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初めて学ぶ IR－これまでのま
とめ－ということで、今日どん
なお話をさせていただくのかと
いうことを先にご説明させてい

はじめて学ぶIR

ただきます。IR の初心者向けの

－これまでのまとめ－

コンテンツは、まだ少ないなと
いう状態だと思います。
もともと僕は江戸時代の雨の

⼤学評価コンソーシアム 副代表幹事
（茨城⼤学 ⼤学戦略・IR室）
嶌⽥ 敏⾏

量と江戸時代の飢饉との関係な
んかを探る研究をドクターコー
スまではやってたんですけども、
ある日突然、なかなかこの商売
で飯を食うのは大変だなと思っ

たんで、国家公務員の行政官の試験を受けたら、たまたま受かったのですね。ただ、受かったか
らと言って、29 歳新卒？というのは世間の波が厳しくて、なかなかどこの官庁も採ってくれな
かったんですけど、茨城大学さんに事務官で採用していただきました。
実際、事務官で採用していただいたんですけども、いわゆる教育研究現場とか、その辺、ある
程度分かってるんでしょう？っていうことで、最初から副学長付きの秘書みたいな感じで、評価
とか計画策定の担当をさせていただきました。
国立大学の方はご存じですけども、いわゆる法人化して、大学評価をやらなくちゃいけない。
大学改革をいろいろ進めなくちゃいけない。そうしたときに、その大学の状況をきちんと詳らか
にしていって、それを経営に活かさなきゃいけないみたいな話の中で、本学の場合、平成 17 年 2
月に Office of Institutional Research、日本語名称は評価室なんですけども、IR オフィスを設置
しました。日本でも割と古いほうかなと思います。それで、僕はそのときから専任でやってます
ので、多分 IR 関係の仕事はかれこれ 10 年ぐらいはやってますから、結構長いほうだとは思いま
す。それに結構最近は、IR 関係で科研費なんかも頂いてますので、割と IR は詳しいほうかと思
います。今日はどちらかというと「理論的にこうだ」という話よりも、現場から見たときの「IR
ってこういうものではないですか」っていうような話を中心に進めさせていただきたいと思って
ます。（僕の場合、IR を勉強して IR の仕事を始めたわけではなくて、IR の仕事ってこうなんじ
ゃないのって思ってずっとやってきた業務の内容がやっぱり IR だった、という感じなので、理
論はあまり詳しくない、というのもあります。）
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プレイベント２のねらい

今日の午後には、全体会とい
うのがあります。IR の黎明期に、
というか、今も黎明期なのです

• IRの初⼼者向けコンテンツがあまりないため、断⽚的な
知識のままIR業務を⾏ったり、IRオフィスの設置を⾏う
ケースが多い。
• ⼤学評価コンソーシアムとしてもIRについては、結構、
昔から注⽬しており、⼀定程度の蓄積がある。その蓄積
を参加者のみなさんと共有し、午後の全体会に余裕を
持って望みたい。
• IRが科学（サイエンス）なのか技芸（アーツ）なの
か、という議論は⽶国でもある。理論と実践、どちらから
IRを⾒るか：今回は実践から理論を⾒る感じ？

けども、IR を日本で導入し始め
たとき、アメリカの文献をいろ
いろ頼るわけですね。例えばテ
レンジーニのインテリジェンス
の 3 階層とかボルクワインの 4 象
限とか、そういうアメリカの文
献を見ながら、いろいろみんな
で勉強するのですが、いまいち
意味が分からないんですよ。
なぜかというと、日本で IR の

実体験みたいなものが全然蓄積されていないので、「アメリカでやってることはこういうことで
す」と書かれていても、それが全然つかめないっていうか、意味が分かんなかったんですね。結
局、意味が分かんないけど、とにかく IR を進めなきゃいけないみたいな感じでやってきたんで
す。最近は、かなりの大学さんで IR オフィスが作られて、現状把握としての大学評価のほうも
かなり進んできています。ですので、そういう中で、もう一回アメリカの古典的な名著っていい
ますか、アメリカの IR の知見、理論みたいなものを勉強すると、大学評価とか IR とかに相当程
度ヒントがあるんじゃないのか、と考えて、一つ勉強していきましょうというのが午後の全体会
の趣旨なんです。しかし，いきなりそれらのアメリカの知見の話ですと、ちょっととっつきにく
いところがありますので、そこの前提となるような知識を午前中の間に説明、解説させていただ
きたいというのがこのプレイベントの趣旨でございます。
3 点目は、先ほど申し上げたように、あまり理論的なほうからは攻めずに、現場としてどうい
う風に IR を見るか、みたいなところで話を進めさせていただこうと思います。
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プレイベント２の進め⽅

進行については、さきほど藤
原のほうから説明がありました
ように、50 分ぐらい私のほうで

10:00－10:55 趣旨説明・講義

説明させていただいて、質問・

10：55－11：05 質問票・感想票への質問等の記⼊

感想票を 10 分ぐらいで書いてい

・講義を聞いたうえで疑問点や感想、気になったキーワードなどがあ
れば質問票・感想票に記⼊してください。感想のみでもかまいませ
ん。

ただきます。全体会ではさすが

11：05－11：55 質問等への回答

ようなものを、無記名で構いま

・スタッフが、集約した質問等の内容について回答したり、補⾜説明
等を⾏います。

せんので、素朴な疑問を書いて

11：55－12：00 まとめ

に手を挙げて聞けないっていう

いただけばここでお答えします。
ですので、ちょっと人にはなか
なか聞けないみたいなことを書
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いていただいても全然大丈夫ですので、ご質問いただければと思います。

4

IRとは何か

IR とは何ですか、というとこ
ろになるわけですけども、IR は
学内でもなかなか通じないこと

• IRというのは、Institutional Research の略。
– Institutional（機関＝⼤学）のResearch（調査）
– IRオフィスは、調査部⾨くらいの意味（≠企画戦略部⾨）。
– IRの業務は、意思決定⽀援。⼤学執⾏部や学部執⾏部な
どの、改善のためのさまざまな企画⽴案や決定を⾏う⽅々に、
必要な情報提供を⾏うこと。

• 代表的な定義：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」 Saupe
（1990）

が 多 い で す よ ね 。 IR は 、
Institutional

Research の略で、

Institutional は「機関の」という
意味ですから、要するに「大学の」
っていうようなくらいの意味で
す。Research は研究って訳す方
も多いんですけど、恐らくアメ
リカの実態から考えると、調査
と訳すような感じが一番いいの
かな、と思っています。

だから、IR 室って何ですかっていうと、調査部門ぐらいの意味です。年に 2 回か 3 回アメリカ
へ行っていろいろな方とお話ししたりするんですが、日本だと感覚的には何となく IR っていう
と企画戦略部門みたいな感じで、大学改革の旗振り役みたいな感じのイメージを持たれてる方も
いらっしゃるんですけど、どちらかというとそういうのではなくて、そういう調査した結果など
で大学経営や大学改革をやる方をお手伝いするような部署だと思っていただければよいかと思い
ます。要するに IR は意思決定支援です。大学執行部、学部執行部、それに改善のためのさまざ
まな企画立案をされる方に対して必要な情報提供を行う部署です。
アメリカの代表的な定義をサウプさんという方がされています。この定義は割と日本だとスタ
ンダードという感じで紹介されるのですけど、「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目的で、高等教育機関の内部で行われる調査研究」ですね。これ午後に
出てきます小湊さん（註：小湊卓夫［九州大学基幹教育院］）が訳したわけですが、小湊さんも調
査研究ってしちゃってますが、「研究って要素はあんまりないですよね」って言うと、「確かに
そうだよね」って話はされるんで、まあ先ほど話しましたとおり「調査」ぐらいに思っといてい
ただければいいのかなと思います。
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Office of Institutional Research & Effectiveness

今日は総集編ですので、いろ

⽶国の研究者／担当者は、どう定義したのか

んな人のスライドがいろいろ出

 Saupe (1990)

てくるんですけど、これは今、

Institutional research is research conducted within an institution of
higher education to provide information which supports institutional
planning（計画⽴案）, policy formation（政策形成）and decision
making（意思決定）.

裏番組でプレイベント 1 をやって
まして、そちらで話してるベミ
ジ州立大学（ミネソタ州立大学機

 ThorpeによるIR業務の9分類 (1999)

構）の藤原さんのスライドをちょ

1. Planning Support: providing information to support planning
activities on the campus

うだいと言ってもらってきまし
た。これは、藤原さんが 2 月に山

2. Decision Making Support: providing information for decision
making

形大学 EMIR 勉強会で講演した

3. Policy Formation Support: providing information for policyrelated issues
H27.2.21 第7回EMIR勉強会 藤原宏司⽒のプレゼン資料
「継続的改善活動におけるIRの役割〜⽶国⼤学IR実務担当者の視点から〜」より

話なんですけど、アメリカの研
5

究者や IR 担当者はどういう風に
IR を定義してるのかっていう話

です。
まずは、先ほどのサウプ（Saupe）さんですね。これは全部訳す必要ないんですけども、先ほ
ど日本語訳を読み上げましたけど、重要なのはこの色が付いている部分です。要するに、こうい
う計画立案、政策形成、意思決定を支援（supports）するための情報提供（provide information）、
これが IR の仕事だというわけですね。
ソープ（Thorpe）さんという、ちょっとお名前が似てるんですけど、この方は、アメリカの IR
オフィスのミッションがいろいろウェブサイトなんかに書いてあるわけですが、それらのミッシ
ョンを集めてきて、アメリカの IR オフィスがどういうミッションを持ってるのかというのを整
理された方なんですね。それで九つぐらいの機能に分類をしたわけです。
そのときも結局、出てくる単語って Support と Provide information なわけですね。１も２も
３も、基本的にこの二つの単語が非常によく出てくる。
Office of Institutional Research & Effectiveness

IRに関する重要なキーワード

ということはどういうことか
というと、IR の仕事って何です

1. 情報提供（Providing Information）

かっていうと、情報提供と支援

2. ⽀援（Support）

というわけです。だから、企画

IR室 ＝ 情報提供による⽀援を”専⾨的”に⾏う部署
データリクエ
スト

IR

とかそういう機能ではないわけ
です（註：スライド 12 で残りの

情報提供

６分類を含め９分類すべてが出

Institutional Data Provider

てきます。そこでも企画機能み

• リクエストの種類に関わらず、そのリクエストに迅速かつ的確に応え
る（情報を提供する）ことが、何らかの「⽀援」に繋がっていると思
います。

たいなものはありません）。例え

• BSU/NTCのIR室では、計画⽴案などに使われるようなデータリクエスト
も全て「アドホック」なものとして捉えています。

組を計画しているから、ここ最

H27.2.21 第7回EMIR勉強会 藤原宏司⽒のプレゼン資料
「継続的改善活動におけるIRの役割〜⽶国⼤学IR実務担当者の視点から〜」より

ばある部署から「うちは今後、改

6

近の入試の動向のデータくださ
いよ」みたいな話があるとすると、

別に入学課に行ってもいいんですけど、IR オフィスは大体アメリカの大学にはありますから、
11
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普通は、IR オフィスにそういうリクエストが出して情報提供してもらうわけですね。だから、
データリクエストを IR が処理してレポーティング（報告）。この流れがアメリカの IR の基本の
業務になります。
でも、そういう業務って別にどこの部署でもやってるわけですよね。例えば入試のデータだっ
たら入学課で持ってるわけです。IR オフィスっていうのはそういうことを専門的にやる部署な
わけです。入学課は入学課の業務に関連した、業務によって生成されるデータしか普通、持って
ないわけですね。例えば授業料未納の学生と成績の関係みたいなデータになるとあるデータは財
務課で持ってます、あるデータは学務課で持ってますみたいな話になるわけですけど、IR オフ
ィスはそういうのを横断的に連結させたりして、専門的にデータを取り扱う部署なのです。
整理すると、IR 業務って言いますか、情報提供業務は、どこの部署でもやってるけども、IR
部署はそれを専門的に、総合的に横串を刺してやってるみたいな、そんな所かなと思っていただ
くといいのかなと思います。

