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IR の各業務フェイズでの留意点について 

 

茨城大学 全学教育機構  

嶌田 敏行 

 

  

みなさん IR 業務、要するに

調査設計しなくちゃいけな

いですよねとか、データ収

集しなきゃいけませんよね、

分析しなきゃいけませんよ

ね、報告しなきゃいけませ

んよね。そういういろんな

場面、場面で、どういうと

ころに気を付けなきゃいけ

ないんでしょうね、みたい

なところ、そこのところを

解説していくような感じで

ございます。ここに書いて

ありますね。データ収集、

数量データの分析、改善にどのようにつなぐのか。とくに改善にどうつなぐのか、ここが結構難

しいです。実務的には結構、どのような改善を実際したのか教えてくださいっていうご質問って

結構あるんですけども、もう、１つの仕事が終わったら次の仕事に入っていることが多いので、

結局、我々が作ったデータなどを使ってどうなったのか、というのは、あまり追ってないってい

うケースが多いです。 

 

じゃあ IR ってなんですか。インスティテューショナル・リサーチなんですけども、これは大

学改革支援・学位授与機構の林隆之君、今、教授ですけども、彼と「多分、IR は今後いろいろな

話の中心になっていくよね」って話になって、当時の大学改革支援・学位授与機構中に IR 研究会

みたいなものを立ち上げてもらいました。そこでアメリカの IR 担当者向けのハンドブックの翻

訳プロジェクトでいろいろやってたんですけども、目標としては、やっぱり IR、インスティテュ

ーショナル・リサーチっていうのがどういうもんなのかを理解して、それを日本語にちゃんと訳

させるようになったら、合格点だよねって話で始めたんですけど、アメリカでもやっぱり、大学

の規模とか、大学の状況によって、IR がやってる仕事が結構違います。だから、アメリカでも

非常に曖昧な定義になっていて、正直言えば日本語にはできなかったです。今、いろんな訳をさ

れてる先生もいますし、カタカナで書いている所もあれば、アルファベットで IR ってやってい

る所もある。ここのところに関しては結構混乱してるんですけれども、日本の高等教育ではちょ

っと違う概念と云いますか、今回はアメリカの話はあまりしませんけれども、やっぱりアメリカ

はじめに
• IRの各業務フェイズでの留意点について概説したい。
• 具体的な事例等については、後半の⼭本報告を参照

されたい。
• 1b）調査・分析の設計（リサーチ・デザイン）や問い

（リサーチ・クエスチョン）を⽴てる部分、２）データ収
集、３）数量データ・叙述資料分析、４）改善にどの
ようにつなぐのかについて⾒て⾏きたい。
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の文化とか、大学の置かれた状況に合わせて IR っていうのは進んでるので、当時の日本だとち

ょっと訳せなかったんですね。だから何なのかと云われれば、大学のリサーチ、調査って感じで

す。だから要するに、調査部門がありますっていうぐらい、そんな感じで軽く考えといていただ

ければいいかなと思います。 

 要するに、必要なときに、

必要な情報を、必要とする

依頼者、例えば学長が「こ

ういうことやりたいから、

ちょっとデータ調べてくれ

よ」とか。学部で、例えば、

「じゃあ会議を今度するか

ら、そういう情報集めてく

れよ。」そういうのを、集

めてきて、ただ、そのまま

単にデータだけ集めてもし

ょうがないので、それを分

かりやすい形に、要するに

何て云いますか、数字の表

だけだったらグラフにするとか。数字の表もごちゃごちゃで数十ページのものって読めないわけ

ですよ。それを、要するに 1、2 枚のきれいな表にまとめたりとか。そういう、要するに単に生

データとしては使いにくいものを使いやすい情報に変換していくような仕事。それが IR の仕事

です。 

 だから大学執行部とか、学部執行部などから、アドホックっていうか、臨時といか突発的な要

望があるわけですよね。最初のころの IR だと割とそういうリクエストが多かったんですが、最

近は、内部質保証システムを構築しなさい、みたいな話がきてますので、要するに学部とか学科

の教育改善に対して、どういう情報提供できるんですか、みたいなところに少し話がシフトして

きてるかなという感じはいたします。 

 ただ、大学 IR コンソーシアムさんとか、例えば立命館大学の鳥居先生とか、要するに、FD と

教育改善みたいなところを最初からターゲットにしてる先生方も当然いらっしゃいましたし、だ

けど、今は経営的な IR のほうの支援と、教育的な IR の支援。この二つが、並んで進んでいるの

かなっていうような状況です。 

   

 

IRとは何か（現場での整理）
• IRは、Institutional Research の略。

– 訳はややこしいのでしていない。米国でも大学によって業務が
異なるので、IRの定義も曖昧。

• 現場の感覚としては、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。

• 学内のクライアントは多様である。大学執⾏部、学部
執⾏部などからのアドホックなリクエストを主体に進める
場合もあれば、学部、学科の教育改善（広義のFD）
へルーチンな情報提供を主体とする場合もある。
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 IR は、やっぱり、改善の

主体者ではないんですね。

要するに、改善する人って

誰ですか。学長であり、学

部長であり、例えば学科だ

ったら、学科の先生方が改

善しなくちゃいけないわけ

ですね。だから IR っていう

のは、そのために、その必

要な情報を提供するわけで

すね。学生が今こうなって

ますよ。DP を作りました。

それに対して、今学生はこ

れぐらいそれを学んで、習

得してます。だったら、じゃあ、これ足りてませんよね。じゃあどうしますか。その「どうしま

すか？」っていう議論を促すような、学生に関する現状をつまびらかにして、教えてあげる。そ

こが IR の仕事なわけですね。だから、改善しなきゃいけない主体者の人たちをその気にさせる

データとか情報をいかにお渡しできるか。ここが IR のポイントとなるわけです。だから IR が、

改善しましょうって話になんないはずなんですけど、ただ日本の場合。例えば内部質保証をやり

ましょうって話になって、いろいろ学生調査をやります、あれやりますって話になるんですけど、

じゃあ、そういうの使って改善を促すような部署がありますかって、いうとないんですよね。だ

から、今、内部質保証システムの構築に対して、じゃあ、どこがメインなんですか、アクターは

誰、旗振り役になんなきゃいけないのってどこ？、ということに関しては、なかなかちょっと見

えにくいところがあります。 

IR は本来主体者ではなくて、改善支援なんですけど、見るに見かねて、IR のほうで、「じゃ、

ここちょっと改善したほうがいいんじゃないですか」って話をしなきゃいけないのか、もしくは、

認証評価の中で内部質保証システムがいわれているわけですから、その認証評価は誰やってます

かって云えば評価部署の担当ですよね。評価の担当のほうで、内部質保証システムって、こうい

うふうにやんなきゃいけないのでは、と考えることになるわけですね。評価のほうと IR のほうと、

どちらなのか、というのは置いておいて、その辺の人たちが何かやんなきゃいけないわけですか

ら、評価の IR、いろいろと組みながら、やらざるを得ない話なんだろうと。だから、内部質保

証システムは今、どういうシステムを作っていけばいいのか、要するに、継続的に改善が持続的

に行われるようなもの、改善の道順に組み込まれるものを作っていかなきゃなんない。要するに、

学生の状況とかそういうのを測って現状を把握する。それをもとに現場の先生方が、日常的に改

善する。そういう改善が続くっていう状況をどうつくるのか。そこが内部質保証のポイントなの

で、そのためにいろんな人がいろいろやんなきゃいけませんよね、という話になっているかなと

いうところでございます。 

 

 

IRとは何か（現場での整理）
• 即ち、IRは改善の主体者ではなく支援者だが、教育の

継続的な改善に際し、学修成果などのアセスメントを設
計・実施したり、学内に教育改善関連情報を流通させ
る業務も担う。

• 近年、教育の内部質保証システムの構築などが求めら
れつつあるが、直接的にはIRの業務範囲を超えた話。
ただし、⾒るに⾒かねてやらざるを得ない︖
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前置きが長くなると、時

間がなくなってくるんで、IR

オフィスをどう立ち上げま

すか、みたいなところに関

しては、ちょっとみなさん

のプロフィール読みますと、

IR オフィスについては立ち

上がってる所の方が大半だ

ったので、ここは今回カッ

トします。カットしますの

で、こちらをあとで読んで

ください。小湊先生と 2 人で、

『Between』っていう進研ア

ドの雑誌に、1 年間連載して

ました。要するに、ちょうど IR オフィスを立ち上げて、軌道に乗ったような大学さんに話を聞

きに行って、どういうところに課題がありました？ 何を乗り越えれば IR オフィスを立ち上げ

られますか？、うまく運用開始ができました？みたいな、そういうポイントを聞きに行ったとこ

ろがありまして、それをまとめたものです。 

 

