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まえがき
昨今、IR（Institutional Research）という言葉を、多くの高等教育関係者が耳にする機会が増
えている一方、IR とは何かについて、はっきりしたイメージを持つことができない方も多くいら
っしゃると思います。この勉強会では、IR を発展させてきた米国の実例をもとに「IR とはいっ
たい何か？」ということを整理し、IR に対する理解を深めるとともに、IR の日本への適応可能
性に関するヒントをお持ち帰りいただきたい、と考え開催させていただきました。
今回は、勉強会と銘打ったこともあり、単なる一方通行的な話題の提供ではなく、参加されて
いる方全員に「質問票」をご記入いただき、その質問票をもとに論を深めていくことを計画しま
した。具体的には、講演者全員と司会が、ご質問に回答しつつ、その中から、いくつかのテーマ
を掘り下げ、講演者と参加者で議論を行うやり方です。
話題提供では、前半で文献からみえてきた米国の IR を報告し、後半は、実際に見聞きした米国
の実情、ということに焦点を置きました。また、IR を日本でどのように展開すべきか、というこ
との基本的な考え方についても試案も提案させていただきました。
前半は、大学評価・学位授与機構 IR 研究会が翻訳した「IR 実践ハンドブック－大学における
意思決定支援－（仮題）」や IR に関する主要な論文などから米国の IR の歴史と発展を紹介し、IR
についての基本的な考え方について整理を行いました。加えて、IR 活動の実例として、IR のエ
ンロールメントマネジメントへの支援についても紹介させていただきました。
後半は、職員の立場で、米国の IR オフィスを訪ねて、見て・聞いて・話したことから得た米国
の IR の実情についての報告させていただきました。また、これまでの大学評価担当者集会では、
実際に米国の大学等で IR 業務に携わる方にお越しいただき、様々な情報提供や日本への示唆をい
ただきましたが、そこで学んだことを、コンパクトにまとめて報告させていただきました。
総合討論では、こちらの予想を遙かに超えるご質問をいただいき、かつ、その内容が多岐にわ
たっているために、まずは、講演者と司会で手分けして、次々とご質問に回答させていただくこ
とにしました。それでも多くの質問が手つかずになり、米国と日本の違いから、IR について論を
深めよう、という当初の目標は果たせずに時間がきてしまい、楽しみにしていた方には非常に申
し訳なく思っております。
ご質問に関しては、本報告書に当日回答させていただいたものを含め、すべてのご質問の回答
を掲載しました。これは、今後我が国で IR への理解を深めていかなくてはならない、ということ
を考えますと、なるべく多くの具体的な Q＆A の蓄積がまず必要ではないか、と考えたからです。
日米の違いを踏まえた日本での IR 活動については、また次回の企画として進めさせていただきた
い、と考えております。
長くなってしまいましたがこの報告書がみなさまの IR への理解、評価活動の深度化、大学の運
営や教育・研究の改善の一助となれば幸いと考えております。今後とも、よろしくお願いします。
平成 24 年 3 月 30 日
大学評価コンソーシアム幹事
（プレイベント運営チーム代表）
嶌 田
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○実施概要
１．日時
平成 23 年 9 月 15 日（木）13：30～17：15
２．会場
九州大学箱崎キャンパス
理系地区 21 世紀交流プラザⅠ 1 階会議室
（箱崎キャンパスマップ）
http://www.kyushu-u.ac.jp/access/map/hakozaki/hakozaki.html
３．タイムテーブル
１３：００

受付・開場

１３：３０～１３：３５

挨拶

１３：３５～１４：２５ 講演第一部「AIR のハンドブックからみた米国の IR の実際」
・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［報告時所属：高等教育開発推進センター］）
・米国のエンロールメントマネジメントと IR について（嶌田敏行 茨城大学評価室）
（休憩 10 分）
１４：３５～１５：２５ 講演第二部「米国の現場からみえてきた IR の実際」
・「使える IR」の基盤づくりに向けて －大学職員の目線から－（難波輝吉 名城大学経営本部総
合政策部）
・これまでの大学評価担当者集会における米国 IR の議論（佐藤仁 福岡大学人文学部）
（休憩 15 分）
１５：４０～１６：４０

総合討論

・質問票による質疑応答を中心に、IR の日米の違いなどについて、理解を深めたいと思います。
１６：４５－１７：１５

情報交換会

・参加者のみなさんで名刺交換や、いろいろお話などをする時間とさせていただきました。
・総合討論の中でお答えできなかった質問に関しましては、この時間中に回答させていただきま
したが、それでも十分に回答しきれませんでした。すべてのご質問への回答は、59 ページ以降に
掲載しております。
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４．参加者について
本プレイベントには、総計 51 名からの申し込みがあり、当日は 46 名の参加者を会して実施さ
れた。申し込み時に、参加者からご提供いただいた所属等を基に、本プレイベントの参加者属性
を概観すると、次のことがいえる。
参加者の 7 割強が職員の方で、教員職は 2 割弱にとどまっているため、職員職の方が大多数を
占めていた。また、男女比率は男性が 8 割、女性は 2 割で、男性が大数を占めていた。他方、参
加者の所属機関及び所属エリアについては、6 割弱が国立大学に所属する教職員で、近畿、九州・
沖縄地区からの参加者が過半数を占めていたが、私立、公立、独立行政法人からの参加者を得る
ほか、所在するエリアについても、上記以外のエリアからの参加者もあり、所属機関及び所在エ
リアの双方において、一定の多様性がみられた（それぞれの内訳については、以下の図を参照）。

職種

性別

女性
20%

教員
27%

職員
73%

男性
80%

設置形態
独法
4%

所在エリア
北海道
2%

公立
8%

関東
18%

東海
6%

私立
31%

国立
57%

近畿
31%

中国・四国
23%
九州・沖縄
20%

次に、参加者の所属機関（大学に限定）の規模は、下表のとおり、学生数が 3001～15,000 人、
教員数が 201～800 人の大学が最も多い結果となった。他方、平均値及び中央値と、最小値及び
最大値が乖離していることから、上記の所在機関の設置形態、所在エリアに加え、大学の規模に
おいても、多様性がみられた。
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規模

範囲
平均値
最小値
中央値
最大値

学生数
3000人以下
3001-8000人
8001-15000人
15001-20000人
20000人以上
11,528
1,064
8,407
40,111

大学数
3
11
9
3
3

教員数
200人以下
201-400人
401-800人
801-1500人
1500人以上
999
78
743
2,868

大学数
3
5
11
3
5

（嶌田［茨城大］・浅野［神戸大］）
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「ハンドブックからみた IR の概要と大学のマネジメント」
九州大学 基幹教育院

小湊

卓夫

（報告時：高等教育開発推進センター）

＃１（タイトル）
大学評価・学位授与機構の研究会
の中で AIR が出しているハンド
ブックの翻訳をしました。それを
通じて、日本では IR の全体の概
要というのがなかなか詳細には
照会されていません。ある特定の
領域に関しては、紹介されている
のですけど、そこ以外はなかなか
紹介されていないような状況で
すので、まずはアメリカの IR の
実態というものをこの本を通じ
て見えてきたところをかいつま
んで説明させていただきたい、と
思っています。

＃２（問題意識）
先ほどから少し話が出ているんですけど、IR 自体がもともとアメリカの高等教育機関で立ち上が
ってきた活動ですから、本家にあたるわけですけど、最近、日本でも IR への関心が急激に高まっ
ている、と。大学の教員や職員の方と話をさせていただくとよく出てくるわけですね。でも、お
話を伺っていると、どうも人によってとらえ方がまちまちだなあ、というイメージを持っており
ます。それはそれでかまわないんですけど、まずは米国の断片的な紹介がなされているという関
係上、人によってとらえ方が違っているのでではないか、という問題意識もありましたので、そ
こをまず、米国の実態をきちんとお伝えすることが肝要なのではないか、と考えております。と
くに日本でも関心が高まってきた背景の 1 つには、第三者評価の導入とともに生まれてきた評価
部門が IR 機能の一部を担う、という形で、とくに国立大学を中心に動いてきたわけですが、第一
期目の中期目標期間の終了後、現在、第二期目に入っておりますけど、評価部門の縮小を含めた
動きが出てきておりまして、大学の中で IR 機能を実質化していくのが難しい状況になっておりま
す。これはとくに国立大学において、ということですが。もっと根本的な問題としては、大学の
ガバナンス構造、または組織内のマネジメントの構造の中で IR 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をどう形作っていけばいいのかという点です。
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あとでお話ししますが、IR 自身
は大学で行われている様々な活
動、特に教育面での活動に焦点が
当てられがちですけれども、そう
いう活動をまずはデータで集め
て、ある価値付けをなされた上で
の情報提供を行うことで意思決
定を支援する、という機能を持っ
ています。ですから全学的な意思
決定プロセスに何らかの形で関
わっていかなければ、IR は機能
しないわけですけど、それを日本
の大学でどう構築していけばい
いのか、というのが 1 つ大きな問題になっている。あと、実際に IR に興味、関心を持たれている
方の多くが意識するところですけど、いったい、誰がやるのか、いったい何をやるのか、そのた
めにいったいどんな知識やスキルが必要なのか、ということも当然具体的に検討していかなくて
はならない。そういった背景があるために、大学評価・学位授与機構で、IR に関心がある、また
は、評価にいろいろ携わってきた方々を中心に研究会を立ち上げまして、AIR、米国 IR 協会と訳
しておりますけど、そこから出ているハンドブックの翻訳を行いまして、その中で、当然翻訳す
るだけではなく、定期的に集まって研究会を開催して、日本の大学への適応可能性という点など
について議論を重ねてきた次第です。

＃３（翻訳及び議論対象文献）
実際に扱った本は、リチャード・
ハ ワ ー ド の

Institutional

Research と いう本 で、 副題が
Decision Support in Higher
Education というタイトルです。
まあ、「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」と訳していますけど、
ちょっと古いんですけど 2001 年
に出されたハンドブックです。か
なり厚みのある本です。今日、触
れたいと思っていますのは、これ
が章立てになっていますけど、全
部で７章立てですけど、とくに日本に置いて関心が強いと思われるエンロールメント・マネジメ
ント、学習成果のアセスメント、計画策定と政策分析と、どうしても外せない IR の歴史的背景だ
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とか理論的な観点ですね、そういった４章を中心に簡単に概略を説明させていただきます。ただ
それ以外にも IR に関する基本文献はさまざまありまして、ここには代表的な著者が載っておりま
すけれども、詳しくは後ろの参考文献をご覧いただければ、と思います。あともう一つのハンド
ブックが、ナイトの The Primer for Institutional Research、まさにタイトルのとおり、初心者
向けと言いますか、始めて IR 業務を担当することになった方向けの本です。なぜこれを紹介しな
いのか、というと、実はこれはアメリカの文脈に相当依存した内容でして、まさにアメリカの大
学にインスティチューショナルリサーチャーという立場で入っていった方々が、業務を遂行する
上で、まずどういった情報にアクセスできるのか、それで最低限、どういった分析が多くの大学
でなされているのか、という非常に実践的な内容の本です。それを日本の中で紹介しても、随分
文脈が異なるために相当の違和感がある、ということもあって、これは今回ご紹介する本は、少
し中級編ではあるのですけど、こちらのほうが概略をつかみやすい、ということで紹介させてい
ただきます。

＃４（IR とは何？レポートとはどういうもの？）
人によってはですね、IR という
言葉は耳にたこができるほど聞
いていらっしゃる方もいらっし
ゃるという方もいらっしゃるか
と思いますが、そもそも IR とは
何なのか、ということを簡単に押
さえておきたい、と思います。当
然、漠然とした定義になっていま
すけど、よく使われる定義は、サ
ウプという方の論文からよく引
用されるのですけど、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、つまり自大学の中で行われる、リサーチ、という言葉を使
うのですが、これは純粋な研究という意味でのリサーチではなくて、日本語にあえて訳すなら「調
査研究」という風に言えるかと思います。ではこういったものが、当然、漠然とした定義ですけ
ど、どういった形で提供されるのか、という話になりますと、当然、IR オフィスは数多くのレポ
ートを作成して、必要とされる、場合によっては執行部、場合によっては部局に提供している、
場合によっては外にも多くの情報を提供している、ということです。提供する際に、当然、レポ
ートという形をとるので、レポートという言葉をよく使うわけですけど、じゃ、このレポートと
は何なのか、ということですね。日本人がレポートと聞いてイメージするのは、みなさんがどう
いったものをイメージされるのか分かりませんが、学生だったらよく授業で出された課題レポー
トですね。または、試験レポートといったものがあります。自分でいろいろ考えて、あるテーマ
についてまとめ上げる、というものですね。そういった意味では、IR のレポートも、そういった
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意味でのレポートに近いのですが、ただ中身は随分違う、ということです。

＃４－１（実例）
ちょっと具体的に見ていきた
い、と思いますが、例えばです
ね、ここには 1 つの例でスタ
ンフォード大学の IR オフィス
が出しているレポートの一例
が挙がっているわけですけど、
これは Common Data Set と
いいまして、詳しくはあまりお
話しできませんが、よく外部の
出版社がランキングをアメリ
カの場合、よく作成します。有
名なのは US News 社の大学ラ
ンキングなのですけど。その大
学ランキングが、ある意味、勝
手なランキングがつけられる

http://ucomm.stanford.edu/cds/2011.html

わけですね。ですからいろんな
問題が起こってきて、そこで大

学サイドと出版社サイドが協議した結果、最低限統一したフォームでデータ提供しよう、という
ことで作られたのが、Common Data Set というものです。ここ十数年は使われています。で、
主要な大学はだいたいこの Common Data Set を IR オフィスが作成して、外部に公表しているわ
けですよね。それで、公表された内容をもとに出版社がランキングを実際に行っているというも
のですけど、見ておわかりのようにですね、おそらく、この中には事務職員の方が非常に多いと
は思うんですけど、極めて基本的なデータが多いわけですね。こういうのもレポートと呼んでい
るわけですね。彼らは。例えば、ここに上がっているのは、学生数に関してです。日本でいうと
ころの学部、学士課程、または大学院課程、それを日本の場合には、ほとんどフルタイムなわけ
ですけど、あとパートタイムの学生ですね。スタンフォードはリサーチユニバーシティなので、
パートタイムは非常に少ない特徴はありますけど。そして、トータルの卒業生ですね。といった
ような学生関連のデータ。ほとんど学生関連のデータですけど、それを一手に担ってまとめ上げ
る仕事を担っているのが IR オフィスです。そして、それぞれの大学、とくに教育プログラムがど
こに特徴があるのかを示すようなこういう表ですね。または場合によっては、入学してくる学生
のいわゆる学力、スタンフォードは選抜度が非常に高い大学ですので、SAT などの点数が 1 つの
選抜の目安にはなるわけですけど、それがどのくらいのレートなのか、点数なのかということを
こう示す。日本でも入試データは当然ありますよね。外部に公表するかどうか別としても、通常、
入試関係の委員会でそういう点数を扱って、当然、事務の方々が資料を作成して出しているわけ
ですよね。こういうのをある意味システマティックにアメリカの大学では IR オフィスがまとめあ
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げで出す、というのが仕事になっている。もう一例あげますと、例えば、ここは有名なオフィス
ですけど、フロリダ大学の IR オフィスです。IR オフィスでは、多くの大学ではファクトブック
というものが通常ありまして、そのファクトブックとは何か、といいますと、日本でいうところ
の大学概要のかなり詳細版と考えていただければいいのですが、そういったファクトブックの詳
細な内容をデータとしてまとめ上げて提供する、ということをやっているオフィスです。例えば、
上の方に、こういろいろと項目があってですね、エンロールメントというところを見ようと思い
ますね。そうするとこういうデータがでてくるわけです。これも 1 つのレポートなわけです。さ
っきの学生、エンロールメントですから、入学してきた、とくにアメリカの場合厳密に言うと、
大学を希望する学生、そして入学を許可された学生、許可されても、結構フロリダ大学の場合だ
と半分くらい外に出て行っちゃうわけですね。ですから、実際に、在籍して登録した学生、これ
がエンロールメントの部分です。そうすると、例えば、そういうのがですね、フレッシュマン、
ソフモア、つまり 1 年、２年ですね、そして３年、４年の段階で、男女、どのくらいいるのか、
実は、これはあとで触れますけど、エンロールメントマネジメントにおいて、非常に重要な指標
になってくるわけですね。それで、こういう重要な指標を、数値データとして、非常に簡単な表
なのですけど、学内外に提供するということをやってます。こういったものをレポートとしてイ
メージしていただければ、と思います。この辺を誤解されると、IR の実態を見損ねてしまうかな、
と思ったので、ちょっと紹介しました。

