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７班：EBPM の組織文化を創造する IR EBPM（Evidence-Based-Policy-Making） 

○白石哲也（清泉女子大学）、菰田孝行（東京医科大学）、井芹俊太郎（法政大学）、 
飯田真由美（東洋英和女学院大学）、松尾幸治（金沢工業大学） 
 
１．議論結果の概要 

 
1．属性及び個別課題 

 

松尾（職員）： 

① 大学として KPIの設定などが必要であり、課題となっている。 

② 部署は立ち上がったが IR人材の育成が必要な状況である。 

 

菰田（教員）： 

まず、医大という特性があり、国際認証の必要性に合わせて IR室を設置した。 

① 現状は認証評価への対応がメイン。しかし、評価後の IRの在り方を考えなくてはいけな

い。 

② 外的要因から設置されたので、IRが学内に浸透しておらず、課題である 

 

井芹（専門職員）： 

現状はトライアル段階、成果を示していくことが必要。 

① 活動目的やリサーチクエスチョンは未だ明確とは言い難い状況 

② データの収集から接続まで、効率的なデータマネジメント体制の構築や手法の開発も課題 

③ 依頼対応型や部分最適型ではなく、対象が多様・分散的な中で、多変量解析を実施する難

しさ。 

 

飯田（職員）： 

① 情報提供から改善まで：IR担当者が兼務しているため IRの独立性をどう保つか 

② 情報提供をどうすれば良いか（部署を跨いだデータ管理に課題）。 

③ データ管理やセキュリティをどうするか 

④ IRのメンバーに社会調査系・心理系教員がいて、分析を担当している 

 

白石（職員）： 

① 組織的な活動となっていない 

② IRは浸透しているが、負担が大きい 
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2．作成プロセス 

① ブレーンストーミングを行い、まずはお互いの IRに関する考えや意識などの共有を 20分

ほど行った。 

 

ブレストの際に出てきた意見の一部 

・最も数字を見てほしい人が見ない（職員の方が数字を見ていて、教員の方が少ない） 

・数字見せるとテーマによっては興味を惹かれる 

・入試は興味が惹かれる。大学の資源配分にも教学にも絡むので。 

・学内プロジェクトで話題になっていることをベンチマーキングしたら反響が大きかった。 

・お金（資源配分）に関する話題はインパクトが大きい 

・課題改善に資することをしたくとも、学内で敵を作りかねないテーマは自発的にしづらい 

・カリキュラムの半期ごとのチェックを実施している 

・組織的で継続的な改善活動がしたい 

・継続的にアウト・プットしていくといい 

・記名の問題がある 

・実態把握や「記述」だけなら無記名アンケートでもよいが、実際の改善活動の検討や因果の

説明を考えるのであれば、記名式にしないと分析は難しい 

 

② 課題の抽出 

 お互いに何が課題かをポストイットに４つほど記入してもらい、共有した。それらを分類し

て、4つの共通課題を見つけた。また、自分たちがどのような組織にしたいのかも同時に考え

た。 

 

【共通課題】 

・データマネジメント 

・人材育成 

・IRユニットの位置づけ、役割 

・情報のアウトプット 

 

【構築したい組織】 

・きちんとしたエビデンスに基づく PDCA が機能する組織 

 

③ ポスターに着手 

 ４つの共通課題を中心として意見交換を行い、それをまず体系化することにした。そして、

体系化することで見えてきたことを中心に、これらの課題にどのように対処するのかの検討

し、ポスターを作成した。 
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3．ポスター説明 
 

 第 7班では「EBPM の組織文化を創造する IR」と題して発表を行った。EBPMとは聞きなれな

い用語だと思われるので、簡単に説明しておきたい。EBPMとは Evidence-Based-Policy-

Making の略語であり経済学や公共政策分野で近年用いられる用語である。これは、エビデン

スを基にした問題の理解、コミュニケーション、政策の設計、評価、提言を実現していこうと

いう取り組みであり、近年内部質保証の文脈で求められる「PDCA サイクル」の概念に近い。

しかし、エビデンスをすぐに意思決定や資源配分、改善活動へ繋げるサイクルを実現すること

は現実的には難しいため、まずは「エビデンスに基づいて議論する組織文化を IRから定着さ

せていこう」というのが、第 7班が導き出したテーマである。 

 次に、内容について説明していきたい。第 7班では、4つの EBPM組織を構築する際に生じ

る共通課題を抽出・体系化し、どのように対応していくかを検討している。そこでの前提とし

て、IR 担当が、組織的かつ継続的に、既存の分析より質の高い情報を提供していくことが必

要となる（EBPM）。では、EBPM 組織を構築することを目指した際に生じる共通課題とはなん

であろうか。ポスター中央をご覧頂きたい。まず、「組織的課題」がある。例えば、「IR組

織の位置づけ」「業務負担」「独立性」などである。組織的課題を深堀すると「分析結果のア

ウトプット」が課題であることに気づく。そこには「報告機会が限定的」であることや「統計

分析手法の問題」、「受け手の問題」などが挙げられる。さらに、「DM（データマネジメン

ト）」の課題もあろう。DM の範囲を、データの収集から分析の準備までとすれば、たとえば

「（問いを検証するための）記名式アンケート実施の難しさ」や「効率的なデータ整形・整備

の問題」などがある。また、組織的課題には、「人材育成」に関する課題もある。組織的継続

的に IRを進めていくには、人材の問題は欠かせない。しかし、実際には難しくせっかく育っ

ても異動してしまうと、一からやり直しになる。 

 さて、このように EBPM組織を構築していくためには、様々な諸課題が生じることが分か

る。ここでは、これらへの対応についてまとめてみたい（ポスター右下）。 

 