 

 それで鈴鹿医療科学大学

さん、あと、創価大学さん、

琉球大学さんとかに話聞き

に行ったケースがあります。

そんときの、ちょっとこの

辺の読んでいただければと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRオフィスの⽴ち上げ
• 進研アド「Between」 IR その着実な一歩のために
2015年4-5月号
第1回 「データ管理」と「IR」を隔てるもの
http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/04/20154-5.html

2015年6-7月号
第2回 担当者に求められるのは⾼度な分析⼒か︖
http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/06/20156-7.html

2015年8-9月号
第3回＜鈴⿅医療科学大学＞ 確実な一歩を踏み出した＂データで議論する＂しくみ
http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/08/20158-9.html

5
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IRオフィスの⽴ち上げ
2015年10-11月号
第4回 創価大学 トップの意思決定を支える目的遂⾏型の組織編成がカギ
http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/10/201510-11.html

2015年12月-2016年1月号
第5回 琉球大学 多方面から意思決定をサポートできる「包括的IR」の構築をめざす
http://between.shinken-ad.co.jp/between/2015/12/201512-20161.html

2016年2-3月号
最終回 IRオフィスのスタートアップに必要なこと
http://between.shinken-ad.co.jp/between/2016/02/20162-3.html
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実際まとめてみたのがこ

れなんですね。要するに、

IR 室を立ち上げようと思っ

たときに、重要なのなんで

すかっていうと、やっぱり

トップが IR使って何したい

のかって、ここを明確に思

ってるかどうかです。要す

るに、IR が主体者じゃない

わけですから、その上の人

たち、つまり IR を使う人た

ちが「俺はこういう情報が

欲しいから、IR を作るんだ」

っていうものがないと結局、

IR の人に「なんか課題を見つけて、レポート持ってこい」みたいな話になってしまう。あなたた

ちが何をするかを指示するわけです。だから、改善の主体者たちが、「こういう情報使いたい」、

「いろいろ改善したいから、だから IR 使う」って風に思ってるかどうか。上の人が「今度 IR オ

フィスをつくるぞ」って、「IR にはこういうことやってもらうんだぞ」って、きちんと話しても

らうとかですね。あとは学内の委員会とかに、例えば「IR をどうするか」という話を下ろしても

らって、そこでいろいろ学部の先生方も入って議論したりしないと、「IR オフィスを単につくり

ましたって」となると、そのうち、「あそこって何やってんの？」ってことになってしまう。だ

から IR オフィスを、例えば琉球大学さんなんかは、学長先生はすぐにつくりたかったけど、あ

えて 1 年間ぐらい全学の準備委員会などを着くって揉ませることで、要するに「IR って何」って

いうのを学内に浸透させてからテイクオフさせる、みたいなやり方もあります。だから、この辺

のところがないと、IR オフィスのほにゃららですけど、データ欲しいのですが、と電話をしても

「あなた誰？」てことなりかねないので、こういうところは重要ですね。 

 あと、IR は、意思決定支援であって、意思決定ではないですよねって話、今したんですけど、

例外的に IR 室の長が、例えば副学長クラス、理事クラスの場合には話は変わります。要するに

理事は改善する権限持ってるわけです。権限というよりも。改善しなきゃいけないわけですよね。

だから、IR 室の長が副学長だったら、その人は改善できるわけですから、とにかく、その副学

長に情報集めてあげれば、じゃあこうしよう、ああしようっていう風にやってもらえるんで、そ

の場合は IR が改善主体ってあり得るケースが、あります。 

 それで、定期的・定型的に情報提供を行う。要するに、IR の情報を定期的に買ってくださるお

客さまがどのくらいいますか、と。ここの確保がないと IR オフィスはあるけど、あそこ何やって

んの？って話になるわけですね。要するに、4 月になったら学生生活調査のデータくれるよね。5

月になったら新入生調査のデータ送ってくれるよね、とか。そんな感じのことになっていたり、

例えば、学校基本調査は IR のほうでやってくれてるよね、とか。なんかそういう定期的なもの

持ってると、IR オフィスってやっぱり要るよねっていう、そんな感じのところが出てくるので、

やっぱりそのルーティンワークをどのくらい持ってるかってのは、存在感に結構比例するところ

［IRオフィスの設計］
• トップが IR を使って何をしたいのか明確である
• 学内で IR オフィスに関する認識がある程度共有できている
• （改善を図る部署を志向する場合）ディレクターに意思決定権限

のある者を充てられる
• 定期的・定型的な情報提供を⾏う「購読者（顧客）」が想定で

きる
• バランスを考えたスタッフ配置が可能（分析、課題把握、文脈の

各知性）
• 適切な兼務スタッフを学内各部署から集められる

［設計］学内にある程度ノウハウがある
［収集］データ・情報の収集ルートが確保されている。
［分析］データを情報へと変換する（整理、集計、分析） 必要最
低限のスキルがある
［報告］調査結果をスムーズに依頼者に報告するルートや手法が確
保されている

あてはまる あてはまら
ない

どちらとも
云えない

IR室テイクオフ時のチェック項目 7
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もあるので、要するに、そういう、いかに定期的に情報を買ってくれる、要するに、常に誰かの

役に立ってます状態に、なるべくしたほうが、よその部署も楽になるのかなっていう。 

そうですね。スタッフ。要するに、分析できる人、よく、統計できる人が要るんですか、とか

よく聞かれるのですけども、結局、統計だけできる人とか、分析だけできる人、置いといても、

結局、学内情勢分かんなければ、やっぱり、なかなか次の分析をどうすればいいか、みたいなと

ころはなかなか分からない。あと要するに、例えば内部質保証が必要ですよねとか、その辺の高

等教育の流れみたいなのが分かっていれば、それに応じてこういうふうに、うちはなってますよ

ね、みたいな感じのことが分析できたりするわけですね。だから、こうなっているんですねみた

いな話もできるんで、とりあえず、そういうキャスティングっていうか、いろいろバランス踏ま

えて人を配置したいわけですが、ただ、人をたくさん配置できるケースなんかほとんどないです

ね。ほとんどないっていうか、専任 1 人とかでやるケースが多いですけども、兼務で入ってくる

人、どういう人スカウトするのか、みたいなところもいろいろ考えてやんなきゃいけない。そう

ですね。適切な兼務スタッフを。この辺のところは、このあとお話しします。 

 

 

 そうですね。設計して、

収集して、分析して、報告

する。だから、リクエスト

があって、要するに、どう

いうデータ収集して、どう

いう分析するんですか、こ

こが決まれば、もうほぼ決

まったようなもんなんです

よ。だから、ここんところ

が一番重要なんですけど、

結構ここが難しい。そんな

形です。 

 

 

 

 

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

8
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 調査・分析の設計に関す

る課題ということで、じゃ

あ調査・分析の設計はでき

ましたか。例えばじゃあ、

うちのとある学部では留年

する学生が多いんです。じ

ゃあ「どういう学生が留年

するのかっていうのを教え

てください」みたいなとき

に、それだったら、留年す

る学生の GPA 調べて、そ

の学生が出席率がどのくら

いか、ちょっと調べて、じ

ゃあ、その学生たちが、例

えばアルバイトやってるかやってないか調べるなら、こんな感じでこういうネタ集めてきて、こ

ういう分析して、多分こういうグラフを書けば恐らくこれが見えてくるから、みたいなところが

思い浮かぶかどうか、なわけですね。じゃあ、それができるようになったら、もう初級者クラス

でなくていいんです、みたいな感じなんですけど。大概、なかなか、何したらいいんですか、み

たいな話になっちゃう。そうすると、大体、まず、そもそも何を依頼されてんのかよく分かりま

せんよね、ということが多い。あと要するに、実際、どう設計したらいいか分かりませんよね。

あとはよく聞くケースとして、そもそも依頼が来ないんですけどっていう話。あとは、むちゃぶ

りされてる、みたいな。大体そういうケースが多いかなと思うんです。 

 

 