＃５
では、IR がどういった機能にな
っているのか。いろんな領域のデ
ータを扱いますけど、これもよく
使われるものですけど９つに分
類されています。計画策定支援か
ら学内外のレポートまで様々に
ありますが、IR 室がこれをすべ
て担っているかといいますと、そ
うではないです。特に多くの大学
で担う機能というのは、この部分
ですね。４番（評価活動支援）か
ら９番（内部レポート）の部分で
す。とくにデータを集めて管理し
て、集めたデータの中から、ある特定の目的に沿ってデータを抽出して、さっきのような表にま
とめる。集めたものを必要に応じて学外にも出すし、学内にも出す。そういったものが中心とな
ります。ですから年間あたり、IR オフィスの規模によっても違いますけど、30 から 60 のレポー
トを作成するわけですね、IR オフィスは。ですから年間スケジュールがだいたい決まっています。
だいたい何月にはどんなレポートを出すのかとか。ですので、そういうのに追われる仕事という
側面はあって、あとでお話が出てくるかと思いますが、去年来ていただいた本田さんというニュ
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ーヨーク州立大学システムの日本人の IR スタッフの方がいらっしゃるのですけど、彼の話の中に
出てきたのですが、インスティチューショナルリサーチャーという言葉はあるけど、実態を見る
とレポート作成に追われていて、だからインスティチューショナルリポーターですよ、とおっし
ゃって笑いをとられていました。ただ、これらの機能が並列になっていてわかりにくいというに
はあり得ます。まずデータが基本なので、大学が必要とする、または、学外から必要とされるデ
ータをどう集めてきて、蓄積して、どういう風に分析していくのか、というところが基本となり
ます。それとは別途、これはあとからお話ししますが、学生調査などを含めたテーマに沿った調
査研究です。定性的な調査などもあります。これらがベースとなってさきほどのレポート作成、
または評価書の作成支援といったものが行われています。それで、よく注目が集まりがちな計画
策定、意思決定、政策形成といったものは、極めて高度な機能でして、アメリカの大学でもここ
まで実現できている大学はそう多くはない、ということがデータでも示されています。

＃６
では IR の歴史的な展開をちょっ
と概要的に追っていきたい、と思
います。といいますのも、大学の
マネジメントと非常に強く結び
ついているのが IR 組織ですので、
それがどのような結びつきを持
っているのか、という観点から整
理してみました。

＃７
一般的には、1950 年代から 1960 年代にかけてアメリカの高等教育機関の中で IR オフィスの設
置が急速に広まってきた、という印象を持たれているようです。それには当然、背景がありまし
て、この時期学生数がですね、ベビーブーマー世代が大学に入ってきた、ということがあって急
増するわけですね。それでご存じの方もいらっしゃると思いますが、アメリカの大学は定員管理
というものが基本的にありません。ですから受け入れられるだけ、あとアドミッションポリシー
がありますから、そのポリシーに沿った形で、受け入れられる学生は基本的に受け入れるわけで
すね。そうするとですね、建物をどう今後、作っていくのか、とかクラス規模をどうするのかと
か、学生をどういう風にクラス編成するのかなど、そういったことがすべて計画されなければ、
学生受入がなかなか思うように行かない、という背景がありますので、その急増に併せたキャン
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パスプランの策定に追われた、という時期のようです。そのためにそういう機能を担うものとし
て IR オフィスがあちこちの大学で作られてきた。ただこのときの IR オフィスは一カ所ではなく
て、大学の中でも個々の部署で、それぞれの業務範囲の中をベースに IR の調査機能を獲得してい
ったわけです。だからある意味分散化していた、そういう時代です。
ところが第二段階、70 年代から
80 年代半ばに入ってきますと、
学生数が当然、減少します。それ
とともに高等教育機関に対する
公的な資金援助のあり方が大き
く変わるわけです。確か 73 年だ
ったと思います。それまで連邦政
府の補助金が大学に対して、今の
国立大学みたいな形で、私立大学
も補助金を受けているかと思い
ますが、機関に対してされていた
のが、学生への補助にシフトしま
す。だから今の連邦政府の補助と
いうのは、学生補助とは何か、というと奨学金ですね、なので奨学金と研究費ですね。その 2 つ
なんですね。そうすると学生をいかに集めるのか、ということが大学の財務に直結してくる時代
になったわけですね。そのためにいままでバラバラやっていた IR 的な業務というものを大学全体
の意思決定にやはり組み込まざるを得なくなってきた、ということでマネジメントの改善と費用
の削減というのは、大きなテーマでしたから、IR 室を設置して機能を集中化、まあ中央集権化し
てきたわけです。それがずっと今まで続いて、アメリカの大学では基本的には最低でも 1 つ以上
の IR オフィスが設置されているわけです。それで第三段階、近年になりますと、これは日本の大
学でも一緒ですけども説明責任の要求というのが非常に強くなります。アメリカの場合には州政
府が基本的には大きな財政支援を行っていますから、その州民に対して、どのように大学の教育
が貢献しているのか、ということを非常に強く問うという状況が出来てきたわけです。ですから、
それまでは大学の、状況と違って大学のアウトカムやプロセスをきちっと説明し評価することを
支援するためのデータが必要になってきた、ということで、第二段階から第三段階のこの時期に
なって、大学のマネジメントをどうするのか、というところに興味関心が随分シフトしてきた、
ということが言えるわけです。

＃８
そこで日米の背景の違い、ということですけど、今の表を見てみますと日本もいろんなところで
当てはまるんですよね。例えば、日本における IR の機能、最近でもよく、いろいろと議論されて
いますが、学生調査を中心とした教育の調査研究、いろいろやってます。授業アンケートしかり、
様々な卒業生調査しかりですね。いろんな形で調査をやってますけど、これはアメリカは第一段
階のころからずっと手をつけてきた領域ですね。それで、その組織をじゃあどうするのか、で、
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それが分散している状況、ということを考えれば、日本も、先ほどのレポートの話じゃないです
けど、いろんな事務各課を中心に、何らかの機能を担っている、という意味では、第一段階。学
生の減少、景気後退、つまり高等教育機関に対する補助金の低下という点でいけば第二段階にな
りますし、アカウンタビリティの要請ということでは、日本もありますが、アメリカで言うとこ
ろの第三段階、と様々にあります。
アメリカが長年かけて築き上げ
てきた IR の組織、また機能とい
うものが、じゃあ日本の大学にそ
のまま導入するとしたときに、果
たして機能するのか、ということ
を考えると、随分段階が違う、と
いうことを見てもお分かりのよ
うに、必ずしも機能する保証はな
いわけですよね。ですから日本の
大学は独自にやはり考えていか
なくてはならない、ということに
なります。

＃９
それでエンロールメントマネジ
メントに関しましては、あとで嶌
田から報告があると思いますの
で、飛ばします。1 つ、頭の隅に
置いておいていただきたいのは、
エンロールメントマネジメント
では、いろいろな教育改善も含め
てやりますけど、財務的な側面か
らの影響が非常に強い、というの
があります。さきほどの補助金の
話とも関連します。そこのところ
はご留意いただければ、と思いま
す。
＃１０
教育のアセスメントです。本書では第二章で扱われていますが、要は、大学教育の社会に対する
有効性や学生に対する有効性や、学習成果をどうやって計測していくのか、もともとの始まりは
テネシー大学がですね、1970 年代だったと思うんですけど、パフォーマンス・ファンディングを
導入します。そのことによって、それまでインプット、つまり、いい教員を集め、いい学生を集
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めれば、学生は自ずといい状況で卒業していく、という状況から、そうではない状況に変わって
いくわけです。
つまり、進学率もどんどん上がっ
てきていますし、それまでの伝統
的な学生だけではない大学生も
増えてきた、ということもあって
教育目標に対する学生の学習の
到達状況はやっぱりきちんと見
ていかなくてはならない、という
ことが強く意識されてきたわけ
です。まあ、テレンジーニという
人の言葉を借りれば、「資源から
教育への組織的関心の方向転換」
ということです。ここで言う資源
とは、さきほどのインプットです
ね。手法としては、今日は詳しく説明できませんが、教育への組織的関心への方向転換、総括的
アセスメントというのと、形成的アセスメントというのがよく紹介されてきます。総括的アセス
メントとは、目的をあくまでも対外的に説明するもので、うちの大学はこういう教育をやってい
て、これだけ評価を受けている、というようなアセスメントをイメージしていただければ、と思
います。例えば、典型的には満足度調査というものが、そういうものに当たります。ところが形
成的アセスメント、というのは、どちらかというと改善志向のアセスメントですから、どうやれ
ば教授学習の環境ややり方が向上していくのか、という話ですね。ですから、学習到達度調査な
どをみて、どこに問題があるのか、だとか成績評価の基準をどうやって作っていくのか、まあ、
非常に細かい点で行けば、ルーブリックの作成、といったものになりますが、そういったことが
議論される、ということです。ただ、この両者は当然相容れにくいので、ここをどうバランスを
とって、外にこたえていくのか、というのは、IR オフィスの 1 つの大きな課題だという認識です。

＃１１
それで、計画策定と政策分析ですけど、計画策定は大学全体の計画策定です。政策分析というの
は、学内で行われる施策ですね、それが実際にどの程度有効たりうるのか、たり得たのか、とい
うことをきちんと検証していく分析です。それで、計画策定は、現在、多くの大学で何からの形
でやられているとは思うんですけど、戦術的な計画策定と戦略的な計画策定の 2 つがあります。
中期目標・計画、という観点から行けば、これは明らかに戦術的な計画策定です。５年、６年の
スパンといえどもそうです。といいますのも、具体的な実行計画が書いてあります。当然、課題
となるのは予算との連動をどうするのか。ある計画を立案したときに、それをきちっと裏付ける
予算をどう手当てするのか、というのは大きな問題なんですが、ご存じの方も多いですが、国立
大学はなかなかここがうまくいきません。アメリカの大学も然りのようです。それで戦略的計画
というのは、要は組織的な変革、根本的な変革を指向するものでして、当然、将来環境をある程
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度予測しながら、それに大学がどう適応していくのか、ということを描く計画ですけども、そう
いう意味では、10 年、20 年の長期的な展望なんですね。
でもこれにも課題があって、総論
としてはなかなかうまくいかな
い、というのがアメリカの現状み
たいですが、将来環境の予測が非
常に困難、というところがありま
すね。あと、政策分析に関して言
えばですね、ここは時間が無いの
で、あとで読んでおいていただけ
れば、と思いますが、特に教育政
策が中心になりますけど、それを
立案、修正するためのデータまた
は情報の設計、収集分析および活
用、こういったものを目的とした
もので、あると。ところが利害関係者が非常に多い、ということと、そのことが極めてポリティ
カルな動きに陥りやすい、ということが政策分析の 1 つ大きな課題なわけです。ある大学の中で、
1 つの大きな、九大でもそうですけど、組織を立ち上げようとしたときに、人事を含めさまざま
な利害関係があらわれ、そこをどうバランスとっていくのか、ということが非常に大きな問題に
なるわけで、そういう意思決定をどう支援していくのか、ということを考えると、そこは配慮せ
ざるを得ない、という感じです。

＃１２
まあ、このようなアメリカで行
われている IR の実情をみたと
きに日本での実現可能性、とい
う話ですけど、時間が無いので、
簡単にさらっと、いや本当は一
番肝心なのですが、あとのディ
スカッションでご議論いただけ
れば、と思います。1 つは、ち
ょっと挑発的なタイトルをつけ
ていますが、IR 室は本当に必要
なんでしょうか？、いや、日本
の大学は必要としているのでし
ょうか。個々の関係者のなかで
は、必要だと思われる方はだん
だん増えてきておられるようですけど、全体の意思決定というレベルで見れば、ここの認識、意
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識というものは、そう高くないのでは、ということですね。仮に高くてもですね、さきほどちょ
っと挙げましたけれど、一番重要なのは、ある問いかけ、または課題に対してですね、いろんな
データを関連づけて、求められる情報を当然提供しなくてはなりません。ですので、一部署の中
には留まれないわけですね。それで、分析しようとすると、一定のスキルと専門性が求められる、
つまり、ある特定のリサーチ能力と、全体、横とのつながりを意識したコーディネーションの能
力が当然必要となってくるわけですが、こういった人材をどう育成、確保していくのか、という
のは 1 つの大きな問題です。ということで、人材本当にいるんだろうか、という話になりますが、
私は基本的にいるんだろう、と思っています。これは経験論からしか語れませんが、やはり、デ
ータを集めて分析する、ということは日々の業務の中で多くの方がなされているはずですよね。
そのことをもっと大学のミッションに照らし合わせて、突き詰めていくようなことをやれば、ス
キルは自ずと向上するものだと思っているのですが、ただやはり課題があって、1 つは人事ロー
テーション、もう一つは人材育成の研修をどうやるのか、ということが課題となっている状況が
あります。

＃１３
それで、IR を実践するきっかけ
として、こういう大学評価コンソ
ーシアムなど、大学評価というの
は極めていい足がかりになるの
ではないか、ということを指摘さ
せていただきます。ただ、当然、
課題もあります。1 つは，一番最
初にも申し上げましたが、大学の
意思決定に仮に IR の機能、また
は IR 室みたいなものを埋め込も
うとしたときに、意思決定にどう
関連づけた制度設計をすればい
いのか、これは非常に難しいわけ
ですね。下のレベルでは当然できません。上の方が動かないとなかなかしづらい、という問題が
あります。もう一つの問題は、横の連携、例えば、調査もの。教育調査であれば、大学研究セン
ター等々いくつかの大学にはありますけれど、評価室等々もあります。こういったところがきち
んと連携して、こういう意思決定を支援できるようなデータ提供をどうやって、やっていくのか、
ということが問題です。最も肝心なのは、誤解されている方が多いんですが、IR というのは、あ
くまでも支援機能ですから、PDCA でいうところのチェックは出来るんですね。action を起こす
のは、別の主体なわけです。IR が活動を起こしてしまうと、これは本末転倒と言いますか、執行
部の権限、または意思決定者の権限ですから、そこに対し如何に支援するかが重要なんですね。
あくまでもバックオフィスとして動く、と。ただ、そのことをいかに促進するのか、というとこ
ろが制度設計上、どうしても必要ということが言えるわけです。
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＃１４
まあ、最後になりますけど、ここ
で鹿児島出身の方いらっしゃい
ます？。手、挙げにくいですよね。
私、鹿児島出身なんですけど、え
え、鹿児島の方はこの言葉よく知
っていると思うんですけど、「泣
こかい 飛ぼかい 泣こよか ひっ
飛べ」と言うんですけど、ぐずぐ
ず考えるより早く行動に移した
ほうがいいよ、移せ、というわり
と強制的な言葉ですけど、今の日
本の状況を見ても、IR への期待
が日増しに膨らんではいるんで
すけど、その実態がよくわからない、という不安も一方で抱えている、そういうジレンマなわけ
ですね。どっから手をつけていけばいいのか、という悩みを多くの方々が持っておられるようで
す。だとしたならば、さきほどもちょっとお話ししましたが、実際に扱っているデータがあるわ
けですから、まずそこからきちんと始めましょう、というのが、ごくごく当たり前ですけれど、
私の申し上げたいことです。特に、対外的な説明と、学内の改善の双方を目的としたときに、ど
ういったデータを扱うのか、ということは当然、教育に関しては、教育目標、自分たちがゴール
とするものを照らし合わせて、そこからどれだけのギャップがあるのか、ということ測らなけれ
ばならないわけですから、そこを考えなくてはならない。ただ日本の大学難しいのは、ここが非
常に曖昧だ、というわけですね。だから常に見直しが必要なんだと思いますけど、まあ、そうい
ったことをやりながら、実践して、共有して、議論していく、ということを広くやっていくこと
で、土壌が作り上げられていくのでは、と思います。そういったところに大学評価コンソーシア
ムも貢献していきたい、と思っております。ちょっと時間が長くなってしまいましたけど、最後
のページに参考文献として挙げておきました。以上です。どうもありがとうございました。
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「米国のエンロールメントマネジメントと IR について」
茨城大学 評価室