⽶国ＩＲの歴史的展開

7

アメリカの IR がどういう風に
発展したのかというところを簡
単に説明させていただきますと、

• 第1段階（1950〜1960年代）

第 2 次世界大戦が終わってベビ

– 学⽣の急増とそれに適合的なキャンパスプランの策定
– ＩＲ室の急増

• 第2段階（1970〜80年代半ば）
– 18歳⼈⼝の減少と州政府からの補助⾦減少
– 個別⼤学のマネジメントの改善と費⽤削減

ーブームがあるわけですね。そ
ういうベビーブーマー世代が大
学に入ってくる。そうすると、
学生がどんどん増えてくるわけ
です。そうすると、キャンパス

• 第3段階（1980年代後半以降）
– 説明責任の要求（教育や学習の成果を州政府やアク
レディテーション団体へ提供）
⼩湊卓夫「⼤学におけるIRの機能と役割－⽶国におけるIRと⽇本での組織化－」
H27.7.30 第1回GAKUEN IR研修会（於：東京都品川区）より →以下 ⼩湊 H27.7 と表⽰

を拡張しなくちゃいけないから、
そういうプランニングに対して
IR が情報提供していくっていう
感じになっていくわけです。そ

れが第一段階。
それが第 2 段階になると、ベビーブーマー世代が去って、18 歳人口が減っていく。そうしたと
きに、州政府からの補助金なんかも減少していくので、要するに、少し大学のサイズを小さくし
ながら切り盛りしていかなくちゃいけない。そういうときにどういう情報を使ってそういう最適
化をやるんですかと、なるわけですね。そこら辺が第 2 段階の課題になるわけですね。
第 3 段階、こちらは日本とあんまり変わりません。要するに、だんだん説明責任の要求が強ま
っていって、とにかく大学がきちんと学生を教えているっていうことをきちんと説明しなくちゃ
いけない。そういう状況で、質保証とかの話が出てきて、そういうところを IR が支援していく
わけです。
だから結局、時代の要求と言いますか、時代とか社会が大学に求めるものに応じて、当然 IR
の仕事も変わってきたというわけです。それはなぜかというと、IR が主体的に何かをするわけ
じゃなくて、IR は支援部署でございますので、そういう大学がやらなくちゃいけないことが変
わっていけば、それらに対して支援をするっていうのが基本業務になるからです。
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参考

8

⽶国におけるＩＲの発展過程

ここら辺はちょっと参考資料
なんで、何か後で気になったら
読んでおいてくださいっていう

第1段階：1950年代〜60年代

ぐらいの所なので、ここは今日

• 背景：⼊学者の急増とキャンパス計画やカリキュラムマネジメント
の必要性増⼤（教育課題と施設整備が調査研究の中⼼）
• IR機能は⼤学のニーズ、願望、IR担当者の有する特別なスキル
や関⼼によって定まり、多様な⽅法論を採⽤
• 調査研究の対象：⻑期計画策定、学⽣特性調査、在籍学⽣
調査、設備稼働状況調査等→IRの定義を難しくしている
• IRは機能として分散化した活動；個々の部署での業務範囲を
ベースにIRの調査研究機能を獲得

は飛ばしてしまいます。

⼩湊H27.7

参考

9

第2段階：1970年代〜80年代
• 背景：学⽣数減少と景気後退に加え、連邦政府の財政的⽀
援が機関補助から学⽣補助へシフト
• 教育調査研究を中⼼としたIRの分析は⼤学経営とその⼿法へ
と関⼼がシフト
• 調査研究の対象：⼈⼝動態分析、費⽤研究、マネジメント情
報システム、⽬標による管理；MBO、資源配分とその利⽤等
• 通信技術の発達とそれまで蓄積されてきた分析機能との統合に
より他の専⾨職（アドミッション、学⽣⽀援、財務等の部署）と
の連携も⽣まれ、⽀援の範囲が拡⼤
• ⼤学執⾏部直轄のもとIR室を設置し機能を集中化・中央集権
化
⼩湊H27.7

参考

9

第3段階：1980年代以降

10

• 背景：⼤学全体に対するアカウンタビリティ（効率性）圧⼒の
増加（教育の効果と成果を通じた社会への貢献）
• ⼤学のガバナンスやマネジメントを⽀援するデータ提供の機能を
IRが担う＝⼤学のミッション全体に関わる組織的プロセスに組み
込まれる（科学的経営の導⼊を模索）
• 調査研究の対象：戦略計画、学⽣⽀援プログラムのニーズ調
査、ミッションの点検、アウトカム計測、資本設備稼働率調査、プ
ログラム評価等
• 中央集権化されたマネジメントから、⼤学のプロセス・アウトカムを
説明し評価することを⽀援するデータ・情報のマネジメントへ関⼼
がシフト
• データマートやデータウェアハウスの構築により学内の多様な主体
がデータにアクセスしIRを実施できるようになった→IR機能のキャ
ンパス全体への分散
⼩湊H27.7

13

嶌田 敏行「はじめて学ぶ IR －これまでのまとめ－」

参考

⽇⽶の背景の違い

11

• ⽇本におけるIRの機能（学⽣調査を中⼼とした教育の調査研究）
＝ 第１段階
• 機能を担う実施組織が学内に分散している状況＝ 第１段階
• 学⽣数減少や景気後退という外部環境＝ 第２段階
• アカウンタビリティの要請＝ 第３段階
• ⼤学評価制度の構築による全学的な視点からのプロセスやアウトカムを分析する機運
＝ 第３段階
• 情報通信技術の発達によるデータ・情報の全学的共有＝現状として 第１段階
だが可能性として 第３段階
↓
• ⽇本の⼤学におけるIRの現状は、機能、組織、環境、技術それぞれにおいて異なる段
階にある＝アメリカ型のIRを導⼊しても機能する保証はない
• ⽅向性として、①外部環境の変化から要請される⼤学のガバナンスやマネジメントを⽀
援するデータ提供機能の必要性、②質保証システムを機能させるための教学データを
中⼼とした⽀援→IRを⼤学のミッション全体に関わる組織的意思決定プロセスに組み
込む必要性
• ただし、個々の⼤学のミッションの再検討が必要
⼩湊H27.7
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IRの機能分類

それで、12 番のスライドまで
来ましたけども、先ほどのソー
プさんですね。アメリカの IR の

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thorpe(1999)による 機能・業務分野の９類型
計画策定⽀援(planning support)☆
意思決定⽀援(decision making support)☆
政策形成⽀援(policy formation support)☆
評価（アセスメント）活動⽀援(assessment support：いわゆる教学
IR) ☆
個別テーマの調査研究(conducting research studies)☆
データ管理(data management)
データ分析(data analysis)
外部レポート(external reporting)
内部レポート(internal reporting)
☆⽇本の⼤学で注⽬されていると思われる領域

⼩湊H27.7

14

業務整理した９つの類型があり
ます。計画策定とか意思決定支
援とか、政策形成支援とか評価
とか、いろいろあるわけです
ね。
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IR機能の階層性

13

こっちで見ていただくといい
かな。この辺は小湊さんのスラ
イドからもらってきたんですけ

政策形成⽀援
意思決定⽀援

ど、要するに、政策形成とか意

計画策定⽀援

思決定支援とか計画策定支援と
いうのは結果です。

外部レポート

内部レポート

では、IR が実際やることって
評価活動⽀援
個別テーマの調査研究

いうのは何かというとこちら側、
赤い線の下になるわけです。外

データ管理
データ分析

部に対してレポートを作る。内
部に対してレポートを作る。評

⼩湊H27.7

Thorpe(1999)による 業務の９類型は並列して語ることが難しい

価活動ですけど、アセスメント
の支援も含まれると思ってくだ

さい。要するに、アセスメントというのは、日本で言うと教学 IR と呼ばれることも多い分野で、
いわゆる学習成果とか学生の動向なんかを把握する業務です。
あと、個別テーマの調査研究というのは、結局、いろんな所から、「うち、こういうことをや
るからちょっと調べてよ」みたいな依頼の対応ですね。あとはデータ管理、データ分析、この辺
のところが要するに IR がやることで、なんとか支援というのは、その結果として、このやった
結果がこれにつながるというような、そういう階層性があるのではないかと、小湊さんは説明し
てます。
また、ソープの９つの類型は、全ての大学でこの９つをやってるわけじゃありません。うちは
これとこれしかやってません、みたいなこともアリです。これは強めだけどこれは弱めです。IR
は大学によって置かれる位置も違いますし、求められることも異なります。ですので、定義が難
しいところもあります。

個別の⽂脈に依存するIR業務
• Thorpeによる9つの類型は包括的なものであり、全て
の⼤学で⾏われているものではない
• ⽶国⼤学の多くのIR室（６０％）は1，2名のIR担
当者によって担われており、内外のレポート作成に追わ
れている（スウィング、2005）
• データ収集・管理：連邦政府レベルではIPEDS、州に
よっては⼤学の成績データを管理するシステム、⼤学レ
ベルではデータベースが構築されており、IR担当者はそ
れらを活⽤してデータ分析・レポート作成を⾏う

14

多くの IR オフィスが、そうで
すね 60 パーセントぐらいが 1 名、
2 名の IR 担当者でやってます。
要するに、IR オフィスがありま
すよといっても、1 名，2 名しか
いないのです。ワンパーソンシ
ョップというのがあって、1 人で
何から何までやってるような所
もあって、そうすると、基本的
に 1 年中何かレポートの穴埋め
をやって 1 年が終わるみたいな
感じです。だから、小湊さんが