 これはちょっとご自身で、

今、自分どこかなみたいな

ところをちょっと見ていた

だけばいいんで、ここはス

キップ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

調査・分析の設計に関する課題
調査・分析の設計
はできましたか︖

収集に
進んでください

どの問題ですか︖

B︓設計方法がよくわからない

D︓無理難題を依頼された

C︓そもそも依頼が来ない

9

できた

できなかった

A︓依頼内容がよくわからない

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  

能⼒等
／段階の
目安

初級 中級 上級

活動の設
計

収集/分析の目的や活
動の設計の内容を理解
できる。必要なデータとそ
の分析手順について理解
できる。

依頼内容から収集/分析
の目的を明確にし、具体
的な活動を概ね設計でき
る。即ち、必要なデータと
その分析手順についてあ
る程度設計することができ
る。

依頼内容から収集/分析の目
的を明確にし、具体的な活動
を設計できる。即ち、必要な
データとその分析手順について
設計することができる。適切な
状況把握のための指標の選
定ができる。

調査分析の設計に関する能⼒ 10
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依頼内容よく分からない

ですっていうときには、要

するに、依頼者、例えば学

部長から振られた、学部長

から、先ほどの留年生をど

うにかしたいんだよね、みた

いな話が振られたら、学部

長が時間あれば学部長によ

く話を聞くか、なんでそん

なこと思いついたんですか、

なんでそれ気になってんで

すかみたいな話を聞いて、

要するに、何が明らかにし

なくちゃいけないのかって

いうのをはっきりさせなくちゃならないです。そのためには、その人がそのデータを何に使いた

いのかって話を聞かなきゃいけないので、なるべくここは時間を取って、「それだったら、こう

いうふうに調べればいいんじゃないですか」とか。ここの打ち合わせの中で相当ヒントが出てき

ます。 

 逆に言えば「何を知りたいのかっていう」ことが分かれば、ほとんど調査の中身は設計できた

ようなもんじゃないですか。要するに、自分は分析担当だから、自分がリサーチクエスチョンっ

ていうか、問いを立てるよりも、クライアントっていうか、お客さんが「何を問いにしたいのか」、

そこを明確化してあげればいいわけですから、そういう議論に乗ってあげて「じゃあ、先生はこ

れを知りたいんですね」、そこんところが分かれば、それを自分の業務として、「じゃあ、これと

これをやればいいんだな」って。その学部長が思ってることを自分の業務に翻訳できればいいわ

けですから。それができれば、調査設計できちゃうわけですよね。 

 こういうのを、どうするのかっていうと、割とインフォーマルな情報収集みたいなものも重要

なわけです。要するに、暇なときは学部に行って、評議員の先生とお茶飲んだりとか、そういう

ところで意外と情報収集ができたりするので、だから、別にいきなり評議員の先生の所に行って、

お茶を飲んでくださいってわけじゃないんですけども、事務系だったら、よその部署とか、学部

の事務とか友達とかいるわけですから「最近どうなの？」みたいな話をする、というか「最近う

ちの学部でこれ困っててさ」みたいな話があれば、じゃあそれをまた上に相談して「こういうこ

と困ってるらしいですからちょっと IR でも調査をやりましょうよ」みたいなところに進むわけで

すね。そういう、結構意外とポロっと出てくる情報辺りから「次の解析何すんの？」みたいなと

ころのヒントが出てくることが多いので、なんですかね、割とそういうところ。「公式に IR オフ

ィス立ち上げたんで、いつでも相談乗ってください」みたいな感じで待ってるよりも、営業に行

ったほうが話が早いかなってことは結構あります。 

 明らかにしたいことが分かれば必要な知識も見えます。要するに、バリバリ統計的に、要する

になんかこう、「二つの差がよく分かんないけど、差を明らかにしたい」みたいな話が、そうい

うとこに上がこだわってんだったら、統計学の知識が要りますよね。だけど、自分が持ってなか

A︓依頼内容がよくわからない
• 調査分析の設計には、依頼者との綿密な打ち合わせ

が重要。
• 何を知りたいのか、何を明らかにしたいのか。それが分か

れば、IRの調査業務は半分ができたと思う。
– IRは自ら問い（RQ)を⽴てるというよりは、クライアントの問い

を明確化したり、自分たちの業務に翻訳することが重要。
– インフォーマルな情報収集もときには重要。

• 明らかにしたいことが分かれば、必要な知識や技術も⾒
えてくる。
– 例えば、統計学の知識が必要なら学内から借りるのもあり。
– 学内情勢への知識が必要なら詳しい⼈に聞けばよい。

11
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ったら、大学なんですから。誰か兼務してやってもらえばいいんですよ、そんなもん。 

 あと、学内情勢の知識が必要。要するに「なんであの学部長はいつもあそこと対立的なんです

か」「あっちの学部と対立してんですか」みたいな話がよく分かんなかったら、別に事務長とか補

佐に聞きゃ大体分かりますよ、そんなこと。だから、そういう、分かんなかったら誰かに聞くっ

ていうの結構重要です。 

  

 

で、設計方法がよく分かん

ないですよね。調査・分析

っていうのは、仮説と検証

の繰り返しになるわけです。

要するに、恐らくこうじゃ

ないのって仮説を立てて、

データを見て、やっぱりそ

うなんだ、とか。あれ、全

然違うなと思ったら、違う

仮説を立てて、こうなんじ

ゃないのかっていう風にや

っていく。分析ってそれを

繰り返していくんですけど、

こういうのを例えばやると

きに、グラフが瞬間にかけて、そのグラフの軸とかをすぐいじれる、例えば、BI ツールってい

う、ビジネスインテリジェンスツールですね、例えば、タブローとかがあれな、グラフをサクサ

ク書き換えて仮説・検証をすぐできるっていう、そういう利点があるから、ああいうのは結構受

けるわけですね、IR 担当者の中で。 

 で、経験値がいっぱいあれば、例えば、理系学部の学部長から「数学と物理ができないのって

いうのは、やっぱり、留年する要因になるの？」とか聞かれるときに、それだったら、習熟度別

学習で、下位クラスの学生の成績のその後の推移と、例えば学部専門科目と教養の数学の関係を

チェックする資料とかさっと思い浮かぶわけですよね。だけど、なかなか経験がないと、最初か

ら何やっていいか分かんない。そういうときには、例えば手持ちのデータとして持っているもの

があれば、それちょっとぱらぱら見てみたりとか、あとは知ってそうな、詳しそうな、例えば、

教養教育の数学と専門科目との接続教育とかやってる先生がいたら、そういう先生に「どういう

ところに問題があると思います？」、みたいなこと聞けば「多分こうかもしんないよ」みたいな

ことで教えてもらえば、それは当たりをつけてやればいいわけですね。要するに、自分に知識が

なかったら、とにかく、詳しそうな人に「どうなってんですかね」みたいな話を聞くっていう手

があります。だから、アメリカの人たちとも話しててやっぱりそうなんですけど、IR 担当者っ

て結構コミュニケーションスキル結構重要、みたいなところがあります。分からなかったら、別

に自分で考えたってしょうがないわけですよ。だから、いかに、いろんな人巻き込んでいけるか。

自分一人の手柄にするなんて思わずに、みんなで、いろんな人の知識を借りて、結局クライアン

B︓設計方法がよくわからない
• 調査分析は、仮説と検証の繰り返し。

– 「おそらくこうだろう」という仮説を⽴てて、それを検証するために
はどのようにしたらよいのか（データ、手法）考える。

– まずは手持ちの概要データや知ってそうな方に聞き込んで当た
りをつける手もある。

– ステップバイステップで積み上げて⾏く作戦もあるし、キーとなる
部分から明らかにしていく手もある。

– センスも重要だが、ある程度は経験の関数と思われる。

12
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トの問いに答えられれば、勝ちなわけですから、そこんところで使えるもの何でも使ったほうが

いいと思います。 

 で、ステップ・バイ・ステップで積み上げて、そうですよね、ここ、ちょっと後で説明します。

で、センスも重要。あとは結構、経験です。この辺。 

 

 