嶌田 敏行

＃１
この本の第 1 章の部分がこの話
になっております。

＃２
エンロールメントマネジメント
というと聞き慣れているような、
聞き慣れていないような言葉で
すが、日本でも一部の大学さん
では、始められてますね。この
ハンドブックの中では、
「学生が
大学に入学し、在学し、卒業す
るまでのフローを検査・調査し、
管理しようとする IR 活動と企
画機能」としています。その大
学に fit する学生さんを連れてき
て、辞めさせずに卒業させまし
ょう、ということです。アメリ
カの大学の場合、一般に流動性
が高いですから、そのままうまくいてもらわないと、財政に直結するわけですね。なので、いい
学生さんを連れてきて、いなくならないように努力する、ということがエンロールメントマネジ
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メントの根幹になっている話です。３つ目の「・」ですが、説明責任もきちっと果たしていかな
くてはならない、というところがあります。やはり補助金をいただく以上、その辺についても IR
はデータを出してサポートしていく、というわけですね。このように、エンロールメントマネジ
メントについて、IR がどのようにそれを支援していくのか、ということがこの教科書には書かれ
ています。

＃３
ＥＭの２つの業務、ということで
すが、まず学生獲得、というとこ
ろがあります。パイプラインとあ
りますが、欲しい学生さんをうま
くターゲッティングして、そこに
働きかけを行うわけですね。では、
いい学生さんとは何か、と言えば、
いたずらに学力の高い学生さん
ではなく、その大学に fit する学
生さんだと。逆に言えば、いなく
ならない学生さんを連れてくる、
というわけですね。そして、うま
く予測をやって、予算や投資計画
と連動させるわけですね。つまり、教室を拡張するとかしないとか、ありますね。やっぱり、学
生さんが教室にあふれるような状況になってしまえば、どんどんいなくなってしまうわけですね。
ですので、その辺のところもうまく考える、と。次、手続き率ですが、合格させても、そのまま
いなくなられちゃ困るので、その辺の歩留まりをどうするか、という話ですね。それと、経済的
支援です。もう１つが学生フローです。学生流動とどちらのタームにするか、まだ迷っています。
つまり、入学してから，卒業するまで、どういなくならないようにするのか、ということですね。
まず、なぜ退学するのか、この辺の理論があるので、それを向こうの IR の方も勉強するわけです
ね。次に、学習準備状況です。この学習準備状況を測る、というのが入試制度なわけですけど、
この辺のところがどうなっているのか、きちんと勉強しましょう、ということですね。そこに、
補助教育、雰囲気、さらにクラスに学生さんをうまくどう配置するか、というようなことに IR の
オフィスがいろいろ協力しているのですけれど、80 年代の後半から、単に学生を集めてくればい
い、という感じから、やっぱりきちんと修業年限で出しましょうよ、というところに考え方がシ
フトしている、という状況です。

＃４
学生獲得、というところですが、どのくらいの学生が全米に入学可能者として存在して、どのく
らいの人が入学してくれるのか、データをもとに明らかにしたい。というニーズがあるわけです
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ね。ここでは、いくつか観点があるのですけれど、まず一つ目は、
「教育パイプライン」という考
え方があります。「誰を教育したいんですか？」
「誰が入学してくるんですか？」をきちんと考え
ましょうよ、ということです。考えるのはアドミッションオフィスの方です。IR の方が考えるわ
けではありません。募集したい学生の特性を明らかにして、ターゲットを絞り込んで、要するに
「働きかけ」を行う対象を決めるわけですね。つまり、こなさそうな学生さんには声かけないわ
けですね。来てくれそうな人にだけ、きちんと声をかけて、きてもらう、と。
つまり、費用対効果が悪いことは
しないわけですね。日本だと、ア
ドミッションポリシーというと、
特に国立大学なんかは後付けで
作ったりしていたわけですが、ア
メリカだと、アドミッションポリ
シーでスコープを定めて入試を
やっている、という側面はありま
す。そういうのをアドミッション
オフィスの方がいろいろやるの
に、IR の人が教育パイプライン
とか、そういうことをきちんと理
解した上で、データを編集したり
して、効率的にそこが動けるようにいかにデータを示せるか、みたいなところが IR の仕事なんじ
ゃないですか、って書いてありますね。

＃５
入学者予測ですが、業者さんのデ
ータを買ったりだとか、過去のデ
ータを蓄積したり、しながらいろ
いろやりましょう、ということで
すね。それで、歩留まりですが、
学生さんがどれだけ入学してく
れるか、というところですが、そ
こに追跡システムなんかを整備
してデータ的にサポートしてい
くのが IR の仕事ですよね、とい
うことです。例えば、入学を許可
されたけど来てくれなかった学
生さんと、来てくれた学生さんは
何が違ったのかとか、来てくれた学生さんは、大学の誰といつ、どのように接触していたのか、
などですね。そういうところを追跡しましょう、ということです。つまり、アメリカ人的な合理
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的な発想なのかどうか分かりませんが、費用対効果の高い入試業務をやりましょう、ということ
なわけですね。

＃６
経済的支援です。日本だと、困窮
度が高い学生さんをいかになん
とかするか、みたいなところがあ
るんですけど、アメリカだと、経
済的支援をバーンと出して、それ
で学生さんを惹きつけるみたい
なところがありますので、費用対
効果がどうなっているのか、など
IR が分析したりする出番がある
わけですね。

＃７
学生フローです。入ってから卒業
するまでをどうマネージしてい
くか、という話です。リテンショ
ン、つまり、学生在籍率から学生
フローへ、と言いますか、単年度
でいるかいないか、ということで
見ていくのではなく、入学から卒
業までトータルに流れとして見
ていく、という考え方へシフトし
ている、ということでした。アウ
トカムと説明責任については、日
本でも学習成果と説明責任、とい
うことで言われていますが、学生
経験、student experience、ということで、学生が在学中にどのような経験をしているのか、と
いうところや、いなくなる、いなくならないだけではなく、どのくらい卒業までにかかっている
のか、単位を取ってる？、とらせてる？というところにも説明が求められます。ICT の発達で、
それまで紙の学籍簿で管理していたようなものが、今は、データベースなどがありますから、簡
単に成績分布などを解析したりできるようになっているわけです。これらのような背景があって、
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トータルに学生を見ていく、というような流れになっているようです。それで、退学行動ですが、
これは、IR の人がやっているわけではなくて、学生調査とか、そういう方がやっているわけです
が、そういうのをきちんと IR の人も勉強しましょう、ということです。

＃８
学習準備ですが、これは、入試の
話です。入試は、その大学に対す
る学習準備がどれだけできてい
るのか、ということを測るところ
ですので、そのあたりのシステム
がどうなっているのか、IR の人
もちゃんと勉強しましょう、とい
うところです。高校の成績、つま
り、評定平均値みたいなもので見
たり、標準テスト、まあ、センタ
ー試験みたいなもので見るわけ
ですけど、高校の成績は、みなさ
んも大学人なので、ご存じのとお
り、ズルする高校だったらインフレしてしまうわけですし、一発の試験だと、瞬間最大風速しか
見られないわけですから、本当にその学生さんが実力を持っているかどうかを測りきれないだろ
う、というところもありますから、そのあたりの特性みたいなものをきちんと理解しておきまし
ょう、ということですね。次にどういうコースに学生さんを配置するか、ということですが、例
えば、すごく出来る学生さんを低レベル、といいますか、学習到達度が低い学生さんが多いクラ
スに入れてしまうと、つまらなくなっちゃう、ということがありますし、逆に、あまり実力がな
いのに、ハイレベルのクラスに入れてしまうと、ついて行けなくて、くじけて辞めてしまう、み
たいなことですね。お互いに不幸なことになるので、その辺は気をつけましょうね、ということ
がありました。最後、カリキュラム分析もいろいろやっていくわけですが、IR の人としては、
「大
学がこう受けて欲しい」
「こういう順番で受けてほしい」などを学生がちゃんとその通りに大学の
思惑どおりに授業をとっているのか、それで単位を取っているのか、ということ、つまり、大学
の思惑と実際との齟齬を分析して、学科の先生にきちんと話をしましょうよ、というところがエ
ンロールメント・マネジメントとにおける IR の仕事ではないか、ということが書かれています。

＃９
キャンパスの雰囲気、Campus Climate には、結構ページを割いていまして、日本では、僕らも
あまり考えていなかったのですけど、学生と大学がどう関わるのか、みたいなところを重要視し
ていました。例えばですね、もし学生が大学とポジティブな関係を持つことができているならば、
学生はもっともっと学びたいと思う気持ちが高まり、卒業率も高まっていくだろう。この辺は、
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この本が出版されたら、退学理論のところを読んでいただけばいいわけですが、その辺の絡みの
話です。
好ましいキャンパスの雰囲気を
形成する上では、大学の理念や目
的がはっきりしていること、や大
学が開放的であること、公正であ
ること、秩序があること、など環
境と言いますか雰囲気を正しい
方向に向かわせるように調査な
どをしたりしながら、いろいろ提
案していくのも IR の仕事ですよ
ね、ということが語られています。

＃１０
エンロールメントマネジメント
をどう支援するか、ということな
のですけど、この辺は、そのまま
です。流していきますけど、技術
的・分析的スキルをしっかり身に
つけなさいよ、という一方で、リ
サーチデザインと言いますか調
査計画をきちんと立てて行くこ
とが重要で、とにかくやたらめっ
たら調べればいい、というのでは
なくて、何を調べたいのか、とい
うことをきちんと調べながら、き
ちんとやっていきましょう、とい
うようなことが書かれています。

＃１１
データをどう使うか、ということですが、データを集められなければ、単純な分析ですら出来ま
せんよね、というのがあります。ですので、データの所在、データを収集する方法、データの管
理者、そしてデータへのアクセス方法をきちんと理解しなくてはなりませんよ、というのがあり
ます。データは必ずしも、IR オフィスの分析のために取られているわけではないですよね。みな
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さんもデータ集めていておわかりだと思いますが、データは各現場の方々が状況を把握したり、
効率的に業務を行えるフォーマットで集めているわけですよね。
ですので、必ずしも IR が求める
フォーマットになっているわけ
ではありません。ですから、いろ
いろ IR で分析に使うとすれば、
フォーマットの変更（や基準日変
更）などをやってもらわなくては
ならないこともありますから、現
場の方とは良好な関係を保って
いた方がいいですよ、ということ
が教科書にも書かれていました。
ほかにも、データシステムの更新
の時には、顔を出しておきましょ
うね、とか結構実践的なことがこ
の教科書にも書かれています。

＃１２
情報の伝達、というところですが、
効果的な EM を行うには、関係
各所で情報を共有していましょ
うね、といことがあります。まあ、
当たり前の話ですよね。そして、
効果的なコミュニケーションを
図りましょう、と。まず、誰がデ
ータを必要とするかを知りまし
ょう、と。特に意思決定する人た
ちには、その人達が求める形で渡
してあげないと。忙しいですから
ね、というようなことが書いてあ
りますし、情報がいつ必要となる
かを知ることも重要だと。つまり、いつ大学で重要な決定がなされているかを知り、そこを踏ま
えて示す、と。要するに、例えば、入試関連の提案があるとして、日本の場合２年前公表ルール
とかありますから、すべていろいろ固まってからデータを出しても、
「なんでいまごろ？」となっ
てしまうわけで、タイミングというものを考えましょう、ということですね。
（ルーチン的なスケ
ジュールを押さえておけ、という意味もあると思います。
）さらには、最善のフォーマットで報告
書を出してあげましょう。それで、大学執行部や学部長さんなど、意思決定に関係する人たちは、
報告されるデータの意味や彼らの行おうとする決定にとってどんな意味があるのかを知りたいわ
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けですね。データ分析方法とか前置きは、どうでもよくて、
「で、どうなの？」
「結局どうなの？」
というところを知りたいので、まずそこからコンパクトに説明してあげるようにしましょうみた
いなことが書かれています。
＃１３
形式ですが、
「過ぎたるは及ばざ
るがごとし」ということで過不足
無くやりましょう、ということで
すね。また、悪い知らせは早く伝
えろ、ということも書いてありま
した。すべてのことが終わってか
ら、がっかりするような内容を意
思決定者としては知りたくない、
ですから、そういう危険を察知し
たらすぐに教えてあげましょう、
というようなことが書いてあり
ました。それで、情報伝達は成果
物ではなく、プロセスである、と。
そういうワークフローをいろいろ考えていきましょうね、ということですね。まとめますと、Ｅ
Ｍの情報に関する効果的なコミュニケーションとは、適切な人へ適切な時に適切なことをするた
めに適切な情報を伝えるこということ、です、と。また、情報伝達をオープンで公的な持続的プ
ロセスにすることは、学生を教育することに関わる多くの人を啓蒙する、ということです。要す
るに情報伝達をやっているうちに、現場の人も、間の人も、やりとりしているうちにデータを見
ますから、ああ、いま、こういう状況になっているんだね、ということをみんなが分かっていく
でしょう、ということでしょう。

＃１４
EM における日本型 IR の可能性ということなのですが、まず、学生獲得というところでは、アメ
リカでは重視していたわけですが、日本でもそれなりに重視している、と。平成 20 年の２月に三
菱総研さんが各大学さんに実施した「経営課題を３つ選んでください」という調査では、私立大
学さんの７５％が「学生獲得」を選んでいる、と。でも、国立・公立は、まだ余裕があるのかど
うかは分かりませんが、あまりそういうのは選んでいない、と。まあ、今後、こちらも予算が絞
られているわけですから、エンロールメントマネジメントやアドミッションポリシー戦略という
のは、今後強まっていくものと考えられます。学生の在籍維持というのは、あまり日本では課題
にならないのか、本当は、課題にしなくちゃいけないと思うんですけど、メンタル面での学生の
モチベーション向上をどうするのか、といいう研究は、日本では進んでいるような、いないよう
な感じがします。また、カリキュラムの分析や学生支援体制などを誰がやるのか、ということに
ついて、認証評価など外側からの質保証や評価については、総務系の評価室や企画室というよう
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なところがやっている一方で、教
育改善などについては、教育系セ
ンター、FD 系センターがやって
いるなど、学内のいろんなところ
で、いろいろやっているというの
をどう統合していくのか、という
のも今後、ポイントになっていく
んじゃないでしょうか。データの
活用については、明日の分科会で
お話しさせていただきます。基本
スタンスとしては、IR というの
は支援、裏方といいますか、今回
のエンロールメントマネジメン
トだったら、エンロールメントマネジメントの部署やアドミッションをやるところがやっていく
わけですが、それを効率的にいかに支援してバックアップしていくか、というところが重要です。
IR はその担当部署に役立つ仕事、システム管理とかデータ関連のコミュニケーションがうまく図
れるようなことをやっていくわけです。提案はするわけですけど、IR が直接、それを行うわけで
はなくて、各部署がやりやすいように、いろいろ空気を読みながらやっていく、というのが 1 つ
の IR のやり方ではないか、ということがこの教科書の中では語られておりました。以上です。
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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。
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＃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○，ᇞ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。
42

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。

○参考文献
池田輝政，2004，「ミッション・ポッシブル？―Mission Driven Research の自己検証―」
『名古屋高等教育研究』第 4 号
難波輝吉，2009，「教育現場から発信する IR のシステム構築に向けて」
『教育情報研究』日本教育情報学会学会誌
日本能率協会，2010，「IR（Institutional Research）研究米国視察団報告書」
43

柳浦猛，2008，「アメリカの大学における Institutional Research の過去・現在・未来」
評価と大学運営に関する研究会
Terenzini, P.T., 1999，“On the nature of institutional research and the knowledge and skills it
requires”New Directions for Institutional Research, no.104.
Thorpe, S.W., 1999,“The mission of institutional research,”26th Conference of the North East
Association for Institutional Research.

