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まえがき 

このプレイベントは、ご要望の多い IR の初歩的な知識について学ぶ講義です。各大学が IR 機

能を組織化しようとしていますが、大学評価コンソーシアムとしても、これまで入門編のような

講座の開催は行ってきませんでした。 

そこで、今回は、まず IR とは何か、ということについて、これまでの大学評価コンソーシア

ムでの講演素材などを用いて、IR を実践するための基本的な考え方のまとめをコンパクトにお

伝えする講義を行いました。 

特に新たな知見等を提示するものではありませんが、今回、初めて大学評価担当者集会にご参

加いただく方、初めて IR の業務に従事される方を主たる対象として位置づけ、8 月 27 日午後の

全体会（「大学評価は IR で高度化できるのか？」）の話をより深くご理解いただくための予習講座

的な位置付けも兼ねています。 

このイベントは、まず IR の基本的な事項に関して講義を行い、次に質疑応答を通じて受講者

の理解の促進と定着を図りました。 

 

        

  

平成 27 年 10 月 6 日            

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 准教授）    

嶌 田  敏 行   
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実施概要 

 

１．日時・会場 

平成 27 年 8 月 27 日（木）10：00－12：00 

神戸大学 六甲台キャンパス 留学生センター101（百年記念館［神大会館］隣） 

 

２．タイムテーブル 

10：00－10：55 趣旨説明 

講義「はじめて学ぶ IR－これまでのまとめ－」 

・IR とは何か、ということについてこれまでの大学評価コンソーシアムで解説された素材な

どを中心に基礎的な部分について解説を行います。また、午後の全体会の内容についても

簡単に触れ、より深い理解が得られるよう予習を行います。 

 

10：55－11：05 質問票・感想票への質問等の記入 

・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。 

 

11：05－11：55 質問等への回答 

・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。 

 

11：55－12：00 まとめ 

 

３．参加者について 

プレイベント「はじめて学ぶ IR－これまでのまとめ－」には、計 41 名からの申し込みがあり、

当日は 37 名が参加しました（N=37）。参加者の属性分析は、申し込み時に参加者からご提供頂

いた所属や職種等の情報を基に行いました。なお、「参加者」とは、国公私立大学及び関係機関

の「通常会員」であり、運営スタッフである「幹事」の４名を含んでいます。 

職種別の参加比率は、職員が 89％、教員が 11％でした。また、職員の職層を「部長・課長等」

及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」及び「准教授・講師等」に分けて示すと、職員

の係長・係員等が 62％と最も多く、次が職員の部長・課長等で 27％でした。このことから、教

員の参加が若干あるものの、評価または IR 業務を担当する職員の方が多く参加していることが

伺えます。 
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所属区分別では、国立大学が 59％を占めており、私立大学は 22％でした。また、地区ブロッ 

 

  

ク別では、本集会の開催が神戸大学であったことから、近畿地区の参加者が 35％と多く、次が

関東地区で 22％でした。なお、近畿地区、中国・四国地区及び九州・沖縄地区からの参加比率

が 62％であることから、西日本の大学を中心に参加していることが伺えます。 

地域ブロック・所属区分別と職種別をあわせて確認すると、関東地区の国立大学、近畿地区の

国立大学及び公立大学、中国・四国地区の国立大学において教職員の参加率が 10％以上でした。

職員については、近畿地区の国立大学の 14％が最も多く、次が関東地区の国立大学、近畿地区

の公立大学及び中国・四国地区の国立大学の 11％でした。 
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本プレイベントは、IR の初歩的な知識について学ぶ講義が中心だったこともあり、「評価との

関わり」の内容も確認すると、評価または IR 業務に従事されている職員の方が多く参加されてい

ました。また、下記に示す各プレイベントの参加者総数（N=71）と職種別詳細の関係によると、

イベント内容と参加者属性の対応関係は良好であり、本プレイベントの主旨に沿った参加状況だ

ったと言えます。 

 

（嶌田［茨城大］・大野［鳥取大］）
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■区分表（共通） 

 

地域ブロック 説明 

北海道 北海道 

東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

中部 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 

近畿 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県 

中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

その他 米国 

 

職種 職種区分 説明 

職員 

部長・課長等 
部長、課長、課長補佐、副課長、グループ長、グループリーダー、総

括主査、事務長、室長、次長、部長、参事、副参事、など 

係長・係員等 
係長、主任、主査、主事、専門職員、課員、係員、チーム員、職員、

スタッフ、所員、特任研究員、など 

教員 

教授等 学長、副学長、学長補佐、部局長、教授、など 

准教授・講師等 准教授、講師、助教、など 
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はじめて学ぶ IR 

－これまでのまとめ－ 

 

茨城大学 大学戦略・IR 室  

准教授 嶌田 敏行 

 

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

ただきます。IR の初心者向けの

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

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。） 

はじめて学ぶIR
－これまでのまとめ－

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

H27.8.27
⼤学評価担当者集会2015
プレイベント２
於：神⼾⼤学（神⼾市）
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 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

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。 

 

 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

説明させていただいて、質問・

感想票を 10 分ぐらいで書いてい

ただきます。全体会ではさすが

に手を挙げて聞けないっていう

ようなものを、無記名で構いま

せんので、素朴な疑問を書いて

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

プレイベント２のねらい
• 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？

2

プレイベント２の進め⽅
10:00－10:55 趣旨説明・講義

10：55－11：05 質問票・感想票への質問等の記⼊
・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。
11：05－11：55 質問等への回答
・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。
11：55－12：00 まとめ

3
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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。 

 

 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

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。 

 

 

IRとは何か
• 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）

4
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 今日は総集編ですので、いろ

んな人のスライドがいろいろ出

てくるんですけど、これは今、

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

構）の藤原さんのスライドをちょ

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

形大学 EMIR 勉強会で講演した

話なんですけど、アメリカの研

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。 

  

 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

かっていうと、情報提供と支援

というわけです。だから、企画

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

６分類を含め９分類すべてが出

てきます。そこでも企画機能み

たいなものはありません）。例え

ばある部署から「うちは今後、改

組を計画しているから、ここ最

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、

Office of Institutional Research & Effectiveness

⽶国の研究者／担当者は、どう定義したのか
 Saupe (1990)

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）.

 ThorpeによるIR業務の9分類 (1999)

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

2. Decision Making Support: providing information for decision 
making

3. Policy Formation Support: providing information for policy-
related issues

5

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

Office of Institutional Research & Effectiveness

IRに関する重要なキーワード
1. 情報提供（Providing Information）
2. ⽀援（Support）

• 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。

• 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。

6

データリクエ
スト

IR 情報提供

IR室＝情報提供による⽀援を”専⾨的”に⾏う部署

Institutional Data Provider

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



嶌田 敏行「はじめて学ぶ IR －これまでのまとめ－」 

12 

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。 

 

 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 2 次世界大戦が終わってベビ

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

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。 

⽶国ＩＲの歴史的展開
• 第1段階（1950〜1960年代）

– 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

• 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

7
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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

ぐらいの所なので、ここは今日

は飛ばしてしまいます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽶国におけるＩＲの発展過程

• 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

第1段階：1950年代〜60年代

参考

⼩湊H27.7

8

9

• 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

第2段階：1970年代〜80年代

参考

⼩湊H27.7

9

• 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

第3段階：1980年代以降参考

⼩湊H27.7

10
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 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

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。 

 

 

 

 

 

⽇⽶の背景の違い
• 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）

＝
• 機能を担う実施組織が学内に分散している状況＝
• 学⽣数減少や景気後退という外部環境＝
• アカウンタビリティの要請＝
• 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

＝
• 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

だが可能性として
↓

• 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

第１段階
第１段階

第１段階

第２段階
第３段階

第３段階

第３段階

参考

⼩湊H27.7

11

IRの機能分類
• 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

12
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 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

ど、要するに、政策形成とか意

思決定支援とか計画策定支援と

いうのは結果です。 

 では、IR が実際やることって

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

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

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。 

 

 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

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、

評価活動⽀援

Thorpe(1999)による 業務の９類型は並列して語ることが難しい

データ管理
データ分析

個別テーマの調査研究

外部レポート
内部レポート

計画策定⽀援

意思決定⽀援
政策形成⽀援

IR機能の階層性

⼩湊H27.7

13

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

⼩湊H27.7

14
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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。 

 

 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

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

⽶国のエンロールメント・マネジメント
• 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。
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す。 

 

 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

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。 

 

 

 

 

 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

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

AIRのハンドブック
• 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

定価 3,600円＋税⾦

16

⽶国の⼀般的な⾼等教育事情
• 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。

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。 

 

 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，

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

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

⽶国の⼀般的な⾼等教育事情
• 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…。

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。

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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 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

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

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。 

 

 

⽶国でEMが必要とされる理由
• 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）。

• 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。
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 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、

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

夫をする。基本的にここに収束

するわけです。 

 

 

 

 

 

 

 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。 

EMの２つの業務の柱
– 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）
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

– 学⽣フロー（いなくならない⼯夫）
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

20

IRオフィスの⽇⽶⽐較
⽇本の中⼩評価部署 ⽶国の中⼩IRオフィス

主たる関⼼ 説明責任のための報告業
務

⓪説明責任のための報告
業務を通した継続的改善
⽀援

数量データに対する
執⾏部の関⼼

現在、徐々に関⼼が⾼ま
る ① ⾮常に関⼼が⾼い

主要な取扱い資料 事実関係の叙述資料 ② 経営に直結する数量
データ

数量データの分析 たまに 集計までは⽇常的、分析
まではあまりしない

データベース ⼤規模⼤学以外はあまり
整備されていない

③ 整備されていない⼤学
はほとんどない

おもなスタッフ ④ 異動を伴う事務系職
員 専⾨職

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

21
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 「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。 

 

 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

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

りとか、こちらは私立大学改革

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。 

 

IRに関する政策誘導
• 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

• 私⽴⼤学等改⾰総合⽀援事業
– 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。。。
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 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

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

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

⽇本でのIRの流れ
（１）

⼤学評価

（２）
教育改善

（３）
経営⽀援

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

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

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？
※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？

23

⽂部科学省のIRの定義
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
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
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
ｅ 国（政府）への報告の作成（ｂ〜ｄに関するものは除く）
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
ｇ 学⽣の学修時間の把握のためのデータ収集、分析
ｈ 学⽣の募集管理
ｉ 学⽣の履修登録管理
ｊ 予算・財務計画の策定のためのデータ収集、分析
ｋ 学⽣、⼤学教員、⼤学職員に関するデータ収集、分析

（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）

1

1

1

3

3

2

3

2

2

2

共
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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 

 

 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、

その結果を何らかのものに使う

というわけですね。 

 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

評価・IRの業務プロセス
（調査・評価の⽬的を踏まえて）

収集・分析を設計

データ収集

データ分析（情報化）

報告（意思決定・改善⽀援）

学
内
外
の
依
頼
者
・
指
⽰
者

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

所在把握、⼊⼿、整理

操作、解釈

報告⽅法・活⽤⽀援

※改善や計画、PDCAは考えない。
→ 別の概念（勉強会？）
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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。 

 

 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

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。 

 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

ＩＲ⼈材が有する観点と能⼒
• 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

⼩湊H27.7
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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。 

 

 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

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

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 

 

• ⇒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

⽂脈のインテリジェンス（contextual 
intelligence）

⼤学の組織⽂化や⾼等教育の⽂脈への理
解を踏まえ、意思決定⽀援を⾏える知識と

理解⼒を持ち合わせた課題解決⼒

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

技術的・分析的インテリジェンス
（technical/analytical 

intelligence）
業務上の基本⽤語や概念を理解しデータ

処理及び分析を⾏える知識と技能

OJTによる修得

⼤学院等で修得

Terenzini, (1993)から → 福岡⼤佐藤さんが解説

⼩湊H27.7
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 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

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

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

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 

 

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

説明責任に向けた総
括的・外的性質

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

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

評価室

教育研究セン
ター：教育に

焦点化ここの機能が弱い？
個⼈に依存？

IRの４つの顔（振るまい）
Volkwein(1999) → ⼭形⼤浅野さんが解説

⼩湊H27.7
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 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

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

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

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。 

 

 午後に出てくる最後の一つ。

これが情報支援サークルになり

ます。さっきの IR の立ち振る舞

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

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

データと情報
• 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

• （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/ ［NIAD‐UE 林隆之准教授より］
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情報⽀援サークルを⽤いた活動の流れ
管理⼈・提
供者

収集・コーディング・
蓄積

再構築・分析・統合

仲介者・⽣産者

良質な意思決定

⽣成・配布・報告

影響・意思決定

運営者・利⽤者

概念のモデル化・測
定⽅法の選択

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

調査の設計
調査項⽬選定と定義

ＤＢの設計
各部局からの収
集
学⽣調査

数量データの分析
叙述資料の分析

分析レポート
ファクトブック
⾃⼰点検評価書

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

⼩湊H27.7
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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 

 

 

 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

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

ていただこうと思います。 

  

 

 

 

 

IR オフィスを設置したいのだ

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

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

よくある質問とその答え
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

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）

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

31

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。

32
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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

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。

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。 

 

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。

• 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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 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

なか捻出できないんですよとい

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。

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

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

ういう改善をしたほうがいい」み

• 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）。

Q3：IRオフィスに配置する⼈員を捻出できない。

34

Q4：IRオフィスを設置した。具体的に何をすればよいか。

• 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。
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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

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

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

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

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。 

 

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。

• 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

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。

• 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。
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 データの収集がうまくいかな

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

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

見てても、こっちはその現場の

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

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。

• 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

Q8：分析が上⼿くいかないがどうしたらよいか。

• 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 39
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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

は、定期的にデータを使ってく

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」

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。

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

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

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。 

  