それで、設計方法がよく

分からない。どう、問いを

立てるのか。だから、課題と

なっているその事象の要因。

現状と要因というか、今こ

うなってますよね。例えば、

ここ定員割れをしてますよ

ね。要因はなんですか。要

因が分かったら、別に誰も

困んないわけですけど、ど

ういう因果関係なんだろう、

と。じゃあ、となり大学の

農学部が最近改組したから、

その影響なのかな、とか。

近くの私大ががんばっているから、とかそういうふうな要因とかプロセスを見なくてはならない

わけですね。そこで明らかな部分はきちんと明らかにしていくわけですよね。これはそうかもし

れない、これはこうだ、でもとなりの大学は関係ないだろう、とか。だけど、そうすると、だん

だん、「この部分を明らかにすればもしかしたら分かるんじゃないの」ってところが見えてくる

わけです。だから、分かってる部分と分かんない部分。恐らくこうだろうって部分と、恐らくこ

うじゃないだろう、そういう部分をきちんと整理していくところで、分かんないことなら、じゃ

あデータ見て調べましょうよ、となるわけですね。だからやみくもに調べるんじゃなくて、分か

ってるとこと分かんないところ、ちゃんと整理したほうがいいです。 

 で、そうですね、そうすると明らかにすべきところ、こことここが分かれば、恐らくこれが分

かるはずだっていうのが分かれば、あとの手順は分かるわけです。ただ、そんなの、言葉で書く

と簡単なんですけど、やるの実際難しいです。難しいっていうか、面倒くさいですときもありま

す。いろいろね。でもそんな感じにちょっと整理してみるのも、ちょっと手詰まっちゃったとき

にはいいのかなと。 

 結局、我々は、何が起きているのか、ということをストーリーとして説明しなくちゃいけない

わけですよね。これがこうで、こうだから、結局、だから近くの私大さんが力を入れてるから、

うちは最近ちょっと微妙なんじゃないですかね、みたいな話とか、でも、近隣の国立大学は結構、

うちと一緒に手抜いてるから、大丈夫ですよ、とか。そういう、なんかストーリーとして、因果

関係を説明しないと、なかなか飲み込めないわけですね。今こうなんです。だからこうなんです

って話じゃなくて、こうで、こうで、だから、なぜ風が吹くとおけ屋がもうかるの、みたいな話。

B︓設計方法がよくわからない
• どのようにして問いを⽴てるのか。（分析編より）

– 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。

13
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そういうようなストーリーとして説明していくと。だから、話を聞き終わって、相手がなるほど

ねって腑に落ちてもらえば勝ちなわけです、IR のほうは。 

 

 

 それで、次ですね。だん

だんこう、時間が厳しくな

ってきました。そもそも依

頼がきません。これは、よ

くある話なんですけど、要

するに、ある意味幸せな状

況ですよね。別に、差し当

たって、IRに振る課題がな

いなんていうのは、非常に

いいですねって感じなんで

すけども、それはもしかす

ると、大学執行部の方々が、

何が自分たちが困っている

のか、よく分かってないっ

ていう非常にやばい深刻な状況なのかもしれません。だから、例えば学内で課題になっているこ

と、例えば、最近とある学部のとある学科で定員割れしそうだよねみたいな話があったら、実際

可視化して、グラフを見てみましょうと。これ、まずいですよね。だから、そういう、要するに、

可視化してみると、何となくうわさ話とか、学内的にはあそこやばいかもっていうのが、実際見

てみたら、超やばかったですみたいな。だから、最近、耳鳴りとかいろいろ頭痛がするんですけ

どっていうふうに思って血圧測ったら、上 170 ありました、みたいな話があるわけですよね。

170 って見れば、さすがにちょっとやばいかもって思うわけですけど、耳鳴りしてるだけだった

ら、疲れてるんだな、みたいな感じで思う過ごしちゃうわけですよ。だから、その 170、あなた

血圧、上、170ありますよっていうの、そこ教えてあげんのが IRの仕事なわけですよね。だから、

そういうの見せて、これやばいんじゃないですかっていう。ただ、この「やばいんじゃないです

か」のやり方を失敗すると、「あいつら俺たちの揚げ足取りに来た」とかって思われかねないの

で、そこはいろいろコツが必要なんですけども。 

 あと、差し当たってやることないなと思ったら、調査ものの支援とか。例えば、学校基本調査

とか、ああいう調査ものって例えば総務のほうでやってて、「すごくいつも大変なんです」みた

いな話があったら、やることないんだったら手伝うのも手です。ちょっと結構リスキーですけど

ね。IR でやってもいいですよ、みたいな話をすると、少なくとも総務課は「あそこが仕事もらっ

てくれた」と、そういうふうに喜んでくれるわけですよね。あとこっちとしては、学校基本調査

のデータはいつもフレッシュなものを持てる。生データも共有できるってところもあるので。そ

ういう風にに、要するによそのいろんな所から、いろんな調査がくるわけじゃないですか。それ

をいろんな部署で対応してるものを、例えばじゃあ、全部それを IR でやりますよって話になれ

ば、つまり、IR がとにかく、持ってる情報で全部埋めてから、それから部局に振りますみたいな

C︓そもそも依頼が来ない
• ある意味幸せ︖︓困ったことがない︖

– 課題を可視化し、営業︖
• 「調査もの」の支援などやるべきことは多い。

– 全員兼務ならば無理してやる必要はないかもしれない。
– IRオフィスが出来て便利になった実感を。

• かっこいい調査レポートではなく、「調査もの」が来たらIRに回せば埋め
てくれるので、IRが持ってないデータのところだけやればよくなった、みた
いなものでもよいと思う。

– こういう地味な業務も十分重要な業務。
– そういうところから地味にスタートするのもあり。→DBへ発展し

ていく。
• とにかく納期は守る。

14
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話になれば「IR ができて、自分たちがやる仕事はすごい減ったよね」と思ってくれれば、皆さん

IR に、最初の頃は恩義を感じてくれるわけですよね。だんだん慣れてくると、それ当たり前だ

ろというふうに思ってくるわけですけども。なのでそういう所に、立ち上げのところはそういう

恩を売るっていうのもいい感じです。そういう結構地味な業務っていうのはですね、結構重要で

す。改善するために、こういうの発見して、それで、なんかすごい大改革を起こすためのデータ

を作ったんです、みたいな話は確かにきれいなんですけど、そんなの、たまにそういうことがあ

ればいいわけで、非常に日常的に、例えば「FD やります」とか「先生方」が議論しますってい

うときに、地味なデータをちゃんと出してるんですか。そういう、実はいぶし銀のようなデータ

提供ほうが結構重要です。そんな感じです。 

 要するに、こういう地味なデータ集めとかからやっていくと、そのうち、いつもこのデータ使

うから、データベースに入れようとか、あとは、このデータはたまにしか使わないけど、データ

ベースに入れるまでもまく、データカタログでちゃんとリストアップしとこうよとか。定義も整

理しておこうよ。そんな感じに、次はなるわけですよね。なんでもかんでもデータベース作って

突っ込めばいいですか。そうじゃないですよね。2 年か 3 年に 1 回しか使わないネタ、データベ

ースに入れといても、確かに無くならないというメリットはあるんですけども。それと、やんな

きゃいけないことと云えば、どんなデータを学内で使っているのか。そこんところ見極めなきゃ

いけないので。そういう情報集めなんかも重要になると思います。 

 昨日、山形大学の藤原さんがいろいろ講義してくださったと思いますけど、藤原さんが例えば、

アメリカにいたときにいた大学は当初、ファクトブック作ってなかったんですね。いろいろなデ

ータリクエストがいろんな学内からくる、それに対して毎回毎回データ作って渡してたわけです

けど、ファクトブック作れば、その分の質問してこなくなるから、自分が楽になるんじゃないか

と思って、藤原さん、ファクトブック作ったわけです。ファクトブック作ったら、みんなそれを

見て、グラフとか見てるうちに、「これってじゃあどうなってるの？」って感じに逆に質問が増

えてハマったっていう話があるわけですけど、そういう、なんですかね、いつもリクエストがく

る、いつもみんなに聞かれるっていう、「定番もの」っていうのは、ファクトブックにしておき

ましょうみたいなの結構重要なわけです。だから、地味なデータ収集をてこに、あそこは、そう

いう基礎的な情報を集めてくれてるところなんだよね、みたいな風に思ってもらうのも結構重要

な話かと思います。 
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あとこれですね、無茶ぶ

りですね。ちょっと今度改

革したいから、提案書持っ

てきて、みたいな。いや、

そんなのどうするんですか、

みたいな。無茶ぶりっての

は結構あるので、無茶ぶり

はとりあえずうまく逃げて

ください。要するに、相手

に下手に期待させると、な

んか期待をする、失望って、

やっぱり期待するから生じ

るので、変に期待させない

で、できないことはできな

いって、なかなか言いにくいときもあるんですけど、やんわり言ったほうがいいかなという感じ

がいたします。要するに、IR 室をつくったから、改善進むわけじゃないんですよ。あなたたち

がやんなきゃいけないんですよ。そこんところをちゃんと理解してもらうって結構重要なので、

無茶ぶりするのもいいんだけど、それそもそも、おまえの仕事だろっていうふうに心の中で思い

ながら、それをソフトな言葉でクライアントに確実に言ったほうがいいと思います。 

 

 