組織的課題 

原因 対応 

IR 機能の分散と遍在に伴う IR 組織の役割や

位置づけなどの問題 

各部局の IR 的役割の整理、既存の情報よりも

質を高めたエビデンスの継続的提供 

執行部のデータリテラシーの水準、目的や問い

が不明確 

質の高いアウトプットの継続、それに伴う双方

向的コミュニケーションの実現 

 
人材 

原因 対応 

人材不足、属人的・異動などにより非継続的 研修等により組織的に育成、IRer に必要な能

力やスキルを 1 人に求めるのではなく、チー

ムや組織で埋め合せ 
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Out Put 
原因 対応 

報告対象が不明確 主体的・積極的な情報発信（ボトムアップ）、

組織的に報告機会を構築 

→コミュニケーションの起点となる 

IR 担当者のリーダーシップの欠如 情報提供対象者、各部署への積極的なヒアリン

グ、コミュニケーション 

→報告と併せて、協力的関係を構築 

 
DM（データマネジメント） 

原因 対応 
IRer のデータリテラシーの欠如による DM 人材の登用、IRer の DM スキルの向上 
コスト・ベネフィット意識の不足 常に分析で明らかにしたいこと及びそこから

得られる示唆と、そのためにかかる時間・コ

ストを常に対比 
定型的分析を明確に（分析の形と便益が定ま

れば、そのための DM も最適化される） 
 
以上が、課題が生じる原因と対応である。ここでは、すべての課題について触れたわけではな

いが、EBPM 文化の構築は不可能でないことはわかる。第 7 班では、組織的継続的に改善を

促すための組織の在り方は IR にとって非常に重要だと考えた。 
また、今回の発表は第 7 班全員が私立大学の IR 担当者であることから、国公立大学への応

用がどこまで可能か分からないことに注意したい。 
 
２．グループ討論を通して感じた評価や IRを改善に活かすためのコツ、感想等 

 
 IR の課題について議論されたが、大学間である程度統一されたアセスメント方法やベンチ

マークの設定などが進んでいくと、EBPM の推進にもつながると感じた。 
 本学の IR は昨年設置のため、分析結果に基づく議論を行う土壌ができていない。議論に結

びつかなくても定期的に分析報告を行い、その中でも反応の良かった部分を掘り下げて伝

えることで受け手は分析結果に興味を持ち、データリテラシーは高くなるのではないかと

感じた。 
 IR を立ち上げたばかりの大学は前任者・経験者がいないため、他部署に IR 理解者を作っ

ていくことが人材育成に繋がると思った。 
 各部署へのデータ提供の依頼やその分析結果を伝える中で、各部署のデータの作り方改善

のきっかけが生まれる等、IR 担当者のコミュニケーション力が IR 定着には重要と感じた。 
 IR を機関内で有効に機能させるためには、機関内の活動のサイクルや政策議論の中に IR

の分析を位置づけることが大切だと思うが、そのためには IRer による主体的働きかけも
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必要。 
 目的やリサーチクエスチョンが必ずしも明確でない機関内における IR 活動は、IRer の情

報と能力に基づくボトムアップ型の情報発信を積極的に行い、それを基にした議論のサイ

クルを作り出すことも大切。 
 IR の活動を、一時的、属人的活動でなく組織的継続的活動に繋げるためには、「組織の知

性」を組織的に高める取り組みは不可欠であると思う。 
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７班 EBPMの組織文化を創造するIR
EBPM（Evidence-Based-Policy-Making）

前提：エビデンスをもとにした議論・意思決定を支援するために
組織的に継続的に質を向上させた情報提供

EBPM組織モデル構築にともなう共通課題 ○組織
 原因

• IR機能の分散と偏在
• 執行部のデータ・リテラシー

 解決
• 各部局のIR的役割の整理
• 質の高いアウトプット

○人材
 原因

• 人材不足、非継続的

 解決
• 育成（組織的）

○OutPut
 原因

• 報告対象が不明確
• IR担当のリーダーシップ（調
整、交渉能力）と機会

 解決
• 何かしらの分析・発信
• ヒアリング

○ＤＭ
 原因

• IRerのデータリテラシー
• コスト、ベネフィット意識の
不足

 解決
• DM人材の登用
• Outputの形を明確に

前 提

ＩＲの独立性が
保てない

ＩＲ業務の範囲が
多くなりすぎている

ＩＲユニットの
位置づけ、役割

兼務なので
業務量が多い

ＩＲ「機能」が分散
的・偏在的に存在
するなかで、ＩＲ部
局が果たすべき役
割は？

報告機会が
限定的

学内からの
分析のリクエスト

分析報告を行っ
ても受け手に差
がある

ＩＲの学内への
浸透

分析結果の
学内への説明

多変量解析の
選択と使用

各種調査の
一元化

データの作り方が
部署・担当者に
よってばらばら

データベースの
整理

記名式アンケート
の導入が難しい

課外学習の把握

データマネジメント
のコスト（時間）と
アウトプットの関係

ＩＲ人材の
育成

担当者が
異動したら
どうなるか

ＩＲ的人材の
流動と普及

私立・総合・医科・工・女子、大・中・小（５大学）

組織

ＤＭ

人材

最適化

必要性

活性化

アウトプット