44

「これまでの大学評価担当者集会における米国 IR の議論」
福岡大学 人文学部

佐藤 仁

＃０
福岡大学の佐藤です。私がお話し
させていただきたいのは、大学評
価担当者集会でこれまで、米国の
IR というものがどういう風に議
論されてきたのか、というところ
ですね。突っ込んだ話がなかなか
出来ていないというところが正
直なので、実際、どういう方が報
告をされて、どういう内容だった
のか、というあたりをみなさんに
も共有していただきたいと思い
ます。また、私自身、今は福岡大
学ですが、2007 年から３年間九
州大学の大学評価情報室に勤めておりましたので、そのときに難波さんと同様に、いくつかのア
メリカの IR を見てきましたので、そういったところの報告を交えながら、進めさせていただけれ
ば、と思います。

＃１
ということで、概要は、今、説明
したとおりです。
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＃２
大学評価担当者集会自体は
2007 年からスタートしました。
明日の担当者集会で第５回にな
るわけですけど、ここまでアメ
リカの IR というものについて
議論してきた、ということを考
えますと、二人の方を呼んで講
演をしていただいて、議論を深
めた、ということがあります。
お一人目は、先ほども話があっ
た柳浦さんで、アメリカの大学
における IR の過去・現在・未来、
ということで報告をしていただ
きました。お二人目は本田さん。
昨年ですね。ニューヨーク州立大学の IR オフィスに勤めていらっしゃる方で、米国の IR の概要
と日本への示唆、ということでお話をしていただきました。お二人とも IR 関係の仕事に就かれて
いるんですが、柳浦さんは、どちらかというと、州全体の政策形成とか、そういった大きな枠組
みの IR を担当されている方なのに対して、本田さんは、アセスメントにかなり特化した IR をさ
れている方なので、若干議論の内容が、そういうことで色が違うかな、と思います。

＃３
先に、柳浦さんが、どういうこ
とを報告していただいたのか、
ということを簡単にまとめま
す。いくつかポイントに絞って
いきますけど、まず、IR とは
何か？という点について。特に
2008 年に呼んできたので、ま
だ我々の中にもそもそも IR っ
て何？ということがあったの
で、そこら辺を報告してもらえ
ませんか、ということで、その
辺に焦点を当ててもらいまし
た。いろんな定義を持ってこら
れて、例えば、意思決定者が知
らなければならない情報を提供すること、とか、大学の影響下にあるプロセス、構造、結果に焦
点を当てた分析をすること、大学がミッションに沿った目的を達成するように導いていくことが
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IR の目的なんだ、ということです。IR が「やらないこと」は何なのか、というと基礎研究や理
論構築、論文発表、日本でいう「研究」と言われることは IR はやらない、ということですね。も
っと端的に言えば何なのか、というと、
「へー、それで？」という問いに答えるプロフェッショナ
ルという風に説明をしていました。英語で言うと、「so what」というか、いわゆるオチの部分で
すよね。これこれ、こういうデータがあります。
「で、何？」という、それに答えることができる
のが、IR というプロフェッショナルなんだ、という説明をしてました。

＃４
そういうことができるような
IRer ですかね、そのスキルを考
えるときに、日本で言われてい
るように、すごい能力が求めら
れるかもしれない、ということ
もありますが、アメリカでもそ
れはピンからキリまでなんだ、
ということですね。先ほど、難
波さんの報告にもありましたけ
れど、最近は、博士号保持者の
需要がどうしても増加している、
と。あとで説明しますけど、分
析の内容がどんどん複雑になっ
ていくので、やはり高度な学位
が必要なんじゃないか、ということ。それに伴って、以前は教育系とか社会科学系が多かったみ
たいですけど、最近は、数字をがっつり扱う理数系、ビジネス系の学位が、高まってきている、
その一方で、実態見てみると何なのか、記述統計が最も利用される分析手法です。なんか IR とい
うと非常に複雑な統計を用いて、複雑なことをやるのかと思いきや、簡単に単純集計、平均出し
たりとか、ちょっとクロス集計してみるとか、その程度です。なので、ソフトウェアもエクセル
が最も用いられる。SPSS を駆使するというよりかは、Excel でバンバン使える内容で十分行ける
んだ、と。先ほどの話にもありましたが、ほとんどの IR が少人数で運営されているものなんだ、
ということです。では、こういったスキルをどうやって習得するのか、ということなんですけど、
これは、ちょっと柳浦さんのご経験だと思いますけど、OJT が基本的なものであって、確かにあ
とでも説明しますけど、大学院や何かしらの外部の研修プログラムはあるけれども、それはわず
かな機会であって、基本的にもう OJT で自分たちの知識を身につけていくんだ、ということです。

＃５
では、今後アメリカの IR がどういう風になって、どういう方向に進んでいくのか、というのを説
明してもらいました。IR の存在価値と今後の方向性、ということで、この図を持ってきていただ
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いたのですが、横軸が、Low Value 価値が低い、ところから価値が高い（High Value）ところへ、
です。
一方、縦軸は complexity という
ことで複雑性で、上の方が、よ
り高度なスキルが必要になって
くる、となっています。最も IR
として存在する価値が低いのが、
単にレポ－ティング（Reporting）
するだけ、
「What Happened ?」
過去に何が起こったのか、とい
うことは価値も低いし、簡単に
できると。それが徐々にこちら
（1 時半方向）に向かっていく
ということで、やはり柳浦さん
としては、Predictive Analytics、
つまり将来予測ができるように
なっていくことが、IR の存在価値が、今後高まっていく方向であると。そのためには、先ほども
言った complexity、複雑性が増すので、博士学位が必要になるんじゃないか、ということが言わ
れてきたわけですね。ここの Reporting Analysis がいわば、過去の分析であって、Monitoring
というのが現在の分析であって、Predictive Analytics というのが将来の分析であると。今後の IR
は、いままではレポーティング中心だったけれども、将来の分析が今後必要になってくるんじゃ
ないですか、ということを説明しておられました。

＃６
その IR の存在価値を高めていくために、どういう点に気をつけて行かなきゃいけないのか、とい
うことで、彼が主張しているポイントは、柳浦さんの論文がこの前の IDE の特集号であったんで
すが、データベースのとかデータウェアハウスというものに力点を置いて説明をしています。デ
ータベースを今後、強化していかなれば、やはり将来予測的なところはできていかないだろう、
と。分散するデータベースをどう統合するのか、とかですね、意思決定の役に立つデータベース
の構築といったように、情報基盤技術といったものを、しっかりと、確固たるものがなければ、
将来的なものに存在価値が高まっていかないだろう、ということです。もうちょっと具体的にデ
ータベースをどう進化させていくのか、ということで、私もそこは専門ではないので、細かい話
はなかなか出来ないんですけど、まず、中央集権型からの移行、ということですけど、あとでも
少し説明しますが、いわゆる画一的なデータベースをどん、と 1 つ入れればいいのか、というと、
それではもちろんうまくは機能しない、つまり、中央集権的に一つだけデータベース置く、とい
う状況は、もはややり方としては、古いのではないか、と。
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むしろ、各部門の情報収集・分
析能力の発達させていく、とい
うこと。そういった各部門のデ
ータの収集管理のリーダーシッ
プといったものを、最後、IR の
人たちがとっていく、というこ
とです。各部門がそれぞれデー
タ収集を行う。それをさらに集
めていく、といった部分のリー
ダーシップを IR がとっていく
ことが大事になってくるのでは
ないか、ということです。

＃７
最後に柳浦さんが、日本への IR
の適用について、どう考えてい
るのか、というあたりです。こ
の辺は、実際の講演会の資料と
いうよりは、講演会が終わった
あとの飲み会の話をちょっと思
い出して書いているので、結構、
厳しいこと言ってます。何なの
か、といいますと、
「証拠の文化」、
culture of evidence と言い方を
しますけど、それを構築する上
で最も重要なグループは大学首
脳陣である、と。最も教育が必
要なんだと。つまり、データの
読み方とか、データの重要性というものを認識してもらわなきゃいけないのが、やはり大学首脳
陣である、と。そこを何とかしないと、どうしようもないんだと。今後の IR の方向性としては、
外部・内部向けのいわゆるレポーティング業務と言ったものは、自動化・容易化することによっ
て、コンサルティング業務へシフトすべきなんだ、ということを言っています。つまり、報告業
務は、IR がもうやるべきではない、ということまで彼は説明をします。結果的に何が必要なのか
というと、IR の学内におけるプレゼンスを強化していかなれければ、こういったコンサルティン
グはもちろんできないわけです。もっと重要なことは何なのか、というと他大学とのデータシェ
アや共同研究の展開していくことで、これがなければ IR 全体が発展しない、ということですね。
IR 同士は敵ではなく、味方であって、大学界全体の発展は各大学の発展につながって行くものな
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んだ、という考え方をもっと重視すべきということを彼は説明してくれました。

＃８
続いて、本田さんの報告のポイ
ントは、さきほどもちょっと話
をしましけど、柳浦さんとは違
ってですね、アセスメントとか
学習成果とか、そういったとこ
ろに焦点を当てて報告をしても
らいました。もちろん、本田さ
んにも IR ってそもそも何です
か、という説明もお願いします、
ということだったので、基本的
な概念、説明をまずしてもらい
ました。これは先程来から説明
があるように IR の一般的な業
務はいろんなものがあるけれど
も、大学の種別によって力点が異なりますよと。研究大学だったり、リベラルアーツカレッジだ
ったり、そういった規模や、公立・私立によっても何が大事な業務になるのかは、もちろん異な
りますよ、と説明していました。

＃９
かなり細かい話に入りますが、
学習成果の測定について、言っ
ていたことです。まず一つ目は、
いわゆる GPA だけではもう不
十分な段階に来ている、と。GPA
だけで、学生の学習成果が上が
ったと判断することは、もう不
十分だと。さらに、ルーブリッ
クを活用したアセスメントを推
進しなくちゃいけない、と。ル
ーブリックというのは、例えば、
１から５までの評価をつけると
きに、１の段階ではこういう能
力、２の段階ではこういう能力
という細かい評価表みたいなものを作って、それでアセスメントをする、ということです。間接
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評価を活用することが、学習成果の測定においては大事です。間接評価とは何なのか、といいま
すと学生調査の満足度とかあるかと思いますけど、ただそれを実際に活用していくのは難しいん
だ、ということです。2 つ目が戦略計画について、彼自身も関わったということで、そのご経験
を話してもらったのですが、そこに IR がどう絡むのか、ということですが、成果指標の策定する
ことが IR の一つの業務になっています、ということを言っていました。これは先ほど小湊先生の
話の中にもあったかと思うんですが、政治的なコンテクストに対する考慮というのが、非常に大
事になってくるので、IR の論理だけでも、もちろん成果指標みたいなものを作ることはできない。
だから、それに伴うデータの定義、収集、分析・解釈というのも非常に難しくて、戦略計画に IR
が関わるというのは非常に大きな困難を要する、ということを説明しておられました。また、
PDCA サイクルを日本にも導入しましょう、という当たり前、おきまりの文句になっていますけ
ど、では、アメリカではどうなのかというと、全学的に成功している事例は米国でも少ない、と
いうことですね。全学的に、と書いているのは、部局ごとにうまくいっている例はあるんじゃな
いか、ということは言っていました。ただし、大学全体として PDCA サイクル回っていますよ、
というところはほとんど無いはずだ、ということですね。

＃１０
IR で求められる基本的な職務
能力は、これまでも説明にあっ
たとおり、プラス、本田さんは
やはりアセスメントをやってお
られるので、さきほどの柳浦さ
んとはちょっと違うわけですね。
それは５つ目には統計学の基礎、
ということで回帰分析をやらな
ければならない、などですね。
あとは、先ほど、嶌田さんの報
告にもあったように、リサーチ
デザインですね、社会科学の基
礎ですね。モデルを作ったり、
仮説を立てたりです。その辺の
能力はやはり必要だろう、ということを挙げています。

＃１１
本田さん自身、日本に IR を適応する、といったところで、どんなところに気をつけなくてはなら
ないのか、と言った場合、本田さんは大学職員の経験がある方なので、かなり日本の文脈に精通
していらっしゃると思います。
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それで、アメリカの IR が非常に
イメージだけで捉えられている
日本の現状はやっぱりまずいよ、
といった話をずっとしておりま
す。日本は、どちらかとういと
後発なので、後発優位性を活用
して、米国の失敗例から学ぶ、
ということを考えてみてはどう
ですか、ということを提案して
いただきました。具体的に日本
の文脈を踏まえた議論とは、ど
ういうことなのか、ということ
で本田さんが提案していたこと
は、まず一つ目としては、各大
学が抱えている課題ですね。IR のような活動に向けた課題の洗い直しによって、現在、何が出来
ているのか、という部分を逆に明確化してみませんか、ということです。また、既存部署の連携
を通して、IR を推進していくことが重要であろう、と。四つ目は、さきほどの難波さんの話の IR
マインドと共通することだと思います。日本の大学職員には異動が必ず付いてきますので、そう
いった場合に、そういう状況を踏まえて IR を入れる、ということを考えた場合、評価担当者がき
ちんと IR に関する能力を身につけ、
それを新しい部署で発揮する分散型の IR 像といったものが、
必要なんじゃないか、ということです。だから IR マインドを持った職員をたくさん増やす、とい
う先ほどの難波さんの提案と重なる部分がある、という風に思います。

＃１２
以上のところが柳浦さん、本田
さんのところの説明なのですが、
もうちょっと私自身の言葉での
説明がしたいので、自分自身が
見てきた IR というものを若干
だけ説明させてください。九大
の評価室にいたとき、2009 年で
すね、アメリカの IR を３つく
らいの大学を訪問してきました。
その中でアメリカの IR の成立
要件というものが何だろう、と
いうことを考えたときに、これ
はちょうど柳浦さんの上司に当
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たる方と一緒に話をしたときに、アメリカの IR はこういう条件があるから成立しているんだよ、
というような議論になったので、それを持ってきました。一つ目は外部環境。なぜ IR が必要なの
か、という IR を存在させるものがあるし、IR を動かすのは、やはり情報基盤技術だと。その情
報基盤技術を使って、IR を機能させていくのは、やはり人材だと。この３つのものがそろってや
っとアメリカの IR というものは機能するんだということです。

＃１３
外部環境については、ここにち
ょっとまとめておきましたが、
データ要求の圧力がについて、
アメリカは非常に大きいという
ことですね。いろんなデータを
要求される、と。日本でも最近、
増えてきましたけど、その比で
はない。ここには書いていませ
んが、州立大学では、予算がど
んどんどんどんすごい勢いで削
られてきていているので、そう
いう財政的な側面が、外部環境
というところにあるので、やは
り IR というものが必要になっ
てくるというわけです。

＃１４
二つ目、情報基盤技術について、
アメリカと日本の違いは何なの
か、ということなのですが、先
ほども少し柳浦さんのところで
説明したのですが、アメリカの
場合、各部署でデータを集めて、
それをデータウェアハウスとい
うところで、画一的なものでは
ないのですが、それぞれのデー
タベースを活かした形で統一さ
せたもの、という認識なのか、
よくわからないのですけど、そ

53

ういうものがあります。データこれ、いろいろ人が動いてますが、例えば、複数の部署に渡るデ
ータを集めるときに、まず学務に電話してこれください、次に財務に電話してこれください、ま
た別の教務の方に電話してこれください、というように人が走り回って、データを集めてくる状
況があります。これは非常に非効率的だし、遅れている、という言い方がいいのかどうかわかり
ませんが、問題があるのではないかということです。

＃１５
人材について、これは、大学職
員を意識した形です。アメリカ
と日本ではこういう違いがある
んだよ、という話ですね。採用、
雇用形態、とありますが、ジョ
ブローテーションが一番大きい
のかな、と思います。外部への
流動性、というのはアメリカの
大学のスタッフの方は大学から
大学へ移っていってステップア
ップしていきますから流動性が
高い。求められる能力もプロフ
ェッショナルだけども、日本の
場合はいろんなところを経験し
てゼネラリストを目指す、というところの違いがあります。