⼩湊H27.7

以前、そういう小さい所へ行っ
たときのに向こうの方が少し自嘲気味に、うちの IR だとシンプルなレポートばっかりで、
15
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Institutional Researcher というよりは、自分は Institutional Reporter ですみたいな感じでおっ
しゃっていた、みたいな話をしてました。要するに、レポートを年がら年中作っては出して、そ
れで 1 年が終わってしまうんで、だから、実際リサーチというか、日本語で言うところの研究み
たいなことができる大きな IR オフィスはほんの一握りだそうです。IR オフィスのスタッフが 10
人とか 20 人とかいて、統計の専門家とか、そういうような人がゴロゴロいて、それでなおかつ
大学に余裕がある所だったらできるわけですけど、普通は本当に 1 人とか 2 人、多い所で 3、4
人みたいな所が、一般的なアメリカの IR オフィスだというようなことをよく聞きます。この会
場にも多分、お一人とかお二人で IR やんなきゃいけないみたいな感じで、大学から非常に過大
な期待を寄せられてる方もいらっしゃるかと思うんですけども、人数的には多くのアメリカの
IR オフィスもそんな感じです。
ただ、アメリカの場合は、3 点目を見ていただくように、データベースのシステムがかなり完
備されてます。日本だと、みなさんに、どこに IR とか評価の課題がありますかと言うと、デー
タが集まらない、情報が集まらないんですという話が非常に多いです。
だけど、アメリカはまずデータベースがあるんで、データベースからデータを持ってきたやつ
をどうするのかというところが問題になってきますから、日本の場合はその手前の段階でみなさ
ん手詰っているという、そういう状況になってます。ですので、そこの部分がちょっとなかなか
日本も今、つらいところなのかなと思います。その辺が解消してくれれば、かなり IR 業務もい
けるかなとは思うんですけど、なかなかそう簡単な話ではありません。

⽶国のエンロールメント・マネジメント

15

IR といえばエンロールメン
ト・マネジメントは、アメリカ
の中では切っても切り離せない

• ⽶国でIRと⾔えば、とりあえずEMである。
• エンロールメント・マネジメント（Enrollment
Management : EM) とは、「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」である。
• ここでは「学⽣獲得」と「学⽣フロー」の２つのキーワード
を⽤いてEMの実際とIRの⽀援について解説していく。
※⽶国の状況については、⼤学評価・学位授与機構IR研究会訳
『IR実践ハンドブック：⼤学の意思決定⽀援』，⽟川⼤学出版部
（2012年）およびベミジ州⽴⼤学（ミネソタ州）の藤原宏司⽒
からの聞き取りによる。

感じです。山形大学の福島先生
も EMIR という感じで、エンロ
ールメント・マネジメントと IR
を一体的に考えようみたいな感
じでおっしゃってるんですけど、
確かにエンロールメント・マネ
ジメントと IR というのは非常に
相性がいいというか、必要不可
欠みたいな感じになってます。
エンロールメント・マネジメ

ントっていうと、結構出てくる言葉で何なんですかっていうところで気になる単語の一つなんで
すけど、エンロールメントって在籍ですから、在籍のマネジメントなんで，在籍管理っていう直
訳になってしまうのですけど、そう訳すと余計意味がちょっと分かんなくなります。要は、「学
生が大学に入学して、在学して、卒業するまでのフローとかを検査したり、調査しながら管理し
ていこうというような、IR 活動と企画機能」だと、教科書を見るとこんな定義が入ってて、それ
でも「はあ？」と思うわけなんですけども、ちょっとここら辺のところを少し解説させていただ
こうと思います。学生獲得と学生フロー、ちょっとこの二つのキーワードとともに見ていきま
16
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す。

16

AIRのハンドブック

この辺の話は、この本からで
す。ちょっと前、翻訳プロジェ
クトをやってたんで、そのとき

• AIR（⽶国IR協
会）のIR担当者向
けハンドブックを⼤学
評価・学位授与機
構が設置したIR研
究会が翻訳。
• エンロールメント・マネ
ジメント、学習成
果、教員調査、資
源管理、政策分
析、歴史と理論、
データシステムについ
て⾔及。
⽟川⼤学出版部

の本の内容から持ってきてます。
まずはアメリカの高等教育事情、
大学などが日本と結構違う、似
てるんですけど違うというか、
どこが違うのかというところを
少し先に説明させていただきま
す。

定価 3,600円＋税⾦

⽶国の⼀般的な⾼等教育事情

17

アメリカの大学っていわゆる
日本で言うところの入学定員が
ないので、学生の受け入れ数を

• 学⽣の受⼊れ数を⾃⾝の裁量で決定できる。（いわゆ
る⼊学定員はない。）
→ 教員数や学⽣数、教室の数を踏まえて学⽣を確保。

• ⾼い離脱率（州⽴の４年制⼤学においても１年⽣→
２年⽣で半分いなくなるケースもある）。
→ 翌年度、何⼈の学⽣が残りそうで、何⼈くらい⼊学させないと経
営上問題になるのか、ということを考えなくてはならない。
→ 単位互換制度も発達しているので、⼤学を移っても⽇本ほど困
らない。というより、４年新卒が重要みたいな話はあまりない。
→ 学⽣⾃ら借⾦して授業料を払うケースも多いので、シビアであ
る。

大学の裁量で決めていいことに
なっています。だから、今年は
500 人入学させちゃうぞ、来年
は 1000 人入学させちゃうぞって
いうことは別に構いません。
ただ、教員の数と教室の数な
どは限られてるわけですから、
それに応じて、ということにな
ります。要するに、学生が教室
からあふれるような状況になっ

ちゃまずいわけですし、あまり少な過ぎても経営できなくなっちゃうわけですから、ほどほどの
数の学生をきちんと維持しなくちゃいけないっていうわけです。
高い離脱率。例えば州立の 4 年制大学でも、1 年生が 2 年生になる率というのは 60 パーセント
とか 50 パーセントです。例えば 2 年制の州立短期大学なんかですと、本当に 30 パーセントぐら
いしか 1 年生が 2 年生にならないみたい感じです。どういうことかっていうと、普通日本だと親
御さんが授業料を払って学生が大学に来るわけですけども、アメリカの学生は結構自分で借金を
して大学に行くんです。だから、自分でお金を借りて大学へ行ってるわけですから、行った大学
がすごいレベルが低い内容だったら、結局、自分にとって損なわけですよね。だからもっとレベ
ルの高い大学へ移るわけです。
日本よりも単位互換のシステムがかなり整備されてます。例えばミネソタだと同じ州内の同じ
17
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州立大学のグループだったら、単位を持ってそのままよその大学に移れるようなシステムになっ
てますので、結局、大学にとってみれば学生がどんどんいなくなることが可能な仕組みになって
います。かつ、日本みたいに就職の関係で 4 年新卒が重要みたいな概念もないですし、学生の流
動性が非常に高いというところがあります。
もちろんその大学のレベルに達してないような学生、例えば GPA が一般的に 2.0 を 2 学期下回
ってしまえば退学勧告とか休学勧告を受けますので、実質辞めなければならない。だから、その
大学にとっていい学生って何ですかっていうと、結局、レベルが高過ぎず、低過ぎず、他大学に
移籍しない学生がいい学生なわけです。

⽶国の⼀般的な⾼等教育事情

18

だから、そういう学生をきち
んと集めてきて入学させなきゃ
ならない。そして移籍せずに，

• 財政的な基盤は、登録単位数に依存（例えば、ミネソ
タ州だと、州の補助⾦は全体の1/3程度）。
→ ⾚字決算は御法度。
→ ひどい⾚字になると学科などを閉鎖することに…。

ずっといてもらうような努力を
しなくちゃいけない。ここがア
メリカの大学経営の中では非常

IRの重要業務：エンロールメント・レポート
• 前年同⽇⽐で単位の売り上げをチェック→ ヤバかっ
たら然るべき部署が営業に⾏く。
• ⽶国の場合、履修登録期間が⻑い（数ヶ⽉）。
• 単位従量制の授業料が⼀般的。

にポイントになるわけですね。
そうすると、翌年度、どのぐら
いの学生が残りそうで、何人ぐ
らいの学生を入学させないと経
営的にペイできないのか、そこ
を毎年きちんと計算しなくちゃ
なんないわけです。

例えば 9 月から授業が始まるとします。そうすると、アメリカの大学とかだと 3 月とか 4 月か
ら履修登録が始まるわけです。日本だと 4 月から授業が始まると、入学式終わって、そこから履
修登録を 1 週間ぐらいでやって授業を始めるわけですけど、アメリカだともっと前から履修登録
可能です。それで大体 3 カ月ぐらい前になってきたら、例えば 9 月 1 日から授業が始まるとする
と、6 月ぐらいから毎日 IR オフィスでレポートを作るわけです。何のレポートかと言いますと、
日本の授業料は基本的にパック料金じゃないですか。前期幾ら、後期幾らって。アメリカは 1 単
位幾らっていうのが基本になってきますので、そうすると、単位の売り上げ、つまり今日現在、
何単位売れてるのかということを、毎日 IR オフィスで把握して、それを財務部とか大学執行部
のほうに毎日レポートするわけです。
例えば 1 カ月前だけど、前年同日比で、10 パーセント学生、単位の売り上げが少ないって話に
なったら、教員数をいきなり削減することなんてできないわけですから、学生をどこかからかき
集めてこないと赤字になっちゃうわけですよね。アメリカの場合、公的セクタは、基本、赤字決
算はやっちゃいけないっていう取り決めがあるので、そうすると、かなりまずいわけですね。ど
こかの学科を途中で削ったり、できるのですかね、そういうような羽目になるわけです。
だから、赤字決算にはできないので、学生をちゃんと集めなくてはなりませんし、補助金の割
合も低いです。例えば、医学部なしの地方国立大である茨城大学だと、予算の 3 分の 2 ぐらいが
国からの補助金で 3 分の 1 ぐらいが授業料ですから、多少学生が減ってもドンマイみたいな感じ
18
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に思っちゃうわけですけど、アメリカ、例えばミネソタ州だとその逆です。州の補助金が 3 分の
1 ぐらいで学生納付金が 3 分の 2 ですから、そうすると、ちゃんと学生を集めて、授業料をかき
集めないと大学経営が成り立たないわけです。
だから、その学生の在籍というか単位登録状況を判断するというか、上手に予測を立てて、教
員の採用計画とか、そういうのをきちんとやっていかないと、大学自体が傾くわけです。だから
アメリカの場合、学生をある意味お金の持参人と思って見てる面は非常に大きいわけですが、日
本の大学よりは学生のことをしっかり見ている。それは多分、自分たちがご飯を食えなくなっち
ゃうからですね。だから、どっちがいいのかというところはあるんですけども、非常にそういう
シビアな状況の中で大学経営の情報をきちんと持ってないと、はっきり大学執行部は首が飛ぶわ
けです。
例えば学長とか副学長とか学部長というのは、アットウィル契約という契約になっています。
どういうことかっていうと「明日からあなた首」と言って首にできる契約なんです。その代わり
に権限を持ってるっていう。だから、アメリカって割とチャレンジを許すっていうか、次の改善
につながるようなミスならば結構許すんですけど、執行部は別で、やっぱり赤字決算になったり、
どこかの学科を何個もつぶさなくちゃならないような状況に陥ったら当然首が飛びます。だから
上も必死なわけです。
日本だと学長や副学長が IR オフィスに企画してくれとか、いろいろプランニングしてくれみ
たいな話をされる大学がある、という話をたまに聞きますが、アメリカだとそういうことはあり
得ないわけです。自分たちの首がかかってますから。そんな重要なことを IR にやらせないとい
うか、自分たちが考えるために IR にデータや情報を要求するわけです。自分たちがそういうこ
と、つまり、大学の経営したいからそういうキャリアを選んで経営者をやってるという面もある
ので、そういうことはあくまでも大学執行部の仕事であって、その手伝いを IR にさせるわけで
すね。
それがアメリカの大学執行部と IR の関係なんですけども、日本だと IR オフィスも作ったし、
これでうちの大学も改革が進むみたいな感じの話になって、「いや改革はあなたがたの仕事です
よ」っていうところをきちんと認識していただかないとなかなかつらいと思います。
結構、アメリカの人たちと話してると、日本の IR の担当者は、IR オフィスの目的とか IR オフ
ィスがやることを、なんで悩んでるのかがよく分からないと、おっしゃるわけですけど、それは
そうですね。アメリカの場合は大学執行部がやりたいことがあって、こういうことを調べてくれ、
ああいうことを調べてくれっていう風にやることが決まってるわけですから。ですから、日本の
場合は IR 担当者の方が IR オフィスをどうするかということを考えてるという、ちょっと不思議
な状況が展開してるのが、アメリカから見るとちょっと奇異に映るようでございます。
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⽶国でEMが必要とされる理由