 

※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。 

 

 

Q9：IRオフィスをどのように学内に根付かせればよいか。

• 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。

40

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。

• 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。

– 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。
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 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

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

 

FAQ（超凝縮版）
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。

IRオフィスの⽬的は何ですか？

42

IRとは何か（現場での実感）
• 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）。
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 実例を少し見ておきましょう。

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

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

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

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。 

 

 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

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、

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。 

４階層での質保証システム

教員ごとの授業や教育改善状況の点検

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

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

現状把握と制度設計、リソース配分

学科等

教員

学部等

全学の教
学マネジメ
ント組織

データ
や情報
の提供
（場の
提供）

IR
オフィス

44

IRオフィスから提供し得る情報

⾃⼰点検評価：
授業データ、アンケートデータの提供

FDミーティング：
成績と就職との関係のデータ提供

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）

各種検討素材の提供

学科等

教員

学部等

全学の教
学マネジメ
ント組織

データ
や情報
の提供
（場の
提供）

IR
オフィス
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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 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

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） 

IR実施上の課題（展望）
• 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。
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初歩的な IR の質疑応答 52 問答 

 

主回答者：嶌田敏行（茨城大学 大学戦略・IR 室） 

副回答者：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） 

監修：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） 

     末次剛健志（佐賀大学 企画評価課 係長［ＩＲ主担当］） 

 

（*以下、「回答」に関する補足内容は点線で四角囲いし、質問に対して後日回答した内容はその旨

を明示しています。） 

問１：「IR というのは何をすべきなのか」ということがよくわからなかったのですが、学内で分

散管理されているデータを収集して、それらを基にして意味のある情報を見つけることが基本的

な仕事なのだと理解しました。この理解でよろしいのでしょうか。 

キーワード：OJT というのは何ですか（「3 つのインテリジェンス」のうちの 1 つ「文脈のインテ

リジェンス」を「OJT で修得する」という説明がありましたが略語の意味がわかりません。） 

回答：そのとおりだと思います。IR 業務とは、意思決定支援
．．

です。ある目的に沿って（そのまま

では使いにくい）データを収集し、有用性の高い（依頼者が欲しがっている）情報に加工し提供

する業務です。判明した現状から「次に何をすべきか」「どちらを選べばよいのか」を考えるのは、

あくまでも依頼者（一般には大学執行部、学部執行部）の方々の仕事となります。 

 OJT ですが、On-the-Job Training で、具体的な現場の実務から仕事に必要な知識や技能，態

度の訓練をさせることです。現場で“習うより慣れろ”みたいな感じで言われますが、成り行き

で身に付けさせるものではなく，教育の一環として意識的に現場でトレーニングするというイメ

ージです。 

 

問２：本学のテータは「教務事務システム」「授業料システム」「研究者データベース」等多種の

ものがそれぞれ、スタンドアローンで運用されておりかつ、各セクションの日常業務に足りうる

だけの情報しか入力していないことがあり、情報収集に苦労することが多い。 

それらを解決するためのヒントをご教示いただければ幸いです。 

感想：アメリカにおける IR が以前よりも発達してきた背景について理解することができた。 

 本学では、「大学改革戦略課」と「企画総務課企画調整担当」の 2 セクションが一応 IR につい

て所管業務ということになっているが、目的がはっきりしておらず、あまり進んでいないのが実

態。私の所属している「企画総務課企画調整担当」の IR に関する実務としては、大学ランキング

や各種照会業務（アンケート調査）への対応が中心となっている。 

キーワード：IR の 4 つの顔 

回答：IR オフィスで保有していないデータに関してどうすればよいか、というのは、よくある話

です。いくつかの大学では、“この部署でこの時期にこういうフォーマットのデータを作成して
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いる”というリスト（データカタログ）を作成しています。データベースが当てにならないなら、

学内のどこにどのようなデータがあるのかだけでもきちんと把握しておいて、その部署に問い合

わせるわけですね。例えば、5 月になれば、入学生アンケートを入学課がこういう設問で調査し、

このようなフォーマットで取りまとめてるようだ、と分かっていれば、そういう情報が欲しけれ

ば入学課に問い合わせればいいわけです。うまくいけば、こことここの部署で収集しているデー

タが重複しているんじゃないの、などの指摘もすることができます。 

 データカタログだけでなく、どこの部署がどういうデータをどういうデータベースに入れてる

のかというところを、いろいろ聞き回ったりして、「こういうデータがあるとありがたい」など

の話を日常の中で（インフォーマルもしくはカジュアルに）しておいて、データベースの改修な

どをするときに、「そういえば IR の人にもちょっと話聞いてみようよ」という感じに思ってもら

えればしめたもの。そういうときに IR からも「ちょっとこういうフォーマットでやっていただけ

ると非常に助かるんですよね」みたいな話をしたりすることで，データの基盤も整っていくわけ

です。日頃のお付き合いが非常に重要なのかなという感じがいたします。 

 

問３－１：日本で IR が導入されるようになったのは、文科省の政策誘導によるものか、もしく

は現場（大学内）の人間が必要性を感じて、米国の例を参考にしたからなのか、導入の経緯はど

んなものなのでしょうか。 

回答：国立大学で評価室を持ってるような所は、大学評価をとにかくやらなくちゃいけないから、

大学評価対応部署を作りました。国立大学は、第 1 期、第 2 期と 6 年単位で動いてるんですけど

も、第 2 期は第 1 期に比べれば比較的評価が軽めになったので、その余裕を使って単に評価書を

書いて終了というところから、それを何とか活用できないかみたいなところに評価部署が自然に

展開して IR 方向に展開していったというところもあります。 近は文科省のほうで非常に強く、

恐らく大学をきちんと効率的、効果的に経営してもらいたいようでして、IR が非常に重要とい

う話が多く聞こえます。以前は、IR といえば教育面の話が多かったのですが、 近は、割と財

務的なリソース配分なんかをきちんとやりましょう、みたいな話が増えていると思います。つま

り、少し前までは教学 IR と云いますか、学生の動きを把握しようという話だったんですけど、

運営費交付金を巡る会議の状況を見ていますと、どちらかというと経営改善をさせたい雰囲気が

文科省から伝わってくる感じです。そういう意味で、この辺は同時的と云いますか、文科省もそ

ういう思惑を持ってるし、学内でも当然変えるべきところを変えたいというか、何とかしなくち

ゃいけないというのは多くのみなさん思ってるわけですね。でも、あまり、危機感のない方々も

当然、いらっしゃる。そうなると、外圧がちょっと必要だった感はあります。 

 要するに、国立大学だったら大学評価を行う都合上、そういう現状把握機能は必要だったし、

一方で、文科省からの政策誘導などもあるから取りあえず IR を頑張ってみようと思う大学さん

も当然、いらっしゃる。もちろん、困ってる大学は必然的にこういうことを利用して IR みたい

な現状把握機能を入れるわけですけど、困ってない大学もいろんな状況が、すなわち、文科省の

政策誘導もあるので、この波に乗っている、というところはあるかなと思います。 
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問３－２：大学レベル、学部レベル、教員レベルいずれの段階でも良いのですが、IR による情

報提供を受けて、改善・改革等を行った具体的な実例があれば教示いただきたい。 

キーワード：スピンドクター？知らないのは IR 以前の基礎的知識の問題でしょうか？ 

回答：とある学部で、うちの学部は非常に留年生が多いので，どのような学生が留年するのか教

えて欲しいと要請されて、分析するわけですよね。そうすると、ある GPA を下回っている学期

が 2 学期連続で続く学生は、基本的に 8 割ぐらい留年とか退学とか、いなくなっちゃったりする

わけです。 

 そういう情報を IR が提供して、あとは学生を呼び出す基準を少し変えたほうがいいんじゃな

いですかってところまではするわけですが、その学部さんがそれを受けて何をやったかというの

は特に把握していません。改善につながるような情報提供はしますが、それをもとにどうされた

のか、というところまでは、本当はそこまでアフターケアしたほうがいいんですけど、あまり見

てないというのが正直なところです。 

 スピンドクターはあまり一般的な語ではないと思います（全体会の山形大学・浅野先生の講義

をご覧ください。）。 

大学評価担当者集会 2015・全体会 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20150827 

 

問４－１：IR オフィスは、大学のどれ位の割合で設置されていますか？ 

嶌田：アメリカは、ある一定以上の規模の大学だと、ほぼ 100％です。ただ、専門組織としての

IR オフィスを持っていないところもあります。例えば、ミネソタ州立大学機構に属している短期

大学の中にも、IR 室がないところはあるそうです*。日本の場合は、IR オフィスって名前が付い

てない大学も含めれば、この前、東大の小林先生らがされた調査**だと 25 パーセントぐらいが

IR オフィスを設置してます。ただ、評価室っていう評価のオフィスだったら、国立大だったら

評価対応部署は 100 パーセントあります。私学さんも多分 25 パーセントぐらいはありますよね。 

山本：そうですね。IR を担当する全学組織として 25 パーセント程度です。 

嶌田：IR オフィスをどう定義するかって問題なんですけど、大学の情報を集めて詳らかにする

ようなオフィスだとすると、かなりの大学が何らかの形で持っていますが、ただ、それを活用し

てるかどうかはまた別になるというところだと思います。 

* 情報誌「大学評価と IR」第２号 

「政策立案・計画策定における米国 IR 室の役割」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib002 

 

** 文部科学省 先導的大学改革推進委託事業 

「大学における IR（インスティテューショナル・リサーチ）の現状と在り方に関する調査研究」

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/1347631.htm 
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問４－２：その IR オフィスの実際の業務は何の調査・分析が多いのでしょうか？ 

回答：これは多分 IR オフィスの性格に依存すると思います。茨城大学はどちらかというと評価

室なので、研究の話もありますし、教育関係の話もありますし、改組関係の話もあります。執行

部のほうで困っている話があってちょっと手に負えないと調査指示などが下りてくるみたいな感

じです。ただ、これは多分、教育系の業務をメインとする IR オフィスだったら教育の話が多い

でしょうし、経営系の総務課や企画課とつながっている IR オフィスだったら多分そららの話が

多いでしょう。つまり、置く場所によって性格が違うかなと思います。 

 

問４－３：データベースについて、具体的に何のデータを扱っているのでしょうか？ 

回答：これはアメリカのミネソタ州だと、日本で言うところの教務情報システム、財務システム、

人事システムみたいなものを州で 1 個持ってる感じになっています（米国の州立大学では、１法

人複数大学経営のような形になってことが多く、そのシステム（機構）で、業務システムなどを

１つ用意して、それらに各大学が乗る、というケースも多いようです。なお、ミネソタ州には、

ミネソタ大学システム（U of M System）とミネソタ州立大学機構（MnSCU）があり、ここで挙

げている例はミネソタ州立大学機構の話です）。だから、もう州単位で全部データがそこに入っ

て、業務システムは一体化されており、そこに IR はアクセス権限をいろいろ持ってて、データ

を持ってくるみたいな世界になっていることも多いようです。 

 ですので、ミネソタ州立大学機構の場合、日常的に各部署が業務でやるデータはそのシステム

（機構）にほぼ全て入ってます。成績から何からみんな入っているわけです。ただ、ミネソタ州立

大学の IR 室の方によると、卒業生に有名人は何人いますかみたいな話に関してはデータベースに

ないので、そういうのは逐一、学内の部署に問い合わせをして調べるみたいな感じの話でした。 

情報誌「大学評価と IR」 第 1 号 

「全学統合型データベースの必要性を考える」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib001 

 

勉強会「米国における IR 実践を通して考える日本型 IR」報告書 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=ir20131112 

 

問４－４：エンロールメント・マネジメント。本学でも取り組み始めたいと思っていますが、具

体的な実施方法について、ご教示下さい。 

回答：エンロールメント・マネジメントについては山形大学さん、あとは京都光華女子大学さん

が有名です。この二つについては、web 上にもいろいろ資料があるかと思いますので、ちょっと

お調べいただくと面白いかもしれません。また山形大学さんは、毎年秋と冬に EMIR 勉強会を開

催されています。 

エンロールメント・マネジメントについては大学評価コンソーシアムでも以前、勉強会を開い

ていますので、そちらもご覧ください。 
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「エンロールメント・マネジメントに関する勉強会」報告書 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20120907 

また、大学評価・学位授与機構内に研究会が以前置かれ、そこで米国の IR 担当者

向けハンドブックの翻訳を行いましたので、そちらも併せてご参照ください。 

ＩＲ実践ハンドブック（玉川大学出版部） 

http://www.tamagawa-up.jp/book/b99558.html 

 

問４－５：IR 委員会方式を採用している大学は多いのでしょうか？ 

回答：IR 委員会方式ですが、結構バーチャルな方式は多いと思います。創価大学さんもそうで

したし、佐賀大学さんも１名の専任の事務職員以外は兼務のようです。茨城大学は専任教員ポス

トがありますが、僕はもともと事務官ですから、事務職員ポストを読み替えているだけです。 

 手始めに各部署のデータのエキスパートや若手がとりあえず集まってプロジェクトチームのよ

うに学内の課題を調査してみよう、というやり方もよく聞きます。例の私立大学の補助金でのポ

イントの都合で、専任の事務職員を配置するケースも少なくないようですが。事務系中心に行う

場合、人事異動があるので、兼務制度と併せてうまく活用すれば、色んな方が学内の課題の調査

に取り組んだり、現状を数字などで明らかにする業務を行うので、それらの知見が学内に蓄積さ

れていく、というメリットはあるかと思います。データで客観的にものごとをみたり説明できた

りする方や、大学を俯瞰的にみることができるスタッフが増えていくわけです。 

 事務系職員中心だと、分析力に不安を感じる方も多いわけですが、傾向を調べたり、可視化だ

けならあまり統計は使いません。必要になったらコンサルさんも居ますし、大学ですから意欲的

な先生に兼務してもらって助けてもらう、というのも手だと思います。 

重要なのは、やりやすい形で、その大学の目的に合った形で IR 業務をスタートさせて、現状を

詳らかにする機能をきちんと動かすことが重要だと思います。 

情報誌「大学評価と IR」 第 1 号 

「佐賀大学における IR の展開 ～事務担当者の視点から～」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib001 