＃１６
そういった状況を踏まえた上で、
日本への適応可能性を考える論
点、ということでたたき台として、
ぜひ皆さんにも考えてもらいた
い、ということで書いてきました。
まず、これまでの議論から考えら
れることは何なのか、ということ
ですね。本田さんも柳浦さんも口
をそろえて言っているのは、米国
IR だって、そんなに上手くいっ
てないよ、ということです。大学
によって、機能は大きく異なる、
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ということを考えれば、うまくいっているところばかりみてもしょうがないんじゃないの、とい
うことですね。二つ目は、嶌田さんも言っていましたけど、IR が別に改善を行うわけではない、
ということですね。データ収集、分析、解釈が仕事だけど、ポイントは、それを読んでくれる首
脳陣が、まずいて、それがそもそも首脳陣に届くような学内における IR 機能の位置づけで、かな
りポリティカルな内容になると思いますけど、これが重要です。柳浦さんは、散々ポリティカル
なところが大事だ、大事だと、いつも言う方なんだと思います。それは、たぶん、かなり苦労さ
れているんだな、ということだと思います。やはり、大学の壁を越えたデータ交換やスキルの共
有の重要性、といったものが、見えてくるのが、やはり見えてくるのがアメリカの IR の実態かな、
と思っています。

＃１７
そう考えたときに、日本にも、もちろん、IR みたいなものが既にあるとされている、実際にある
だろうと思うものを考えてみるとですね、例えば、IR が必要とされる一定の外部環境、これは小
湊先生の報告にもあったように大学評価が進んでますし、質保証が求められている。私も、福岡
大学に移って、教授会の議論でこんなに入試のことが話題に上るのか、というのを初めて知った
のですが、学生獲得をどうするのか、といったところ、その話題になると一気に盛り上がるくら
いなので、やはり大きなポイントだと思います。個別部署、いろんな部署でのデータの収集はも
ちろんされていますし、そこにおいて、いろんなデータ分析・解釈もされている、と思います。
あと、業務改善。これは九大の時にもあったのですが、こういう仕事の仕方は、こう変えましょ
う、みたいな目安箱みたいなものを使ってですね、いろいろな業務を改善して、効率化していく
という活動も、もちろんあります。学生調査は同志社の山田先生を中心にいろいろなことが進め
られていると思います。
それで、最後はちょっと皮肉を、
自分へのことも含めてですけど、
IR への過度に期待している風
潮がある一方で、そんなものは
いらないというような過度の批
判もあるのも事実かな、と思い
ます。日本は日本でいいのだ、
という議論に対しては、少し違
うんじゃないかと個人的には、
思うのですけど。両方のような
ベクトルが一気に反対に向いて
しまっているような期待と批判
があるわけですね。
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＃１８
こういったものがある中で、日
本にないもの、わずかなもの、
は何なのか、ということです。
日本に既にあるものは、ほかに
もあれば、コメントに是非書い
ていただきたいのですが、とり
あえず日本にないのは、IR オフ
ィスですね。ほとんどわずかだ
ろうし、IR の専門家なんて、ほ
とんどいないわけです。データ
の一元的管理体制なんかも、な
かなかどこも進んでいないんじ
ゃないかな、と思います。４つ
目は、組織的な IR 活動、これは
何なのか、ですが、これは私が九大にいたときの経験なんですが、例えば、さきほどの難波さん
の話にもあったように、○○さんのパソコンにそのデータはあります、というのはよく聞いたん
ですね。じゃあ、その人が異動したらどうすんだよ、ということを思ったことがあります。今言
ったような組織として IR をやる、といった土壌がまだまだないのかな、と思うわけですね。デー
タに対する学内からの要求も、正直高いとは思っていなかったです、九大にいるときも。つまり
ニーズがあるからデータを提供する、というのが IR の基本的なコンセプトなんですが、日本の場
合、そのニーズがそもそもあるのか、ということですね。柳浦さんは、いつもそこを言うので、
首脳陣が大事なんだ、つまり、ニーズを出してくる首脳陣が重要なんだということを彼はいつも
言うわけです。大学教職員のデータへの理解というのも、よく言われることで、経験に依存して
しまう、特に教員の場合はということです。他大学とのデータ交換は、ほとんど行われていない、
と思います。

＃１９
じゃあ、ないものを全部導入すればいいのか、というそんな乱暴な議論をもちろんすることはで
きないのですが、日本にも必要なものは何なのだろうか、ということを考えるべきかな、と思い
ます。これは私自身の個人的な考えなので、いろんなご意見をいただければ、と思います。まず、
一個人に依存する機能から脱却しない限り、IR はどんどん発展していかない、というのが個人的
な印象です。既存の個人による IR 機能をどう組織的に行うべきなのか、ということですが、小湊
先生の話にもあったように、この機能を大学全体の活動に位置付けることができるのであれば、
IR オフィスは僕も必要ない、と思います。1 人、２人でできるのならば、いちいち組織を立てて
やる必要、はこを作る必要はないと思います。では、組織的に行われていくためにはどうすれば
いいか、というポイントは、これは本田さんが言っていたことですが、組織間の調整、連携強化。

56

つまり、評価室、高等教育セン
ター、もしくは学務系の支援室
ですが、そういったものの調整、
連携強化を図っていくことが、
まず大事なんじゃないかな、と
思います。二つ目は、データの
利用可能性をどんどん上げてい
こう、ということです。データ
の使いやすさ、とか、データが
使えますよ、という認識を学内
でどう広めていくか、というこ
とです。これは、私が九大にい
るときにやってうまくいったか
どうかは分からないのですが、
さきほど言ったように、そもそもニーズがない、という状況があるかな、と思います。ニーズが
あって IR が機能する、でもニーズがない。ニーズを作らなくてはならない、というのも、日本の
IR が考えなくてはならない一つのポイントなのかな、と思います。そのために九大の評価室でや
ったのが、とりあえずデータを見せてみる、見せたところでこういうデータがあるんだ、という
ことに気づいてもらう、ということでファクトブックというものを作った経緯があります。なの
で、これは 1 つの事例ですが、そういうデータは使えるんだよ、といったものをどう学内に認識
させていくのか、ということですね。そのためにはデータベースをうまく使わなきゃ行けないだ
ろうし、他大学のデータ共有は非常に有効な手段だという風に考えています。発表は以上です。
ありがとうございました。
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「米国の Institutional Research の概要と日本への示唆」第 4 回大学評価担当者
集会資料。
本田寛輔（2011）「アメリカの IR と日本への示唆」『IDE』2-3 月号、17-25 頁。
森雅生他（2009）「アメリカ型 IR の日本における実現可能性」日本高等教育学会第 12 回大会発
表資料。
柳浦猛（2008）
「アメリカの大学における Institutional Research の過去・現在・未来」第 2 回大
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柳浦猛（2011）
「
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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最も手っ取り早い方
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。最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。
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Ⅰ－②「米国のエンロールメントマネジメントと IR について」（嶌田敏行 茨城大学
評価室助教）の報告に対する質問
Q2-1：EM を行う IR の活動の日本での具体例があれば、教えていただきたいです。
嶌田：山形大学にはエンロールメントマネジメント室という部署があり、ここでいろいろデータ
を収集されていると聞いています。学生支援という観点では、学生が入ってから出るまでの
データについては、多くの大学で収集、分析していると思いますが、そこに評価セクション
が絡んでいろいろやっている、という話は、あまり聴いていません。ここをご覧になった方
で、エンロールメントマジメントメントご支援なさっている評価セクション、IR セクション
の方がいましたら、連絡いただければ、と思います。（茨城大学では、GPA の効果的運用の
ために、全学生の成績データ、全授業の成績分布データなどの分析を行い、大学や各部局の
関係者に、分析結果の報告や効果的学生支援に関する提案を行っている［今年度進行中］。ま
た、全学生のセンター試験点数の年次傾向などを分析し、教育研究評議会等で報告は行った
こともあるが、具体的に何かに寄与したのかどうかは不明。）

Q2-2：最後の（まとめの部分のスライド 14）データの活用について、さわりだけでも教えて欲し
い（可能であれば、で結構です。）
嶌田：分科会のまとめを回答とさせていただきますのでよろしくお願いします。

Q2-3：報告のようなことを IR がやっている大学はアメリカで何％くらいあるのか。理想論では
ないか。
嶌田：実際、どのくらいの数か、ということは存じ上げておりません。理想論かと言えば、それ
は、一部、理想論ではある、と思います。佐藤さんの話のなかにもありましたように、なか
なかうまくいっていない大学もありますし、小湊さんの話にあったように、１人か２人で IR
オフィスを運営していれば、どこまで手が回るのか、という物理的な課題もあるかと思いま
す。日本の国立大学なんかとは違って、どれだけきちんと学生を入学させて卒業させるのか、
ということが重要になってきますから、当然、このあたりのことは大学の命運に直結してく
るわけですから、IR がどこまで支援しているかは別として、エンロールメント・マネジメン
ト自体は、ある程度真剣にやられているものと思われます。

Q2-4：EM の支援２（スライド 11）にある「現場」とは、どこの事ですか。
嶌田：評価とか IR のオフィスというのは、いわゆる教育、研究現場を抱えているわけではありま
せん。何かをするとき、例えば、学生に関するデータを集めるなら学生課、研究のデータだ
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ったら研究協力のところに行ってもらってくるわけですよね。ですので、データが欲しいと
きだけ、上から目線でデータを要求するんじゃなくて、日頃から、いろいろコミュニケーシ
ョンをとっておきましょうね、ということです。そういう教育、研究などのデータを実際の
業務のために収集している部署のことを「現場」と表現させていただきました。

Q2-5：EM の支援１（スライド 10）の「現行の実施体制を考慮して、行えばよい（新しくて根本
的に異なった構造を簡単に強いることはできない）。」では無理ではないか。職員の質と意識
を短期間で持たせるには構造を変える必要があると思う。
嶌田：
「さあ、これからエンロールメントマネジメントをやりますよ」とドラスティックに組織や
やり方を変えても、たぶん、みなさん、ついて行けません。
「こういう大学になりたい」とい
うのがあって、そのために効率的に学生を集めたい、とかそういう欲求があって、それに対
して、どういうワークフローでやっていくのか、ということを考えてから、組織を作らなく
てはならないと思います。先に形ありきで、組織を作ってしまうと、何やっていいのか分か
らない、というようなものになってしまいますので、理想論だけで組織や職場を作っても、
うまく行きませんよね、ということが教科書に書いてありました。ですので、漸移的に、徐々
に徐々に変えていくというようなことが実際には、ならないのだと思います。つまり、エン
ロールメントマネジメントは継続的にやっていかなくてはなりませんから、道路工事と同じ
で、通行を確保しながら迂回路作ったりいろいろやって直していかなくてはならない、つま
り、通行止めにはできないわけですから、既存の組織をうまく使って変えていく必要がある、
ということが書いてあるのか、と思います。

Q2-6：早口な説明で十分理解できませんでしたが、パイプラインについて伺います。本学の場合
「第二、第三志望の学生が入学する」例が多く、それが中退率が高い理由の１つに挙げられ
ています。学生募集スタッフに対して、受験生への働きかけが不十分であると示す必要があ
ります。この際、提示する「第二、第三志望の学生が多く入学する」データを収集すること
が IR オフィスの仕事であるということですか？ただし「退学者＝第二、第三志望者」という
証拠はありません。傍証だけ。
嶌田：説明を大急ぎでやらざるを得なくなってしまったのは、こちらのタイムマネジメントが甘
かったせいです。申し訳ありません。
（そのためにこのようなフォローアップを用意させてい
ただきました。）さて、教育パイプラインですが、教科書の中では、ある州の 18 歳人口が何
人です、その中で、共通テストの点数が 300 点以上の学生が何人います、というような感じ
で条件を自分たちで作っていって、絞り込みをかけていく、というのがハンドブックのなか
でのパイプラインの話でした。教育パイプラインは、来てくれなそうな学生にまで声をかけ
ず、と言いますか、手持ちのリソース（入試広報のスタッフ、予算）で、どのような学生に、
どう働きかければ、最大のリターンを産むのか、というような発想での、絞り込みです。ご
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質問のようなケースの場合、中退率が高い、ということを課題にして、どうそれを下げるの
か、ということを考える、ということだと思います。それは、理事などから直接、その原因
を探れ、と指示が出れば、IR の仕事でしょうから、部局さんと相談して、いろいろデータを
もらって分析を行うことになると思います。ただ、一般には、このような課題は、部局と言
いますか、教育を実施しているところが主体的に考える話で、実際、中退に直面しているの
もその部局さんですし、なんとかしたい、と思っているのも、その部局さんです。ですので、
困っている部局さんの相談にのってあげて、場合によっては他大学事例を含め、ノウハウだ
けを示す場合もあれば、調査・分析を頼まれる場合もあれば、いろいろだと思います。この
ハンドブックに書かれている米国の IR 像は、どこかが改善のために動こうと思っているのを
データやノウハウなどの知識や分析、改善提案で助けるのが IR の仕事である、ということで
した。また、その調査に入試業者さんなどのデータを積極的に使うことも奨励されていまし
た。課題の解決のために合理的で有効なら何でも使いなさい、ということです。

Q2-7：１．茨城大学では、学生募集の分析に評価室が関わっているのか？評価室（IR 担当）と入
試広報が協働して「募集したい学生のデータ分析、入学後の追跡」は行っているのか？
２．スライドの８枚目のカリキュラム分析を見る限り、教育プログラムに優先順位をつけてい
るように思われるが、学内でその優先順位（重要度）は共有されているか？「入門科目」
「進
級を決めるキーとなる科目」はデータに基づいた FD を実施しているか？
嶌田：まず１ですが、基本的に縦割りですので、あまり関与はしておりません。ただ、全学生の
センター試験点数などの年次変化などは分析したことはあります。入学後の成績の推移は現
在、分析中ですが、入試データのとの関連性までは、まだ手は出さないと思います。２です
が、この辺は、まだ本学ではぜんぜん手をつけておりません。ここをご覧になっている方で
（評価セクションでも高等教育センターの方でも）カリキュラム分析を行い、実際の大学側
の思惑、設定と学生の実際の履修状況の齟齬などを分析し、改善されている事例などがあれ
ば、ご一報ください。

Q2-8：EM のデータを各部署が担当しているものとを統合するために必要な課題を具体的に！
嶌田：おそらくエンロールメントマネジメントをうまくやるためにはどうしたらいいのか、とい
う先ほどからの共通した話になるのですが、エンロールメントマネジメントや IR のオフィス
を作りたい、作らない、という話ではなくて、
「いったい、どういう大学にしたいのですか？」
ということが先になくてはならないと思います。その理想的な状況に対して、現在どうなっ
ているのか、ということを調べることが評価なわけです。どういう入学生が確保したいのか、
ということがあって、そのために何をすべきなのか、を考えよう、ということが先になけれ
ば、いくらデータがあっても活きてこない、と思われます。ですので、部局さんがお持ちの
データと、エンロールメントマネジメントをやられるセクションというのが仮にあった場合、
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そのデータの統合を図るための課題ですが、何のために、どうしたくて EM をおやりになり
たいのか、具体的に考えてください、ということとなります。また、16 日に実施した分科会
での成果もご質問に近い話だと思いますので、ぜひご覧ください。（リンク）

Q2-9：スライド「EM の支援１」について「テレンジーニ３つ」とは何か？もう少し詳しく説明
していただきたい。
小湊：テレンジーニは IR の概念構成として、組織的インテリジェンスというものを提唱しており、
それを 3 つの階層に分けて議論しています。通常の IR の定義はその機能に焦点が当てられ
たものとなっていますが、時代の変化とともに IR の役割や機能は拡大し多様性を帯びてくる
ため、経験的な定義はすぐに役立たなくなります。そこで IR を実施する上でその担当者にど
ういった知識やスキルが求められるのか、それらを広く包む定義をしなければならなかった
ということが背景にあります。ただここでのインテリジェンスとは単なる知識やスキルとい
う意味ではなく、現場である大学の課題に適応し応用できる能力も含んだ言葉となっている
ことに注意が必要です。組織的インテリジェンスを構成する一つめのが、技術的・分析的イ
ンテリジェンスです。これは IR を実施する上で一番基本的なインテリジェンスとされていま
す。具体的には、大学で使われる用語（例えば学生、教員等）の定義を理解し、その用語を
活用できる能力。そしてそれらを使ったデータ収集と統計処理が出来る能力を指しています。
次に課題のインテリジェンスです。これは、大学の管理運営に携わる中間層以上の人々が直
面する主要な課題を理解し、それに対し大学がどのように機能し意思決定しているのかを理
解する能力です。最後に文脈のインテリジェンスです。これは自大学の組織文化や高等教育
の文脈を理解できる能力のことを指しています。このように定義することで、活動領域が拡
大し続ける IR という活動を広くとらえ定義しようとテレンジーニは考えたわけです。IR の
人材育成を考える際に、この概念構成・定義は非常に役立つと受け止めています。

