
IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

設置 属性 業務 q1：スピンドクター q2：情報精通者 q3：政策分析者 q4：学者・研究者

国立 専門職 IR
①研究指標の作成　②人文
社会系中心のため、定量指
標の適用が困難

①研究力分析　②他大学と
比較すると、「強み」がなく「弱
み」ばかりになる。

国立 教員系 IR

①GPAやルーブリックの運用
として何が求められているの
かを調査　②２つの要素を導
入しても全体がシステムとし
て機能しない

①留学生を対象とした授業ア
ンケートの設計を実施　②海
外での授業アンケートをもと
に自大学版を作ったが、何が
学生の成長に寄与している
のか、不明点が多くありきた
りのアンケートになっている
→学者・研究者としてのIRと
重なる

国立 事務系 評価

①中期目標・計画・年度計画
に対する実績の作成支援
②「やらなければならないこ
と」（実績として必要な取組）
を学内全体の合意を得て進
めるのが困難。

正確なデータ収集が困難。後
で訂正することも多々

国立 事務系 評価

①中期計画、年度計画の進
捗状況のチェック、達成に向
けた支援・助言　②中期計画
が目指すもの、達成すべきこ
との共有がなされていない

①法人評価（学部・研究科）
の現況調査表のチェック・修
正　②分析すべきデータが特
定できない。学部・研究科の
強力（自主的な作業）を得ら
れない。

国立 教員系 評価

自己点検評価で「改善を要す
る点」を評価室から指摘する
が、見かけの改善にとどまり
報告されるケースを散見す
る。実質化を促す手段・手法
が必要。

中期計画に対する成果確認
の指標が無いもの（考えられ
ないもの）がある。計画立案
段階での指標（KPI）について
の考慮がされていない。

私立 事務系 評価

アニュアルレポートの作成
各キャンパスでデータフォー
マットが違う

成果指標の設定と関連調査
の分析（教育の教育方法、学
生の学修時間）　指標の自己
評価の値の基準が異なる達
成しなくても良いという考え
（各学部）

DP：学士力のルーブリック作
成とアセスメント活動の支援
各学部からは数値・情報出す
ことの反発

私立 事務系 評価

①中期行動計画の策定　②
各部署から挙がった計画に
対して、評価指標を追加、
フィードバックを実施、以上の
2点の実現が課題である。

①データブックの作成　②
データを複数の各部署から集
める労力　データの定義づけ
（担当部署と要相談）及び定
義を各部署隅々まで共有す
ること

私立 事務系 評価

①IRデータベースの開発・出
力　②「全学×学部の定義」
で大学全体のデータ把握が
難しい

①学長の方針の具体化検討
②新学部、新キャンパス…
実現可能性まで数量で示して
いるかは難問

私立 事務系 評価 周知すること　←定義づけ 判断してもらう

国立 事務系

①大学に関するデータ集
（ファクトブック）等の作成　②
データの収集が容易なものと
困難なものがある　評価関係
で既に集めているものの活用

①現状分析、今後の意思決
定支援　②執行部の意思、意
向がつかめていない　問題と
している事項

国立 教員系

課題となるデータの抽出作成
得られた結果を大学運営、教
学に反映させるのがBestか
を考える。

①達成目標、指標の立て方
②さじ加減

国立 教員系

①リサーチクエスチョンを受
ける提案　②必要なデータが
整えられていない　何の目的
データを収集し、どの活用す
るか、全学的なコンセンサス
がない

①評価、分析に関する研究
②アンケート調査を学内で行
う上での理解が薄い。

公立 教員系

①学内の各部署で管理され
ているデータの把握　②デー
タカタログの作成

①大学（学部）にミスマッチの
学生への対策　②入学以前
の成績と入学後の学習状況
の調査

私立 事務系

中期目標・中期計画の策定
支援　何をしたいか聞き出す
こと

データの収集と作成　学内
データは基本調査等を活用
学外データは事業報告書を
分析

指標の開発と設定　民間企
業の各種指標を活用（マスコ