19

それで、アメリカでも日本と
同じく、今後、高等教育の予算
がどんどん増えるというのはあ

• ⾼等教育の予算増加は⾒込めない中、学⽣を惹きつ
けて、教育して、卒業させないと、⼤学の経営が成り⽴
たない。
• 学⽣の学習や⼤学教育の有効性に関する関⼼は⾼い
（経費負担者が学⽣なのでシビアである）。

り得ないわけですから、その中
で学生をきちんと引き付けて、
教育して卒業させないと大学の
経営が成り立たないわけです。
だから、エンロールメント・マ
ネジメントという、入学から卒

• 学⽣の⼊⼝から在学中、そして出⼝までを適切に⾒て、
対応していく必要がある。

業までの学生の動向をきちんと
データで把握して改善していき
ましょうという話になるわけで
すけど、アメリカは結局、死活

問題なわけですね。
要するに、きちんと学生をつかまえてきて、いなくならないようにきちんと手を打たないと大
学が傾く。だからやってる。アメリカの IR は必然性があるからやっていて、日本だと、そこま
で経営的に苦しい大学ってどのぐらいあるんですかって話になってしまうと、幸いなことに、国
立大学だとそこまで追い詰められてる大学ってほとんどないです。そうなると「何のために IR や
るんですか？」みたいな話にすぐなっちゃうわけですね。要するに、日本でやらなきゃまずいっ
ていう状況に陥ってないところで IR をやろうって話になってるわけですが、アメリカはやんな
きゃなんないからやってるわけで、そういうアメリカの話をそうではない日本に持ってくるので、
なかなか話が混乱してくるのかなと思います。
ただ、そういう話をアメリカのプロポストという、実質的にナンバー２の副学長先生なんかに
「日本はそういう意味で大変なんですよ」みたいな話をしてると、「でも今だったら動けるんで
しょう？ 要するに、大学が傾きそうになってからいろんな手を考えてあれこれやっても多分駄
目だから、余裕があるうちに手を打てるんだったったら打ったほうがいいよ」という風に言われ
ました。
確かにそういう意味では、18 歳人口が減ることは分かってるわけですから、今のうちに日本
の大学も、あれこれデータに基づいて経営したりとか、より学生の学びを最大化するようにする
にはどうしたらいいのか、みたいなところにデータとか情報の力を借りて経営を最適化していく
というのも多分当然ありなんだろうなという、そんな感じがしますので、IR の目的みたいなも
のを各大学さんでどういう風に考えるのか、そこが多分一つポイントになりますので、そういう
のも上の方々とお話しいただければなと思います。
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EMの２つの業務の柱

これまでも出てきましたとお
りエンロールメント・マネジメ
ントは学生獲得と学生フロー、

– 学⽣獲得（いい学⽣⇒ 学⼒が⾼いのではなく、fitす
る学⽣、いなくならない学⽣？を探す）

要するに、いい学生をつかまえ
てくるのと、いなくならない工

キーワード：パイプライン、歩留まりと在籍予測（予算や投資計
画と連動）、経済的⽀援

夫をする。基本的にここに収束

– 学⽣フロー（いなくならない⼯夫）

するわけです。

キーワード：退学原因の分析、⼊学許可と学習準備状況、補
助教育、雰囲気、適切な学⽣配置、カリキュラムの⼯夫、学習
成果アセスメント、学⽣調査（満⾜度等）

８０年代後半から、単に学⽣獲得から学⽣フローに展開

IRオフィスの⽇⽶⽐較
⽇本の中⼩評価部署
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⽶国の中⼩IRオフィス

⓪説明責任のための報告
説明責任のための報告業
業務を通した継続的改善
務
⽀援
数量データに対する 現在、徐々に関⼼が⾼ま
① ⾮常に関⼼が⾼い
執⾏部の関⼼
る
② 経営に直結する数量
主要な取扱い資料 事実関係の叙述資料
データ
集計までは⽇常的、分析
数量データの分析 たまに
まではあまりしない
⼤規模⼤学以外はあまり ③ 整備されていない⼤学
データベース
整備されていない
はほとんどない
④ 異動を伴う事務系職
おもなスタッフ
専⾨職
員

主たる関⼼

我が国で反転部分を取り込めば、IRによる意思決定⽀援は進む？
H26.6.27 第17回⽇本⾼等教育学会報告資料を⼀部改編して使⽤

本学の場合、IR オフィスが評
価部署と IR 部署を兼ねてるので
すが、うちみたいな中小大学の
評価セクションとアメリカの小
さい規模の、実際、ベミジ州立
大学の藤原さんの所（IR のスタ
ッフ２名）ですけども、そこら辺
の所を比較してみます。
まず、「主たる関心」ですが、
日本だと我々の場合、文科省へ
の報告みたいなのがどうしても
中心業務になってしまいますの
で、説明責任のために状況を把

握しています。アメリカの場合は、先ほど申し上げたように、連邦政府とか州政府へのレポート
も多いんですけども、当然、本質的な改善というのをやらなくちゃいけないというところがあり
ます。要するに、大学経営のために、つまり大学が傾かないように大学を変えていかなきゃいけ
ないっていうところがあるわけです。
当然、だから「数量データに対する執行部の関心」はアメリカの執行部の方々は非常に関心が
高い。「主要な取り扱い資料」としても要するに、大学が傾く、傾かない。そういう経営に直結
する数量データ、単位の売り上げ、学生の卒業率、何年で卒業するのかみたいな、そういうとこ
ろに関して非常に関心を持っているというわけです。
「数量データの分析」ということで、アメリカでは、集計までは日常的にやっているけど分析
はあまりしないと言ってますが、これは統計学でドクターを取ってる藤原さんの意見なので、そ
の人があんまり分析しないんですよねと言うのはあんまり信用できないなとは思ってるんですけ
ども、多分そこそこ普通に集計とか分析はされてるんだろうとは思います。複雑なものじゃなく
ても、簡易的なものは結構やられてるんだろうなと思います。
21

嶌田 敏行「はじめて学ぶ IR －これまでのまとめ－」

「データベース」は逆に整備されてない大学のほうが珍しいというような感じです。日本だと
どうしてもデータってその部署のものというか、僕らですら他の部署にデータくださいと言われ
ると、つい「何に使うんですか？」みたいなことを聞いちゃうわけですけども、アメリカだとデ
ータは大学みんなのものだよね、みたいな感覚が強い感じです。まあ、データベースが整備され
てれば実質みんなで共有してるわけですから、そういう感覚にもなるとは思うんですけど。
日本はそういうところに関して今、少しずつは近づいているわけですけど、日本とアメリカの
IR オフィスで最も違ってくるのは「おもなスタッフ」ですね。アメリカの場合はマスターとかド
クターとか持ってる専門職の方がかなり多く勤務されています。日本だと、異動を伴う事務系職
員の方を中心に IR オフィスとかを回してますので、そうすると、３年経ったら違う部署に異動
しちゃうというような状況の中で、どのように IR の基礎的な知識とか能力、スキルを学んでい
くのかみたいなところ、そこら辺が多分ポイントになってくるかなっていう気がいたします。

22

IRに関する政策誘導

日本の国内でも IR に対する政
策誘導みたいなものが結構露骨
で、スーパーグローバル大学創

• SGU申請書
– ２．ガバナンス改⾰関連 （２） ガバナンス
• ③迅速な意思決定を実現する⼯夫
• ⑤ＩＲ機能の強化・充実

成支援事業の申請書にも IR 機能
の強化充実はどうなってますか
みたいな調書を書く欄があった

• 私⽴⼤学等改⾰総合⽀援事業

りとか、こちらは私立大学改革

– 総額約200億円の教育改善、グローバル化等の⽀援事業。
– IRオフィスを設置すると3点から5点加算（100点満点）。
– 採択ラインは68点（H25）→78点（H26）

ほか多数。。。

総合支援事業で、IR オフィスを
設置すると 3 点もらえて、専任
の方を置くと 5 点という感じで
すね。
100 点満点で 78 点ぐらいが合
格最低点になってますから、こ

の 5 点というのは非常に大きいので、やっぱり「とにもかくにも IR オフィスを作ってから考える」
みたいなところがあって、そういう大学さんから「IR オフィスを作ってみたのですが、どうした
らいいんですかね？」というご相談を結構受けるんですけど、「いやぁ...」みたいな話しかこち
らもできなくて何だか大変なんですけども、結構政策誘導的に IR オフィスを作ろうって話は増
えてる感じでございます。
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⽇本でのIRの流れ

大体三つの流れが日本にはあ
るかなと思います。我々みたい
に大学評価みたいなところから

（１）
⼤学評価

⼤学評価の充実によりIR業務を取り込んで
評価が評価で終わらないようしたい。
→ ⼤学評価コンソーシアム等

（２）
教育改善

学⽣の学びの調査などの学習成果アセスメント
を起点に、教育改善や⼤学の改善を図りたい。
→ ⼤学IRコンソーシアム等

（３）
経営⽀援

ここが最近注⽬されている。
純粋なIRオフィスの設置が相次ぐ？

スタートして大学の状況を把握
する。それで、そういうことを
改善に活かしていきたいってい
うような流れです。ここで言う
評価はいわゆる現状把握ですね。
「あの取り組みを評価する」とか
そういう査定的なほうではなく

※トップダウンのガバナンスを実現するためのデータ把握部⾨？

て現状把握のほうの評価ですけ
ど、評価をきちんとして、それ
を大学改革に活かしていきたい
という流れ。
あとは教学 IR ですね。同志社の山田礼子先生や立命館の鳥居先生とかが進められてる学生の
学びなどをきちんと把握して、それで改革、改善を行っていこうという、そういう教育系のとこ
ろを中心に据えた学生の学習成果アセスメントなどをやっていく流れです。
そして最近はここです、増えてるのが。要するに、経営支援というか、例えば学内での予算配
分を、単に雰囲気とか機械的なポイント制でやるんじゃなくて、きちんとデータにもとづいて予
算配分しましょうよとか、そういうような経営支援的な IR みたいなものですね。最近、国立大
学の第３期の運営費交付金の話なんかでも結構この辺の話が出てきていたようです。そんな感じ
で今、三つぐらいの流れが動いてるのかなっていう風に個人的には思っております。