Q2-10：エンロールメントマネジメントにおける IR は、入試部門での IR を行うべきか、全学的
な IR 部署がデータを提供すべきか、どちらが効率的でしょうか？
嶌田：これは大学さんの考え方による、と思います。中央集権的に IR がすべてのデータを持って
いた方がいいのか、分散的に各部署でデータを持っていた方がいいのか、という議論は、日
本でもアメリカでもあります。本学でも、例えば、評価室がすべてのデータを集めておいて、
部局さんから問い合わせと言いますか、これ埋めてください、という Excel シートをもらっ
たらそれを埋めて返すと合理的ではないか、という話もありました。現場の方と話をしてい
ると、確かに、何か知りたいことがあったり、調査ものが外から来たら、とにかく評価室に
回せばデータが埋まって返ってくるなら、それはそれで便利なのだけど、現場の人間が、デ
ータをあまり見なくなってしまうのは、それはそれで問題だよね、という話もありました。
データを集めたりするときに、実際、いろいろ見たり、いろいろ考えたりしているわけで、
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それが、各現場で現状がどうなっているのかを，感覚的に知る上で重要な作業ではある、と
いう話も出てきました。そういう意味では、分散的にデータを持っていた方が、いいのです
が、似たような調査を何回も部局さんに振って答えてもらう、というのもどうなのか、とい
うことはありますので、合理化という意味では、中央集権的に回答してしまった方がよいと
いうこともあります。従いまして、その現場の現状把握によるさらなる改善への基礎づくり
と合理化、どのあたりにバランスするか、ということが重要なのではないでしょうか。もう
一つ考え方としては、データ収集だけでなく、そのあとのことを含めてですが、IR がそうい
うことを全部やればいいのか、いろんなところで IR 的なことをやればいいのか、ということ
があります。ある私立大学の方と話していたときのことなのですが、その方は、以前、IR と
いいますか評価セクションにいらっしゃって、現在は就職支援のところにいらっしゃいます。
その方が言うのには、以前、評価セクションでデータを見て大学の状況を考えたり、全体的、
俯瞰的に大学を見る、という経験が、現在の部署に行ってもとても役立っている、という、
お話を伺いました。ですので、難波さんが言っていた IR マインドと言いますか、そういうデ
ータを見て客観的に考える力などを IR セクションで養った方がどんどん学内で増えていけ
ば、みんなが IR 的なマインドで業務を進行できるようになると、かなり戦力アップになるの
ではないか、ということが考えられます。

Q2-11：入試、学業 etc、個々の課題に取り組む時にこれまでもデータは使ってきたはず。
→ データを扱うプロセスを IR として集約させなくても、データを使えるようにデータベースを
作ればそれでよいのではないか？
嶌田：IR が入っていると、一定程度、集約はされるのかもしれませんけど、先ほども申しました
ように、現場の方がデータをあまり見なくなる、というのは、それはそれで弊害でしょうか
ら、その辺のバランス感覚の問題なのかもしれません。

Q2-12：IR は PDCA の CHECK の部分を担い、ACTION は執行部が行うべきであるというのは、
データの全能主義（？）に陥らないために必要ということでしょうか。様々な要因により IR
機能を持つ部署と執行部が同じとなった場合、もしくは近い存在の場合、注意すべき点は、
例えば、どのようなことなのでしょうか。
嶌田：IR と執行部でチェックアンドバランスの関係を持った方がよいかどうか、ということに関
しては、そうではない、と言いますか、むしろですね、現場の方がどのように状況を把握し
て、どう改善するのか、ということは現場の方が考えなくてはならないことだと思います。
ですので、現場の方が状況をより把握しやすいデータを提供したり、他大学のうまいやり方
などがあれば、それを伝えて、現場の方が点検や改善を行いやすく支援する、ということで
はないかと思います。つまり、IR が何かを主体的にやる、というよりも支援的に動くわけで
すね。ですので、点検評価をやる、というときにも、評価を行うのは、あくまでも学部の方

73

や事務局の方など現場の方ですよね。その方が、さらに効率よく、効果的に評価を行うため
に、縁の下の力持ち的に手伝っていくのが評価セクションや IR なのではないか、と思います。
ですので、チェックアンドバランスを IR がやるかどうか、というところでは、チェックアン
ドバランスがうまく回るように考えるのが IR の方がやることではないのでしょうか、という
ことをこのハンドブックを読んでいて感じました。後半部分の IR の長が例えば大学執行部の
メンバーだったりする場合ですが、IR は監査セクションではありませんので、執行部の方が
なっても気持ちさえしっかりお持ちなら全く問題ないかと思います。

Q2-13：IR が支援・サポートの役割となるが、ある程度、執行部がある方向に誘導していくレポ
ートの提示の仕方が時には必要かと思いますが、いかがですか？
（枠外に「何を調査？執行部との力関係」と書いてあった。）
嶌田：ここは非常に難しい問題です。倫理的にも。IR の人はほぼすべてのデータを持ってますか
ら、自分の中で「こういう大学にしたい」というのがあれば、捏造というわけではないので
すが、うまいデータの見せ方をやって執行部を誘導することは、もしかしたら可能なのかも
しれません。IR の人が、学生のためになる、と思っていることがあって、でも執行部はあま
りそう考えていないような感じであったときに、執行部の思惑を無視しても学生のためにな
るようなことを提案、もしくはうまくだまくらかして、その方向に持っていくべきなのか、
ですよね。その辺は、アメリカでもそういう問題があるので、倫理綱領みたいなものを作っ
て、いろいろやっているみたいです。ここはイデオロギー的なところもでてくるでしょうし。
でも、IR の人も大学に雇われているわけで、執行部をだまくらかしたとしても、最終的にそ
の大学がサクセスする方向のだったら、もしかしたら許されるのかもしれませんし、そのへ
んはその大学のノリみたいなものに依存するのだと思います。

Q2-14：日本のように、入学した学生がほぼ全員卒業するようなところでは、別の意味での EM
が必要なのでは？
嶌田：はいそうだと思います。アメリカの場合、悪い言い方すれば、適当に学生を受け入れてし
まって、成績悪ければ GPA などで、さよならしてもらったり、一方で、優秀な学生が、ほか
のいい大学に移られてしまうのを防がないと、大学の経営が立ち行かない、というのがあり
ますから、そういう金目のところでエンロールメントマネジメントが発達してきた、という
のは分かる気がします。日本の場合、一応、４年で卒業できることを見越して合格させるわ
けですから、あまりぼろぼろと学生が減っていく、という状況はあまりなかったと思います。
ただですね、このエンロールメントマネジメントをみていると、お金のことに関心があると
はいえ、アメリカ人は、なんだかんだ言って学生のことをちゃんと見ているんですよね。退
学するなら、その要因は何か、とか。その要因が大学側にあるのだったら何とかしなくちゃ
いけない、って考えていて、そこは見習うべきなんだな、と思いました。日本の場合、教え
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てやる、というか、特に国立の場合、親方日の丸体質、と言いますか、在籍させてやってる、
みたいなところがあったわけですが、学生をみて経営する、というところは見習うべきなん
だろうと思いました。

Q2-15：IR の仕事は非常に広く感じる。多様性。
嶌田：そうだと思います。小湊の話にもあったように、大学の目的や目標や、リソース、何を期
待されているのか、組織構造、スタッフなど様々な要因によって、IR は変わってきます。で
すので、小さいところでは、調査ものばかりやっていたり、大きなところでは提案まで積極
的にやっていたりするわけで、こういうのが典型的、というがあるようでないような感じで
す。機能や必要な知識やスキルで分類や整理は、行われていますが、必要なのは、その大学
がどこに進みたいのか、ということと、IR はあくまでも意思決定でも業務でも支援者ですか
ら、IR を使って何をしたいのか、ということを明確にしなければ、ただ単に看板を掛けただ
けになってしまいまし、IR オフィスを作って、そこに課題を振っておけば、何でも解決でき
るような魔法のツールではないわけですので、今後、このような場で、IR の日本への適応可
能性や、IR マインドでどう大学の経営力を向上させるか、などを考えていきたい、と思いま
す。
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講演第二部：
「米国の現場からみえてきた IR の実際」

Ⅱ－①「「使える IR」の基盤づくりに向けて－大学職員の目線から－」（難波輝吉 名
城大学経営本部総合政策部）の報告に対する質問
Q3-1：アルバーノカレッジの学生の成長を記録した映像とはどのようなものだったのか。
難波：一人の学生がプレゼンテーションで自分の将来像について語るというものでした。一つは
1 年次に記録したもの，もう一つは上級学年に進級した時に記録したもので，時間の経過に
おいて，その内容・話法・ロジックの立て方，話の進め方など，客観的に誰が見ても学生
の成長が確認できるというものでした。複雑かつ多様な経験による成長を自己確認すると
いう活用方法は極めてインパクトが高いものでした。

Q3-2：「データが語る」ではなく「データで語る」ではダメなのか。
難波：統計技術を過度に先行させるとデータ分析も複雑化してしまい，本当の意味でその情報が
示す意味や価値など，その適切性について解釈に苦しむ場面が出てくると思います。場合
によっては，データで語ってもよいのかもしれませんが，自身の業務においては，
「データ
が語る」というリアルな情報で説明するように心掛けています。

Q3-3：小規模大学での IR の具体例を詳しく教えてほしい。
難波：Knox College の IR は州の補助金を受けて 3 年前に設置し，3 名のスタッフで活動を開始
した歴史の浅い組織です。教授団との意思疎通などに苦慮しているなどの現状報告もあり，
黎明期における IR の苦悩を学びました。理事者や教授団に対する IR に関する研修も行っ
ており，IR の必要性を理解してもらうように努力しているとの説明を受けました。小規模
ならではの利点を活かしながら IR の可能性や方法論を考える上では，参考となる事例でし
た。

Q4：スライド 19 で配布資料になかった部分について説明してほしい。
難波：書かれていた内容は，①正確な情報収集・分析と的確かつ利用価値の高い情報を大学経営
執行部へ提供する力，②課題が顕在化する前に問題点を発見することができる力，③デー
タ分析の「問い」の設計力の 3 点です。③については，例えば，奨学金を受給している学
生は総じて成績がよい，というように仮説を立てて，情報やデータに接する気持ちがあれ
ばよいのではないか，自身の経験からもそのように思っています。
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Q5：対理事会で IR の試みを実践したことはあるか。
Q14：IR のデータ分析を行った際，執行部はそのデータを基に何か取組を実践した例はあるか
難波：対理事会では経験はないが，教学の場面ではいくつか経験があります。ただし，その場面
では直接的な意思決定に関与してしまったため，IR のあるべき論とは少し違った立ち位置
であったと思います。具体例としては，英語教育の充実を図るために非常勤講師給を原資
に，専任教員の一類型として嘱託講師制度を導入し，英語教育の専任比率を高め，教育の
質を向上させるという試みで実践しました。専任教員ということで，①非常勤講師よりも
責任が重くなるので，教育に対して向き合う姿勢も変化することが確認され英語教育の活
性化につながること，②非常勤講師では教員一人に対する補助金は配分されませんが，専
任教員とすることで，若干の持ち出しはあるものの補助金配分の対象となることから，財
政的にも貢献できるようにするなどの工夫をしました。

Q6：米国視察の結果，執行部の考え方に変化はあったか。
難波：まだありません。まだ，IR とは何？というレベルでありますが，業務を遂行する場面では
IR 的なマインド（分析結果に基づく提言など）をするように心掛けています。あとで，あ
の取り組みが IR だったと気づかせることができるよう，日常業務では，客観的な根拠デー
タを示す必要がある業務も多いので，部下にもデータを見て，そこから得られるものを元
に改善を図るという方法論を身につけさせるようにしています。

Q7：「使える IR」と「使いこなす IR」の最大の違いは何か。
難波：自らの考えでは，顕在化した問題に自律的に対応できるレベルが「使える IR」であり，先
手を打って執行部に情報を伝え，意思決定支援が直接的にできるようになることが「使い
こなす IR」と考えています。

Q8：ミネソタ大学の IR における外部データの活用について，どのようなデータをどのように活
用しているのか。
難波：カリフォルニア大学バークレー校で開発された SERU（Student Experience the Research
University）を導入しています。他大学の開発したものを活用することで，データ比較も可
能になり，自らの都合のよいように解釈していた事象についても，客観的に把握・分析で
きるようになり，自校の強みについて自信を持てるようになったとのことでした。小規模
大学の IR においては，コンソーシアムの基盤を活用したデータ交換等が行われており，客
観性という視点を大事にして活動していることが窺えました。
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Q9：米国で上手く機能していると感じられた IR オフィスの組織，スタッフはどのようなものだ
ったか。
難波：いずれの大学もそれぞれの規模や組織上の特徴を活かしているので，どれも上手く機能し
ているといえば，そのとおりでしょうし，上手く機能していないといえば，そのとおりだ
と思います。上手く機能させるためには，まず，学内において IR の存在価値をしっかりと
認識していただき，諸活動に対する信頼度を高めていくことが大変重要であると考えてい
ます。

Q10：米国の大学を視察した印象として，遥かにレベルが高いという認識を持ったのか，日本と
そう大きな違いはないレベルと感じたか。
難波：日本にはまだ本質的な意思決定支援という活動を行っている IR 組織は実在していないレベ
ルにあると考えられるので，自らの視点では「遥かにレベルが高い」と感じています。米
国の IR は創成期から 50 年以上も経過していますので，それを近年，その必要背に気がつ
いた日本と比較することは困難であると思います。IR の基盤はいずれの大学も持っている
と思われるので，それをどのように活かし，IR の実質化を図っていくかということに注力
することが必要であると感じています。

Q11：ゴーストデータの洗い出しはどのようにすべきか。情報の一元化は簡単ではないと思うが，
部局との連携の在り方はどのように考えるか。
難波：データについては，利用者のニーズやユーザビリティを考えた上で設計されるべきものと
考えます。宝箱になるか，ゴミ箱になるか，その境界線は表裏の関係にあると思いますが，
データは「資産」であると考えて整理をすることが大切ではないでしょうか。部局にとっ
ても価値のあるデータはたくさんあると思いますが，そのデータ一つ一つが持つ価値を考
えて，最大公約数的に集約できるよう連携を図ることができれば最適ではないでしょうか。

Q12：
「教育情報と経営情報の相互変換による活用」，
「ベンチマーク手法を用いた分析結果の大学
経営への応用」（スライド 13）の具体的ケースを紹介してほしい。特に，教学面について，
どのような指標を定めて，大学間比較を行っているのか，執行部は教学面の IR に何を期待
しているのか，教学のどの部分に問題意識を持っているか。
難波：教育情報と経営情報の相互変換による活用については，教育研究諸活動を支えるのは経営
（私学の場合は法人）であり，経営は教学から得られた情報に基づき，資源投入効果を第
一義と考えて，教育研究の充実を図る立場にあると思います。本学での具体例としては，
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英語多読図書を購入するにあたって，レベル（難易度）ごとにどの本がどの程度借りられ
ているかという情報を教学から提供し，経営はその教育効果（英語教育のパフォーマンス）
の成果を見て，図書の重点的購入に関する予算措置に結び付けるという事例がありました。
期待する点は，学生の父母から預かった貴重な資金を教育研究の成果に結びついているか
という点にフォーカスし，教育研究の質保証を考えるという点に注力すべきと考えます。

Q13：大学組織は評価に対する抵抗感が強く，データ分析する際にも自身が悪く見えるデータに
は過敏に反応するようである。この傾向は IR 先進国のアメリカでも同様か。
難波：同様だと思います。自らの弱みを知ることが強みをつくることに繋がるものと思います。
顕在化する前に課題を洗い出すには，ある程度，自らにとってネガティブな情報に過敏に
反応することは大事なことだと思います。