ミ、ランキング雑誌等）

成果測定方法の開発と提示
結果の分析　客観性かを見
せたい

私立 事務系
①データの収集　②データが
集まりにくい。協力体制の構
築が必要

①目標値の設定　②設定の
適切性のむずかしさ



IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

設置 属性 業務 q1：スピンドクター

国立 事務系 IR
①学長を始めとする大学執行部から要請された情報のイメージ化（データの加工）　②抽象的な発言（情報）を的を得た
ものとして作り上げていくか。

国立 教員系 IR
①IRレポートの作成　②大学執行部からのデータリクエストがない　うまくIRが活用されていない　具体的な施策まで落と
し込めていない

私立 事務系 IR
データを整理して、学長、学部長に提供し、改革を促す。　課題としては、IRについての知識・情報が未整理のため、これ
から何回か業務を重ねる必要がある。

国立 事務系 評価
①国立大学法人としての中期目標・中期計画の作成（各担当部署のとりまとめ）　②実現可能性の検討、学内執行部と
の調整、必要性を認識してもらうこと

国立 事務系 評価 ①年度計画/実績の策定/報告支援　②部局等の実態を十分に把握できない→上手く支援できない？

国立 教員系 評価
①大学機関別認証評価の報告書原案作成　中期目標・計画の前文や原案の作成　②大学の現状を把握しつつ将来の
大胆な可能性を示すことの両立

国立 教員系 評価 ①中期目標・計画（第三期）作成支援　②どこまで踏み込んで書き込むか。数値目標なども含めて。

公立 事務系 評価
［認証評価］自己評価書においてデータをもとに客観的な記述をする部分とそれをもとに主観的な判断をする部分があ
り、主観的な記述部分において執筆者と意見が合わないことがあった。

公立 事務系 評価 ①中期計画の策定支援（組織再編を含む）　②大学の現状を設置者にデータに基づき説明できていない。

国立 事務系 その他 ①エビデンスに基づく資源配分　②異なる分野間の調整が困難。納得感の得られる指標の作成。

私立 事務系 その他
①学長や事務局長等、執行部の意志決定に必要な情報（材料）の提示　②大学の方向性とのフィットや指標、データの
示す意味に関する的確な提言、①情報提供に必要な諸情報の収集・分析

私立 事務系 その他
①中期計画の方針作成　②学長の方向性、方針、意志を踏まえた内容を示し、学部、研究科、事務局に中期計画を作
成させること。

私立 教員系 その他
学長に対してIR推進の仕組みを実体化させる必要があることを提言しているが、経営上の課題から困難さを感じてい
る。現状に満足した状況にあり、課題が何であるか十分分析できていない。

私立 事務系 担当する部局の政策決定に関する具体の提案を行う→提案内容の妥当性を示すエビデンスの不足

全学の教育関係の計画・実績の原案作成。　教育の主な担当は部局であるため、全学の特に数値目標を立てることが
困難。

広報のための収集及び集積したデータの分析と可視化

①中長期計画の策定支援（必要性の理解）　②データを用いる重要性の理解不足！ それを補うために充分な説明が必
要

自己点検評価情報を作成（WEB掲載用に加工）

設置 属性 業務 q2：情報精通者

国立 事務系 IR ①各種評価へ対応するためのデータ分析　②データが散在していて収集が困難　データの定義がバラバラ

国立 事務系 IR
①執行部等から求められるデータの提供　②どこに度のようなデータがあるのか　データ保有部局の協力は　データを
どう活用されるか、活用できるデータの提供など

国立 事務系 IR ①データ収集　②データの種類（数）が多く、入手後の整理ができていない。データ内容の把握もできていない。

国立 事務系 IR
①データ集の作成　学内各所に残材するデータを取りまとめ、第三者から見てわかりやすい形で蓄積し、各種調査や評
価等の対応に活用してもらえるようにする。　②どこにどんなデータがあるのか不明、収集するデータの定義が定まって
いない、いつ集めるのか..など学内でのルールがない。