データ収集なんですけど

も、じゃあ必要なデータ収

集できましたか。できるん

だったら問題ないです。ど

んどん、分析進めてくださ

い。 

だけど、普通どうやって

入手したらいいか分かんな

いですよね。欲しいデータ

がそもそもどこにあるか分

かんないですよね。入手し

たんですけど、学部からも

らった部分の値、足すと、

全学の総務で持ってる値と

合わないですね、みたいな。あとは、結構データもらいに行ったけど、断られるとか、結構露骨

に嫌な顔される。結構そういうのあるわけなんですけども。 

  

 

D︓無理難題を依頼された
• よく依頼者と話し合ってください。

– クライアントは無茶な要求をしていることを自覚していないこと
が多いです。

– 「期待するから失望が⽣じる」ので、できるかどうか分からないこ
とは、あまり期待をさせない方がよいかも。

• IRオフィスを作ったからといって改善が進むわけではない。
– 他大学の成功事例などを講演してもらい、そのなかでやんわり

⾔ってもらうとあまり反発がない︖

15
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データ収集に関する課題
必要なデータが収集

できましたか︖

分析に
進んでください

どの問題ですか︖

A︓⼊手方法が分からない

B︓⼊手したが値がおかしい

C︓断られた／嫌な顔をされた

A’︓欲しいデータが存在しない

16

できた

できなかった
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これはちょっとご自身で

チェックしていただいて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入手方法が分からない。

だから、新たに、例えば IR

部署に入って、ちょっとデ

ータ集めなきゃね、みたい

な話になって、どっから集

めてくればいいんですかっ

て思ったら、上の人とか、

先輩とか、前任者とか、詳

しそうな人に聞いてくださ

い。それで、その、例えば

教務系のデータ欲しかった

ら、教務系の経験者の兼務

でいればその人に聞けばい

いですし、財務系だったら

財務系に明るい人に聞けばいいので、分かんなかったら、常にクレクレくんっていう感じでも困

るんですけど、分かんなかったら人に聞きましょうと。 

 あと教員が、例えば専任教員で入ってくる、兼務教員で入ってくる、それで要するにデータ集

めようと思っても、事務の所に行っても、「あなた誰ですか」って話になるケースは多いので、

それだったら、事務の人を通して、事務ネットワークで集めてもらっちゃえば、結構簡単ですよ

ね。僕の場合、もともと事務系採用なので、だから、要するに、財務のデータ欲しいなと思った

ら、財務課の後輩に、データちょうだいって話をすればいいわけですね。そういうところは。教

員と話すときには、同じ教員同士だよね、みたいな感じでうまくやればいいので。そういうとこ

能⼒等
／段階の
目安

初級 中級 上級

収
集

所
在
把
握
と
⼊
手

誰に依頼すれば、もし
くはＤＢのどこにアクセ
スすれば必要なデータ
が得られるのか概ね把
握しており、それらを⼊
手できる。

誰に依頼すれば、もしく
はＤＢのどこにアクセス
すれば必要なデータが
得られるのか把握して
おり、それらを⼊手でき
る。

既存のデータがない場合に
新たな調査を実施したり、
定義が曖昧な場合、それら
を調整することができる。

整
理

⼊手したデータをオフィ
ス内で再利用可能な
形で整理して保管する
ことができる。

⼊手したデータをオフィ
ス内で再利用可能な
形で整理して保管する
ことができる。各データ
の定義や⼊手経緯等
もまとめておくことができ
る。

⼊手した各種データを組み
合わせた形で、他部署も使
いやすい形でデータを整理
することができる。データマネ
ジメント組織としての活動を
推進できる。

収集に関する能⼒ 17
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A︓⼊手方法が分からない
• 詳しそうな⼈に訊いてください。

– 教務系のデータならば教務系経験者、財務系なら財務系の
経験者などその畑の⼈に聞く。

– 教員が⼊手したい場合、事務同士のネットワークで探してもら
うのも手です。

– 兼務型IRオフィスなら、その辺は楽か︖
• そもそも何を⼊手すれば良いのだろう︖

– クライアントとよく話してください。
– 話をしながら、相手の求めている背景も読みとれるとなおよい

です。プラスアルファを出そうと思うなら、ここが重要。
– 信頼関係の醸成もここが重要かも。

18
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ろではちょっと楽なところかもしれません。 

 兼務型の IR オフィス。どうしても兼務の方で構成しなきゃいけないケースっていうのは結構

あるわけですけど、そうすると、全員兼務ですから、なんかちょっとこれちょっと学務系の課題

だよねって思ったら、学務なら兼務してる人に聞けばいい、聞く人もう特定されてるから探す必

要ないみたいなところもあります。 

で、そもそも何入手すればいいんですかっていう、そこんところ分かんなくなったら、とにか

くクライアントに 1 回聞くっていうのがよいです。結局、あんまり自分で抱えてて、結局 2 週間

ぐらいたったけど、何も動いてませんみたいなのが、一番多分、「はあ？」って、思われるので。

分かんなかったら、とにかく正直にクライアントにすいませんねっていうふうに聞くのが良いか

なと。そのときに先ほども調査、設計のときにも言いましたけど、ちょっと少しお話し、周辺的

なとこのお話をしながら、なんでその情報を集めたいのか、データ集めたいのか、それ使って何

したいのか、そこんところをちゃんと汲み取れれば、要するに、なんですかね、そのストライク

ゾーンにはまった、ちゃんとしたレポートが書けるわけですから。だからやっぱり、基本的には

対話です。そういうこう、この人はこれを知りたいんだ。じゃ、これを使えばあれができるんだ

っていう、そこんところをちゃんと見極めて。だから要するに、そうですね、入手方法が分かん

ないときには、むしろ、いろいろ、そうですね、正直、分からないことあったら、聞きに行く。

あまりにもばかなことばっかり聞いてると怒られますけど。信頼関係とか重要ですね。 

 

 

 欲しいデータが存在しな

い。要するに、これは、例

えば学生の生活実態を調査

しようと思ったんだけど、

全然そんな調査なんかうち

の大学はやってませんみた

いな話があるわけですね。

そうしたら、自分で学生調

査を設計する。他の大学さ

んからちょっともらったり

とか。いろいろ手はあるわ

けですけど。もしくは、例

えば外注しちゃうとか。そ

ういう手もあるわけですね。

だから、別に、金があるんだったら、時間はないけど金があるなら外注しちゃえばいい。ただ、

時間もなくて金もないみたいな話になったら、ちょっとそれは無理でしょうって話をクライアン

トにすればいいんですけど、そういうときには、そうですね、いろいろ学外にも知り合いつくっ

といて、いろいろ助けてもらう。持ちつ持たれつやるっていうのもありかなと思います。あとは

ワーキンググループとか設置して、それで学部からっていうか、各学部から先生出してもらって、

それで決めてもらえば、という手もあります。手続き的にちゃんと踏んでやってれば、そういう

A’︓欲しいデータが存在しない
• 自分で測るか、プロにお願いするか、買うか。

– 例えば、学⽣調査を設計・実施する場合。
• 「大学のIR Q&A」などを買ってきて勉強する。
• 大学IRコンソーシアム等に加⼊する。
• WGなどを設置し、学内の専門家などに⼊っていただくとい

うのも手。（兼務形IRオフィスなら案外楽︖）
• 専門業者に依頼するのが結局、安上がりだったりもする。

⼈件費と費用とのトレードオフ。
– 留意点︓検証したい仮説がないまま調査することが

目的化していることもしばしばある。

19
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やり方もあるので、いろいろ手はあると思います。 

 だから問題は、検証したい仮説があるから本当は調査するわけですよ。あとはモニタリングし

たり、こういう指標があって、こういうのはモニタリングちゃんとしときましょう、例えば学生

の満足度どうなってるか、いつもやっぱ、ちゃんとチェックしとかなきゃいけませんよねみたい

なものがあるから、調査するわけですけど、そういうのがないけど、とにかく前任者がやってた

から、今年も調査しましょうとか、毎年やってるから調査しましょう、みたいなことやってると、

調査することが目的じゃないですよね、本来。だから、そこんところをどうすんですか、みたい

なところも考えてくっていうのは、結構 IR オフィスの仕事にはなるかなと思います。 

 

 