⽂部科学省のIRの定義

24

ａ 学内の意思決定に資する提案書の作成
ｂ 認証評価機関への報告書の作成や必要なデータの収集等、認証評価に関連
する業務
1 ｃ ⾃⼰点検評価に必要なデータの収集や分析等、⾃⼰点検評価に関連する業
務
1 ｄ その他の評価（国⽴⼤学法⼈評価やその他の第三者評価等）に必要な
データの収集等、その他の評価に関連する業務
3 ｅ 国（政府）への報告の作成（ｂ〜ｄに関するものは除く）
2 ｆ 学⽣の学修成果の評価のためのデータ収集、評価の実施・分析
2 ｇ 学⽣の学修時間の把握のためのデータ収集、分析
2 ｈ 学⽣の募集管理
2 ｉ 学⽣の履修登録管理
3 ｊ 予算・財務計画の策定のためのデータ収集、分析
共 ｋ 学⽣、⼤学教員、⼤学職員に関するデータ収集、分析
3
1

（平成２５年度 ⽂部科学省 ⼤学における教育内容等の改⾰状況調査より）

文科省の IR の定義と銘打って
ますが、別にそこまできちんと
示してるわけじゃないんですけ
ども、文科省で「大学における教
育内容等の改革状況調査」という
のを毎年送ってくるわけなんで
すけど、去年の調査から IR の項
目が増えました（註：以前から、
あったようです。すみません）。
そこで以下のような業務を IR 業
務というって書いてあったんで、
じゃあ、文科省の担当者はこの
ぐらいのことを IR 業務ととらえ

てるのかなと思っています。先ほど申し上げたような、学内の意思決定とかに支援するような提
案書の作成、これはさっき言うところの３番というか、経営支援ということですよね。
認証評価、自己点検評価、その他の評価というと、これはもう大学評価の話、そして国への報
23
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告書とか、こちらは学生の学修時間とか募集管理とか履修登録管理、こちらはいわゆる教学 IR
と言われるアセスメント面の IR という話ですし、大学の基礎情報をきちんと集めておく、それ
はどの分野の IR でも基本的にやる話です。日本の IR の定義といいますか、文科省の定義も、そ
ういう意味では大体その三つぐらいをカバーしているようなものを、今のところ考えていらっし
ゃるのかなという感じでございます。これがちょっとどうなったのか、まだ結果のほうを見てな
いんですけども。
MEXT 報道発表「大学における教育内容等の改革状況について（平成２５年度）
」
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/1361916.htm

評価・IRの業務プロセス
（調査・評価の⽬的を踏まえて）

学
内
外
の
依
頼
者
・
指
⽰
者

収集・分析を設計

25

各種評価制度、学⽣調査
⼿法、学内の状況や経緯、
政策動向などの知識が必要
※改善や計画、PDCAは考えない。
→ 別の概念（勉強会？）

データ収集

所在把握、⼊⼿、整理

ここからは評価と IR の業務プ
ロセスというところでちょっと
見ていくんですけれども、我々
大学評価コンソーシアムという
か大学評価の担当者的には、IR
業務はそれほど遠い業務とは思
ってなくて、結局、両方ともそ
の大学の状況を詳らかにして、

データ分析（情報化）

操作、解釈

その結果を何らかのものに使う
というわけですね。

報告（意思決定・改善⽀援）

報告⽅法・活⽤⽀援

評価の場合はそのような現状
把握結果を評価書に利用するこ
とが多いんですけども、実際、

その大学の状況をかなり明らかにしてるわけですから、本来、それを何らかの改善に使って欲し
いな、とは我々担当者は思いますし、上の人も評価をやっている最中は「何とかしなくちゃいけ
ないな」と思うわけですけど、みなさん、終わった瞬間にはそららのことを忘れるっていう、非
常に悪い状況が起きている。
そういうところで、我々としてもなかなか評価が改善に進まないところを、なぜそうなってる
のかということで、まあ、いろいろ反省するわけなんですけども、いろいろ考えてみると、やっ
ぱり評価書の中に「うちの大学では○○で頑張りました」みたいな記述が多いので、どうしても
悪いところは取り繕って書いちゃいますから、上の方もそれを見てちょっと安心しちゃうみたい
なところもあるんですね。
IR っていうのは、そういう意味では数量的なデータで攻めていきますので、数値ってそうい
う意味では嘘をつかないっていうか、やっぱり危ないものは危ないように数字っていうのは出ま
すので、やっぱりそういう大学執行部がドキッとするようなデータ、情報みたいなもののほうが、
たぶん改善には向いているような気がするのですよね。つまり、IR のそういう数字を使うやり
方のほうが、より上の人をハッとさせられる、つまり改善に向かわせるような事実を提示できる
んじゃないのかなと思うわけです。
要するに、二重帳簿方式でいいところを評価書に書いて説明責任を果たして、悪いところリス
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トを作って学内で対応するよりも、グラフで「学生数減ってますよね」みたいなものを見せたほ
うが早いでしょう、というわけです。そういう意味では、結局、現状をどう捉えるかということ
なんですけども、我々はなかなか数量的に捉えるというところが苦手だったんで、そういうとこ
ろも入れていこう、と。当然、数量的に捉えるだけでなく実際のプロセス、状況も把握してない
と、「なんでその数字になったんですか？」ということが説明できなかったりすると、それはそ
れで改善に進まないわけですから、数字だけ集めても駄目なわけです。ですから数字とそのプロ
セスというか、なぜそうなったのか、その因果関係をなるべく一緒に捉えていけるような IR 業
務を進めていけば、結構改善につながっていくのかなと思っております。
評価も、IR も結局、学内外の依頼者からいろいろオーダーが来ます。要するに、調査、集計、
分析などをどういう風にやっていくか設計するわけですね。例えば認証評価を受けなきゃいけな
いってなったら、あの学部とこの学部からこの人に来てもらって、ワーキンググループを作って、
執筆チームを作ってなどと設計していくわけですね。例えば IR だったら「うちの学部の学生は留
年者が多いんだけど、どうしてそうなってるんだか教えて欲しい」みたいな話が来たら、まず成
績のデータをもらってきて、留年、退学の学籍の移動データをもらってきて、それで少しつない
で分析してみるか、みたいな設計をまずやらなきゃいけないわけです。
こういうことをやろう、というのがきちんと設計できれば、あとはデータを集めてきて、デー
タを情報に変換する。要するに、そのままでは単なる数字の羅列だったり、走り書きだったりす
るものを「使えるもの」にするわけですね。それで最終的に指示者や依頼者に報告をするわけで
すが、その後、改善をやるかやらないかは上にいる人々次第なので、こちらは別に改善の遂行に
まで責任を持つ部署ではありませんので、「きちんと報告をする」ことが一応のゴールという感
じになります。そういうのをグルグルやっていくというのが評価とか IR の業務の基本になると
思います。

ＩＲ⼈材が有する観点と能⼒
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ここから先は、少し午後の部
の予習になるわけですけど、ま
ず、テレンジーニの３階層のイ

• Terenzini(1993)による3層のインテリジェンス
– 技術的・分析的インテリジェンス：特定の知識と分析⼿
法や⽅法論に関する技能
– 課題のインテリジェンス：⼤学内の意思決定に関する知
識や⼤学が抱える課題への理解
– ⽂脈のインテリジェンス：⾼等教育とキャンパス⽂化に対
する理解
– これら3層が相互に依存的で補完的な関係にあり、ＩＲ
活動を⾏う上では必要な観点、知識、技能である

ンテリジェンスという話があり
ます。これが 1993 年版と 2013
年版というのがあって、2013 年
版が最近出たんですね。2013 年
版がちょっと中身が変わってる
ので、その辺のところを多分少
し午後では解説すると思うので
すけど、僕は 93 年版をベースに
説明します。

⼩湊H27.7

技術・分析的なインテリジェ
ンス。これは数字の集計の知識とか統計の知識とか、そういう現状を数字的に詳らかにするスキ
ルが必要ですよね、という話です。課題のインテリジェンス。英語で Issue Intelligence ってい
うんですけど、大学の抱える課題とかを発見するための能力みたいなものです。IR 担当者とし
25
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ては、そういう課題発見のインテリジェンスが要るだろうというわけですね。
そして、文脈のインテリジェンス、Contextual Intelligence です。いわゆるコンテクスト（文
脈）というか、高等教育とか社会における大学の在り方みたいなものの中から、どういう風に IR
の役割を考えるのかみたいな話です。そういう文脈を読みながら、それに対して対応するような
能力が必要で、そういうところをやっていくべきだって話なんですけども、2013 年版はこのへ
んが整理されてます。そこが多分午後の聞きどころだと思っていただければと思います。
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OJTによる修得
⽂脈のインテリジェンス（contextual
技術的・分析的インテリジェンス
intelligence）
（technical/analytical
⼤学の組織⽂化や⾼等教育の⽂脈への理
intelligence）
解を踏まえ、意思決定⽀援を⾏える知識と
業務上の基本⽤語や概念を理解しデータ
理解⼒を持ち合わせた課題解決⼒
処理及び分析を⾏える知識と技能
課題のインテリジェンス（issue
intelligence）
⼤学内部の意思決定プロセスや⼤学の
機能・課題に対する知識や能⼒

こちらを見ていただくと、そ
の文脈のインテリジェンスと技
術・分析的インテリジェンスと
課題のインテリジェンスがあり
ますと。技術的・分析的という
のは大学とか大学院で学べばい

⼤学院等で修得

Terenzini, (1993)から → 福岡⼤佐藤さんが解説

• ⇒しかし3層は別の側⾯を持った対等な関係として理解し、それ
ぞれの層の習得に段階があると我々は捉える
• ただ、インテリジェンスに関して⽇本ではほとんど議論されていない

いでしょう。ただ、文脈のイン
テリジェンスとか課題のインテ
リジェンスみたいなものは、や
っぱり IR オフィスとかで修得し
ていくものだと。そういう現場
で培っていくような話になるん

⼩湊H27.7

じゃないでしょうか。
ただ、この三つのインテリジェンスって何なんですかっていう話っていうのは、日本ではなか
なか議論されてませんので、今日はその辺のところの解説と、実際それがじゃあ、自分だったら
このインテリジェンスはどのぐらいだなみたいなところを少し演習でやっていただく予定になっ
てます。
「IR の三つの知性」佐藤 仁［福岡大学］（PDF:1.06MB）
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2015/acc2015/conference/h27-0827_sato_3int.pdf
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IRの４つの顔（振るまい）

28

Volkwein(1999) → ⼭形⼤浅野さんが解説

組織的な役割と⽂化

⽬的と聴衆
改善にむけた形成的・
内的性質

評価室

説明責任に向けた総
括的・外的性質

次ですが、これはヴォルクワ
インさんという方が、IR が学内
でどういう顔をして仕事をして
いるのか、どういう立ち振る舞
いをしてるのかということを整
理した表です。これは午後一番