国立 事務系 IR ①データ資料集の作成　学外データベースのデータ提供対応　②データの学内での管理状況を把握するのが難しい

国立 事務系 IR ①評価をするための根拠資料の収集　②評価担当者と現場（担当者）との評価に対する温度差がある

国立 事務系 IR
①ファクトブックの作成　分析レポートの作成　調査業務　②ファクトブックや分析レポートは作成をしてもその後に有効
に活用されているかどうかというところに疑問がある。

国立 教員系 IR ①FACTBOOKの作成　再利用可能な形に整理したデータの公開（学内）　②データ定義の統一　他大学データの収集

国立 教員系 IR
①学生関連データの収集及び精査　研究力評価関連データの収集および精査　②学生関連データ：就職担当教員が毎
年変わる。フォーマットが定められておらず、年によって内容が異なる。　研究関連データ：対象となる●●

国立 教員系 IR
①学生の成績、個人の活動（サークル活動、学外活動）、面談歴の収集と整理　②個人情報を集めるので関連部局から
データを集めたり、本人からの同意を得ることが難しい。整理するときのＤＢの設計

公立 事務系 IR
①具体的な業務内容　照会担当者として学外からの様々な照会に対応し必要なデータを持つ部署へ振り分けて回答し
てもらいとりまとめて依頼先に送付しています。　②どこの部署が何のデータを持っているのか把握し、回答を依頼する
のですが、都度回答内容を（以下なし：嶌田註）

公立 事務系 IR
①文科省への評価対応のためのデータ収集及び分析　②まだIR室も立ち上がっておらず、各部署がこれまで分担して
行っていたことを、きちんと把握した上でIR室に吸い上げることが必要

公立 専門職 IR
①データリクエストへの対応　データ集の作成など　②リクエスト数が多すぎて対応しきれない場合がある。Ｐｒｉｏｒｉｔｙが付
けられない。

私立 事務系 IR
①学校基本調査・学校法人基礎調査　②必要なデータを各部署に依頼して回答してもらっている。二度手間、三度手間
になっている。→データベースの整備や収集方法の改善

関係 事務系 IR
①大学IRの事例収集　②現状、収集した情報を具体的にどう活用するのかが不明確であり、やや集めっぱなし感があ
る。

国立 事務系 IR/評価 ①大学内各種情報データベース構築・整理　②データ選択（要・不要の判断）　データ保存先のシステムがバラバラ

国立 事務系 評価 ①各種評価における資料の作成　②各部署から統一的にデータ・文章記述を収集できない。

国立 事務系 評価 ①学内データの収集と提供　②データ収集者によって、データの種類の定義やカウント方法の定義が異なる。

国立 事務系 評価
①学内にある運営組織（委員会等）の全体像の把握　②組織図が整理されていない、規程の整備が不十分、分類の階
層があいまい

国立 事務系 評価
①基本データ集の作成　②他部署が期限を守らない。数値が違うことが多い。またどのくらいの人が見ているかわから
ず改善点が出てこない。

国立 事務系 評価
①自己点検評価、法人評価に係るデータ収集、分析（経年変化の確認）　中期計画、年度計画の達成状況確認　②全
学を見渡すことが出来る視点がないといけない。部局によって評価（ＩＲ）に対する認識に差がある。



IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

設置 属性 業務 q2：情報精通者（つづき）

国立 事務系 評価 ①自己評価書等を作成するためのデータや情報の収集　②必要となるデータの所在の把握　効率的な収集・活用

国立 事務系 評価
①他機関からのデータ依頼　②学内のデータ収集のため、多くの部署に照会をかける労力とそれをとりまとめる労力。
年によって指標やフォーマットが変えられてしまう場合がある。

国立 事務系 評価
①データ収集　②データを所持している部署とのコミュニケーション（理解）が不足しており、欲しいデータをもらえるまで
に（何度もやりとりするなど）時間がかかる。

