中

でも出ました 9 つの機能分類に

ついて各大学の状況を分析して

みました。ほとんどの大学で IR

機能は持っているわけですが，

私立のリベラルアーツカレッジ

に関しては，少し抜けている部

分があることが確認されました。

弱いところは意思決定支援，政

策形成支援でした。これは組織

ミッションとかインタビューの

内容から判断したものですので，

実際には，意思決定支援，政策

形成支援に近いことが行われているのかもしれませんが，このような状態でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



難波 輝吉「『使える IR』の基盤づくりに向けて－大学職員の目線から－」 

 

38 
 

＃１３ 

私がこの視察で気がついたこと，

発見したことを纏めてみました。

IR 組織には，しっかりとミッシ

ョン，ビジョンの明確な設定が

なされており，その責任と権限

を明確にして活動がなされてい

ることがわかりました。また，

コンソーシアム組織による，横

連携，横展開など，データの開

示という，つまり，日本の文化

で言うところの隠すデメリット

よりも，公開するメリットのほ

うが大きい，というのがアメリ

カの IR の文化の中では根付い

ている，ということが分かってきました。さきほど，小さな IR 組織の話をしましたが，このよう

に述べられていることも，ほとんどの大学で共通していることでした。最後，「理事者が IR によ

って提供される様々な情報に興味関心と理解を示し，将来像を確認しながら IR 活動を展開され

る」ということも特徴の一つです。「理事者が」というところですが，私は私学の人間ですので，

インパクトがあったのですが，信頼されない情報をいくら垂れ流しても，誰も聞いてくれないの

で，情報を上に伝えていく方法を考える上で，大変重要な事項だと思いました。データ収集の観

点から見ると，ここに書かれているような 5 つのポイントを大事にしていかなければならないと

思います。特に日本の IR を語るときに，今，忘れていませんか，というのは「学生の学習成果に

係わるアセスメントの開発・実施・分析・改善に注力」している，というところです。アセスメ

ントを自力で開発することは，なかなか難しいので，国内でもいろいろな試みが出てきておりま

すが，やはり複数の大学で手を組んで，学習効果というものをどう見るかという，高等教育全体

の教育の質保証のあり方にも注力しながら，アセスメント開発というものにどう取り組むか，と

いうことも大事なことなのではないかと感じました。 
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＃１４ 

現場の人の苦悩ですが，スタッ

フの数が少ないことが挙げられ

ます。 

資料見ていただけばわかります

が，少ない人数で動かす IR 環境

で，どうやって知の継承を図り

ながら IR 業務を担っていくの

か，持続的な人材の確保と育成

については，いずれの大学にお

いても課題として位置付けられ

ていました。さらに博士号を持

った方，ということで，本当に

専門職人材が必要なのかどうな

のか，ということもアメリカで

も曲がり角にそろそろ来ているのかもしれません。日本でこのような専門職人材を育てられる土

壌が，今，あるのかどうなのか，というのが私の今の思いです。次に，IR を活用する基盤の視点，

ということで，よくある話だと思いますが，私たちも，机の中にデータをしまっていませんか，

と部下に話をすることがあります。ゴーストデータの洗い出しに苦心する，というのがどこの大

学でも言われていました。大事なデータを持っているけど，なかなか表に出ない，そういったも

のを IR の現場が吸い上げることすらなかなかままならない，というようなところもありました。

また，現場レベルで，大学教授団の IR に対する認知度が十分でないということもありましたし，

学校によっては，意思決定者に対するワークショップをやっている，ところもありました。なか

でトレーニングをする機会や，外の学会等での機会などを上手に使って，IR とは何か，というと

ころから話をしている，というところもあるようです。 
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＃１５ 

私が訪問した 7 校の話を総括し

ますと，結局，多様性がある，

ということで纏めることができ

ると思います。小湊先生のお話

でも 9 つの機能のうち，すべて

が担われているわけではない，

というお話がありました。私が

見てきた中での感想も，さきほ

どの表で○， をつけていたもの

と同じ，やはりすべての機能が

あるわけではない，ということ

が分かりました。ということは，

日本に持ってくるときに，どう

いったものが望まれる姿なのか，

ということがこれから大学評価コンソーシアムやそれぞれの職能団体といったところで，検討さ

れるべきことではないかと思います。本学大学・学校づくり研究科の池田輝政教授の言葉ですが，

情報を届ける先の名宛人とそのニーズを先に考えてから，必要なデータを入手する。「情報は巨大

に蓄えるのではなく，常にさまざまな形で流通させることに意味がある」ということが，IR の大

事な核心部分になるのではないでしょうか。 

 

 