⾏政的・組織的

情報権限者としてのIR スピンドクターとしてのIR

で山形大の浅野さんが説明しま
すけど、要するに、改善に向け

学問的・専⾨的

政策分析者としてのIR 学者・研究者としての
IR
ここの機能が弱い？
個⼈に依存？

教育研究セン
ター：教育に
焦点化

た内的な改善のほうに向かった
性質と外というか説明責任に向
かったような性質、そして組織
的・行政的なもの、学問的・専

⼩湊H27.7

門的なもの。この４つの要素で
整理したものですね。
これで見ていくと、「スピンドクター（第一象限）」というのは結局、まずいことをうまく外に
きちんと説明したり、広報というか、大学のいいところをねじ曲げてってわけじゃないですけど、
説明する。われわれ評価セクションみたいな所がまさにそうですよね。あたかも「うちの大学は
最高です」みたいな話をするわけですから。どちらかというと学問的なところの興味、関心と実
用的な説明に資する業務を組み合わせるようなもの、それが「学者・研究者としての IR」ですが、
教育研究センターさんの例えばアンケート調査とか、そういうのは多分こういうところに入るん
じゃないのかなと思います。
そして、ここら辺の改善に向けた「情報提供者」「政策分析者」としての IR の役割みたいなも
のというのがちょっと日本では弱いんじゃないの？、というのが小湊さんの意見ですね。そうい
うことを「すごくやりたい」
「ぜひやろう、頑張ろう」という人が来ればやるけど、なかなかそう
いう人がいないとやりませんよね、それがこの辺の現状なのでしょうね。この表については、浅
野さんがまた別の視点で説明いたします。

IR の４つの顔（または立ち振る舞い）浅野 茂［山形大学］
（PDF:899KB）
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2015/acc2015/conference/h27-0827_asano_4faces.pdf
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データと情報

これは本当は先に入れておけ
れば良かったのですけども、デ
ータと情報ってちょっと違いま

• Data = something given = ⾃然に得られ
る事実
• Information = informの名詞 = into +
formすること = 判断を形成するために提供さ
れる事実

す。言葉ではデータも情報も「情
報収集」とか「データ収集」とか、
いろいろ普通に使っちゃうんで
すけども、厳密に言えば、デー

• （参考） Intelligence = intelligent (=understanding)
の名詞= inter + choose = 選択肢の間の選択をするほどの
理解⼒
(出典) http://oxforddictionaries.com/

タというのは自然に得られた事
実です。だから、学生数とか、
授業料とかその単体では、単に
ありのままのものというのがデ

［NIAD‐UE 林隆之准教授より］

ータです。
インフォメーション。情報っ
て何ですかっていうと、判断を形成するために提供される事実なので、データって単独ではその
まま使えないわけですけど、例えば授業料を払ってない学生のリストと世帯収入とかのデータを
つなぎ合わせれば、経済的支援を考えている人には意味のある情報になるわけですね。
だから、IR の仕事って何ですかっていうと、そのままでは使えないデータを集めてきて、加
工したりつなげたりして使える情報に加工する。これが IR の重要な業務の一つなわけです。
ちなみに、インテリジェンスというのは、幾つか今も出てきましたけど、一応英英辞典でも調
べると、選択肢の間を選択するほどの理解力みたいな意味です。だから、アンダースタンディン
グみたいな感じなのですね、機構の林君（大学評価・学位授与機構 林隆之准教授）に言わせると
そんな感じです。

情報⽀援サークルを⽤いた活動の流れ
運営者・利⽤者

調査の設計
調査項⽬選定と定義

レポートの解釈と対話
意思決定に活⽤されたorされ
なかった理由の把握

ＤＢの設計
各部局からの収
集
学⽣調査

良質な意思決定

⼩湊H27.7

再構築・分析・統合

仲介者・⽣産者

これが情報支援サークルになり
いとかインテリジェンスという
のは、IR 担当者のほうの立場か

収集・コーディング・
蓄積

⽣成・配布・報告

午後に出てくる最後の一つ。
ます。さっきの IR の立ち振る舞

管理⼈・提
供者

概念のモデル化・測
定⽅法の選択

影響・意思決定

分析レポート
ファクトブック
⾃⼰点検評価書

30

数量データの分析
叙述資料の分析

McLaughlin, Howard,(2004)から
→ 九州⼤⼩湊さんが解説します。

ら見たような話になるわけです
けど、情報支援サークルは、ど
ちらかというと大学執行部とい
うか、大学全体から見た情報の
流れをどう考えていくのか、と
いう話になります。
いろいろ見方があるのですが、
「管理人・提供者」こちらが各現

場ですよね。現場でデータを作って、いろいろこういうデータを「仲介者・生産者」これは IR と
いうわけですけども、そこが再構成とか分析とか、報告とかしていく。「運営者・利用者」とい
うのが、いわゆる大学執行部とか学部執行部になるわけですけど、そこでいろいろ IR がレポー
28
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トしてきたものを見ながら改善をつなげていく。このように学内で情報がきちんと流れていけば、
良質な意思決定につながるんじゃないのかっていうモデルがありまして、これを最後、九州大学
の小湊さんが説明をしてくれますので、ご期待いただければと思います。
「情報支援サークル」小湊卓夫［九州大学］（PDF:976KB）
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2015/acc2015/conference/h27-0827_kominato_isc.pdf
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よくある質問とその答え

だんだん時間がなくなってき
たんですけれど、よくある質問
とその答えということで、こう

情報誌「評価とIR」
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page
=lib002
「IRオフィスを運⽤する際の留意点に関する考察」より

いう勉強会なんかをいろいろや
ってますと、質問の中には、割
とよくあるなというものがあり
ますので、そこを少し解説させ

⿃取⼤学 学⻑室IRセクション 学⻑特別補佐
⼤野 賢⼀⽒（⼤学評価室 准教授）

ていただこうと思います。

佐賀⼤学 総務部企画評価課 係⻑（ＩＲ主担当）
末次 剛健志⽒
ミネソタ州⽴⼤学機構ベミジ州⽴⼤学・ノースウェスト技術短期⼤学 IR/IE室
副室⻑ 藤原 宏司⽒

IR オフィスを設置したいのだ

Q1：IRオフィスを設置したい。学内のどこに設置すればよ
いか。
• ⼤学の⽅針に依存。
• 例えば、教育に関する課題を中⼼→教育担当副学⻑の下？
• 逆に⾔えば、意思決定者がIRオフィスに何をさせたいのか、IRオ
フィスを使って何がしたいのか、それを明確にすることがIRオフィス
設置に向けた第⼀歩となる。
• 我が国では、「データベース」の整備が不⼗分。
• とりあえず始めるなら、１）部署を越えたデータを既に持っている
⼤学評価を担当する部署や２）様々な学⽣アンケート等を⾏っ
ているファカルティ・ディベロプメント（FD）などを扱う教育系セン
ターなどを起点にIR業務を進めていくという⽅法もある。

けど、学内のどこに設置すれば
いいんですか、という話ですね。
これは、「IR オフィスを今、立
ち上げているんです」っていう話
をされてる大学さんからは結構
多く頂くご質問なのですけども、
基本的に IR に何をさせたいのか
というのは、IR オフィスの人が
考える話じゃなくて大学執行部
が考える話ですので、教育に関

32

する課題を中心にするんだった
ら、教育担当副学長の下に置け

ばいいんじゃないですか、みたいなことで、要するに大学の方針の問題ですよね。ただ、日本の
場合、データベースがないので、簡単に IR オフィスを設置した次の日からでもすぐ業務を始め
られるかというと、なかなかそうもいかないので、大変だなというところがあります。
そういう意味では、評価部署とか、あとは FD センターとか、例えば研究面の IR とかだったら
URA のオフィスとか、そういう横断的なデータを日頃から取り扱っているような部署が業務拡
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張するような感じで IR 業務をやっていけば、割とすんなりいくのかなという感じはします。た
だ、そういう部署とは別にポッと置くのも全然構いません。それは本当に大学が IR を使って何
をしたいのかって、そこの話に依存するわけです。
では、どういう人材を IR オフ

Q2：IRオフィスを設置したい。どのような⼈材を配置すれ
ばよいか。

ィスに配置したらいいんですか
と。これもよく出てくる話です。

• どのような⼈材をIRオフィスに配置するのか？＝IRオフィスを使っ
て何がしたいのか、ということ。
• データを効率良く収集したい：教員よりも職員のほうが多くのデー
タを所有する事務部⾨の中で⼀般的に顔が利くため、効率的な
情報の収集につながる。
• 学⽣調査を重視したい・統計を駆使して⼊学者予測などを⾏い
たい：専⾨教育を受けた教員を配置することも考えられる。
• ２年程度の任期付き教員を公募するくらいなら、事務系職員の
みで可能な範囲からIR業務を始め（スモールスタート）、それで
も専⾨家が欲しいということになってから初めて教員の採⽤計画
を⽴てても遅くはない、とは思う。
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これも IR オフィスで何をしたい
んですかという話に結局つなが
っていくわけなんですけども、
例えばデータを効率的に集めて
いきたいみたいな話を考えたと
きに、じゃ、職員と教員どっち
が有利かというと、職員の方が
有利なケースのほうが多いみた
いです。
僕ももともと事務官採用なん

で、結局、データが欲しいなと思ったら、学務課の先輩とかに電話すればデータをもらえますし、
財務のデータが欲しければ、財務の後輩にデータちょうだいって言えばいいわけです。事務同士
なら、そういう意味では「データ？いいよ」という感じですぐもらえるというところがあるわけ
ですけど、多分、学部の教員が事務局へ行って「データをください」と言っても、「何に使うん
ですか」って必ず、絶対そういう話になります。その先生がいろいろ事務と連携して行う仕事が
増えてきても事務のコミュニティの中で顔なじみになるまでには、なかなか時間がかかるので、
そういう意味では事務系統の方が IR オフィスを担当したほうが、確かに情報の集まりはいいか
なという感じがします。ただ、そういう距離感も全然ここは努力によってどうとでもなります。
すごくまめな方だったらどうとでもなります。ですので、一概にこうとは言えない部分がありま
す。逆に例えば学生調査とか、そういうアンケート調査とかを重視したいという話だったら、や
っぱり社会調査とか、学生の心理とかそういうことをやっておられる、もしくはやられたご経験
のある先生のほうが、事務系職員よりも得意なわけですから。やっぱりどういうところを重視す
る IR を作りたいのかということによって、集めてくる人は当然変わってくるわけです。
データベースを重視したいとかいえば、情報科学とかをやっている先生を連れてきたほうが早
いかもしれませんし、技術職員の方になっていただいたほうが早いかもしれない。だから、やり
たい IR、例えば 5 年後、10 年後、どういう IR をやってるのかっていうことを踏まえながら IR
の担当者を探してくるっていうのがポイントなのかなと思います。
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やはり小規模の大学さんだと、
IR を担当するような人材がなか

Q3：IRオフィスに配置する⼈員を捻出できない。

なか捻出できないんですよとい
• 無理にIRオフィスに⼈員を集中配置しなくてもIR業務は可能。
• 学内外のデータから現状を適切に把握できればよいので。
• 専任の教職員を配置せず適切な⼈材を兼務させて対応する、あ
るいは委員会形式で対応することも可能であろう。
• 重要なのは、仮想的なIRオフィスであったとしても、依頼者と、⼗
分な課題の共有、認識の共有が図られているかどうか。
• 仮想的なIRオフィスであれば、経営陣（依頼者）と共にIR会議
のようなものを開き、課題を明確にし、調査の設計を⾏い、「収
集」「分析」「報告」を⾏う。
• 次のことをするにはいかに定例的・定型的な業務にしていくかがポ
イント（システム化、他部署移管）。
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う話もよく聞きます。そういう
場合、IR の専任がいなくても、
別に IR って機能ですから、でき
るわけですね、組織ではないの
で。
例えば佐賀大さん方式みたい
に、あそこは専任が 1 人います
けど、要するに、委員会方式・兼
務方式で IR をやっちゃうという
のもできるわけです。例えば、