国立 事務系 評価
①データ集の作成　②各部署からのデータの収集　集計方法に時間を費やしている　ファクトブック等の精密な作成が
必要

国立 事務系 評価
①データ集の作成、情報提供　②正確なデータ集を作成するためには労力がかかるが、その割には学内であまり活用
されていないように思われる。

国立 事務系 評価
①データ集の作成、大学ポートレート　②データの信憑性を確認すること。経年でデータを比較した場合、年度により
データ定義が異なる場合がある。

国立 事務系 評価 ①データの整理　②データの定義があいまいなため、毎年度収集しているデータが異なる

国立 事務系 評価
①データを収集して情報として返す　②学内にある様々なデータを収集し、加工して評価に使える情報として発信するた
めのノウハウがない。何がしたいかを明確にし、ピンポイントでデータ収集できるようにし、評価に役立てたい。

国立 事務系 評価
①年度評価等の評価業務の際、各部局から情報収集を行う　②よりよい評価をもらうため良い材料の掘り起こしがたい
へんです。

国立 事務系 評価
①評価（認証評価・法人評価）に必要なデータの収集・提供　②新たに収集の枠組みを構築する必要がある場合、定義
づけが必要　学部横並びで収集が困難な状況　教員個人がデータを持っているケースも。

国立 事務系 評価
①法人評価・認証評価の自己評価書作成時の根拠情報の収集　②情報の所在確認に時間を要する。データ一貫性が
難しい（人事異動）

国立 事務系 評価
業務内容：法人評価、認証評価等の対応として、データ収集、本文の作成等　課題：データ収集の為の依頼先、データ
の有効活用に苦労する、データの適切性の判断に困る

国立 教員系 評価
①NIAD大学情報データベースへのデータ提供　②学内でデータを保持している部署の担当者変更、新しい制度への対
応

国立 教員系 評価 ①データカタログの作成　②データの所在を把握中　現在データの定義を統一しているが難航している。

公立 事務系 評価 ①データ収集　②収集が一元的にされていないため労力がかかる。回答を集める際に定義があいまい。

評価 ①評価を実施する上で必要なデータの収集　②必要なデータが収集できない場合がある

国立 事務系 その他
①教育情報の公表　データ作成　②どこまでの情報を公表することが大学にとって有益かについて不明瞭。（情報収集
にかかる労力との兼ね合いについて）

国立 事務系 その他
①ファクトブックの作成　②現在は共に課題を想定した上で、エビデンスを収集し、証明する方法を採っているが、意味
（説得力）のあるデータを発見（集計）するのに時間を要する。

国立 事務系 その他 ①求められるデータの収集・加工・集計　②データベースにないデータの収集の負荷、集計方法等の明確化とその再現

関係 専門職 その他 ①データの収集　②どこにどのデータがあるのか不明　重複して同様のデータを保持している

国立 事務系 データ資料集の作成、教育情報の公表の作成、学部・研究科等ファクトブックの作成、各種評価のとりまとめ

私立 教員系 ①データの収集、整理・分析によりデータ収集の構築 → 数値でみるK大学を作成する。

私立 事務系 ①大学基礎データ、大学評価結果の収集、作成、提供　②大学評価担当者とＩＲ室が連動していない

私立 事務系
学内における会議の出席率、グラフ化　web上の大学ランキング・グラフ化　大学ポートレートより本学と似た特徴の大
学との比較

関係 専門職 ①データ活用のためのシステム化　②何のデータを収集し、どう活用するのかが定まっていないことが多い

①データ集（データカタログ）の作成　②学内にある調査等のデータ（学校基本調査、大学情報データベース、ランキング
提出用のデータ等）によって定義が異なることがあり,共通のものとして使えないことがある。