入手したけど、値がおか

しいですみたいな。この辺

はよくある話ですね。だか

ら、やっぱ基準日、例えば

5.1 でやるんですか、4.1 で

やるんですか、10.1 ですか、

6.1 ですか、みたいな、そ

ういう定義とか基準日がは

っきりしなければデータず

れてきます。だから、まず

IR担当者としてここははっ

きりさせないと、やっぱり

統一的なデータ取れません。

利用目的がはっきりすれば、

定義も決まってきますよね。データベース設計とか、そうですね、それで、データベースの設計

とか各種学内調査の調査表作るときに、IR も加えてもらえるようになれば、本物です。だから、

例えば、学生寮の入居者に、今度、学生寮改修するからいろいろ調査するんだ、みたいな話をや

ったときに、IR のほうにも来て、「これちょっとどうよ、ちょっと他に聞いてほしいことある？」

みたいなことが、言ってもらえるくらいになったら結構本物なんですね。だからそういうときに

「あいつらはそういうデータとかいろいろ集めてるらしいぞ」みたいな感じで、いろいろ定義と

か調整してるらしいぞっていうのがあって、じゃあ「何か調査するときに IR に聞けば、そういう、

ちゃんと連結できるデータ取れるんじゃないの」みたいに、そういう風な存在になってると、入

手したけど値がおかしいみたいなところから、逃げられる可能性が高くなると思います。 

 あと他人を信用しないってのも重要です。要するに、教員データベースみたいなとこで先生が

たにデータ入れてくださいっつったって、データなんか、あやしいわけじゃないですか。あやし

いっていうか、本当は、別にその間違える気なくて、だから、いや、別に本当に虚偽記載とかし

ている先生とかいるかもしれませんけど、間違って、素で間違う先生だって結構いるわけです。

だから、例えば研究費とかだって、科研費取ってる、取ってないとか、入れてくんない先生とか

だっているわけですけど、その、なんでしょう、事務的に持ってる情報のほうが正しいんだった

B︓⼊手したが値がおかしい
• 定義、基準日をはっきりさせよう。

– 利用目的がはっきりすれば定義も自ずと決まることが多い。
– DB設計や、各種学内調査の調査表作成にIRも加えてもら

えるよう根回しも重要︖
• 他⼈を信用しないのも選択肢。

– 発⽣源⼊⼒のデータベースの精度が信用できないなら、自分
たちで⼊れる。 → 他部署から楽になった実感があればパート
職員くらい増員できる︖ → データリクエストへの対応業務を
本務にするかどうか。

• ⽣データレベルでもらっておけば、用途に応じてデータを
加工すればよい。

20
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ら、つまり、外部資金だったら絶対事務通ってるわけですから、そっちのデータのほうが確実に

正しいわけですよね。だから、データがあやしいようなデータベースを運用して、そっからデー

タ出してもやっぱりあやしいですよね。それじゃあ議論進みませんよね。あやしいデータからは

議論は進まないんですよ。そうすると、それだったら、なんか多少苦労してでも、頭下げて、事

務のあるセクションに全部入れてもらって、そういう感じにすれば、教員のほうも自分が入れな

くて済むし正確になった、みたいに思ってくれれば、みんなハッピーっていうか、データをまと

めて入れることになった事務部署だけがつらい思いをするわけですけど、そういうのもあるので、

その人をいかに信用しないかっていうか、発生源入力っていうのは、結構、なかなかこう、デー

タのエラーになる要因がいっぱい埋まってますので、ここは注意ですね。あと、もらうときに生

データでもらっとくって手もあります。要するに、加工したデータじゃなくて、生データでもら

っておけば、あとでちょっとこういうの知りたいなってときに、全部自分の手元で操作してデー

タ処理できます。だけど、要するに、あんまりその辺ちょっと得意じゃないんだよね、とか、そ

ういうのがあれば、生データで毎回もらう必要はないですけど、要するに、似たような、ちょっ

とずつ設定変えて同じようなお願いをなんかいつもしてくるっていうと、多分向こうもウザがら

れるので。その辺のところはうまく調整してください。 

 

 

 あと、そうですね、断ら

れた、嫌な顔された。相手

も人間ですから、それしょ

うがないかなと思います。

だから例えば、IR オフィス

に配属されました、まだペ

ーぺーです。その、そうい

うときには、結局例えば、

なんですかね、自分、係員

だったら、理学部の例えば

学部にデータもらわなきゃ

いけないよみたいな話のと

きには、自分が行ってもお

まえ誰って話になるから、

課長補佐に電話かけてもらって、「今、ちょとうちの若いの行くからさ、ちょっと話聞いてやっ

てよ」って言ってもらえばいいわけですから。あとは別になんかその、あそこはいつもデータく

んないよねってところは、例えば学内でちゃんと公文書作って渡して、国立だったら、そんな感

じで文章をきればいいので、だからちゃんと手続き踏めばいいわけですから、あそこはいつもデ

ータくんないとか、そんなふうに言ってんじゃなくて、いろいろあったら、そういう権威とか文

書使ってやればいいわけです。あと、何に使うのかって、ここんところちゃんと相手に説明でき

れば、「それだったらこういうデータもあるよ」ってくれるケースも多いので、ともかくデータ

くれ、みたいな話をするんじゃなくて、余裕があれば、こういうことに使いたいから、こんなデ

C︓断られた／嫌な顔をされた
• まあ相手も⼈間ですから（こちらも⼈として）。
• 権威・文書の利用

– 信用がないうちは、上層部に⾔ってもらったり、きちんとした文
書で依頼するなどの工夫も重要

– 個⼈情報関係は、クラインアントにきちんと対応してもらう。
• 利用目的

– 何に使うのか、相手に説明できれば、もっとよいデータをもらえ
るかもしれない

• 空気を読もう
– 相手の繁忙期にデータを依頼するときには、上手にやろう

21
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ータが欲しいんだよねみたいな話をしてあげるといいと思います。結構、だから、ここもコミュ

ニケーションなわけですよ。あとやっぱり、空気を読もうっていうか、例えばその、入試の繁忙

期に入学課に行って、ちょっとデータくれよって言っても、「いや、空気読めよ」って話になる

わけですから、こういうときはうまくやってください。だからどうしても学長に言われて、デー

タもらわなきゃいけないって話になったら、もう本当に、額をこすりつけるような勢いでお願い

すればいいかと思いますが。 

 

 

あとは、だから、日頃か

らやっぱみんなと仲良くし

ましょうっていうの重要で

す。だから、学内のどっか

の部署と険悪になっても、

IR 部署としてはメリットは

1 個もないですから。だか

ら、だからって、もう、常

に、いつも下僕になれみた

いな話じゃないんですけど

も。いつも、やっぱり、仲

良くうまくやっていきまし

ょうって結構重要です。だ

から、インフォーマルに。

だから、その、いつもこんなデータ寄こせっていう話じゃなくて、データ寄こせって言うけども、

たまに本人に会ったときには、いろいろ、上に突然言われて大変ですわ、みたいな話をしといた

りとか、そんなインフォーマルな関係も結構重要です。 

あと、要するにお礼は情報で、みたいな話。要するに、この前出してもらったデータで、こん

な状況だったよね、みたいな感じでグラフとかに書いたやつを送ってあげると、やっぱりその部

署の人も、これってこうなってたんだ、みたいな感じで、やっぱり、皆さん自分、ご自身の部署

で何やってるか結構気になるわけですよね。それが実際可視化されて分かりやすくなって、これ

がまた学内でこういう政策に使われてんたって思うと、次に頼まれたら、いいデータ作って出し

てやろうとか、いろいろ思ってくれたり、それだったらこんなデータもあるよとか、出してくれ

るので、余裕があれば、もらったデータでこういうふうになりました、みたいなところはなるべ

くなら、やれる範囲でやってくださいみたいなところがあります。 

 あと、まずいことがあったら、いの一番で教えてあげるみたいなのは、要するに、データもら

って、なんかちょっとここまずくないですか、みたいな、学生の満足度調査だったら、ある学部

がめちゃくちゃ低くて、みたいな話があったら、要するに、学内の会議に回す前に、副学部長と

か、その辺にちょっとまずいっすって話を教えといてあげれば、いきなり全学の会議に配られて

から「どういうことなんですか？」って話になんないので、そうすると、こういう風にやってお

けば、あいつらは別に俺たちの足元をすくいに来てるわけじゃなくて、俺たちの味方じゃないの

C︓断られた／嫌な顔をされた
• みんなとは日頃から仲良くしよう

– 学内のみなさんと険悪になっても１つもいいことはありません
– インフォーマルな関係も重要
– お礼は情報で（どの部署の⼈も自分の業務については関心が⾼い）
– マズいことがあったらいの一番に教えてあげる
– 依頼は断るな。断るなら上手く断れ

• 同じ事は⼆度聞くな
– 部署、教員︓共有をどのように図るか
– 既に持っているデータをこちらで埋めてから、残りを埋めてもらう

ような気遣いも重要

22

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  



大学評価・IR 担当者集会 2017 IR 初心者・初級セッション（於：立命館大学） 

27 

って思ってもらえば勝ちなわけですよ。だから、いかにその、まずいこととか、その学部が突っ

込まれたらまずそうだな、みたいなところがあったときに、何となく、内々にこっそり、先に教

えてあげられるか、みたいなところ結構重要ですね。 

依頼はなるべく断らない。同じことは 2 度聞かない。何回も何回も同じお願いことを、データ

ください、みたいなことやってると、鬱陶しがられると思うんで。 

 