専任を置かなくとも、プロジェクトチーム方式でやるやり方もあるわけですね。例えば、月に 1
回集まって、学長先生からそのチームに「こういうことで困ってるんで、こういうことを調べて
くれ」というような依頼をもらうわけですね。チームには、学務課から兼務しているスタッフ、
総務課から兼務しているスタッフ、財務課から兼務しているスタッフみたいな感じで、いろんな
所からその部署のデータの取り扱いが得意な人なんが兼務で入っていて、その人たちが自分の部
署のデータを調べてくるわけです。翌月のミーティングのときに、自分らのデータだとこんな感
じでしたよっていうことで、みんなでそれでデータを出していって、それを総合的に議論すれば、
一応そこでデータに横串を刺したということになりますから、そういう兼務で取りあえずスモー
ルスタートしていくというのも当然あり得るわけですね。
いかに学内でばらばらになってる、つまり断片化された情報を 1 カ所に集めて、きちんと総合
的に適切な組み合わせで見ていくかということがポイントになるわけですから、スピード重視で
なければ、こんなやり方だっていいわけです。
IR オフィスを設置しました。

Q4：IRオフィスを設置した。具体的に何をすればよいか。

具体的に何をすればいいのか困
ってます。結構これもよく聞き

• プレゼンス（存在感）の向上が重要。
• どの⼤学にも漠然とした危機感や問題意識は必ず存在する。そ
のような漠然とした危機感や問題意識をある種の客観性を持っ
た現状把握として可視化する。
• 事実の数量化が定例化する、ということは、⼤学としてモニタリン
グすべき指標を⾒出せた、ということにもなるだろう。
• それは時系列での傾向の提⽰や平均値などを⽤いたシンプルな
表現⽅法でよい。「議論のきっかけ」を提供することができれば⼗
分である。議論が進めば、次の情報提供依頼に必ずつながる。
• 特定の個⼈や組織を責めるためのデータの可視化は避けるべき
である。「誰かのせい」にしても改善につながらない。

ます。一応いろんな大人の事情
で IR オフィスを作ってしまった。
ただ、どうしようかな、と。
やっぱりその辺で、最初にや
ることって何でしょうねってい
う話になるわけですが、新しい
部署を作って、いきなり学部と
かに押しかけて「お宅の学部はこ

35
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たいなことをいきなり言いにいっても、「お宅誰ですか？」という話になりますので、信用がな
いうちに「改善提案しちゃいます」みたいな話をやると、なかなかちょっとけむたがられること
が多い気がします。
割と小規模な私立大学さんの方と話してると、IR オフィスを作って、みんなが IR を警戒して
いて、なかなか仕事がうまくいかないんですみたいな話も聞くんですけど、要するに、データと
か情報を持ってる所って、当然立場が強いわけです。だから、やっぱりそれで、ついつい上から
目線で「お宅の所は駄目だ」みたいなことを言いに来たら、「新しくできた IR オフィスってちょ
っと煙たいよね」って話になるわけです。我々は支援部署なので色んな方に「いかに味方と思っ
てもらえるか」っていうことが重要なわけですから、いきなり敵モード全開で攻めていっちゃう
というのは、ちょっとよくないやり方だなとは思ってます。
そうすると、学内に、どこの大学だって 1 個や 2 個は「ちょっとうち、これは危ないよね」っ
ていう話はあるわけですから、そういうみんなが危ないと思っている話を、データできちんと危
なさ加減を示してあげるわけですね。それを先ほども言ったように「鬼の首を取ったように」行
くのではなくて、それとなく、やんわりとその関係者に「ちょっとまずい状況になってますよ」
ということをこっそり教えてあげるみたいな、そういう感じで行くわけですね。大事になる前に。
「ああ、あそこはうちの味方してくれる所なんだ」っていう風にまず思ってもらうということは
非常に重要かと思います。
これはアメリカの人と話してても意外とそうで、やっぱりどんな方だって、会議の席上で、い
きなり「お宅の学部は今、大変なことになってる」みたいなことを言われると困るわけじゃない
ですか、学部長だって。でも、IR オフィスでデータなんかを整理しているときに、ちょっとこ
れ危ないなと思ったときに、すぐその学部長先生の所に、「ちょっとデータ見てたらこんな感じ
になってたんですよ。先に教えておきますね」みたいな感じで言ってくれれば、学部長だって会
議までに対策を立てられるわけですから。（まあ、往々にして「実は知ってた」みたいなことも
多いわけですが。うちは、そこで調査依頼というか次の仕事をもらってくるわけですね。）
そういう感じで、要するに、IR 業務はデータを使ってガリガリ攻めるというよりも、割と人
と人とのつながりみたいなところが重要というのは、結構多くの方から言われるところです。だ
から、何となく現状を詳らかにしたものをソフトな感じでその関係者にお教えしてあげて、あと
よろしくっていうか、次のアクション（改善）を考えてもらう、というのが重要かなと。
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IR オフィスを設置したけど改

Q5：IRオフィスを設置したが、改善が進まない。どうすれ
ばよいか。

善が進まない。よくあるパター
ンですね。そうするとやっぱり

• 何のためにIRオフィスを設置したのか、再点検する必要がある。
• 経営陣が「改善の主体者は⾃分たちである」と理解しているかどう
か、さりげなく確認する必要がある。
• 様々な情報が欲しい場合にデータ⾯から⽀援してくれる部署があ
る、ということが学内に認識される必要がある。
• 適切な情報提供は、漠然とした危機認識を適切な現状把握へ
と変え、意思決定（改善）へとつなげていくことを⽀援する。従っ
て、各部局で「何か気になること」があれば、「IRオフィスに訊いて
みよう」と思えるような状況を作ることも肝要。
• 継続性も重要なので出来る範囲でIR業務を開始し、徐々に業
務範囲やモニタリング対象を拡⼤するという⼿もある。

36

重要なのは、大学執行部の方々
に、「改善の主体者はあなた方な
んですよ」ということをきちんと
匂わせておかなくてはなりませ
ん。「IR オフィスを設置したの
に、なんで改革が進まないのか
説明してくれ」と、IR に言われ
たって困るわけです。執行部の
先生方に考えていただかなきゃ
なんないわけですから。上がし

っかりしてくんなきゃ、IR は別に改善を担当するというか、改善させる部署ではないので、い
いお題を出してくれなきゃなかなか活躍できないのかなっていう気がいたします。
IR 担当者の仕事は地味な感じ

Q6：IR担当者の仕事は地味な感じがするが、もっと活
躍できないのか。

がしますが、活躍できないのか。
非常に地味です。どこの大学に

• IRオフィスは、意思決定や検討のための情報提供部署なので、
基本的には地味な仕事が多い。
• IRオフィスに多数のスタッフがおり、コンサルティング機能まで担える
ならば、改善提案やそのための企画に相当程度関与できるだろう。
しかしながら、そのようなIRオフィスは⽶国でも多くはないし（藤原,
2015b）、当然我が国でも少ない。
• ⽴ち上げ時には、「データベースの構築」や「データの結合作業」と
いう作業を⾏う場合も想定される。
• データの信頼性を⾼める作業は、学籍管理や教育カリキュラムが
複雑化する中で、困難かつ時間のかかる作業になってきているが、
必要不可⽋な業務であろう。

37

行っても地味です。全学的にデ
ータを使ってきちんと物事を解
釈するとか、現状を把握すると
いう癖が付いていけばいくほど、
IR へデータリクエストを出して
レポートもらって決断する、改
善する、みたいなことが自然な
ことになっていますので。IR が
レポートを出してるのは当たり
前、グラフとかを作ってるのが

当たり前って話になっていけば、水や空気のようなものになってきます。IR が IR 業務をやれば
やるほど、みんながデータとかを普通に使って意思決定するような状況になればなるほど存在感
は薄れていくというか、地味な存在になってきます。でも、それは逆に言えば、学内がそういう
状況になってきているわけですから、非常にいいことなのかなという感じもいたします。（まあ、
あまり存在感を失うと人数を削られかねないので、ほどほどにアピールすることも重要ですが。）
※米国の適格認定（認証評価）の訪問調査の際には、R 担当者が出席を要請される会合が多いそ
うです（普段 IR とは余り付き合いの無い人が驚くくらいに）。普段は地味目の活動でも、重要な
局面では、なんだかんだいっても IR が頼りにされる場合は多いと思います。
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データの収集がうまくいかな

Q7：データの収集がなかなか上⼿くいかないがどうしたら
よいか。

い。どうしたらいいかって、こ
れはよくありますよね。先ほど

• 全学統合データベースを作るか、データカタログ（いつどの部署で、
どのようなフォーマットでデータを作成しているのかをまとめたもの）
を作ることが解決策であると考えられる。
• また、学内におけるデータの所有権の意識を変えることも重要で
ある。⽶国では、データは⼤学全体で共有されて然るべきもの、と
いう意識は我が国よりもずっと強い（藤原・⼤野, 2015）。
• 学内でどのような調査が⾏われているのかを把握するアンテナも重
要である。
• 九州⼯業⼤学では、データ収集フォーマットの備考欄を充実させ
るというアイデアで柔軟なデータ収集を実施。
• アンケート調査については、IRオフィス⼀枚噛むのもアリ。
評価業務のガイドライン（収集編、分析編、活⽤編）
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline

38

申し上げたように、データとい
うものは大学みんなのものだと
いう風に意識を変えていくしか
ないんですけども、なかなか難
しいですよね。だから「なんでこ
のデータが必要なのか」というと
ころをやっぱり明確に説明する
ことは重要になってきます。説
明を聞けば相手も「なるほど、そ
ういうことに使うんだったらこ

ういうデータもあるよ」とか、普通の人ならいろいろ出してきてくれるわけですから、ただ、「と
にかくデータをよこせ」
「いついつまでにエクセル表を埋めておけよ」みたいな感じでメールで送
り付けるよりも、ちょっと立ち話に行くとか、ちょっとの一工夫でデータの収集なんかは、割と
協力してもらえることが多いのかなという感じはいたします。タイミングというのも確かにあり
ますが。
分析がうまくいかない。要す
るに、分析っていうかデータを