 

 

問５：大学評価の仕事を複数大学で経験し、今年7月から IR関係部署を大学が設置し、その役割

を担うことになりました。IR については、知識もとぼしく不安な面もありましたが嶌田先生の

お話しを聞いて少し理解ができた気がしております。ありがとうございました。 

その上で少しお伺いしたいのですが、評価の仕事をしているときも米国での評価の手法をその

まま適用すると、文化の違いからか、多くの教員から反発を受け苦労したことがありました。 

なかで少しふれておられたように、人と人の繋がりのなかで IR を実践することが大切だとお

っしゃっておられましたが具体的な例などありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

キーワード：データと情報 
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回答：基本的に僕の場合、営業活動を行っています。営業といいますのは、学部長、評議員の先

生の所に不定期的に行ってお茶とか飲ませてもらいながら、「先生、何か困ってることないです

かね？」みたいな話をしながら、そういうときにデータ分析依頼をもらってくる感じです。イン

フォーマルに仕事をもらってきてフォーマルに返すというようなやり方ですかね。あんまり痛い

所は探らないといいますか。気心知れている相手でしたら、こっちから自主的にいろいろ調べて

「こういうことが起きてますので何とかしたほうがいいんじゃないですか？」っていうのはたまに

言ったりはします。 

 ただ、僕は、10 年ぐらいこの大学でこういう仕事をやっているので、マズい状況になってい

るということをそのまま「マズいですよ」と話をしても、相手の先生方も「確かにおまえが言う

ならそうなのかもね」みたいなところはあるので、IR 担当者や評価担当者を固定しておけば、

「結局、あの人、長くやってるんだから、あの人の言うことも一理あるんじゃない？」みたいな感

じで思ってもらえる可能性はあります。少なくともさまざまな分野の先生方と雑談ができる能力

は磨いておいても損はないと思います。 

 ただ、極端に大きな大学ではない限り、事務系職員の方もずっとその大学にはいるので、学部

長や評議員の先生方と話をするときにも、共通の知り合いはいるでしょうし、「昔うちの学部に

もいた何とかさんだな」とか思ってもらえれば、あんまり抵抗感はないのかなっていう感じもい

たします。お互いに悪い印象を持っていない、ということが前提ですが。 

 

問６：IR の役割は本来、情報提供と支援であり、データリクエストを出すのも、分析結果をも

とに企画・実行するのも執行部や他部署の仕事…であるべきなのですが、適切なリクエストやオ

ーダーが出てこない、グラフや数字をもとに、どうしたらよいか、の次の一手を考えることまで

求められる、など、実際には困難が伴うことが多いように思います。そのため、日本では「執行

部を育成する」機能も求められるのではないでしょうか。 

回答：そう思います。米国の例などを見ていると学部長や副学長、学長などの大学の管理職の

方々は専任でやられている感じです。ある大学で副学長補佐を何年かやったら、次の大学には副

学長として公募を受けて異動して、みたい感じです。日本のように、学部長やって、普通の教員

に戻って、次は副学長で、というような感じではないと思います。つまり、少なくとも国立大学

の場合、十分な経営者としてのトレーニングを受けないままに、いきなり経営者をやらされてい

るような感じもなくはない、と思います。 

 必死にやられている先生方はほんとうに必死に大学経営をされてますが、これでいいのかなあ、

という方もいなくはない、と思います。確かに大学執行部に経営責任があるはずだけど、そこが

希薄でも、なんとかなってしまう場合もあったりするわけですね。つまり、その大学は，そこま

で困ってないんでしょう。要するに、学生がバンバンとは来なくなってしまい，大学が倒れてし

まうよっていう話になれば、当然、執行部、何やってるんだって話になるわけですけど、学生は

適当には入学してくれるし、卒業していくし、そうなれば執行部に「なに下手打ったんだ」って

いう話にあんまりなんないわけなので、多分、大学が潰れてくれるような状況にならないと、露

骨に経営責任は問われないんじゃないのかとも思います。そうでもなきゃ、例えば僕が大学執行

部のメンバーなら学生の未来に対しては責任があると思っても、自分ががんばらないと大学が潰
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れる、学科を閉鎖しなくてはならなくなる、みたいな経営責任を考えて、しっかりやらなきゃま

ずいだろうと思わないような気がします。 

 だから、そういう意味では、そういう状況になる前に今、手を打っておくことが重要なのです

が、人間、なかなか、そうならないと、つまり、なかなかみんなお尻に火が付かないと頑張ろう

とは思いませんね，というところはあると思います。 

 

問７：IR に関してとても分かり易く説明していただき、よく理解できました。 

特に質問とまではいかないのですが、自分は7月から IRを担当する部署に異動になり、しかもそ

の部署が新設の部署であるため、現在手探りで業務をこなしている所です。 

大学執行部からは「こういったデータを欲しい」「このデータを分かり易くイメージ化して欲しい」

等の要望を受けて、情報を作成し提供しているのですが、注釈や意見を求められることが多く、

多少主観が入ってしまう事については多少の不安もあります。現在は、自分の意見と前置きした

上での提供になるのですが、問題ないでしょうか？ 

とても勉強になりました。ありがとうございました。 

キーワード：『IR を使ってどうしたいのか』 

回答：お疲れさまでございます。問題ないと思います。気になるところがあれば、その現場の人

に話を聞きにいくとよいかもしれません。要するに、執行部に見せる前に現場の人に見せに行く

ってことがいいかなと思います。例えば学務課の人、例えば留学生課の人にデータをもらったら、

もらった人に、もらったデータを加工したらこんな感じだったよって報告してあげると、自分が

渡したデータってこんな風に使われているんだと思ってくれて，その人もデータを提供した甲斐

があったなあ、と思ってくださるでしょうし、そのときにいろいろ情報をくれるわけです。 

 「これって結局こういうことなんですよ」って、その現場の方にもらった情報を受け売りで執

行部に提供すればいいわけですから、自分で分かんないなと思ったら、その現場の人に分かるま

で、お礼かたがたその情報を提供してあげるっていうのがいいのかなと思います。自分で分かん

なきゃ人に聞くっていうのは重要なポイントかと思います。 

 よく、IR 担当者はどこまで意見を具申すべきか、という話がありますが、「お前どう思う？」

って聞かれたら答えればいいですし、聞かなければ言わなくてもよいと思います。依頼者が、カ

ジュアルな話し好きの先生だったら、いろいろ雑談すればいいでしょうし、議論しながら物事考

えたいタイプの方なら、議論を吹っかけてあげれば喜んでもらえると思います。つまり、多くの

依頼者は経営者としていろいろ判断が求められているわけですが、僕らは単なる従業員なので、

求められていることをきちんとこなせばよいのだと思います。必要かつ十分に。 

 

問８－１：データベース化されていない部局等で管理されている情報を収集する方法で良い方法

はありますか？ 

回答：どの部署でどのデータをどういうフォーマットで何月頃取ってるのかと、そこを全部収集

しておく、そういうカタログを作っておくとよいかもしれません。 
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問８－２：データの集計の条件など部局等にヒアリングしても、個別データから目で見て抽出し

ているなど集計が難しい場合はどうしたら良いでしょうか。 

回答：こういう紙から入力するみたいな手作業は僕らもよくやるので、こういうところを本当は

データベース化して欲しいですよね。要は、こういうデータ、例えば手作業で目で拾って打たな

きゃいけないデータっていうのも、これが毎年必ず必要な重要なデータですって話になれば、当

然データベース化したほうがよいわけです。 

逆に言えば、使うか使わないか分からないデータまで全部データベース化してくれって言った

って、どこの部署だって「面倒くさいですよ」っていう話になるわけですよね。それは当たり前

の話です。じゃあ、必ず使う、ということが明確ならば、さすがにみなさん、分かってくれれば

データベースに入れてくれるわけですね。だから、そういう使うかどうか分からないデータ、た

まに使うかもしれないデータだったら手作業でその都度集めればいいわけです。 

つまり、必ず毎年このデータはきちんと使うというような状況に持っていってしまえば、当然

みなさん、入れるフォーマットを作ってデジタル化していってという流れになってきますので、

定常化するとか定番化させるようなことも必要なのかなと思います。 

 

問９：「IR オフィスに人員を集めるのではなく、各部署の職員に兼務させること」という話が興

味深かった。実際にそのような事例はあるのでしょうか。 

キーワード：人材を兼務 学習効果アセスメント 3 層のインテリジェンス 

回答：問４－５でも似たようなご質問がありましたが、佐賀大学さんもそんな感じですし、この

前、進研アドさんの『Between』で書かせていただいた鈴鹿医療科学大学さんも学長先生と兼務

の先生と事務系 1 人、その方は専任でしたけど、毎月チームで集まってデータ分析をされてまし

たし、多分次の号に載る創価大学さんもバーチャルな感じでやっていらしゃいます。バーチャル

な感じは結構多いかもしれません。専任ってそんなにいないですよね、私立大学の例の補助金で

は 5 点もらえますけど。 

 IR オフィスって言ってもなかなか何するのか分かんないのに、大学としてもリソース割けな

いと思うので、そこで実績を上げて大体ポストを要求するというような作戦になってるんじゃな

いのかなって感じがいたします。 

進研アド「Between」 

http://shinken-ad.co.jp/between/between/ 

2015 年 4-5 月号以降の「IR その着実な一歩のために」シリーズをご覧ください。 

 

問１０：IR は何かということで、米国との必要のされ方の違いなど興味深かった。 

本学では、認証評価の報告書作成の流れより、IR 推進室が組織上設置されたがオフィスはな

い。評価情報分析室という部署があり、こちらはオフィスがあり、そこに配属されているが、分

析室外からの依頼はまだ無い。 

この様な中で、今後まず学内でどのような活動をしていけば良いのかを疑問に思っている。 

キーワード：IR の機能分類 
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回答：要するに、評価をやるときに情報を提供して欲しいという感じで IR オフィスを設置した

感じでしょうか。佐賀大の IR オフィスも評価部署からのリクエストは結構多いと言ってました。

そのような中で、全学の中でどういう風に活動をしていけば良いのか、IR のプレゼンスを高め

たいという意味ですよね。 

 アメリカの大学で IR オフィスがやっている主要業務の一つとして、ファクトブックというの

も作ってます。要するに、大学のみんなが状況を把握したり、さまざまな検討に使うような主要

データ集ですね。よく聞かれる経年変化とか他大学との比較データを作っておくわけです。それ

で、会議のときとかにみんなそれを見ながらいろいろ議論したり、執行部とかもそれをチェック

しながら、今の状況はどうなってるのかっていうのを把握するわけですね。 

 要するに、定期的に何十種類かのデータとかグラフを作るわけです。そういう大学主要データ

集みたいなものを例えば毎年作るみたいな話になってきて、みんなが活用してくれていれば、そ

れは IR の存在意義の１つになり得るわけですね。 

現在、裏番組（同時進行で開催されているプレイベント１）で話してるベミジ州立大学の藤原

さんが着任したときには、ファクトブックを作ってなかったそうなんですよ。そうすると、いろ

んな部署からあのデータくれ、このデータくれってリクエストが来るわけじゃないですか。結構

面倒くさいので、ファクトブック作ればそういうデータリクエストが減るだろうと思ってファク

トブック作ったんですね。そうしたら結局、ファクトブック作ったら、みんなそういうデータを

見てるうちに余計いろんなことが気になって、「あれはどうなってるの？」「これはどうなってる

の？」っていうリクエストがさらに増えたっていう話もあります。つまり、学内で業務をやって

る全ての方は、多分自分の業務がどうなってるのかというのを数字で示されるということに対し

て非常にみなさん興味を持ってるわけですね。だから、いろんな部署のいろんな状況を、例えば

グラフとか数字にして、それで渡してあげる。経年ではこうなってます、他の大学と比べてこう

です、そうすると、あれは？、じゃこれは？ってさらにどうなの？ってことになるわけですね。  

要するに、みんなのデータに関する感度が上がっていけば、当然 IR に対するリクエストも上

がってきますので、そういう形になってないものを形にしてあげるみたいなところから始めてい

って、それをどんどんみんなに提供する、“ばらまく”ようなところがあれば、少し「IR オフィ

スって何かしっかりやってくれているかも」と思ってくれるのかなというところもあります。 

 少なくとも国立大で言えば評議会とか、ああいう大きい会議で必ずデータ集を脇に置いてもら

うような仕掛けなんかをしていくと、結構、大学の会議って雰囲気で議論してるところがあるじ

ゃないですか。先生方、「俺の経験では」「うちの学科では」みたいな感じに発言されるかたも少

なくないので、それをなくしたほうがいいんじゃないのかな、と。だから、佐賀大が IR オフィ

スを作った一つの理由としては、やっぱり会議の時間を短くしたいというのを伺ったことがあり

ます。会議の時間で結局、みんな「俺の思い」とかで話し始めるとすごく長くなっちゃうんで、

データとか根拠がないことを話すな、というような感じで学長先生がおっしゃって、やっぱりそ

うすると、データを見ながらみんな話すようになるわけで、本質的な議論をやる時間が延びてく

るわけです。そうすると、より学生にとってしっかりとした意思決定ができるんじゃないのか、

みたいな、そんな感じで IR を強化するような話でやってたらしいです。ですので、そういう感

じでみんなが雰囲気で決めてるのを、少しデータ見ながらやっていくって文化に変えていけば、

IR も学内でどんどん使ってもらえるようになるんじゃないのかなと思います。 
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問１１：私は今年の 4 月から、IR オフィスへ異動となりました。 