 

データ分析に関する、あ

と16分50秒です。データ分

析に関する課題ですけど、

データ分析できましたか、

みたいなところだと、もう

データ分析できたのでした

ら、レポートに進んでくだ

さい。できなかったら、じ

ゃあどんな課題があります

か。何を分析したらいいか

分かんないです、とか。あ

とは分析方法が分かりませ

ん、とか。あとは分析結果

はウケませんでしたってい

うこともあるわけですね。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

23

できた

できなかった
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能⼒等
／段階の目安 初級 中級 上級

分
析

文章と
りまと
め

叙述資料をとりまと
めて、整理すること
ができる。

叙述資料の内容を精
査し、校正することがで
きる。

叙述資料について、目的に
応じて適切な量の文章にま
とめることができる。

数量
データ
解析

数量的なデータを集
計したり、グラフを作
成することができる。

複数の数量的データを
組み合わせて傾向や特
徴を掴むなどの操作が
できる。その上で、必要
な表やグラフを作成する
ことができる。

基礎的な統計学の知識を
有し、データの持つ意味に
ついて客観的な考察ができ
る。

解釈
傾向や現状を概ね
説明することができ
る。

複数のデータから自大
学の置かれた状況を概
ね解釈することが出来
る。

複数のデータから自大学の
置かれた状況を解釈し、依
頼者に分かりやすいストー
リーを構成することができる。

分析に関する能⼒ 24
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何を分析したらいいか分

かんない。これってだから、

結局、上からの指示が曖昧

なわけですよね。だからも

う一回クライアントと相談

してください。分かんなか

ったら、クライアントに聞

く。だから、なんかこう、

言われて、こういう分析し

ようと思ったんですけど、

これでいいんですかってい

うようなこと聞きながら、

だから、要するにやれるこ

とはやったんだけど、よく

分からん、みたいな相談ですね。それは多分、指示が曖昧になってるわけですよ。だから、こっ

ちが何を分析したらいいかよく分かんないっていうのは、多くはクライアントの問題なんですけ

ど、上の方々に「お前のせいだ」って言うわけにもいかないので、「ここまでやったんですけど、

ちょっとよく分かんないんです」みたいな「ここまでこういうデータはちょっと作りました」み

たいなふうに見せれば、「それだったらこういうふうにしてくれよ」って言ってもらえればそれ

でいいので、だから結局、いかに抱え込まないかっていうことが重要です。抱え込んでもよく分

かんないものは分かんないですから。そんな感じで。 

何を分析したらいいか分かんないです、そもそも指示がないんだったら、ファクトブック作っ

てあげれば、やばいこと可視化して、いろいろ営業素材を作って配りましょうっていう。 

 

 

分析方法が分かんない。

それは問いが曖昧ですよ

ね。 

分析スキルみたいなもの

を学べばいいのか。でも学

ぶっつったって、結局、こ

んなの数こなすしかないの

で。だから、分かる人。そ

ういう詳しい、いつも改組

になったらあの人が活躍す

るよね、みたいな人、なる

べくちょっと配置してくだ

さい、みたいな感じでお願

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

25
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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

26
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いするとかですね。あとは学外のコンサルタントに振っちゃうって、それはもう、金があるんだ

ったらそれでもいいんですよ、別に。IR としては別にレポート出せればいいんですから。誰が

作ったって関係ない、みたいなところはあります。それで、三つのインテリジェンスっていうの

は、分析的なインテリジェンスと、その学内の文脈的なインテリジェンスと、その学外の、高等

教育の流れみたいな、そういう「三つの知性が要りますよね」みたいなことを、IR の研究のえら

い先生がおっしゃってたんで、そういう三つのインテリジェンスが 1 人で全部持ってる人なんて

いないので、チームで持ってればいいですよね、みたいな話です。 

で、分析なんですけども、現実的にはステップ・バイ・ステップで進むか、兼務方式で知恵を

集めるか、BI ツールでクライアントを巻き込むか、大体三つくらいかなっての考えられる話で

す。 

  

 

ステップ・バイ・ステッ

プっていうのは、要するに、

とにかくやれる範囲で、自

分がとにかく分析してみる。

恐らくこうなんじゃないの

かなってところ取りあえず

やって、ある程度たまった

ら、クライアントの所に持

っていくわけですね。自分

で分析したって、全然分か

んない、だって、現場の状

況分かんないわけですから

肌感覚としては。だから、

そんなの分かるわけないん

ですよ、正直、なんでそうなってるのか、なんて。だから、例えば、要するに、じゃあうちの学

部の学生で、大学院に行った学生と、大学院に行かずに就職した学生、どっちのほうがいい就職

先行ってんだろうねみたいなことも、こっちはいい就職先がどんな、どういうとこなのかよく分

かんないから、そんなの答えることができないわけですけど、それだったら、学部出た学生の就

職先と、大学院出たと学生の就職先のリスト作って、学部長室に行けばいいわけですよね。一緒

にデータ見てれば、じゃあ、この子たち GPA どうなの、とか、この子たち、例えば入試は何だっ

た、前期だった、後期だった？、みたいなふうにいろいろ訊いてくれます。要するに、ネタをま

いて、クライアントに「じゃあここをもうちょっと調べてよ」って言ってもらえば、別に自分で

考えなくていいわけですね。だからいかにクライアントを巻き込んで、データいっぱい見せて、

こうでこうでこんなですよ、みたいな話をできるか、そこがポイントになるかなっていうわけで

す。要は次の宿題、出してもらう。リサーチクエスチョンと、それを相手に作ってもらえばいい

わけですよね。あとはひたすら期日までに作業するっていう。考えるところはクライアントに委

ねちゃうっていう作戦なんですけど、これが一番楽です。 

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。

27
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 あとは兼務方式でやってる場合。要は専任配置できませんみたいな話になったら、例えば教務

系の知識が必要だったら、教務系に明るい人に兼務で入ってもらいましょう、とか、そういう学

内のリソースで対応するわけですけど。一般に兼務方式だと、例えば入試のところから兼務で入

ってもらう、教務のところから入る、データベースのところから入る、財務から入る、みたいな

感じで、いろんな部署代表して、そのところでデータに詳しい人が入ってきたりするわけですね。

だから、例えば学長から宿題が出ましたとなったら、手分けして、それぞれの部署でそれに関連

する情報集めてきて、みんなで集まって、うちの、例えば学務課のデータだったら、こんな感じ

だったよ、とか、財務で見たらこんなデータだよ。そういうのを、みんなで議論してるうちに、

そのデータの横串を刺すというか、要するに一つの部署では分かんなかった話が、みんなでいろ

いろ見てったら「こうなんじゃないの」と。そういうところが兼務方式の一番メリットなわけで

すよね。 

  

 

 

 だから、あとは、そうで

すね。この調査プロジェク

ト、なんか課題があったら、

課題を調査するためのプロ

ジェクトを例えば新人研修

の一環なんかで作ってもら

って、そういうとこにスタ

ッフ集めてやってみる、み

たいな手もあるわけです。

プロジェクト形式で IR やる

っていうのは当然あり得る

話ですね。こういう風に要

するに外注しなければ、そ

の学内に経験が蓄積されて

いくわけですね。だから、要するに、組織の知識として、こういう課題があったらこういうふう

に対応すればいいんじゃない、こういう分析すれば結構見えてくるよね、みたいなものが、ちゃ

んと学内に、ちゃんと集積されていく。ここも結構重要な話です。 

 

 

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。
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 あとは、BI ツール。BI ツ