Q15：特に IR を活用していく場合，大学が変化していくこととなるが，保守的な意識の強い国公
立大学でも大いに活用されているか。
小湊：大いには活用されてない、と思います。だからみんな苦労しています。
嶌田：小湊さんがよく言っている IR オフィスだけがあってもダメで、マネジメント体制自体が上
手く変化していかないと、という話の裏返しの話ではないですか。
浅野：必ずしも保守的では無いと思うんですけどね。ただ、国立大学の場合、制約要因が多くて、
要は使えるリソースが限られているので、やりにくい、というのと、評価のスキームが改
善を積極的に回せるようなものではないので、それで評価業務に終わってしまっていると
いうところはあるわけですけど、やはりマネジメントに活かしているところも一部あるの
で、必ずしもそうは言えない、というのはあるかと思います。

Q16：戦略室を設置し，IR を担うべきという議論が学内で起こり始めているが，名城大学経営本
部総合政策部は，学長よりも理事長に近い「知恵袋」のような位置づけなのか。設置の経
緯と機能と課題について教えてほしい。
難波：経営本部総合政策部は，設置学校の運営に係る基本計画及び将来計画等の策定を業務とす
る総合的な企画・立案部門として設置されています。主として大学運営・経営の意思決定
に関する諸会議の多数に携わり，法人及び教学から提案された政策事項等について，原案
及び資料を作成し，意思決定を支える業務を担っています。また，本学が 2015 年までに実
現するべき基本戦略である MS-15（学校法人名城大学の基本戦略）に基づく将来計画の遂
行にあたっては，事務組織に「MS-15 推進室」を設置し，総合政策部との連携体制により，
各部署での基本戦略達成のための戦術策定及び具体的な展開に関する統括と推進を担って
います。このような企画・立案，政策展開部門であることから，「学長よりも理事長に近い
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知恵袋」というよりは，「学長と理事長の知恵袋」として位置づけられているといえます。
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Ⅱ－②「これまでの大学評価担当者集会における米国 IR の議論」（佐藤仁 福岡大学
人文学部講師）の報告に対する質問
Q4-1：スライド 3 枚目の「IR がやらないこと」について詳しく教えて欲しい
佐藤：簡単に言うと、学内で使えないことはしない。IR とは何のためにするかというと、自大学
のためですので、基礎研究は学内のためにはならない。それを研究として個人でやるので
あれば別ですが。学内有用性といった部分が IR では大事です。AIR みたいな組織は、学
会ではなく、どちらかと言えばそれぞれの実践を共有するという意味合いが強いと思いま
す。そこで行われる発表は、科学的というよりかは、
「うちの大学こんなのしましたよ」と
いうのを発表し合って、お互いの経験を共有する。学内有用性がポイントで、学内有用性
がないものはやらない。

Q4-2：スライド 5 枚目の今後の価値の中で、Monitoring とは具体的にどういう業務か？
佐藤：過去、現在、未来の中では、現在に当たる部分です。まず過去は、経年分析です。過去に
比べてこれだけ良くなりましたとか。現在は、今の状況において学生はどういう環境に置
かれているのかとか、どういう学びをしているのかとか、が中心となります。例えば、9
月 14 日時点のデータを切り取って来て、そのデータをクロスをかけて分析するとか、現
在の状況を明らかにする。未来のことというのは、例えば、今後どれくらいの学生が増え
るのかというのを予測するものです。なかなかイメージしづらいですが、経年分析ではな
く、現在の状況を切り取って、いろんな状況を説明するということだと思います。

Q4-3：IR 室が持つべきリーダーシップ像はどのようなものですか？例えば、収集するデータ項目
やフォーマット等を IR 室が決めていく姿か、あるいはなるべく各部署の考え方を尊重し
ながらまとめていくような姿か？
佐藤：個人的な意見を言わせていただければ、後者だと思います。IR が「データの定義はこれで
す。今後はこれで集めます」と決めて、各部署に振っても、各部署が納得するわけないと
思います。むしろ、現在各部署がどういうデータを使って、どういう定義で集めているの
かというのを吸い上げて、議論して、一つの方向性に向かっていくというようなリーダー
シップというのが IR に求められているのだと思います。

Q4-4：スライド 17 枚目の「日本にすでにある（とされている）もの」がどのようにデータとし
て活用されているのか。
佐藤：私も詳しくは分かりませんが、皆さんの方が個別部署でいろいろなことをされていると思
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うので、皆さんの方がご存知だと思います。学生調査なんかは「まだ活用までいってない」
と言われていますし、例えば全国平均と比較して「うちはこうです」というは分かるけれ
ども、じゃあどうすればよいのかという所まではまだいかない。活用までとなると、個々
それぞれの具体的な事例によるかと考えます。
個人的に九大での経験ですが、個別部署におけるデータの収集分析となると、例えば一
人の方が様々なデータを自分で集め、分析していました。九大の場合は、旧帝国大学との
比較というのが大事なのですが、旧帝大のホームページにアクセスして、データを取って
来て、まとめるというのを、一人でされていました。こういった個別部署におけるデータ
の活用というのはあり得る話だと思います。けれども、その人がいなくなったらどうなる
のだろうというのを個人的には疑問に思います。

Q4-5：スライド 17 枚目の「過度の批判」はどこから出てきたものなのか？
佐藤：研究者の立場として、こう感じることがあります。一つ思うのは、FD から始まるアメリ
カの大学の輸入型モデルに対する過度の批判というのはあると思います。FD や AP など
のイニシャルで表現されるものがある中で、IR はまだ新しいものだと思います。なので、
IR となると、そもそも FD がうまく回っていないのに、アメリカの輸入型モデルは本当に
機能するのかという議論があるのだと思います。こういった風潮の中での批判はあると思
います。もう一つ思うのは、日本にはすでにあるということを先ほど紹介したのですが、
この「すでにある」という部分をやたら強調する議論もあるのだと思います。確かにいろ
いろな所で、いろいろな活動しているのは分かるのですが、じゃあアメリカの IR から学
ぶことは何もないと断言することはできないのではないかというのが個人的な考えです。
何を学ぶのかという所の議論が深まっていないのが問題だとは思います。

Q4-6：アメリカでは IR の必要性をいろいろな人が認識していると考えられますが、その必要性
をどう徹底しているのか？
佐藤：いろいろな意見があるので、個人的な見解を一つ述べさせてもらえれば、やはり財政と結
び付くということがあると思います。州立大学だと、学生一人当たりで州からの補助金の
額が変わってくるということを考えると、何人の学生がいて、どれくらいのお金が入って
くるのかという所に非常に敏感にならざるを得ないと思います。そういった環境からの必
要性は大きいと思います。

Q4-7：IR の必要性を全学に周知させる方法はありますか？
佐藤：あれば教えて欲しいですが・・・。九大で私が行ったことだけから言わせてもらえれば、
足でかせぐしかない。各部局を全部回りましたし、事細かな説明を怒られながらしました
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し、
「何しに来たんだ」なんかは散々言われました。こんなデータは必要ないと言われなが
らも、出し続けました。考えれば無意味だったのかなと、効果が見えないのでわからない
です。こういうことをしたと報告した際に、そもそも IR は改善に活かすための活動であ
るのになぜそんなことをしているのかと指摘をいただいたことがありました。私としては、
それ（改善）をする前の前提として IR が受け入れられていないのであれば、IR が受け入
れられるような土壌を作ることも日本の IR には求められるのではないかと思います。そ
して、IR のプレゼンスの向上というのは重要だと思います。
嶌田：営業だと思います。御用聞き、というわけではないのですが、茨城大学は５学部しかない
ので、学部さんを不定期（年数回ずつ）伺って、ニーズをお伺いしたり、課題をお伺いし
て、理事などに報告したりしています。本学の場合、副学部長クラスの先生が各学部に２
名おり、それぞれ将来計画担当と評価担当となることが多いので、どちらかの先生のとこ
ろに伺います。場合によっては学部長先生にも話しに加わっていただきます。そこで、例
えば、年報の作成に困っている、という話を聴けば、研究者情報管理システムから出力で
きるので、版下をこちらで作りましょう、という提案をしたり、中期計画の解釈が分から
ない、ということならば、知っている範囲でその場で解説しますし、ポリティカルな話な
ら理事や評価室長に報告します。このように何かに困っている話を聞きつけたら、それを
解決する方向に動きますし、また他の学部さんがやっているよい取り組みがあれば、それ
も伝えるなどもします。なかなか一堂に会することがない、部局の計画担当者と評価担当
者の先生同士と理事などをつなぐような役割を担っています。また、そのような業務をし
つつ、暇があるときには、成績分布の解析や研究成果の傾向分析を行い、持って行って説
明したりすると非常に喜ばれるので、単なるコミュニケーターではなく、プラスアルファ
の情報提供をコンスタントに出来るようになれば、IR の必要性みたいなものを、みなさん
に感じ取っていただけるのではないでしょうか。

Q4-8：スライドの 18 枚目の「データの一元的な管理体制」とは何か？例えば、学校基本調査に
ついては、文科省に提出する過程でデータの一元化を行っています。基準協会の認証評価
では大学基礎データを統一されたフォーマットで一元的に集めています。そもそも、こう
したことがないというのはどういうことか？
佐藤：私が説明したかった一元化とは、データの一元というのではなく、一元的な管理の部分で
す。例えば、学校基本調査を皆さんがどうやって集めてやっているのかをイメージしても
らえればと思います。いろんなやり方があるので、一般化はできないと思いますが。私の
イメージ（経験）では、ある部署が学校基本調査の担当になりましたと。各学部にフォー
マットを送って、各学部から上げてもらう。それを全部チェックして、またお願いして、
また上がってきて、それをまとめて文科省に提出する。これがある部署のやり方だと思い
ます。これは、一元的な管理という私自身のイメージとは違います。なぜかというと、と
りまとめをする人たちは、実際のデータにアクセスできないわけです。アクセスできるの
は各学部や部署の方だけだと思います。各部署が有しているデータベースのデータを各部
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署の方がまとめる。それを取りまとめる部署が集める。つまり、二段階あるわけですよね。
だったら、取りまとめる部署が直接データにアクセスできるようになれば、もっと楽にで
きるはずだと思います。そうすれば、各部署の方もフォーマットに入力するのではなく、
自分が使っているデータベースの数値を修正すれば、取りまとめ部署が勝手にデータをま
とめてくれる。なので、必ずしもデータが一つに集まることが一元的というわけではなく、
もう少し効率的にデータが集めやすいという意味で一元化という言葉を使いました。同じ
ような質問で、データベースの進化の所で、
「中央集権型から各部門にということがありま
すが、他大学とのデータ共有などを考えると、結局中央集権化するのではないですか」と
いうのがありました。これも先ほどと同じで、他大学とのデータ共有をする部署がある、
例えば IR とするならば、データを共有しましょうとなると、また教務課にお願いし、教
務課が自分たちのデータベースからデータを取って、それを IR に送って、IR がまとめて
共有するとなる。こうではなくて、IR が直接教務課のデータベースにアクセスできて、そ
こからデータをそのまま吸い上げてこれる。それをデータ共有に活かす。こうしたイメー
ジだと、中央集権ではなく（データベースは各部門にあるので、集権されていないですよ
ね）、ただ単にそのデータを使えるという意味で、一元的に管理されている状態になる。こ
ういったことをイメージしています。この点に関して、データウェアハウスとは何ですか
という質問がありましたので、これは浅野さんに答えていただければと思います。

Q5-1：IR が使っているデータウェアハウスについて、もう少し具体的に教えていただきたい。
浅野： 本日の講演を通じて、紹介のありました IR ハンドブックでは、データベースが理想化さ
れている部分がある一方、アメリカの大学においても、実際には、質問の中に記載いただい
ているような ERP（Enterprise Resource Planning）が構築できている大学は一握りに過ぎ
ないと思います。おそらく、構築できているとすれば、難波さんの講演で触れていただきま
したミネソタ州立大学ぐらいで、それ以外の大学では、基本的に構築できていないと思われ
ます。その裏付けとは言えないにしても、先ほど述べました IR ハンドブックの第 7 章では、
スプレッドシート（エクセル、または同等機能を有する表計算ソフト）や、ワープロソフト
（主にワード）といった、汎用のソフト使って、どのように日常業務で生じる各種情報を集
約・加工し、それを意思決定につなげていくのか、ということが述べられています。また、
アメリカの IR 担当者の研修プログラムを提供している AIR の研修会においても、これらの
ソフトをどのように有効活用できるのか、ということが重視されていることからも、データ
ベースに関する、アメリカの大学の状況が見て取れると考えます。従いまして、繰り返しに
なりますが、ERP といった一般企業で用いられる、経営効率化につながるようなデータウェ
アハウスをアメリカの大学でも導入できておりませんし、日本の大学に導入するには、ほど
遠い状況にあると考えております。その阻害要因となるのは、おそらく先ほどの佐藤さんの
お話にも出てきましたが、データの一元化とも関わってきますが、それ以外に、大学の人事、
教務といったそれぞれの業務を遂行するために導入しているデータベースあるいはシステム
が、往々にしてそれぞれの業務を効率的に回すという個別の観点から設計されていて、いざ
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全体で情報を収集しようとすると、組織のコードや個人の ID がシステム間で統一されてい
ないため、データが連結できないという根本的な問題があります。他方、アメリカの大学で
は、この辺はかなり進んでいて、学内の様々なデータを統合して、それを IR 活動に使うとい
う面では、アメリカの多くの大学が到達しているので、この点に関しては、日本の大学とか
なりの差があると言えそうです。
次に、IR が使えるデータベースという点で見ていきますと、アメリカでは Ipeds や College
Portrait といった、国レベルあるいは州単位で大学間の情報が収録されているデータベース
の整備が進んでおり、IR 担当者は、ここにアクセスすることによって、他大学と比較するた
めのデータを容易に入手する、あるいは日々交換されているという状況があると理解してお
ります。そういった意味でとらえると、アメリカの大学においても、ERP のような企業で導
入されているデータウェアハウスの導入には至っていないものの、データを収集する手段に
ついては、日本よりも格段進んでおり、IR 担当者は、これらのデータをエクセル等の汎用ソ
フトを活用するなどして、分析作業を効率的に行っているといえるようです。