学務系情報提供者としての役割　部局毎に異なる定義、業務があり、1つの情報としてまとめるのが困難

①データの作成　②学内のどの部署が必要なデータを持っているか把握するのが困難である。

評価や教学にかかる情報システムやデータベースシステムの企画及び概念設計　情報共有基盤の構築

ベンチマーク用　全国調査データの提供、加工　学部によってベンチマーク先が多様で手間がかかる

①法人評価、認証評価、実績報告書における実績のとりまとめ　②学内の各担当部署に実績を提供してもらう際、内容
の充実度にバラツキがある。また、担当部署に温度差がある。趣旨が伝わりにくい。
データ項目作成、情報収集、整理　学内に散在するデータの収集の統一　数値にあらわれるものとあらわれないもの
（例：卒業生）　集めたデータを必要な時に使えるか

設置 属性 業務 q3：政策分析者

国立 事務系 IR ①政策課題の抽出及び指標設定・管理　②各課題の背景に関する知識不足

国立 事務系 IR
①大学改革につながらういろいろな数値の設定　②目標とする数値が適正なものであるか、いろいろなセクションに係る
数値をどう結びつけるか？（落としどころの設定？）

国立 事務系 IR
①評価結果に伴う学内予算配分→指標の抽出　②学内の各部局の組織評価を活用し、実施する予定だが、役員等に
示すデータ指標が多すぎるため、優れた取組の評価が困難である。

私立 事務系 IR
①教育・研究・経営の改善に資するデータ分析・収集　②何をテーマにするかが思いつき。時に経営（附属病院を含む）
は範囲が広く事例が少ない。テーマを設定する際の問題点をどのデータから拾い上げていくかが課題（執行部、IR担当
者）

国立 事務系 IR/評価
①組織評価の指標設定やデータ収集方法などの仕組み自体の変更（定性的→定量的）　②今年度までは各組織の定
性的な自己点検・評価であったため、指標をどういったものにするのかなど課題だらけである。今年度の実績報告時に
試行を行う予定。

国立 事務系 評価
①目標値の設定　②教員の研究業績に関する情報公開の程度を組織い（部局）評価に反映させる際に目標値をどのよ
うに設定するか。

国立 教員系 評価
①与えられた評価事項についてデータ収集・分析を行い結果を提出する　②評価依頼者（大学本部や文科省）に対して
は、良い成果が出ているように見せかける努力を行い乍ら、内に対しては問題点を挙げ、改善施策を考える。後者は困
難、又、両者を調和させることは困難



IRの４つの顔（または立ち振る舞い）

設置 属性 業務 q3：政策分析者（つづき）

国立 教員系 評価
①目標・指標の設定　②目標・指標の策定で全学的な合意を得ること　構成員の内向き指向を外に向けて大学の姿を
知ってもらうこと

私立 事務系 評価 ①IRを使い、組織の課題を浮き彫りにし政策的に提言ができるようにする　②政策提言能力の不足、経験値がない

その他
①目標・計画策定時の指標（数値目標等）の設定　②定量的なデータを目標とする場合の現状分析とその根拠を基に
目標値を決定するのが難しい

中期計画・概算要求の指標設定　目標値の設定が難しい、最後はつかみ

教育研究のプログラム設計及び評価システムの構築

①第三期中期目標・中期計画策定における指標等の設定　②文科省のフォームを更にカスタマイズした形式を採用し、
定量的or定性的な指標等を策定したが、６年後の評価時において数値的目標が高いとのこともあり了解を得ることが困
難であった。

全国データを使用して、過去7年の推移グラフを作成（社会変化の理解促進）

①データの分析の解釈　②必要十分なデータがあるとは限らない　（組織の）文脈が分からないために解釈を効率的に/
適切に行うことが難しい

組織の現況とくに教育プログラムの分析。その内容を執行部に報告。より多角的な視点で考えることの支援を行う。

設置 属性 業務 q4：学者・研究者

国立 教員系 IR
①全学的な学生対象の質問紙調査の企画・設計・分析・報告。教育社会学・高等教育論の研究を援用。　②社会調査
の専門的知識・スキルがある者がIR室に１名。

国立 教員系 評価 ①教育活動の組織的な教育評価方法の提案　②有効な教育評価方法が確立していない。

質のマネジメントシステムの開発研究、講演研修。

学生調査の設計→退学要因の洗い出し　早期内定確保者の特徴分析
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