現在の業務としては大学改革（改組）を行っているところです。その中で大学内にある様々なデ

ータの活用が重要だと感じている。ただ、そのデータがどこに有って、どう活用するのか、され

てきたのかどうすれば、何に使えるのか、全学的な意識共有がなく、その都度いろいろ考えてい

る。なにか良い方法はあるでしょうか？ 

キーワード：データベース（IR 業務に特化したもの） 

回答：近道や正解はないんですよね。実際、データベースが必要だと思いながらも、つい，その

都度データを集めて作業し、それを定番化したほうがいいよなと思いながらも、結局、他の業務

があるからそのままになって、また半年後ぐらいにあのデータ、また必要になったというのでま

た集めるというのを繰り返しているんです。でも、なかなかデータベース化に踏み切るって勇気

が要りますよね。 

 データベース化ってどういうことかというと、データベースのフォーマットを決めてしまうと

いうことで，なかなか変えられないものです。もう必ずこれは固定業務だってものに関しては機

械に置き換えてしまえばいいわけですけど、多少のぶれがあるようなものは人間がやったほうが

うまく対応できるわけですね。 

 だから、無理やりデータベース化するとすれば、例えば九州工業大さんみたいに，データベー

スに備考の欄を大きく残して、正規的に入らない情報は備考欄に入力して、とにかくそのフォー

マットを変えずに済むような工夫をしたりとか、そういう感じの努力をしていかない限り、なか

なかデータをきちんと定期的に収集するというのはできないんですね。 

ルーティン的、定常的・定例的に集めてみんなに公表するようなデータ、あとはアドホック的、

臨時的、突発的というか、そのときだけ必要なデータというのが、多分二つにデータは分かれる

わけなんです。ルーティン的に、例えばファクトブックを作りますとか、文科省に必ずこの数字

は提出しますとか、そういう定例的なものはデータベース化していくのが多分楽で、そういうア

ドホックというか、多分たまにしか使わない、恐らく使うと思うけど、1 年に 1 回使うかどうか

みたいな話のやつはデータベース化しないほうが多分楽なんじゃないのかなという、その辺のと

ころの使い分けっていうのが多少必要になってくるのかなと思うのです。どこまで学内のデータ

を整理していくのかというのは、データカタログとかを作りながら少し考えていくしかないのか

なという風に思っております。 

 

問１２－１：IR が近年政策誘導的に推進されているということでしたが、何故このタイミング

でそれが起こったのでしょうか？国立大の法人化と関係するのでしょうか？ 

嶌田：どうなんですかね。 近の IR 流行りっていうのは、何がきっかけなんでしょう。私学さん

からはどうなんですか。やっぱりあの補助金の 5 点ですか。あれってなんで IR なんです

か。 

山本：嶌田先生の回答（問３－１）に近いですが，私学も， 初はどちらかというと内部質保証

の文脈からから派生したものと思います。その後は，学長の教学ガバナンスを下支えする

IR という位置づけとしての話でしょうか。 
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嶌田：ガバナンス改革という話の流れできちんと執行部に情報を渡せという流れから IR という

話になっているということですね。 

山本：ただ、ガバナンス支援として IR を実践されている私立大学さんって，まだほとんどないの

が現状だと思います。ただし，ガバナンス改革と一体となったことで，このタイミングに

なっていると想定することはできます。 

嶌田：そうですね。多分ガバナンス改革の関係からだと思われます。 

 

問１２－２： データベースがアメリカでは整備が進んでいるが、日本ではまだまだとのことで

したが、ここでいうデータベースとは、どのようなものでしょうか？各事務部門が業務に使うデ

ータを貯めておくデータベースがあり、それを使えば例えば 1 人の生徒の詳細がデータが出た

り、ある学部の経営収支がわかったり、そういうイメージでしょうか。また、研究資源のリポジ

トリなどもそこに含まれるでしょうか。 

回答：先ほど申し上げたような（問４－３）教務情報システム、要するに、学生の成績とか学籍

のデータ、あとは授業料などの財務会計のシステム、あとは人事システムなどが，ミネソタ州で

は共通のデータベースとして存在している感じで、日常的に使ってるデータベースが一体化され

ていて、それを普通に使うわけです。また，このような統合データベースを州なんかで提供して

ない大学に関しても、IR は学内の各種データベースにアクセス権限を持っていて、いろんなデ

ータベースというか、業務システムに入っていろいろデータを持ってこられるような感じになっ

てると思っていただければいいかなと思います。 

データベースに入っているデータは、IR 向けに収集整理されているわけではないので、分析目

的に応じてちょっとひねる必要があるデータは、IR 側に持ってきて加工することが多いようです。

IT 系のスタッフが多く居れば、その辺は自動的に処理するようですが、その手のスタッフが居な

ければ、担当者がコツコツやるようです。 

情報誌「大学評価と IR」 第 1 号 

「全学統合型データベースの必要性を考える」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib001 

 

勉強会「米国における IR 実践を通して考える日本型 IR」報告書 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=ir20131112 

 

問１２－３：IR と RA は厳格に分けて考えるべきなのでしょうか？ 

 今回の講義の定義によると、IR は情報提供者としての側面に限定されているように思います

が、RA がそれを行うこともあり、IR 担当者が RA の業務とされることをすることもありえるで

しょうか。 

嶌田：基本的には別だと思います。リサーチ・アドミニストレータ（RA）は、 近は URA とい

うことで各大学さんに研究の政策支援担当というか、政策形成支援というか、実際、アド

ミニストレータを何て訳すかというところはあるんですけど、要するに、研究の学内政策
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なんかを担当しています。日本だと URA は支援側に回ってることが多いですよね。 

    本当はアドミニストレータって管理者なので、IR とかを使って情報を集めていろいろ

決めていくんでしょうけど、なぜか日本だと URA が支援側を担当することが多い感じが

しています。だから、リサーチ・アドミニストレータって厳格な言葉の意味からいけば別

なんですけど、日本の URA は IR 業務っていうか、アドミニストレータ業務にはない、要

するに下支え業務をやってることが多いんですけども、そこはなぜなのか、輸入の過程で

何かミスッたのか、よく分かんないんですよね。すみません。ちょっとそこは URA の導

入経緯に多分何か手違いがあったのではないかと。言葉の意味から考えて、アドミニスト

レータが支援をするというのはちょっとおかしいので。 

    どっちなんですか。もしかしてアドミニストレータを行政みたいな感じで訳し、意味的

にそっちで URA を取ってる・・・。 

藤原：そちらの意味はあまり現行からは窺えないのかなと思いますが。 

嶌田：アドミニストレーションですよね。多分経営側のほうの話。 

小林：アメリカではそうだと思います。でも実際、日本では嶌田先生にお話しいただいたような

支援スタッフのような方になっている。 

嶌田：何か多分輸入の過程で手違いが。 

小林：リサーチ・アドミニストレーター政策・育成の中で、JST が体制整備・育成を支援する，

大学にとっては外部資金獲得の側面でそもそもが始まったっていうのがちょっと影響して

るとは思うんですよね。 

嶌田：プレアワードに大学が期待したあたりからちょっとおかしくなった。 

小林：結局、そこが一番ポイントだったと思うんですね。嶌田先生おっしゃったように、アドミ

ニストレータって言えば、欧米であれば管理者なんです、本来。でも、今の URA の人っ

て、申請書のチェックとか、実務的な作業をやってるんですよね。 

嶌田：やられてますよね。 

小林：だから、そこがちょっと変化している。また、IR と同じで、 近の文科省の政策文書とか

見たら、URA を専門職的な位置付けと打ち出していて，また政策誘導が若干感じられる。 

    あと、URA は、ちょっと話がずれるんですけど、いわゆる博士号取得後ののポスドク

の後の職として位置づけられている。研究人材としてのポストがないので無理やり、言葉

としては適切ではないですが，日本的な URA を設けたというのが，個人的な感覚です。 

嶌田：大学院重点化からこっち、ドクターの定員が増えて、で、アカデミックポストがないのに

ドクターの数が増えちゃって URA とか IR に流れてきてるっていう印象も受けます。URA

のほうが多分、ある意味研究現場から研究支援っていう感じなので転換がしやすい。IR は

ちょっとそこにワンクッションもうちょっとあるので、ちょっと転換しづらいところがあ

って、それで多分 URA の方は今すごいですよね。需要と供給がうまくマッチして人が増

えてる感じですね。 

    ただ、多分、誰がどう運用しようかっていうのがない。だから、とにかく支援させろみ

たいな感じになっていて困ってるのも、IR 以上にちょっとつらい状況になってるのかなっ

て感じがいたしますが、IR の話なので、この辺で URA の話は締めさせていただきます。 
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問１２－４：研究力の分析を行うときに、基本として参照すべきテキストや HP などがありまし

たらお教えいただけませんでしょうか。 

キーワード：データベース 

回答：これは難しいですよね。大学評価コンソーシアムの研究力分析のページでも見ていただけ

ればと。昔の勉強会のページを見ていただければと思います。大学評価・学位授与機構の林先生

の論文なんかもよいかもしれません。 

科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=ir20140606 

 

問１３：「IR オフィスに何をさせたいか（＝IR オフィスが何をすべきか）は、IR オフィスが考

えることではなく、大学執行部が考えること」というのは正にその通りであると思います。これ

は IR の目的にも通じることで、IR を利用して何をしたいのか（例えば、退学率の抑制であった

り、入学者数の増加であったり等）ということが明確ではなく、ただ漠然と IR を行うという状況

では、あまり意味がないのではないかと感じています。 

・本学では IR に対する要望が「調査業務負担の軽減」（各部署等における）という観点が大きい、

本来的な IR の目的・役割とは少々意味合いが異なっているように思われるものの、この点の改

善にはどのような対策が考えられるでしょうか。 

キーワード：IR の「目的」「役割」、「IR オフィスに訊いてみよう」と思えるような状況 

回答：例えば、学外からの調査物があって、いろんな部署が似たようなことを、みんな別々に調

べているのだったら、IR 部署でまとめて答えてあげたほうが、各部局の負担軽減はかなり大き

いと思うのですね。学外からの問い合わせについては、アメリカでも基本的に IR オフィスが答

えてますから、それってある意味、スタンダード的といか、そういう調査物を IR が集中して引

き受けるっていうのは、アメリカの感覚から言えば普通のことだと思います。大学によっては

IR から出てくる数字じゃないと信用してもらえない、みたいなこともあるようです。 

 だから、むしろ各部署等における調査業務負担の軽減という業務で、他の部署の人たちが似た

ような調査業務にどれだけ振り回されず済むのか、というところは大きいと思います。IR はデ

ータの専門家なわけですから、これだったらこの定義でやっちゃおうとか、そういう判断は、他

の部署の方よりつくわけですよね。だから、そこら辺のそういう調査物を IR ができるところは

全部 IR でするような話にすれば、いろんな部署の人は非常に助かるんじゃないのかなと思いま

すので、これは逆に進めたほうがいいと思います。 

 

問１４：IR とはなにか…ということがわからないまま業務に入っていたので、基本的なことが

わかってよかった。 

あまり IR の初心者向けの基礎的講義をうける機会はないので、今後も増やしてほしい。 

どこにどんなデータがあるのか…というのは今後大学で働いていく中で、わかってくるものだと

思うが、専任教員等がいない中で IR を推進していくためには、分析も行わないといけない。そ

ういった知識はほとんどなく、勉強方法もわからない。簡単な分析のやり方等についてどうやっ
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て勉強していけばよいか。また、そういた機会をつくってほしい。 

キーワード：EM 

回答：簡単な分析のやり方について、どう勉強していけば良いか、また、そういう機会をつくっ

ていただきたいということなんですけども、重要なのは何を見たいのかということ、つまり設計

の部分です。 

 要するに、統計手法とかを学ぶ前に、どこまで何を明らかにすればいいのかっていうことをき

ちんと設計できれば、あとは結局、分かる人に聞けばいいって話になるわけです。例えば、A の

状況と B の状況に有意な差があるのかどうかというのは、学内に統計とか分かる先生とかがいる

わけですから、室長あたりの方に頼んで兼務の先生を 1 人入れてもらってやってもらえばいいわ

けですよね。 

何をどう明らかにしたいのか、そこをまず明らかになっていなければ、お願いすることもでき

ないわけです。それが分かったら、あとは手法の問題、技術的な問題だけなわけです。 

要するに、例えば、統計手法とかを学ぶことも重要なんですけども、問いが立てられなければ、

何もできないわけです。 

これについては以下のスライドを参考にしてください。 

嶌田敏行「現状把握・現状分析を活かした大学マネジメント（実践編）」，日本システム技術

株式会社・第 2 回 GAKUEN IR 研修会『ファクトベースの大学マネジメント -収集及び分析

の枠組み- 』，東京都港区，2015 年 9 月．より抜粋 

 

データ分析に関する課題
必要なデータが分析

できましたか？

レポーティングに
進んでください

どのような課題が
ありますか？

A：何を分析したらよいかわからない

C：分析結果がウケなかった

B：分析⽅法が分からない

15

できた

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015

できなかった

A：何を分析したらよいかわからない
• 指⽰が漠然としている／内容が理解できない
→ クライアントと相談してください。

– どのようにして問いを⽴てるのか。
• 課題となっている事象の現状と要因（因果関係やプロセス）のうち明

らかな部分を把握し、明らかにすべき部分をピックアップする。
• 調査対象について、どのように明らかにすればよいかの⽅法を考える。
• ⾔葉で書くと簡単だが、やるのは難しい。
• ストーリーとして説明する必要があるのでファクトだけでなくプロセスの理