Q5-2：データベースの項目を強化するための具体策があるのか。
浅野：本件については、本日の講演でも取り上げられておりましたし、紹介のありました IR ハン
ドブックからの示唆としては、それぞれの大学がよりどころとしているミッションや目標、
大学としてどこを目指しているのか、あるいは大学の執行部が何を知りたいのか、といった
点をスタートラインにおくことが要されます。そのうえで、それに明確に答えるためのデー
タベースの項目をどのように設計するのか、さらには達成度を測定するための指標をどのよ
うにするのか、といったことを設定していく必要があります。従いまして、大学の目標や執
行部の方針を踏まえて、データベースにどのような項目を設定するのか、それを測定するた
めの指標にはどのようなものがあり、その基となるデータはどこにあるのか、といったこと
が自ずと見えてくることになります。しかしながら、日本の大学のおかれている現状からす
ると、これは理想論に過ぎず、現実的には、先ほどから議論されていますように、データ収
集の段階で非常に多くの困難に直面していることを踏まえますと、例えば、本年の 4 月から
国公私立問わず、全大学で義務化された教育情報の公開、あるいは毎年作成されている学校
基本調査のデータ等を活用することが考えられます。この点については、文部科学省の教育
情報の活用について審議している会議体において議論され、その結果が中間まとめとして公
開されていますが、ここでも、先ほど述べましたように、まずは公開している情報を基に、
大学の経営改善につなげていくことが提案されていますので、既存のデータを有効活用する
ということが近道といえるかもしれません。要するに、理想論を追いかけて、できないこと
を考えるよりは、手元にあるデータを基に何ができるかを考えながら、より良い方法を模索
することで、そういった習慣を学内で醸成することもできるので、一見すると遠回りかもし
れませんが、着実に状況を好転させるための近道になるものと考えております。明確にお答
えできず、申し訳ありませんが、実践に携わっている者としては、以上のような見解を持っ
ております。
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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、これは最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：みなさん最初から完璧な 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最後に出来
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。
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プレイベントにかかるアンケートのまとめ
１．期待に沿うものだったかどうか。
多くの参加者の方が、米国 IR に関する理解が深まったと回答している一方で、内容が
多すぎる、説明のスピードが早すぎる、そして初学者に対しては難易度が高いといった指
摘もありました。また、米国 IR のより具体的な事例を望む声もありました。
会の進め方としては、質疑応答に時間をかけたことが評価されています。参加者を中心
とした会のあり方を今後も模索する必要があると考えられます。
２．米国 IR の参考になるポイント又は日本への適応を考える上で検討すべきこと。
まず IR の組織化についての意見がありました。例えば、中央集権型か分散型かという
議論、集権分散型のあり方、経営と教学の二部門体制等が挙げられました。次に、IR を担
う人材についても、多くの意見がありました。例えば、日本特有のゼネラリスト養成の仕
組みの活かし方、教員と職員のどちらが担うのかという議論、働き方（大学への思い等）
等が挙げられています。また、大学経営陣に対する意見も散見されます。例えば、経営者
への IR マインドの育成、法人理事との関係、首脳陣と直結した組織化等があります。
こうした意見がある中で、多くの参加者の方が指摘していたのが、日本の文脈の重要性
です。米国から学ぶこと以上に、まず日本の文脈を抑えた上で、何を学ぶかを考える姿勢
が求められているのだと思います。米国の IR への理解が深まるほど、日本の文脈の重要
性を感じると思います。そのためにも、米国の IR の事例は一つの写し鏡として、やはり
重要なテーマであると考えます。
３．今後の要望
今後のイベントについては、より具体的な取り組みを紹介する場を要望する声がありま
した。確かに、今回は「勉強会」という位置づけで、基本的なコンセプトを紹介すること
が目的でしたので、次のステップとして考えられるテーマです。日本への適応を考える上
では、今、自分たちが何をしているのか（できるのか）を明確にすることは、IR を議論す
る上で重要な作業ですので、今後のイベント企画の参考にさせてもらえればと思います。
（佐藤［福岡大］）
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第 5 回大学評価担当者集会プレイベント（2011/09/15）

アンケートのお願い
本日は、大学評価コンソーシアム主催の第 5 回大学評価担当者集会プレイベントにご参加いただ
き、ありがとうございました。今後も、このような場を通じて、米国の IR および日本への適応可
能性に関する議論を継続的に行っていければと考えております。つきましては、本日のプレイベン
トついてのご意見を賜りたく、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
１．本プレイベントは、当初の期待に沿った内容になっていましたか。該当する番号に丸をつけて
ください。また、以下にその理由をお書きください。
１
期待した内容
ではなかった

２
どちらかというと
期待した内容ではなかった

３

４

どちらとも
言えない

５

どちらかというと
期待した内容だった

期待した内容
だった

上記の選択理由

２．米国の IR のどのような点が参考になる（もしくは参考にならない）と思いますか。また、日
本での IR の適応可能性を考える上で、今後検討すべきことがありましたら、お書きください。

３．その他、今後の IR に関するイベントの企画、または本プレイベントの運営等についてご意見・
ご要望がありましたら、お書きください。

＊以下は無記名でも結構です。
ご所属（

）

お名前（

）
ご協力ありがとうございました。

段 所
階 属

2

理由

米国IRの参考になるポイント又は日本 その他、IRに関するイベントへ
への適応を考える上で検討すべきこと
の要望

IRとは何か？全くIRを知らない人向けの内
容と思っていた。ある程度予備知識がない
と、説明のペースが早いので、ついていく
のが難しいと感じました。

プレゼンペースが少し早い感じ
がしました。
EMの業務。Fitする学生を集めるは、受
験生への広報に大いに利用できるだろ
う。フローの「クラス配置」は越えなく
てはなならない大きなハードルがある。
プレテスト成績で上・下二クラスい分け
た場合、期末テストの成績では下の学生
が上の上に上がることはほとんどなく、
一律に並べるとプレテストに似た順位と
なる。これを上、下、別々に成績を付け
れば、よさそうなものであるが、一科目
の成績はまとめてつけなくてはならな
い。学内のコンセンサスが今でもできて
いない。

3

具体的な取り組みについての紹介が少な
く、十分理解できなかった。

3

米国IRの話を聞いていて、日本よりも
短時間で進むスピードが早く感じたので、 学生のことを深く考えていると感じまし
少し内容を理解できていない部分があった た。この点は日本も見直すべき点だと思
います。

3

全くイメージを持たずに参加したので、
「期待した内容」という意味では、どちら 分散型か、集中型かという議論が参考に 進行が速いので、理解が追いつ
かなかった。
ともいえないが、内容はとても参考になる なるのではないか。
ものだった。

3

来年度以降も九州大学で開催し
てほしい。九州大学あっての大
学評価コンソーシアムである。
・もう少し講演時間に余裕が欲
しい。
・時間が短く早口で理解しにく
い。

3

「ＩＲとは何か」について、より具体的な
内容を期待していた。

3 私

今後自大学におけるＩＲのあり方を考える
上で、特に新しい発見はなかったが、自身
の現状理解が発表者の皆さんと大きくかけ
離れたものではないことが確認できた。

4 国

プレイベントとはいいながら、
このような機会に出あえて良
米とか日とかではなく、大学によって個 かったです。ただ、知名度は低
IRについての知識をほとんど有していな
かったため、話している内容はわりとすん 別の問題があり、それにタイルす現状、 い（というか、担当者にこのイ
役員の考え方もあり、一概になるorなら ベントの情報は届いていなかっ
なり理解できたが、情報量が多すぎて、
た）ので、今回や過去の記録を
ないとは言い難い。
少々パンク気味である。
データとしていつでも見えるよ
うにしてほしい。

4

海外の事例も交えて説明がなされたので、
理解しやすかったです。また、質疑に多く
の時間をかけていただいたので良かったで
す。

4 公

・大学経営部門と教学部門の二極型の
IR組織が日本型としてベターではない
IRという明確ないイメージがわかなかった
か。
ものが鮮明になった（問題点も含めて）。
・その時の構成人材の専門性とIR組織
の学内プレゼンスが課題。

4 国

米国でのIRが元々どのような目的で、
どのような歴史をもっているのかが分
第一部（二題目）がとにかく早口でついて
かった。ＩＲ以外のことにも当てはまる
いけなかった。時間の都合と思うが大変残
が、米国の仕組みの全体像を考慮せずに
念。
良さそうに見える所だけを切り取って導
入することは、止めるべきである。

先行事例の成功例と失敗例が参考にな
る。日本でのあり方は”集権分散型”だと
考えている。学内でもだれもが自由にア
講演者に是非飲み物を。
クセスし、現場での問題意識を基に分
析、提案できるようにデータを集約・共
有化する必要がある。

意思決定者（大学首脳陣）への
動機づけに向けた企画が実施さ
れると良いと思います。
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21世交流プラザが１と２がキャ
ンパス内にあり、歩き回ること
になったので、会場への案内を
しっかりしてほしい。

段 所
階 属

4

4

理由

米国IRの参考になるポイント又は日本 その他、IRに関するイベントへ
への適応を考える上で検討すべきこと
の要望

海外を含めたIRの現況を知ることができ、
また、日本での導入課題等をしることがで
きた。
米国の大学では、学長・学部長等の管理
者・リーダーは専門職のようなもので、
データを見る目、データの必要性の理解
IRのデータを活用する立場にあ
日本の大学の差異を踏まえた上での米国の 度が高いと考えられる。その意味で米国
る管理者の話を聞く機会があれ
式の管理運営を前提としたIRは日本の
状況のレポートであった。
ばと思う。
参考にはならないと思う。経営者とし

ての管理者がIR-mindを持つよう
にするにはどうすればよいのか？
私立では、理事改革が絡むと思います。 担う職員の能力について、教員
これができるかどうかで、個々の適応可 と研究、IRの時間について話し
合える場所が欲しい。
能性が決まるのかな。

4 私

今、組織と業務の改革をしている時なの
で、頭の整理に役立ちました。

4 私

日本でＩＲを考える場合、今回紹介され
ていたような大学職員のあり方について
ＩＲについて、始めて勉強する機会を得る 働き方とともに考えられればと思う。ひ
もう少し具体的な日本での事例
ことができ、大変役立った。今後大学で少 とまずは、米国のＩＲを参考にした場合
を知ることができればありがた
しずつではあると思うが、ＩＲを生かせる を考えてみて、あてはまらないところを
いです。
日本での行い方に変えられればと思っ
ようにしていければと思った。
た。できるかどうかは本当にそれぞれ大
学次第であると思いました。

4 国

大学のあり方、働く人の考え方の違いを
個人的に大きく感じました。財政面等の
差し迫った理由により必要性を感じ、あ
ＩＲ先進国である米国の現状がよくわかっ る意味必然的に登場したＩＲの構想とい
うようにとらえましたが、データを使用
た。
し、それを分析するという姿勢が日本は
米国に比べ弱く、なかなかＩＲへという
流れにはなりにくいかと思います。

4

ぼんやりとだが、「ＩＲ」について、実態
が見えたことと、少しではあるがにんしき
することができたこと。

4

ＩＲに関する現状の再認識。

すでに漠然とした共通認識があるかもし
れないが
・日本の大学に欠けているＩＲ的機能の
再確認（必要性の認識）
・米国のＩＲのどの部分を取り入れる
か？
・日本の大学の実状にあった取り入れ方
はどうすればよいか？
等の文脈で議論が進むと、各々の大学か
らの討論も出やすいのではないかと思
う。

4

ＩＲについての新たな知識が得られたの
で。

データを見て原因を考えて対応策を考え
るという視点。

4

大学全体にＩＲに対する共通理解を得る
今回が初めての参加であり、アメリカの事
ためにはどうするべきか検討すべきと考
例や日本との比較が新鮮で参考になった。
えます。

4

大学の制度が日米に違いがありすぎるた
め、ＩＲの課題そのものが種類（？）が
違うようなイメージを受けました。もし
米国の実情や日本におけるＩＲの課題等、
かすると国内でも「私立」と「国立」で
いろいろと勉強になった。
求めるものが違うのかもしれませんが、
大学間の情報共有が大切になるような気
がしました。
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各大学において実施しているＩ
Ｒのデータ活用例や今後構築し
ようとしているデータベースの
公表等ができれば、他大学との
データ共有や今後のシステム構
築の参考になるのでないかと思
いました。

段 所
階 属

理由

米国IRの参考になるポイント又は日本 その他、IRに関するイベントへ
への適応を考える上で検討すべきこと
の要望
人材育成が米国ではOJTである点は、現
状の日本には参考にできないと思われ それぞれの話は有意義であった
る。ただし、評価のノウハウの知の体系 が、時間が不足気味なのが残念
化が多かれ少なかれ役に立つかもしれな であった。
い。

4

4 国

データをながめるという話がありました
が、とても大切なことと思っています。
とても参考になる話ばかりでした。ただ
ただし、日本ではなかなか受け入れられ 参加者で合意のもとデータ交換
し。本学の理解がなかなか得られないた
ないのではないでしょうか。全国で受け などいかがでしょうか。
め、活用までできないところが残念です。
入れられる日が来ることを期待していま
す。

4 私

・散在する情報をいかに統合できるのか
手際のよい運営、誠にありがと
日本的なＩＲのあり方について、とても参
といったインフラの課題。
うございました。
考になった。
・ＩＲを必要とする組織の構築

4 私

個人的にはＩＲの目的はデータを活用
し、「政策提言」までもっていくことと
考えている。その視点からすると、アメ
リカのＩＲもまだうまくいっていないの
自分自身が考えるＩＲの課題を改めて共有
だと思う。日本のＩＲはそこまで到達で
できた。
きるよう進めていきたい。「データ収集
と分析」と具体的な自大学に即した「政
策立案」とは別問題のように考えてい
る。

4

アメリカの実状が分かり良かったです。

5 公

米国の実例については、あまり触れられ
IRの内容、意義、必要性についてわかりや ていなかったように思います
が・・・・。IR先進国の米国のIR活用
すく説明されており、非常に有用であっ
例（実例及び成果）について報告があれ
た。
ばイメージしやすいのでは？

5 国

各大学の具体的なＩＲの取組事
日本におけるＩＲについて、考えを自分な 大学首脳陣とＩＲの関係（日本が参考に
例を共有する機会があるとうれ
りに整理することができたため。
すべき点）
しいです。

5 国

米国ＩＲの実例と日本への適用の問題点等
が少しではあるが見えた。今回のプレイベ
ントを参考にＩＲについて、理解を深めて
いきたい。

5 国

ＩＲとはなにかを考えるきっかけになっ
た。

今日のプレイベントの内容はレ
ベルが高いと思うので、あすの
午前中など、メインの中に組み
込んでも良かったと思った。

人材育成と組織構成について

専門職としての位置づけを高めるために
は、教員の身分がいいのか、職員の身分
がいいのか。授業を持つべきか否か。中
間職でも、どちらに比重を置くべきか。

5

5 私

思い悩む事項の整理がある程度できた。

大学ＴＯＰとの直結した組織化

5

米国を中心にＩＲの概念の整理と実例調査
の簡単な紹介がなされ、理解が深まりまし
た。できれば、フロアから、各大学の実状
の情報共有ができると有り難かったです
が、明日に期待します。

今後公開されているデータや大
学間のデータ交換等、少しずつ
ＩＲに限らず、専門職がいることが大き
でも実例が生まれ、意見やノウ
く、日本では人材を教員／職員のどちら
ハウの交換ができるようになる
から確保し育成するのか難しいという印
とよ（本イベントでそういうも
象を持ちました。
のが発表されていくとよい）と
思います。
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段 所
階 属

理由

米国IRの参考になるポイント又は日本 その他、IRに関するイベントへ
への適応を考える上で検討すべきこと
の要望

5 私

ワークショップなど・・・地方
の大学から要請があれば来てい
ただけるような・・・全国的な
企画があれば嬉しいです。（日
ＩＲについて様々な情報を得ることができ 「組織的な活動を行える体制作り」が参 常、欲しいデータを提供してく
たため（個人研究での参加のため、期待は 考になる。大学によって、その活動方 れるセクションや人材が乏しい
環境にいるため・・・学内にＩ
法、活動の可能性は異なるため。
大きいのですが満足です）
Ｒに対する関心広げる目的を
持っているため）。今後ともど
うぞよろしくお願いいたしま
す。

5 国

日本の特に定員管理された国立大学にお
ＩＲとは、いろんな形があるのが分かっ
いては、出だしの部分が異なるため、参
て、ＩＲマインドはいい言葉かと思いまし
考にならない部分があるかと思いまし
た。
た。

5 国

学長を社長と考えるなら、社長にＩＲの 今日の運営スタッフの皆様、ご
質問に丁寧に答えてくれたのはよかったで 必要性を説く。例えば、国大協で何度で 苦労様でした。こういう機会を
も説明する機会を設けることが必要だと 設けていただいたこと感謝いた
す。少しでも深く理解できました。
します。
思われます。

5

大学の生き残りのために、どうすべき
か、という点で方向性が確立している
米国との比較、またそれぞれの立場の方の
点。国立大学においても、その目線は必
ご意見が聞け、参考になった。
要だし、ＩＲのミッション確立にも大
切。

5

参加前にいくつかのレポートを読むなど準
本田氏、柳浦氏の問題意識は非常に勉強
備していたが、講演を拝聴し、新たなキー
になる。
ワードをいくつも手に入れた印象。

5 国

米国と日本の大学文化の違いを踏まえた
適応可能性を考えるべきである。例え
ば、
・日本では、大学設置時点で国による規
制が強く、それに従っていればある程度
の質は保たれる。その前提でのＩＲの必
要性をどう定義するかを考える必要があ
特に後半の統合討論で突っ込んだ議論を聴
ると感じる。
けたのが良かった。
・日本の大学では職員をゼネラリストと
して育成する傾向にある。これは専門家
が育ちにくいというデメリットはある
が、一方で大学全体を把握している職員
が多いというメリットがある。このこと
をＩＲに活かす可能性を考える必要性が
あると感じる。
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IRの定義もバラバラで、まだま
だ土壌確立の段階なので、今後
もいろいろと勉強させていただ
きたいので、各種イベント楽し
みにしております。