Q8：分析が上⼿くいかないがどうしたらよいか。

見てても、こっちはその現場の
• 分析⼿法として、統計学を学んでおくことに越したことはないが、
⼗分に知らなくてもある程度は対応が可能である。
• IRの⽬的は、真実を精緻に明らかにするためというよりは、現状を
必要かつ⼗分に把握し、改善のきっかけを提供する⾯が⼤きい。
• 無理に解釈まで加える必要はなく、傾向を明らかにできれば⼗分
であることが多い。分かった範囲、整理できた範囲で、表やグラフ
を依頼者に⾒てもらえばよい。
• 依頼者のほうが現場の状況を熟知しているので、現状を詳らかに
することができるだけのデータや情報を提⽰すれば、適切な現状
把握につながるであろう。
• 統計が必要なら、統計の専⾨家に兼務を依頼するのも⼿。
評価業務のガイドライン（収集編、分析編、活⽤編）
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline
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学部の先生ではないわけですか
ら、その学部のデータを見たっ
てよく分かんないことが多いわ
けですね。でも、分かんなかっ
たら、別に悩んでないで、その
学部の先生に聞きに行けばいい
わけですよね。
だから、評議員（副学部長クラ
ス）の先生とかから依頼をもらっ
たら、データを取りまとめて、

いくつか主要なグラフなんかが描けた時点で評議員の先生の所に相談しに行けばいいわけですね。
そうすると、「ああ、やっぱりこんな感じだったんんだ」とか「これ、結局こういうことだよ」
ってすぐみんな教えてくれるわけですから。だから、分かんないことはクライアントに聞けって
いうような感じで進めてしまえばいいのかと思います。分かってる人と一緒にうまくやれば、分
析はどんどん進むと思います。（依頼者は仮説を持っています。仮説を持っているからそれがど
うなのか IR に調べてもらうわけですね。だから、ちょっとまとめたデータを見てもらえば、仮
34
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説がどうなのか、すぐ判断してもらえるわけです。もちろん作業仮説すらない探索的な調査もあ
りますが。）
IR オフィスをどのように学内
に根付かせればいいかというの

Q9：IRオフィスをどのように学内に根付かせればよいか。

は、定期的にデータを使ってく
• 学内にIRオフィスが根付いたかどうかのバロメーターの１つは、IR
オフィスの業務がどれだけ活⽤されているか。
• 例えば、IRオフィスにどれだけリクエストが寄せられたのか、作成し
たファクトブックやデータ・分析結果などが会議等でどのように活⽤
されている。
• 経営陣からのリクエストに応えるほか、内部質保証の取り組み等
に関与し、定期的な情報提供先を多く確保することも必要であ
ろう。つまり、顧客を拡⼤し適切な情報提供の繰り返しが重要。
• ⼀⽅で、IRオフィスがファクトブックを作成したり、会議等に使う
データを提供することで、データを脇に置いて議論するような習慣
をつけてもらうことも、IRオフィスの機能の実質化に向けて重要。

れるお得意さまをどれだけ増や
せるか、ということです。例え
ば会議をやるときには、必ず IR
が作ったデータ集を脇に置いて
やるとか、そんな感じの文化に
なっていけば、もう IR があるの
は当たり前って感じになってき
ますので、「彼らがいないと困る」

40

みたいなところをどう増やして
いけるか、そういういいデータ

とか、みんなが議論するときに使える情報とかをきちんと提供していけるか、そこが多分ポイン
トになるかなと思います。
学部になかなか信用されない。

Q10：IRオフィスが学部等からなかなか信⽤してもらえな
い。どうすればよいか。

先ほどもありましたけど、改善
案の押し売りとか、鬼の首を取

• 問題の所在を特定の個⼈や組織に帰結させるような誘導をした
り、改善や計画⽴案の「押し売り」をしていないかどうか。
• ⽶国のIRオフィスにとって重要なのは、クレディビリティ（データの
信頼性）を⾼め、バイアスのかかっていない（学部寄りでもない
し本部寄りでもない）データを提供することである（例えば、浅
野ほか, 2014）。
• また、⽇常的に他部署と距離を縮める努⼒や、インフォーマルな
関係の構築も重要である。
–

ったように、お宅の学部はここ
が悪いみたいな話だけを勝ち誇
ったようにしに行っても、なか
なか多分信用はしてもらえない
と思いますので、ひとことで言

例えば、⽇頃縁の無いIRオフィスから、突然、「あなたのやり⽅はまずい、このままだと破綻する」と⾔われて
も困惑するだけであろう。⽇頃から交流があり「IRオフィスが⾔うことなら確かにそうかもしれない」と思ってもら
えるような関係が構築できていれば、指摘や⽰唆も改善へのきっかけになり得るだろう。

• そのような意味では、IR担当者は、誰にでも公正で、そして朗ら
かな⽅が向いているのかもしれない。

ってしまえば、日常、日頃の付
き合いの問題かなという感じが
いたします。

41
※コミュニケーション能力は IR 担当者の重要な部分だと思います。攻撃的な性格の人は、IR に
は向かないと思います。米国の IR 担当者の求人情報などにも、コミュニケーション能力は必須項
目として載っているそうです。
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42

FAQ（超凝縮版）

この今の 10 個の話を簡単にま
とめると、困ったことがあった
ら、IR のオフィスを設置した目

Q：IR活動をやろうと思っているが、データが集まら
ない。
Q：IR活動の⼀環で分析レポートを作ったが誰も
読んでくれない。
Q:IRオフィスにはどういう⽅を配置すればよいので
すか。

的は何ですか。IR オフィスをや
る目的は何なんですかと、それ
に常に立ち返って考えていただ
けばいいのかなと思います。

IRオフィスの⽬的は何ですか？

IRとは何か（現場での実感）

43

• IR業務とは１）必要な時に、必要な情報を、必要と
する依頼者に提供する業務、２）そのためのデータの
情報への変換業務である。（変換業務には、調査・分
析をデザインする業務も含まれる。）
• IRオフィスは「IR業務をより効果的、効率的に⾏う部
署」である（藤原・⼤野, 2015）。
• 意思決定や判断、改善を図る依頼者への情報提供で
ある（改善はAdministratorの仕事）。

それではまとめに入っていき
ます。IR は何ですかっていう、
これは現場の実感としては、や
っぱり必要なときに必要な情報
を必要とするクライアントの方
に提供する業務です。そのため
にデータを意味がある情報に変
換するわけです。この業務が IR
業務かなと思います。これはア
メリカ（ベミジ州立大学）の藤原
さんなんかとも、「多分そうです
よね」ということで、日米で一致
する話です。

そうしたことは普通に一般の部署でもやってるわけですけど、そういうことを効率的、効果的
にやるような部署、それが IR オフィスではないだろうかというのが藤原さんとか大野さん（鳥取
大）の意見です。
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44

４階層での質保証システム
オフィス
現状把握と制度設計、リソース配分

学部等

学科等FDミーティングの結果の共有と組織
的対応、FD研修会⽀援

学科等

プログラムレビューや教育⽬標に照らした学
習成果の測定とその結果に基づく議論

教員

例えば教育面で IR がどういう風
に動けばいいかみたいなものを

IR

全学の教
学マネジメ
ント組織

実例を少し見ておきましょう。

ちょっと簡単に模式化するとこ
んな感じになるかなと思います。
例えば最近、どこの大学も内部

データ
や情報
の提供
（場の
提供）

質保証のシステムを考えなきゃ
いけないって話になってるわけ
ですけど、例えば一番下、現場
に近い階層だと教員ごとに授業
とか教育改善の点検をやらなき

教員ごとの授業や教育改善状況の点検

ゃならないだろうと。
学科の階層では、教育プログ

ラムごとにプログラム・レビュー（数年ごとの学科ごとの自己点検評価＋外部評価＋改善計画立
案）や半期ごとの学科ごとの点検。要するに、学科ごとの教育目標に照らした学習成果の測定と
か、そういうことをやらなきゃならないだろうし、学部レベルになれば、そういう学科等の FD
ミーティングみたいなものをやった結果を共有して、学部としてどういう風な教育の改革を進め
るのかみたいな話もしなくちゃいけない。
全学的にはそういう各学部とか各学科の動きとか、各先生方の動向を見ながら、どこにどうい
う教員や予算を割り振っていくかとか、そういうリソースの配分とか、そういう制度設計をやっ
てるわけです。ですので、それぞれの階層に対して IR オフィスがどういう情報を提供できるの
かっていうところがポイントになるわけですね。

IRオフィスから提供し得る情報

45

IR

オフィス

全学の教
学マネジメ
ント組織

各種検討素材の提供

学部等

FD研修会：
学部の課題に対する情報提供
（授業アンケートや成績などの分析）

学科等

教員

そうすると、例えば教員には、
自己点検評価をやるときに授業
データを提供する、アンケート
のデータを提供するとか、うち
はそういう感じでやってますし、
学科などで FD ミーティングをや

データ
や情報
の提供
（場の
提供）

FDミーティング：
成績と就職との関係のデータ提供

るっていう話になれば、例えば
成績の推移と卒業先はどうなっ
てるのかとか、そういう情報を
提供して、各先生がたが議論し
やすいようなものを投下する、

⾃⼰点検評価：
授業データ、アンケートデータの提供

そういう燃料投下をしてます。
学部さんなどからは、例えば

うちの学生は留年生が多いとか、マスターに行ったほうが就職先がいいのかちょっと調べてほし
いとか、そういう学部長先生とか評議員先生からの依頼が来ますので、そういう依頼を分析して
FD 研修会なんかでご報告するっていうようなところの情報提供をするわけです。
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あとは全学とかで、例えば CAP 制度がうちは緩い感じだから、CAP を少し厳しくしたいんで、
今の履修状況のデータを全学部分作ってくれとか、そういう話がどんどん来るんで、そういうの
を作ってお渡しするわけですね。だから、そういういろんな改善を行う階層に対してどういう情
報を提供できるのかというか、ということです。どんな情報を提供していけば、受け手の側の仕
事がやりやすいのか、ということです。

IR実施上の課題（展望）

46

IR は情報サービス提供組織で
す。クライアントさんが居て初
めて成立しますので、我々の仕

• IRは、サービス提供組織。クライアントがあって成⽴する。
• 初期は営業努⼒も必要。
• 名脇役を演じられるかどうか（主役を引き⽴てるのが仕
事）。
• 情報を流し込む先があって、活⽤する仕組み（内部質
保証システムや、情報を出せば議論してくれる全学委
員会など）なしにはIRは意味が無い。
• 結局は、⼤学執⾏部や学部執⾏部などがIRを使ってど
うしたいのか、ということが重要。

事の初期の頃はやっぱり営業努
力も商品を買ってもらうために
は重要です。ですが、IR は改善
を図ったり、意思決定をする主
体者ではないわけですから脇役
というか、主役にきちんといい
仕事をしてもらえる名脇役にう
まくなれるかどうか、というこ
とが重要になってきます。
要するに、学部・学科の現場

の先生方がいい教育ができるように、そのための改革、改善のためにどういう支援ができるのか、
そこが当面の IR 機能の一つのポイントになると思います。
IR の情報を定期的に使ってくれるお得意様をしっかり作っていって、そういう燃料というか、
議論の材料を提供していくわけですけど、非常に重要なのは、何回も言いますけど、大学執行部、
学部執行部の方々が IR を使って何をしたいのか、ここをきちんと考えておいていただかないと、
なかなか IR の仕事が学内で活きていかないという感じがいたします。

内容や読みやすさについて以下の者にコメントをもらった：
小林裕美（徳島大学 国際課）、藤原将人（立命館大学 教学部学事課）、山本幸一（明治大学 教学
企画部 評価情報事務室）藤原宏司（ミネソタ州立大学機構ベミジ州立大学 IR/IE オフィス・副
室長）
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