解が重要。

• そもそも指⽰がない
– ファクトブック作戦か課題の可視化

16

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015
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B：分析⽅法が分からない
• たぶん問いがあいまい。
• 勉強するか分かる⼈を配属してもらうか、学外のプロ？

– ３つのインテリジェンスはチームとしてあればよい。⾃分ができな
くてもチームでできればOK

– 分析スキルがなくても悲観しない。ほかの２つのインテリジェン
スがあればよい。

• 現実的にはこの３パターンか？
１）ステップバイステップで進む。
２）兼務⽅式で智恵を集める。
３）BIツールを使ってクライアントを巻き込む

17

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015

B-1) ステップバイステップ⽅式
• ある程度、分析して現状と要因が⾒えてきたときには、

ストーリーが組み上がっているはずなのでそれでレポート
を作成すればよい。

• ただし、数量データを使った分析などに慣れていないと、
なかなか厳しい。

• とにかく思いついたデータは集めて、とりあえず可視化し
て、ある程度溜まったらクライアントのところに持って⾏
き、⼀緒に⾒てもらう。

• 次の宿題を出してもらい、記述までに作業をする。
• 考えるのをクライアントに⼤部分委ねるやり⽅。

18

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015

 

B-2) 兼務⽅式で智恵を集める
• IRオフィスに教務系の知識が必要なら教務系に明るい

⽅を兼務で⼊ってもらうなど、学内のリソースで対応。
• 議論をする内に、いろいろ⾒えてくる可能性も⾼い。
• 課題の調査プロジェクトを⽴ち上げてそこに職員研修の

⼀環として必要なスタッフを集める、という⼿もある。
• ここ（IRオフィス、調査プロジェクト）での経験は少なく

とも学内に蓄積される。

19

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015

B-3) BIツール＋クライアント巻き込み

• １）のステップバイステップ⽅式や２）の兼務⽅式は、
意外と時間がかかるので、じっくり攻める課題にはよい
が、すぐ調べたい課題や探索型の課題にはあまり向かな
い。

• IR担当者がオペレーターに徹し、データをとにかく集めた
らBIツールを⽤いて、クライアントらの議論をリアルタイム
で⽀援する。

事例）進研アド Between2015年8-9⽉号
■IR その着実な⼀歩のために：＜鈴⿅医療科学⼤学＞
第3回確実な⼀歩を踏み出した＂データで議論する＂しくみ
http://shinken-ad.co.jp/between/between/2015/08/20158-9.html

20

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015

 

C：分析結果がウケなかった
• クライアントが１）求めていたものと異なるか、クライアン

トの２）「想い」と異なるケースです。
– １）についてはたぶん問いがあいまい。
– ２）ほとんどの意思決定者は、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が
る（IR実践ハンドブック 第1章）が、それがちょっと想定と違っ
たようですね。でも、こっちの責任じゃないですものね。

• 改善提案はIRがすべきなのか？
→改善提案を求められた場合、クライアントの意に沿うように努
⼒はしますが、やんわりとそれは学⻑・副学⻑の仕事では？、と
⾔いましょう。

21

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015

経年⽐較と他⼤学との⽐較
• 経年⽐較

– ⼿っ取り早い。右肩上がりなのか、下がりなのか。
– ⽐較できない場合には無理に⽐較しない。

• 他⼤学との⽐較
– 数字を⾒て⼀喜⼀憂するためのやっているのではない。
– どのようなプロセスで相⼿の⼤学はそうなっているのかを知り、そ

れを活かすことが重要。
– なので、数値が近いが、ぜんぜん状況が分からない遠くの⼤学

よりは、多少数値が離れても、状況が分かる近くの⼤学のほう
が学ぶべきことは多い。

– 他⼤学データは公開時に注意。

22

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015
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とにかくグラフを描く
• 知りたいことに関連することを説明する数字を集め、グラフをとにか

く描いて直感的に把握する。
• 少しデータが変わると、グラフの形が思い切り変わってしまうくらいの

少ない数を扱うときには要注意→N：⼈数や件数を載せる。
• グラフを使って何らかの主張をするにせよ、しないにせよ、フェアに

⾒せることが重要。
• どのグラフをチョイスするか。（箱ひげ図あたりを使うとそれっぽ

い？）
• 統計学の知識は、ある主張（仮説）がどのくらいの確からしさか

などを考えるときには重要だが、ざっと傾向を⾒るなどの際には、あ
まり考えなくてもよい（みんなで⾒ていれば誰か気づく）。

23

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015

24

Office of Institutional Research and Planning, Ibaraki Univ. (IIRP), 2015
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「A:ほとんど変化がない」と
主張することもできるし、
「B：毎年、変化してます」と
主張することもできる。

⾒る⼈が⾒れば、変動幅
からみて、AとBのいずれが
ふさわしいかは分かるが、
そうでない⼈に対して、
印象操作は可能。

 

 

問１５：IR の初心者ですが、非常にわかりやすく説明していただきました。ありがとうござい

ました。IR というと、学生支援のイメージが強く、実際、本学でも入試方法や成績と GPA や国

家試験の合否の相関などを調査している事例がありますが、経営や研究面の調査としては、どの

ような事例があるか、教示いただけると幸いです。 

回答：実際、学生の所に話を 終的に持って行ってしまうのは、大学は教育研究業というか、教

育業というか、学生を受け入れて教育を施して、社会に送り出すというような基本機能なので、

そこに多分 IR のフォーカスが一番当たるというのは非常に当たり前の話かなと思います。 

 要するに、別に経営の話も、そうした基本機能を果たすために財務的な情報とかも調べている

わけです。ですから、学生の状況を知るというか、学生に対する情報を扱うのは、それはもう基

本中の基本なので、そこが IR 業務なのは基本なのだと思います。 

 研究面では、研究をある程度やってる大学で科研費の状況を調べたりとかは、URA の方など

を中心にやっていますが、国立大学の場合、６年に１度の法人評価で研究面の実績を調査しなく

てはならないので、そのときにやっています。 

経営のところの状況というのは、結局、要は財務的な問題が大半なので、どういう事例がある

かっていうと、財務分析って結構どこでもやってますし、多分、むしろ財務部のほうでやってて、

IR のほうはあんまりやってないという気がします。アメリカでも財務分析は、おそらく財務部

で基本的なところはやってるんじゃないのかな、と思います。IR は財務部が持っていない情報

提供という感じだったと思います。 

広い意味での経営支援は、改組とか、大学改革などの大規模なプランニングの際に学内外の状

況を調査したりする業務だと思うのですが、これも IR うんぬんではなく、普通にどこの大学で

もやっている話だと思います。そこを専門的に強化していきたい、というのが今後の流れなので

しょうが、現在、事例を積み上げているところです。 

プレイベント１「米国における IR の実践事例－指標の設定とその

活用－」で出てきた話が、まさに経営面での IR という感じです。

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20150827-p1 
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IR 実務担当者連絡会 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=irue20150803 

東工大の森先生らが取り組まれている「大学情報・機関調査研

究集会 MJIR」などでも研究報告などが成されていると思います。

http://mjir.info/ 

 

問１６－１：・大学執行部の意識改革が重要で、IR がうまく機能するかどうかにも関わるとい

うことだったが、担当者レベルの研修会以外にも、経営陣に向けた研修会等を行って参加しても

らいたいと思った。 

回答：担当者レベルの研修会以外にも、経営陣に向けた研修会を行って参加してもらいたいと思

った。僕も非常にそう思っておりますし、経営陣の方々もしっかり学びたいような雰囲気はあり

ますね。だから、どこかやってくれないんですかね。国立大学は大学マネジメントセミナーみた

いな感じで国立大学協会がやってようではあります。 

この部分は当日の話が掲載できないので、翌日の実践セッション６班での議論の結果を書き

ますが、執行部の意識改革という意味では、我々は危機感を煽る、と言いますか、まずいんじ

ゃないか、もしくは将来的にマズくなりそうだ、というところを可視化して、分かりやすく執

行部の方々に知らせておく、ということも重要なんだと思います。情報量の違いが危機感の違

いにつながっている、ということが往々にしてありますので。 

 

問１６－２：今回の話を聞いて、IR のやるべきこと、道筋はなんとなく理解できたので、大学

へ帰って、勉強したことを生かしたいと思った。 

回答：大学評価コンソーシアムのウェブページを見ていただくと、いろいろ研修会の情報とかあ

りますので、また勉強していただければと思います。 

大学評価コンソーシアム・活動成果報告 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=activity 

 

問１６－３：明日の分科会でも話し合う内容なのだが、データベースの構築、管理の仕方がよく

わからないので、どのように行っていくのか、少しお話しいただけるとありがたいです。 

キーワード：・大学執行部（経営陣）の意識改革、・データベースの構築 

回答：これは他のご質問でお答えしているので（問１１）、簡単にお答えすると、いつも使うデ

ータはデータベース化したほうがいいです。たまにしか使わないものはデータベース化せずに、

エクセルで処理したほうが楽です。 
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問１７：本学は、私立大学総合改革支援事業の申請の為、昨年、IR 推進課を設置しました。し

かし、実際のところ、IR 業務はほとんど機能していません。データベースも整備されていない

ので、各部署がそれぞれデータを管理し、我々IR 部署も、どこにどのようなデータがあるのか

も把握できない状況です。 

データベースの整備、各部署への理解および協力体制の構築など、課題が多くあります。IR は

私 1 人なので、どれだけ動けるのかも分からず、何をどこから着手すべきか、悩んでおります。

今回の集会で、何か見えたら良いと思っています。 

質問は特にありません。 

回答：日本の場合、基本的にデータベースがない中でとりあえず IR 業務をやらなきゃならない

という感じです。少なくとも立ち上げ時は、そんな感じです。先にデータベースを整備してから

IR オフィスの整備を行う大学さんもあるようですが、すでにルーチン化されている情報提供業

務があるとすれば、そういう手もあると思います。 

 例えばある私立大学さんで IR オフィスに学外から 1 人、IR の室長にその方になったと言って

いました。結局、学内のこととか全然分からないので、とにかく何かちょっとその部署のデータ

を扱ったら、まとめた結果や自分なりに調べて結果を持ってその部署に行ってとことん聞くとい

う風に、日頃から、いろんな部署に行ってそういう話をしていたら、だんだん信用してもらえる

ようになったそうです。あの人にデータを渡すといろいろ教えてくれるよね、みたいな感じにな

ったわけですね。だから、せっかくデータベースがなければとにかく足で稼ぐっていうか、現場

の方と直接話す機会があるのですから、とにかく何かあの人はデータをいつも集めてるし、あの

人にデータを渡すといろいろ有益な情報をくれる人だみたいな感じにみんなに思っていただける

と、幸せなことが起きるんじゃないのかなと思っております。 

 

問１８：（感想） 

IR オフィスをどこに設置するか、どんな人材を配置するか、どんな業務を行うか等、すべて大

学の方針や目的によるということがよく分かりました。上層部に、再度、IR の目的を確認して

いただかなければ、何も進まないということを痛感しました。 

回答：基本的に IR をどう使うのか、どう使いたいのかっていうのは、大学の趣旨によりますの

で、上の方にそれとなく聞いてみてください。詰問調で聞かずに、やんわりと伺うのが重要かと

思います。 

 

問１９：アメリカなどの例では、IR の役割がはっきりしているので、意思決定の支援組織とし

て動きやすいのではないかと感じた。本学でも IR 部署が立ち上がったところだが、執行部から

明確な要求がなく、どこから手をつけたら良いか、というところから考えている状況である。 

一方で、既に大学レベルでデータベースが既に確立されているアメリカと、データの収集、管理

から始める必要のある日本ではするべきことが異なるのも仕方のないことだとも感じた。 

キーワード：計画立案の「押し売り」になってはならない、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。 
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回答：結局、やるべきことが何なのかっていうのが分からなければ、取りあえず上の人に、学長

や副学長たちと昼飯でも食べて、彼らが「知りたいこと」をよく話聞いてください。僕のお勧め

は、取りあえずインフォーマルに情報を集めてください。分析依頼ははいきなりオフィシャルに

受けてこなくても、そんな感じでインフォーマルに受けてきてもいいので、何となくやんわり情

報を収集するのが非常に重要、日頃から学内のお友達をいっぱい持っておきましょうみたいな感

じだと思います。かゆいところにそっと手をさしのべる、みたいな。 初は、警戒されることも

多いので、ふんわりと。だんだん、慣れてきたら厚かましくやってもかまわないと思います。敵

を作らない程度にですが。 

 

問２０：・私が所属する大学でも、なぜ IR オフィスを設置したのかが、よくわからない。設置

したことがゴールになっていると感じる。 

・これまでは、評価業務が多忙で、IR については学ぶ機会があまりなかったが、今後本格的に

IR の業務をするにあたって非常に勉強になった。 

・データ収集については、苦労するイメージがあるが、スライド P33 の「スモールスタート」の

お話の中に、各部署の職員で構成される委員会方式で、執行部が考える課題に関するデータをそ

れぞれの所属部署の委員がデータを集めてくるという方法は効率的でよいと感じた。 

キーワード：意思決定支援、データを情報に変換、情報提供） 

回答：佐賀大方式もそうですが、多くの大学は、基本的に IR 部署が事務系職員で構成されるっ

ていうことを考えると、やっぱり 3年とか 2年で異動しちゃうわけですよね。そうすると、IR部

署に来たときを一つの研修の機会ととらえて、全学的なデータを横串を刺して見る機会なわけで

すから、その 3 年間に大学の状況を学ばせるのもよいかと思います。 

 だから、IR 部署を兼務させて大学の状況を学ばせて、将来的には幹部候補みたいな感じで IR

業務をやらせるっていうのも確かにありだろうなって思っています。評価とか IR をやると、大

学の状況が多分かなり手に取るように、いいところも悪いところも分かってくるので、そういう

意味では研修部署としてはいいんじゃないのかっていう気はしますので、そういう委員会方式も

結構いいのかなっていう感じがいたします。スモールスタートの１つの形かな、と。 

 