＃１７ 

先ほど，それで人材の話が少し

出ましたが，実際にそういった

大学の IRer と言われる方々が，

どんな能力を持っておられるの

か，ということを検証してみま

した。先ほどのミネソタ大学

（UM）では，博士の学位と言

われましたが，他の大学でも１

校ありました。佐藤先生が後ほ

どお話しされる中でも出てくる

と思いますが，学位が必ず必要

かどうか，ということは，日本

高等教育の文脈から考えたとき

に，現段階では何とも言えない

というのが，私の正直な考えです。専門職と言っても，職員が IR を担うのか，教員や研究者が

IR を担うのか，といった部分もまだ検討されていません。教員と職員の中間職というのが，今後，
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出来てくるかもしれないし，それを自分たちが作るかもしれない。どういった展開が望まれるの

か，ということは，このような場で検討していくことが必要だと思います。 

 

 

＃１８ 

ペンシルバニア大学のテレンジ

ーニ教授の示す IRer に必要な

知と，以前，本集会プレイベン

トで講演された柳浦先生の話を

組み合わせていくと，最終的に

集約されるところは日常業務の

中で，具体的なスキルを高める，

というより，IR を動かすために

必要なマインドを持つ，という

ことが大事なのではないかと感

じています。 

データに対して，丁寧に扱う，

というマインド，正確さを以て

対処する，というマインド，そ

ういったものが大事なのではないかと思います。その上に，今度は IR で本当にしなければならな

いこととは何だろうか，と考えたときに，課題が顕在化する前に問題点を発見する力が必要なの

ではないかと思います。 

データと向き合う時間が，そこにどれだけあるか，ということも重要だと思います。 

また，例えば，成績のいい学生は奨学金を与えると，もっと勉強する，というのは，本当か嘘か，

とか，規則正しい生活を実践している者は，成績がいいのか悪いのか，これは本当か嘘かといっ

たような仮説を立てて，何となくデータと向き合ってみて，いろんな分析をしてみる。そういっ

たところから何かのヒント，知恵，を生み出していくような IR の形ができれば第一歩が踏み出せ

るのではないかと思います。 
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＃１９ 

これは私自身が 2 年前に実践し

てみたことなのですが，英語の

本をたくさん読んで，単語をた

くさん覚えたら，TOEIC のス

コアが上がるのか上がらないの

か，ということを検証したこと

があります。実際にこの線を見

ていただくと相関係数も出てい

ますが，たくさん単語を覚えた

学生は，スコアの伸びもいいし，

点数も高く伸びるというのが確

認できました。こういったこと

をなんとなくやってみたりして

いましたが，こういうデータに

向き合う気持ちを大事にした IR マインドというものを持った人をたくさん，一人でも多く増や

していく，というのが当面の課題ではないかと思います。 

 

 

＃２０ 

最後になりますが，これから IR

のあるべき姿をみんさんと一緒

に考えたい，と思って，並べて

みました。 

例えば，IRer というのは，デー

タ分析できればいいんじゃなく

て，組織の形，中身，意思決定

プロセスを理解した上で，活動

しなければならないと思います。 

扱うデータは大学にとって資産

です。資産ですから，雑に扱う，

ということは許されない，そう

いうマインドを持ってデータに

向き合うかどうか。 

「データで語る」か「データは語る」か，どっちか。「データで語る」というのは，ある種加工さ

れたもので，もし，分からないような分析方法で，これはすごい数字ですよとか，と言っても，

実際，中身が本当にそうなのか，分かりかねる部分，というものあるので，できる限り生のデー

タで，データが語っているんですよ，というようなデータの扱いにも注力する必要があるのでは

ないかと思います。 
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私以外の米国 IR 視察の参加者が感じたことですが，「理事長が数値がすぐ出る部署がほしいとい

う考えを持ち始めた。小さな IR として活動がスタートできればと思う。統計調査データはある

が，系統的・継続的な形にはなっていないので，この点からスタートできればと考えている。」や

はり，何か萌芽的なものはあるのだけれども，，それをどういう風に展開すればいいのか，という

ところでみなさん悩みがある，というのが本音ではないでしょうか。 

 

 

＃２２ 

最後のスライドですが，ミネソ

タに行ったときにメジャーリー

グの試合も見てきました。これ

も研修の一環でした。 

何故かというと，あるピッチャ

ーが投げるときに守る人がどう

動くか，という野村 ID 野球の

話と同じなのかもしれませんが，

スタッフから選手にどれくらい

データを与えるとそのチームが

強くなるか，そうじゃないか，

ということが実際にあるようで

す，ということもちょっと事前

勉強である程度，仕込まれてい

たもので，本当にそうなのかな，ということで見に行きました。そうしたら，やはりバッターの

特性によってポジションが変えられたり，ピッチャーの配球が変えられたりということがありま

した。 

これも IR なのか，と思いました。かゆいところに手が届く，と言えばわかりやすいのかもしれ

ませんが，こういった形を作るというのは，みなさんの知恵と想像力というものを一つにして，

大学の壁を越えて，みなさんで一緒に作っていくというのが，本質じゃないかな，と思います。 

やはり大学人による，大学のための IR だけじゃなくて，社会に評価される大学作りに役立つ IR

というものを考えていきたい，と思います。また，みなさまからご意見等々いただければ，と思

います。どうもありがとうございました。 
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