問２１－１：データを集める時に所属や考え方等によって 1 つの事柄でも異なる数値が提供され

る事がよくあります。（例えば科研費でも分担金額や分担者をどのようにカウントするか、など）

茨城大学では、どのように対応されているのでしょうか。 

回答：これは僕のほうで、データを集めるときにどうするかというと、なるべく生データレベル

で集めておくという手を使います。そうすると、出力のフォーマットがこうだから、だったらこ

の生データとこれとこれを計算してこれを出すっていう風にすればいいわけですね。ある程度加

工されたデータで持っていくと、結局、このデータじゃ分かんないから、もう一回その部署に問

い合わせをして、また生データに戻って集計してもらう、ということをやんなきゃいけないんで、

なるべく生データで所有しておくっていうのがいいのかなという感じがいたします。 
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問２１－２：お話の中でアメリカの大学は「良い学生・いなくならない学生」をつかまえるとお

っしゃっていましたがどのようなデータから考えるのでしょうか。（こちらは興味本位ですので

時間がなければスルーして下さい。） 

キーワード：EM 

回答：教科書（IR 実践ハンドブック）を訳したときに書いてあったのは、アメリカでは、日本で

言うところのセンター試験みたいな感じで、ACT*とか、そういう統一試験のスコアがあるわけ

ですね。その試験で学生が何点ぐらいかっていうデータを大学は持ってます。高校のランクと、

高校の大体順位がどのぐらいの学生なのかという、そういう情報なども持っていますので、この

ぐらいの学生のこういう学生は大体いなくならないし、このくらいの学生なら授業開始間近で、

もう一声学生に来て欲しいときに声をかければ入学してくれるとか、大体そういうデータを持っ

ているようです。 

 あと、アドミッション・オフィスで学生の受入をやります。どの学生がいつぐらいにどの部署

とどういう接触をしたのかという記録を持ってますので、こういう時期にこういう風に大学に問

い合わせとかしてきた学生は結構その後、いてくれるとか、そういう情報を持ってるので、そう

いう学生とのコンタクトをどう取ったのかみたいなデータを参考にしながら、そこにそういう学

生の成績データをみながら Fit する学生を見極めているそうです。 

 要するに、アメリカの場合、合理主義なんで、日本みたく適当に「まき餌」はしないわけです

よね。ある程度お魚がいる所だけ「まき餌」をするというやり方をするわけです。先に絞り込み

を掛けてから働き掛けを行うという作戦を取りますので、そういうマーケティングはかなりアメ

リカは進んでる感じです。 

* American College Testing の略、大学進学適性試験の一つ。 

 

問２２：IR について、米国と日本の違いを例に説明いただき、非常に勉強になった。その話の

中で、米国は経営面がシビアな状況にあるので、必然的に IR をやらないといけないが、日本

は、まだそのような状況になっていないことから、IR がなかなか根付かないという話しがあっ

たが、今後日本で IR は、きちんと根付いていくと思われるか？ 

回答：今後、日本でも IR が根付いていくと思われるかということですが、経営が苦しくなってい

けば、きちんと経営せざるを得なくなりますし、そうなる前にある程度手を打ったほうが学生に

不幸な思いをさせなくていいのかなと思いますので、雰囲気で経営するよりは、客観的な事実を

脇に置いて経営した方がよいのだと思います。 

ただし、大学は非営利組織なんで、利潤の追求ってところで経営を 適化できないところがあ

ります。そうすると、やっぱり学生の学びを 大化させるような形で大学を経営するしかないん

ですけども、じゃあ、学生の学びを 大化するってどうやってやるの？って言っても、学生の学

びをどう測るのかというところもあるんで、そういう測りにくいものを基本指標として大学を経

営しなくちゃいけないという、そこに難しさがあるような気がします。卒業生の活躍度みたいな

ものも、なかなか指標化できないでしょうし。卒業生の平均収入を指標化している大学も米国で

はある、というような話を聞いたこともありますが、教育目標の達成と収入はちょっと違うと思
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いますので、なかなか難しいと思います。 

だから、そこがアメリカはとりあえず収支というところに経営指標を置いてやっちゃうわけで

すけど、日本だとまだ収支がそこまで悲惨ではないので、ぬるい指標で大学を経営せざるを得な

いところがあって、なかなかそこは大変なのかなという感じがいたします。 

 

問２３：情報提供する際の見せ方は、どのようにするのが適当でしょうか。 

グラフ等で可視にするのが良いとは思うのですが… 

アメリカ以外の国外ではどのような状況なのでしょうか？ 

キーワード：経営支援（スライド番号 23 日本での IR の流れ）） 

回答：可視化というよりも、誰が見ても分かるような形にするってことが重要で、要するに、た

だ数字の羅列の表だったら分かんないわけですね。それをドンと渡しても、上の人も忙しいから

見る暇ないわけですね。それがグラフで 3 枚ぐらいに整理されてればパッと状況が分かるわけで

すから、そしたら次の考えがすぐ浮かんだり、次のディスカッションに移れるわけで、みんなが

議論しやすいような、相手に応じてその人が議論しやすいような形にきちんと加工して，議論の

ための“餌をまく”というのが、非常に重要だったと思います。 

米国以外は僕はあまり分かりません。 

全体会の質疑応答部分で同じような質問がありましたので、そちらをご覧ください。 

大学評価担当者集会 2015・全体会 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20150827 

コンテンツ３：まとめ［質疑応答と総合討論］（16：45－17：30）  

［質疑応答と総合討論（PDF:755KB）］ の 80 ページ付近 

 

問２４： 

（感想）執行部からのオーダーがない中で自ら仮説を立てて活動していることに違和感があった

が、日本は多くの大学が似た状況であるとわかって、変な話、少し安心した。 

（質問）改善案もレポーティングに含めた方が、執行部にとってありがたいのだろうか？IR 活動

の実効性が向上するのだろうか？ 

（背景）私は研究 IR の担当だが、改善案までレポートするよう期待されている感がある。※明確

なオーダーはないが……。 

キーワード：（≠企画戦略部門） 

回答：改善案は訊かれたら答えますけど、別にそこまでは義務じゃないと思います。だって、そ

こまで改善案を考えるのは執行部の仕事だと思います、普通。「私は研究の IR の担当だが、改善

案までレポートするように期待されている感がある、明確なオーダーはないが。」とのことです

が、これはそうですよね。上の人がそう期待するので、むしろそのデータを使って改善案を出す

というよりも、それを使ってちょっとお話をするっていう、クライアントの方との議論に乗って

あげるっていうようなところが重要なのかなと思います。 
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問２５－１：非常に有意義な講演ありがとうございました。アメリカの事例から日本の現場レベ

ルまで、ご説明いただき大変参考になりました。 

（ご質問） 

・アメリカの執行部における教員と行政職出身の割合はどの程度でしょうか。（理事任命制度な

ど） 

回答：執行部でも、教育や研究方面を管轄するポジションの場合は、教員をある一定年数経験し

ていることが、応募資格（Minimum Qualifications）に含まれています。そして、州立大学の場

合は公的機関なので、公募をする必要があります。そのようなプロセスを経ていない経営陣や管

理職のポジションもありますが、その場合は肩書に「interim」という言葉が付きます。教育研究

以外を管轄するポジション（例えば、財務とか情報技術）の場合は、必ずしも教員出身である必

要はありません。 

一般に大学管理職と言われるアドミニストレーターですが、ミネソタの場合は、アットウィル

契約という形で、いつでも学長は副学長をクビにできますし、学長は機構長に解任させられます。

その代わりに権限を持たせる、というトレードオフの関係のようです。 

ちなみに、アメリカの IR 関連の求人情報を見ると、IR の場合は室長レベルでも、教員経験は

要求されていないみたいです。 

情報誌「大学評価と IR」 第 1 号 

「米国における IR 履修証明プログラムについての一考察」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib001 

 

問２５－２：時代とともに IR の役割が変わるということですが、次の役割はどのようなものが

考えられるでしょうか。 

回答：次の役割はどんなものかという話ですが、IR は基本的には意思決定支援以外の何もので

もないと言いますか、それ以上でもそれ以下でもないので、大学の経営陣に対してとか、情報を

必要とする依頼者に対して、有益な情報を提供できるかどうかだと思います。学内でのコンサル

ティング機能なんかも期待されるところですが、大学がそういう方針で、IR オフィスの人数が

たくさんいればできると思います。どれだけリソースを IR オフィスに割いてもいいかな、と執

行部の方が思うかどうかです。 

 

問２５－３：データ収集において、統合 DB か収集フォーマットのいずれが良いですか。 

・分析のための Data から information への変換にあたり、着目する Data はどのように決定され

ますか。 

キーワード：情報に横串しを刺す、Data から information 

回答：統合データベースと収集フォーマットはどっちがいいかと、それはもうアドホックの場合

はエクセルとか、固定化されてたらデータベースだと思います。 

 データからインフォメーションの変換にあたり、着目するのはどのようなところかというとこ
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ろなんですけど、これは相手に使いやすいようにどう加工するかというところがポイントになり

ます。キーとなるデータがどれか、というより、相手が知りたいのは何で、何に使うのか、とい

うところだと思います。 

 

問２６：・IR とは何かということについて、今までなんとなくわかった気になっていました

が、今日のお話を聞いて、IR が始まった経緯や原状等非常によくわかりました。 

・お話を聞くまでは IR に調査から企画立案までをも含むものだと思っていましたが、あくまで

IR は意思決定の補助となるものであり、実際の改善・立案は執行部がやるべきことという認識

は私も持てていなかったですし、私のように間違った理解でいる人も多いように思いました。 

回答：アメリカの状況が極めて美しく誤解されて日本に伝わるというのはいつものお約束ですの

で、気になさらなくてよいと思います。僕もそう思ってました。小湊先生（九州大学）に、米国

の IR の人たちがよくレポーティングという話をするけど、あれって分析レポートみたいなもの

じゃなくて、Excel に穴埋めしているようなシンプルなものも相当多いんだよね、みたいな話を

聞くまでは、コンサルティング機能の方で IR を捉えていました。でも、データオーソリティ機

能と言いますか、学内外からの割とシンプルなデータリクエスト対応みたいなものが大半を占め

るそうです。 

情報誌「大学評価と IR」第２号 

「政策立案・計画策定における米国 IR 室の役割」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib002 

 

問２７－１：スライド 23：1) 大学評価 2) 教育改善 3) 経営支援 三者は性質が異なるもの

のようであるが、IR 担当者がひとりであってもこの 1) 2) 3)を同時並行的にこなしていくのか 

回答：こなせる範囲でこなすしかないという感じです。IR は基本的にデータを整理して相手に

提供する仕事ですから。1日に普通の人の労働時間は8時間しかないわけですから、8時間の中で

できることだけやって、できなかったらできませんとはっきり言うというのが非常に重要なこと

だと思います。できないことまでサービス残業をやってでも、なんとかこなしちゃうと後任者が

なかなか大変だと思います。 

つまりですね、リソースが足りないならば、データをとりまとめて相手に提供する、という IR

の基本機能に忠実になればよいわけです。プラスアルファの意見や改善案などを求められても、

まずは、データリクエスト対応を着実にこなす方を優先させてもらう感じで行かないと、結局、

あそこに頼んでも、データすら来ないみたいな話になりかねません。データを情報に変換するこ

とは重要ですが、十分に捌けなければ、相手がすぐに使えるレベルの情報にまで変換せずに、表

に整理するだけとか、グラフをいくつか描くだけ、などの変換レベルを多少落とすことも重要か

と思います。 

 

問２７－２：スライド 6：IR 担当者は求めに応じ、情報提供を行うとのことだが年次報告書のよ

うな継続的に基盤的につくるデータ集といったものの作成は IR に含まれないのか。 



質疑応答「はじめて学ぶ IR －これまでのまとめ－」 

62 

キーワード：ベンチマーク、ポジショニング、他大学との比較 

（今回出なかったので、IR とどう関連づけられるのか伺いたい） 

回答：含まれます。まさに定期的に学内のデータをまとめてファクトブックを作る作業は、IR の

主要業務の１つだと思います。そういう基礎情報をみんなが見ているので、あれをさらに欲しい、

これは具体的にどうなっているの？、というリクエストが来るのだと思います。 

ベンチマークですが、基本的に米国ではよくやられています。米国の場合、日本よりずっと学

生の大学間移動が簡単ですので、そこに学生を奪われないようにするにはどうするのか、という

のは重要な課題です。重要なのは、数値で勝った負けたと一喜一憂するのではなく、なぜ勝って

いるのか、なぜ負けているのか、というその背景を知ることです。その取り組みのやり方をしら

べて自大学に合わせた形で導入したり、同じ轍を踏まないようにしたりすることが肝要です。も

っとも日本の大学は補助金の関係で同質化戦略を採りがちなので、「あの大学もこれやってますよ」

と進言すると、案外上の方は「うちもやるか」となることは多いようですが*。 

評価を改善に活かすためのガイドライン［暫定版］ 

－評価業務と IR 業務を意思決定支援業務へ発展させるための留意点－ 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline 

 

情報誌「大学評価と IR」第１号 

「ファクトブック作成に向けた大学概要の活用について」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib001 

 

問２８－１：知りたかったことが聞けて、本当の初心者にとってとても良い話が聞けました。 

特に IR の日米の違いは、これから実務をやるときの参考になります。 

質問ですが、IR 室は他部署からの要求に対して、全ての要求に対して全データを持っているこ

とが前提なのでしょうか。それとも要求があってから必要なものを集めても問題ないのですか。

回答：全ての要求に対して全データを持っていることが前提なのか、ということですが、いや、

持ってなくてもいいです。持ってなくても、誰がどこにあるかって情報だけ把握すれば、そこに

聞きに行けばいいのでよろしいと思います。（これまで出てきたデータカタログなどを作ってお

けば対応可能です。） 

 

問２８－２：データがあって解析もして、それを研究に結びつけないともったいない気がしま

す。IR で研究を行うことは難しいのですか。また、その理由はありますか。 

回答：そうなんですよ。研究発表しようと思っても、例えばうちの学生で GPA が○○を下回る状

態が○学期続くと、結局○割留年とかしちゃいますみたいな話は、なかなか外でできないです。

学会発表とかで絶対学内承認を得られないと思います。ですので、手法なんかも、ある程度の一

般化したものしか出せないというところがちょっと IR のつらいところかなという感じがいたし

ます。ただ、アメリカではその辺りが日本と違ってオープンなので、データ分析の結果を学会な
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どで発表する、というケースはよく見られるようです。 

 

問２９：ご講演ありがとうございました。 

執行部の IR 設置目的によって IR が行うべき業務内容は異なっていいんだということが分かり、

本学がどういう IR を行いたいのか再認識できました。 

本学も IR を立ち上げたばかりであり、現在データカタログを取り急ぎ作成しております。 

最終的にはデータベース構築ができればと思いますが、アメリカでは専用ソフト等の販売がされ

ているのでしょうか？ 

今、日本で導入をすると、費用が高額になりそうなので、ある程度浸透し、パッケージ化された

ものを購入したいと考えております。 

キーワード：データカタログ、データベース"） 

回答：ミネソタ州立大学機構では、ISRS と呼ばれる統合型データベースを自主開発したそうです。

ただ、ISRS を運用していくのに、多額の費用がかかっているのも事実で、商用のデータベースに

移行する可能性もあるみたいです。商用で有名なのものには、PeopleSoft 等があるそうです。 

 データ分析などで、よくパッケージソフトで売られているのは、BI（Business Intelligence）

ツールっていう、要するに、データを解析するツールなんかですね。MS-Excel に付いてくる

PowerView とか、ClikView、SAS さんのものもありますね。そういうのは結構パッケージ化さ

れていろいろ売ってるみたいなんで、それをデータベースとつなげておいて、外に取り出してグ

ラフ化してみたりするのは、結構アメリカは豊富に存在しているようです。（そういう意味では

データベースはあった方がよい。） 

近では、平成 27 年 9 月 11 日、12 日の山形大学 EMIR 勉強会でもタブローという米国で

は有名な BI ツールと上智大学さんの事例紹介がありました。 

 

情報誌「大学評価と IR」 第 1 号 

「全学統合型データベースの必要性を考える」 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib001 

 

問３０：『IR データを利用し、他大学との比較や学部間比較等を行い「大学・学部の強み・弱み」

をあぶり出したい』というような依頼が役員等から出て来ている。バクゼンとしている指示だと

受けとめ、困っているが、これは IR 室に対する指示として適切な指示なのか？（もっと具体的な

指示がほしい…） 

この指示から設計する事が難しく、担当者達は頭をかかえている。 

キーワード：資料 25 頁 収集・分析を設計 

回答：問２７－２のコメント部分でも触れましたが、要は、他大学と比較するというのはどうい

うことかというと、他大学と比較して一喜一憂することが目的じゃないんです。例えばその大学

がやってる、なんでうちよりあの大学は数字がいいのかということを、その中身を導入するため

に比較してるわけですね。 
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 だから、例えば茨城大学と佐賀大学のある数値が近くても、佐賀大学とは国立大学同士とはい

え遠いんで、どういうやり方をしているかよく分かんないわけですよね。だったら、茨城大学と

例えば宇都宮大学とかだったら、近所で状況がある程度分かってますから、宇大さんはこうやっ

てるからこうなんだというのが理解できる、もしくは推測できるわけですね。要するに、その導

入したいプロセスとか、参考にしたいプロセスを見るために数字で比較してるんで、数字を比較

することが目的じゃないという風に考えていただければと思います。だから、ベンチマークは普

通に求められることだと思います。 

『勉強会：米国における IR 実践を通して考える日本型 IR』 

平成 25 年 11 月 12 日（立命館大学） 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=ir20131112 

IPEDS データを利用した他大学との比較の例があり（報告書の 42 ページ） 

 

「学科間比較に関しては 

プレイベント１「米国における IR の実践事例－指標の設定とその活用－」 

でも取り扱っています。 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20150827-p1 

 

問３１：IR の設置に関連した業務について。 

・本学は単科なので、学部はひとつしかありません。 

・入試に問題があれば入試課へ、カリキュラムやキャップ制に問題があれば、教務課に、執行部

から、データ提供依頼がいっている状況です。現場の方が、データや状況がわかるので、正確な

データ（あるいは偏ったデータかも）が入手できると思います。 

・今はまだ IR オフィスがありませんが、上記のような場合データを IR オフィスが担うことがい

いのでしょうか。 

・授業料（財務課）と退学者（教務課）の因果関係とかは有効かと思います。 

感想：本日はありがとうございました。 

キーワード：IR オフィスに何をさせたいのか 

回答：IR オフィスがあれば、例えば入学課に聞いたら入学課の状況しか分かんないものが、IR

オフィスに聞けば、入学課の情報と学務課の情報をつなぎ合わせて答えるということができるの

で、そういうデータに横串を刺して、いろいろ複合的に見るということを考えれば、IR オフィ

スが担ったほうが有利な点は多いかなと思います。 

ご指摘のとおり、授業料（財務課）と退学者（教務課）などさまざまなデータを集めてきて結

合して、新たな切り口で見てみたりすることができるのもよいことだと思います。 

 

問３２－１：まだ IR 室が設置されておりませんが、学内でデータベースを作成しないと難しい

でしょうか？ 

回答：いや、データベースなくても、 初はもうエクセルとかでやっちゃっていいと思います。 



H27.8.27 大学評価担当者集会 2015 プレイベント２（於：神戸大学） 

65 

ある程度、業務の範囲が見えてきて、いつも使うようなものはデータベース化した方がよいと思

います。 

問３２－１に対して後日メールで行った補足回答： 

端的に申し上げれば、いきなりデータベースは不要かと思います。成績や財務関係などを紙ベ

ースで業務されているなら、せめて Excel にした方が良いかと思いますが。（佐賀大はデータベ

ースを使わなくてもやってます） 

 

問３２－２：データベースの導入に向け、制度設計上、留意すべきことは何か。導入したデー

タベースが使い勝手が悪いものとならにようにするため。 

当日の回答：これはデータベースを導入するっていう目的は何なのかっていうところをきちんと

分かっているかどうか、ということです。とにかくデータを全部よこせみたいな話だったら、ど

の部署だって入れたくないわけですね。このデータを入れるとああいうことに使ってもらえるん

だということが分かればみんな協力してくれるわけですから、入れた甲斐がある、その部署の人

にとって入れたプラスがあるような制度設計をしていくことが非常に重要かなと思います。あと

アクセス権限の問題かと。 

問３２－２に対して後日メールで行った補足回答： 

端的に申し上げれば、いきなりデータベースは不要かと思います。成績や財務関係などを紙ベ

ースで業務されているなら、せめて Excel にした方が良いかと思いますが（佐賀大はデータベー

スを使わなくてもやってます）。 

学内に人事データベースや教務情報システム、教員情報システムなどがあれば、そこのアクセ

ス権をもらうか、データを切り出してもらえばよいと思います。 

IR の業務には、定型的な業務と不定形な業務があります。立ち上がったばかりの IR オフィス

にそれほど定型的な業務があるとは思えません。定型的な業務だったらやることは決まっている

のですから、データベースやシステムを入れて人手がかからないようにやればよいと思います。

毎年必ず必要となるデータなどはデータベースに入れておいた方が便利です。でも、 初は、不

定型な業務なので、エクセルなどの表計算ソフトを使って、やってみて毎年のお約束業務などが 

定まってきたら徐々にデータベースの項目を設定し、入れていくような感じでもよいのかもしれ

ません。 

 

問３３－１： 

必要なときに必要なデータ、情報の提供が必要となるが、常に最新のデータを収集する、できる

工夫はあるのか？ 結局、再度、関係部署に依頼し、二度手間とならないようにしたい。 

後日メールで行った回答：常に 新のデータといいますか、何度もその部署にデータ照会をせず、

相手に二度手間にならないようにするには、いつどの部署でどんなデータをどのようなフォーマ

ットで作成しているのか把握しておいて、それを見越してデータをもらう、ということが重要で

す。 
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そうすれば「あの部署にこのデータを今月もらっても来月になれば 新版になるな」などもわ

かりますし、どうしても今月欲しい場合にも、「古いやつで良いから」とひとこと言えば、「あ

あわかってるんだな」と思ってくれたりもするでしょう。また、場合によっては 新版を少し早

く作ってとお願いすることもできるかもしれません。二度手間で もいやがられるのは、「前の

データが古いから新しいデータをくれ」といわれるよりも、同じようなデータを何度も求められ

ることで、こちらで持っているデータで、ある程度調査票の穴埋めをしてから、どうしてもこち

らで埋められないところだけ「埋めてください」というような気の遣い方も重要でしょう。 

そういう意味では、頻繁に使う可能性があるデータは生データレベルでもらっておけば、多少

のフォーマットの違いながらこちらで対応できます。だったらその部署の業務システムにアクセ

ス権をもらった方が早いかもしれませんが。 

 

問３３－２：データベース化する前のエクセルで工夫する点はありますでしょうか？ 

どのように各大学さんでデータをもらった後、加工をしているのか教えてください。 

当日の回答：データベース化する前のエクセルとかで工夫する点はありますかということなんで

すけど、ここは要するに、固まったフォーマットをきちんと作るよりも、ある程度備考の欄を大

きめに取って、揺れがあるデータをきちんと吸収できるようにしていくような九工大さんの方式

がよろしいかと思います。 

問３３－２に対して後日メールで行った後日メールで行った補足回答： 

九工大さんでは、備考欄を工夫したそうです。 

評価作業のためのガイドライン（データ収集編）勉強会 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=ir20150120 

の議論と各班のまとめ（PDF:236KB）の 4 班のところをご覧ください。 

http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2014/ir0120/h27-0120_group_discussion.pdf 

ご質問後段のデータをもらった後の加工ですが、IR オフィスに余裕があれば、現場が出しや

すい形でデータをもらって自分たちで使いやすい形にしておけばよいでしょうし、IR オフィス

にあまり余裕が無くて、かつ、相手の部署と仲が良いならこちらで使いやすい形でデータをもら

えばよいと思います。 

 

問３３－３：IR オフィスを作るとなった際には、まず何からしたのか教えてください。 

（人員配置のタイミングや実際に業務に取り組む前にどのくらいの期間を用いたか） 

当日の回答：IR 室を作る際に、何から作るのがいいかというのは、どこから手を付けたらいい

のかということですけど、執行部の人のイメージをはっきりしてもらうということが重要だと思

います。 

問３３－３に対して後日メールで行った補足回答： 

はい、これは大学によります。 
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 専任教員を雇う、という手もありますが、できる範囲でつまり、事務系職員の専任１、２名を

核としてあとは兼務メンバーのバーチャル型でも良いのかなあ、とも思います。「とりあえず」

でよいなら IR オフィスの事務系職員中心に回していくというのも手なのですね。だって、どう

せ 初は固定業務がないので、大学課題勉強会みたいな形を取って課題を調べたり、今後の IR

の在り方について勉強するのもアリかと。IR オフィスに勤務すると、評価セクション同様、全

学的な状況がよくわかりますし、データで物事をとらえたり、データで相手と話をするような訓

練を積むことができます。それは次の部署に行ってもたぶん役に立ちます。 

これを事務系（プロパー系）で回していけば、その大学の組織の知として蓄積されるわけです

ね。IR オフィスの内外に。みんなが交代で IR オフィスで得た知見が残るわけです。なので、出

向、転籍を希望していない方を中心にするのもありかもしれません（？）。 

 統計解析、アンケート調査は事務だけじゃ無理だ、という話もよく聞きます。でも、みなさん、

大学にお勤めなのですよ。その辺ができる人間は、教員にゴロゴロしているわけじゃないですか。

希に、自分の研究も重要だけど、この大学が好きって感じの献身的で誠実な方もいらっしゃいま

すので、そういう方を学長先生にお願いして、学部長先生にちょっと頭を下げてもらって兼務し

てもらう、という手はあります。 

正直、IR で必要なのは、統計云々のスキル・知識よりも、調査分析に入る前に、きちんとし

た「問い」が建てられるのかどうかです。調査の設計ができれば、どんなデータを集めてきて、

何を明らかにすれば良いのかわかるわけです。確かにデータ分析などを一切やったことが無けれ

ば、なかなかそういうのも大変かもしれませんが、４大卒で理系の学生なら普通、そういうこと

はある程度やるでしょうし、マスター持ちの職員もいるでしょうから、何とかなるのではないか

と思います。いや俺高卒、私文系という方もいらっしゃるかと思いますが、全体会を思い出して

ください。課題の知性や文脈の知性はチームで補えればよいわけですので、大学人として積んだ

経験は状況分析に必ず役に立ちます。なんだかんだ言っても、一番の問題は IR の目的です。こ

れがはっきりすれば、必要な人材もはっきりしますし、準備にもとりかかれるわけですが、それ

がわからないから準備に入れない。 

 実践セッションの６班での議論では、危機感（現状）を共有することができるようにすること

を目的に IR をやることで、みんなが「次に何をすべきか」考えるようになるのでは、という話が

ありました。そのために IR をどう組み立てるか、というわけですが、重要なのは「いて良かった」

と思ってもらえる IR オフィスを目指さなくてはだめだろう、と。IR オフィスができたら仕事が

増えたとか、あいつらにデータで叱責されるようになったみたいな話になったら本末転倒なわけ

ですね。何かの時にはいろいろ情報をくれて頼りになる、提供したデータが有効に使われている

実感が持てる、面倒な調査ものとかをみんなやってくれる、とかそんな IR だったら、とりあえ

ずみんなからいらないとは言われないでしょう。交代で IR オフィスに兼務して、そこで他の部

署の人たちとデータを出し合って分析して、いろいろ話し合って、大学の改革にはあまり役立た

なかったけど、その経験が次の部署でとても役に立った、ということでもよいではないですか。

大学の改善にすぐに役立てるとうれしいですが、そもそも、本当にどのくらい困っているんです

か、みなさん。 

そういう意味では、本当は困っている、という状況を明らかにしたり、もしくは将来困るかも

しれない、ということを明らかにするのも IR オフィスの重要な任務なのかもしれませんね。 



質疑応答「はじめて学ぶ IR －これまでのまとめ－」 

68 

 

嶌田：時間超過になってしまいましたが、これでご質問には全て回答したことと思います。あり

がとうございました。 

 

藤原：若干時間を超過しましたが、みなさまから多数のご質問、ご意見をお寄せいただいて、盛

会を期すことができたかという風に思っております。皆さんから頂いたご質問でさらに理解が深

まったというような場面もあったかなという風にも思います。 

 本日、このプレイベントを終了いたしましても、午後に全体会があります。また、明日は各セ

ッション、初級から上級編まで設けておりますけども、三つのセッションのところで、より関係

者間で意見なんかを交換しながら、理解を深めていただく場を設けております。 

 本日の夜の情報交換会なんかも利用されながら、スタッフにもお気軽にお声掛けいただいて、

さらに分からないこと等あれば、理解を深めていただければありがたいなという風に思っており

ます。 

 そうしましたら、少し長くなりましたけども、このプレイベントについては以上をもって終了

させていただきたいと思います。 
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平成 27 年度大学評価担当者集会（H27.8.27） 

プレイベント２「はじめて学ぶ IR－これまでのまとめ－」アンケート結果 

 

 アンケートは、参加者 37 人（うちスタッフ４人）中 32 人から回答があった。参加者全員が「理

解できた」「概ね理解できた」と回答し、内容は参加者に対して適切だったと言える。イベントの

満足度はグラフに示す通り、約四分の三が「満足」と回答した。満足した理由として、現場、実

務的立場および事務的立場の視点での解説が良かったことや、質疑応答が挙げられていた。一方

で、質疑応答の時間が短かったという意見もあった。また、レベル別の設定で初心者向けの企画

があったことや、全体会の前に概要をつかむことができてよかった、という意見もあった。 

 

（藤井［名古屋大］） 
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アンケート結果の詳細 

id 所

属 

内容 時間 満 足

度 

理由 自由記入 

1 国 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね

満足 

非常にわかりやすく、IR についての考え

方を自分なりに整理できた 

  

2 国 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね

満足 

IR の基本について、日米比較を通してわ

かりやすく学ぶことができた。自分の所属

する大学に置きかえて話を聞けたのでよ

かった。 

IR オフィスを設置している他大学の事例

等を多く聞きたい。 

3 私 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね

満足 

Q&A 部分をもう少し詳しく聞きたかった。

質疑応答がとても良かったです。 

  

4 国 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね

満足 

アメリカとの違いは、日本国内の議論で

はなかなか知ることができないことだった

と思いますので、非常に参考になりまし

た。 

  

5 国 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね

満足 

資料がわかりやすいので OK だが、よくあ

る質問への回答が走った説明になってし

まった事が残念であった。 

個々の質問への回答がその場でいただ

けたのは非常に良かった。 

  

6 国 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね

満足 

IR を専門の部署を設置しなくてもできる

例がわかり良かったと思います。 

  

7 私 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

②概ね

満足 

IR に関する知識があまりなく、実際にどう

業務を展開するか悩んでいたが少し、晴

れ間が見えた気がしております。ありがと

うございました。 

IR に対する大学等での理解度は十分で

ないように思います。 

2018 年問題を目前にした地方私立大学

では、生き残り策を考える上でも、データ

を情報化して、対応策を練る必要がありま

す。 

今後も引き続き、このような集会を開催し

て欲しい。 

8 国 ②概ね理

解できた 

④やや

短い 

②概ね

満足 

他者の質問をきくことにより、同じような悩

みをかかえていることがわかり良かったか

らです。 

また、大学に帰って何をすべきかわかり

非常に充実したイベントだったからです。

初めての IR 担当者同士、何か情報を交

換できる時間があれば良いと思いました。

（情報交換会は敷居が高いため） 

IR の初心者の研修がもっとあると良いと思

いました。 

9 企 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

②概ね

満足 

体系的に整理していただき、なぜ IR が難

しいのか、乗りこえるためにどう環境整備

（意思決定者に対する支援のしかた）した

らよいか、のヒントをたくさん頂きました。

ありがとうございました。 

  

10 国 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

①満足 IR 業務についての役割が解りやすく良か

った。 

初心者向けについても、引きつづき開催

していただきたい。 

11 公 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

①満足 学内に分散しているデータのカタログを

作ることの重要性を痛感できました。 

  

12 国 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

①満足 先行するアメリカの状況をふまえ、日本の

IR 状況を説明いただいた点がとてもよか

った。 

  

13 私 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

①満足 「IR とは何か」という根本的な疑問につい

て、丁寧な説明を聞くことができて大変良

かったと思います。 

個別の案件について相談できるような機

会があっても良いかと思います。 

14 私 ②概ね理

解できた 

③丁度

よい 

①満足 ・IR の役割等ぼんやりとしか理解していな

かったことが、自分の中では明確になっ

た 

・時間については、途中で 1 度休憩をと

れば適度な長さだと思う 

タイムスケジュールを厳守するのであれ

ば、質問と感想を分けて記入させ、質問

だけに対応するというやり方をしても良い

かもしれませんね 

現状 IR 等についての理解が薄い大学関

係者に対し、広く基本的な概念を広めて

いく伝導師のような役割を果たされること

を期待します。 

15 国 ②概ね理

解できた 

④やや

短い 

①満足 ・質問への回答の時間が足りていなかっ

た 

・IR の考え方や他の参加者の困り事を知

ることができた今後の業務に活かしてい

きたい 

お話を伺い、IR の本来の姿「意思決定支

援」というものがわかり、自分の中で見方

や考え方が変わった。 

とても有意義な時間となりました。ありがと

うございました。 
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id 所

属 

内容 時間 満 足

度 

理由 自由記入 

16 国 ②概ね理

解できた 

④やや

短い 

①満足 ・茨城大学の嶌田先生のお話が、事務的

な立場からの内容を多く取り入れていた

だいていたので、受け入れやすかった。 

・何をすべきか、働きかけ（各担当部署へ

の）等がよく理解できた。 

  

17 国 ②概ね理

解できた 

④やや

短い 

①満足 内容が豊富なので… 毎回参考にさせて頂いております。 

18 公 ②概ね理

解できた 

④やや

短い 

①満足 内容的に濃く、消化するにはやや時間が

短いと感じた。 

内容は非常に面白く、日々の業務を体系

化することができた。 

  

19 公 ①理解で

きた 

②やや

長い 

①満足 自分は IR の初級者なのですが、他の

方々も同じくらいの初任者が多く、その

方々の質問やそれに対する回答が聞け

たことが も有難かったです。 

今回のように、レベルに応じたプログラム

があると、非常に理解が進み、質問もしや

すいです。 

次回以降もぜひ、お願いいたします。 

20 － ①理解で

きた 

②やや

長い 

①満足 お話が非常にわかりやすく、IR について

理解を深められた。 

  

21 関 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

①満足 これまで、IR に関する書籍・HP・論文など

を読んできたが、今回俯瞰的にベーシッ

クな部分を解説していただき、バラバラだ

った情報を自分の中で統合できたように

思いました。 

非常に初心者にとって有益な会を開催し

ていただきありがとうございます。 

必要とする方は多いと思うので、今後も続

けていただければと思います。 

22 国 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

①満足 講義もわかりやすく、質疑応答でも非常

にていねいにご回答頂けた。 

  

23 国 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

①満足 全体会の前に、基本的な知識を得ること

ができた。 

初心者向けの企画は非常にありがたかっ

た。 

他機関の事例報告などもあると良い。 

24 私 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

①満足 2 時間でここまで深い内容を話していた

だいた。 

大学固有の事情もお話いただいた。 

知りたいことが知れた。 

収集したデータの整理・加工（できれば分

析も）の演習 

25 国 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

①満足 IR の導入の研修としてとても分かり易く、

勉強になった。 

実際のよかった事例、問題となった事例

について聞いてみたい。 

26 私 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

①満足 今まで断片的に知っていたような知識が

つながり、より理解を深めることができまし

た。 

事例を元にした分析テクニック等（統計方

法、使うデータ種類） 

27 公 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

①満足   IR の成功例の事例集の様なものがあれ

ば、有難いです。 

IR を推進する場合に、成功事例のイメー

ジがあれば、取り組みやすい。 

28 国 ①理解で

きた 

③丁度

よい 

①満足 現場レベルの悩みに応える内容となって

いたため、大変満足いくものとなりまし

た。 

  

29 公 ①理解で

きた 

④やや

短い 

①満足 とても面白く、興味深い講演だったのでも

う少しお話を伺いたかったので。 

Q&A も大変参考になりました。 

どうもありがとうございました。 

  

30 国 ①理解で

きた 

④やや

短い 

①満足 IR の基礎的な知識を学んでいたが、実

務経験がある方の話を聞くと、イメージと

違っている部分が多かったです。 

今後 IR オフィスを作る際に非常に参考に

なりました。 

2 日間の 初にやる企画として非常に良

かったと思います。 

  

31 国 ①理解で

きた 

④やや

短い 

①満足 わかりやすかったからこそ、もう少しお話

をきいてみたかった。 

9/18 の内容のご案内を、もう少し詳しくい

ただけるとありがたいです。 

32 国 ①理解で

きた 

  ①満足 IR オフィスの設置を検討している中で、

少しモヤモヤしたものがありましたが、改

善するためのヒントが思いついたような気

がします。 

本学のスタッフも毎年入れ替わるのでひ

きつづき、このような研修を企画していた

だきたいと思っています。 

所属 国：国立大学 公：公立大学 私：私立大学 関：関係機関 －：記入無し 

 



大学評価担当者集会 2015（2015/8/27,28） 

 

アンケートのお願い 

 

本日は、ご参加いただきありがとうございました。来年度以降も継続的に大学評価担当者集会を企画しておりま

す。つきましては、ご参加いただいた企画に対してご意見をいただければと思います。ご協力よろしくお願いいたし

ます。 

アンケート結果は、原則的に、大学評価コンソーシアム web サイトの活動報告や報告書で公表しさせていただき

ます。お名前は、公表されません。またご所属は国公私立の別のみ公表されます。＊無記名でも結構です。 

お名前            ご所属     

 

 

プレイベント（27 日午前）について、おうかがいします。 

（１）．参加された企画の番号に丸をつけてください。 

① 「米国 IR・指標」 ②「はじめての IR」  

 

（２）．企画について、該当する番号に丸をつけてください。 

内容： ① 理解できた ②概ね理解でき

た 

③どちらともい

えない 

④やや理解でき

なかった 

⑤理解できなか

った 

時間： ① 長い ② やや長い ③ 丁度よい ④ やや短い ⑤ 短い 

満足度： ① 満足 ② 概ね満足 ③ どちらともい

えない 

④ やや不満足 ⑥  不満足 

 

（３）．（２）で回答された理由をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）．今回の企画、次回以降のご希望などについて自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

記入後の用紙は、お帰りまでにスタッフにお渡しください。 
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○ この分科会のプログラム構築については、以下の研究費を用いました。 

平成２７年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ｂ） 「大学の評価・IR 機能

の高度化のための実践知の収集・分析とその活用に関する研究」 （課題番号：15H03469、研究

代表者：嶌田敏行） 

 

○ 当日のスタッフ 

小林 裕美*（徳島大学 国際課 課長） 

嶌田 敏行*（茨城大学 大学戦略・IR 室 准教授） 

山本 幸一*（明治大学 教学企画部 評価情報事務室 副参事） 

藤原 将人*（立命館大学 教学部学事課 課長補佐） 

 

○ 講義資料作成協力者 

小湊 卓夫*（九州大学 基幹教育院 准教授） 

藤原 宏司（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

室長） 

 

○ 補足コメント等協力者 

末次 剛健志*（佐賀大学 総務部企画評価課） 

藤原 宏司（BSU/NTC, MnSCU） 

 

○ 報告書作成協力者 

大野 賢一*（鳥取大学 大学評価室 准教授） 

藤井 都百*（名古屋大学 評価企画室 講師） 

 

また、この分科会の実施、成果のとりまとめ、報告書作成にあたり、参加されたすべての方に

感謝申し上げます。 

 テキストの一部は、日本システム技術株式会社・第 1 回 GAKUEN IR 研修会『IR とは何か？

しくみと導入を考える』（東京都港区・2015 年 7 月）で行った講演「IR オフィスの業務と運用に

ついて」（嶌田敏行）、「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－」

（小湊卓夫）で用いたものを使用した。 

 

*は大学評価コンソーシアム幹事・監査人 
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