ールといえば、タブローと

か、PowerBI とか、ああい

うものです。だから、これ

鈴鹿医療科学大学さんの例

なんですけど、要するに、

鈴鹿医療科学大学さんで、

学長先生はもと三重大学長

の豊田先生でして、国立財務

センターの後、鈴鹿医療科学

大学行かれたんですけども、

要するに理事会に掛け合っ

て、1 人 IR 担当の事務職員

付けてもらったわけですね。

その事務職員に IR 担当で何してもらったかっていうと、とにかくデータ集めてきてもらって、

その BI ツールにデータ突っ込む、と。それで学長室に副学長とか、事務局長とか、データにちょ

っと詳しい先生とかに入ってもらって、例えば「じゃあ、どの入試区分の学生が、この資格試験

に弱いのか」とか「1 年生のときにこの科目がうまくいってる学生は、資格試験最終的にどうな

の」とか。そういうデータを手元に用意しといて、仮説・検証をその場でデータでぱぱっとやっ

ていくわけですね。だから宿題を出して、何か IR が答えてくるっていうよりも、とにかく俺た

ち考えるから、IR はとにかくもう、その場でデータ出してくれ、みたいな感じで、やってるっ

てやり方です。だから、こうすると、IR 担当としては、データさえ集めて、あと BI ツール習熟

しとけば、基本自分で考えなくていいしみたいなところは楽ちんかなって気がします。なので、

そういうところのリアルタイムに解決するプロセスの中に自分も組み込まれちゃう、みたいな感

じの、そういうやり方もあるかなと思います。あと 9 分 53 秒。 

 

 

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
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それで、分析結果がウケ

なかった。レポートの話だ

と思うんですけど、要は、

クライアントが求めていた

ものとちょっと違うよねっ

てなると、「こういうことだ

ったんですよ」って報告して

も、「で？」みたいな感じに

なるわけですね。それって、

あなたの指示が悪いので

は？と思うわけですけども、

そうじゃなくて、多分なん

か思いと異なってるんです

よね。だから十分にクライ

アントの思いをやる前に聞き出せなかった自分のミスだなと思うようにするのが精神衛生上いい

のかどうか分かんないですけども、だからやっぱり問いが曖昧な分、やっぱり結果出したときに

ぬるくなる。だから、やっぱり、先にとことん、何を知りたいのか、そこんところを調べ行く必

要っていうのあるかなって気がすんですよね。 

 で、改善提案を。IR がすべきなのかって。だからやっぱ。「どうしたらいい？」って聞かれる

ケースは結構あるみたいです。それは、あなたの仕事でしょっていうふうに言うと角が立つので

やんわりとそこは学長、副学長の先生方が考えていただかないと、みたいな感じでうまく逃げる。

そういう話術は結構重要かなと思います。 

 

 

 この辺は、ちょっとそう

ですね、経年変化とかは、

とにかくグラフ作ったりす

ると。経年変化で見てみるっ

ていうのはやっぱり重要で

すね。右肩上がりになって

るんですか、下がってんで

すか。あとは、他大学との

比較っていうのも結構重要

なんですけども、他大学と

の比較って、となりの大学

と比較してうちの大学は勝

ってます、みたいな、別に

一喜一憂するためにやって

るわけじゃないんですよね。例えば、じゃあ、外部資金、となりの大学は最近うまくやっている。

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。
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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。
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なんで伸びてるの、そこんところを、「URA を何人も入れて、いろいろやっているらしいぞ」っ

て話だったら、じゃあうちもマネしてみる。そういう、うちもやってみるか、とか。その、模倣

する、要するに、模倣するプロセスを探るために数字比較してるわけですから、数字比較して買

った負けたみたいな話をしてもしょうがないんです。ただ実際、結構入試とかで、あそこは勝っ

た、ここには負けたとか、そういうのは結構ウケるらしいんですけど、一喜一憂するためにやっ

てるんじゃないですから。本当はその先にどう進むのかってところがポイントになるわけです。 

 

 

とにかくグラフを作りまし

ょう。可視化のポイントで

す。もう分かんなかったら

グラフ書けばいいんです、

1 回。グラフで見えないこ

とは統計的に処理しても分

かんないですから。そんな

感じなので、特に少ない数、

10 件しか、10 人分しかや

っぱり意見取れませんでし

たとか、そういうときは、

統計的にあやしいわけです

ね。数字が少ないと。だか

ら、やっぱりポイントして

は、「これは 30 人の学生に聞いたデータですよ」とか「これは 5 件しかない、全部で 5 件の中

身の 20 パーセントですよ。」みたいなところは結構、意図的に出したほうがいいです。そうする

と、相手も、これは結構、精度があるね、確かな数字だよね、と判断してくれますから。40 パー

セントっつっても、5 人に聞いて、2 人がそう答えましたっていう 40 パーセントと、2 万人に聞

いて、8000 人がそうだって答えた 40 パーセントって違うわけですよね。ここの数、これは N イ

コールいくつって出したほうがいいと思います。 

 

 

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）。

32
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。あとグラフどういうふう

にチョイスするかって、こ

れは経験です。箱ひげ図辺

りを使うとそれっぽく見え

るんですけど、それっぽく

見えるんですけど、説明も

難しくなるので。要するに、

例えばこういうグラフがあ

って、2012、13、14、15

ってあって、なんかほとん

ど変化してませんよってい

う主張をすることもできる

し、要するに軸をいじれば、

すごく変わってます、みた

いな話もできます。だから印象操作にもつながるわけですね。だから、何が主張したいのか、み

たいなところも踏まえながらグラフをこういう使い方してると、あいつらだまくらそうとしてん

じゃないって思われる可能性もあるわけですけど。ただ評価のときには、すごくうちやってます

っていうことを評価委員の先生方に思ってもらうためには、ギリギリのところのグラフを作った

りしなきゃいけない場合もあるわけですよね。だけど、学内の人にごまかしてもしょうがないの

で、うまく印象操作にならないようにどうやるか、みたいなところは結構重要です。 

 

 

 こういう箱ひげ図とか描

くと、結構なんか IRのデー

タっぽく見えるのでお勧め

ですけど、ちょっといろい

ろこう、慣れないとちょと

難しいところもあります。 
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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。
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よく分かんなかったら、実

は、総務省の統計局の所に

結構分かりやすいページが

あります。グラフの選び方

とかも、懇切丁寧に説明さ

れてるので、意外とこうい

うお役所情報は使えますの

で、見てみていただければ

と思います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計についての初歩知識
総務省統計局「なるほど統計学園」
http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.
htm

例えばグラフの選び方など
http://www.stat.go.jp/naruhodo/c1grap
h.htm

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  

（参考）学内にある公開済の数量データ
⾃⼤学の経年データ 他⼤学のデータ 短評

１）⼤学
概要

○︓通常、５，６年分な
ら容易に⼊手可能。（印
刷物としても存在する）

△︓国⽴大学に限って⾔え
ば⼊手しやすい。ただし一般
にPDFである。

国⽴大学に限って⾔えば、掲載
内容は似通っている。公⽴、私
⽴との⽐較はやや難しい。

２）学校
基本調査

○︓通常、５，６年分な
ら容易に⼊手可能。（一
般に数年間は保管している
ため）

△︓簡単には⼊手できないが、
グループごとの平均値等は
webで⼊手可能である。

国公⽴は大学基本情報として
公表するとのことである。

３）⼤学
ポートレー
ト

△︓１〜３年分程度の
データしかないため、経年⽐
較は難しい。

△︓多くのデータが⽐較可能
であると考えられるが、詳細は
不明である。

大学ポートレートセンターのweb
サイト等も⾒あたらないため仕様
が不明である。

４）教育
情報の公
開

△︓散逸していなければ、
⼊手可能。（過去のデータ
を保管しておく必要性がない
ため）

△︓単年度ならば⼊手可能
だが、フォーマットが異なること
も多い。

このデータは当該年度のものしか
公表されていない可能性が⾼そ
うである。

５）学外
からの調
査依頼

△︓調査を回答した部署に
は、数年分は残っているはず。

△︓公的機関の調査の場合、
集計済のデータは公表される
場合が多い。

学校基本調査と⽐べると回収
率は低くなることが多い。

６）⾃己
点検評価
書

△︓叙述資料が大半であ
る。用いる数量データも異な
る。

△︓同じ認証評価機関で受
審していても用いるデータは異
なる。

認証評価等では、例外的に共
通の数表があるので、公表され
ていれば⽐較は容易である。

情報誌「大学評価とIR」第１号 嶌田（2015）より
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 あとは報告ですね。要す

るに改善支援。報告できまし

たかっていうと、できれば

いいんです。プレゼンして、

みんな確かにそうだ、腑に

落ちてくれた、みんな改善

したいと思ってくれればそ

れでいいわけですけど、う

まくいかなかった、上手に

報告できなかったなとか、

どうしたらいいのって改善

を求められた。改善の実施

を依頼されたとかね。受け

なきゃいいんですけど。あ

とは改善が進まない。こんなの関係ないですよね。だけどそういうときどうすればいいかってい

う話を簡単に。あと 4 分 51 秒。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告（改善支援）に関する課題
報告（改善支援）

ができましたか︖

意思決定や改
善を進めてもらっ

てください

どの問題ですか︖

A︓上手に報告できなかった

C︓改善の実施を依頼された

D︓改善が進まない

B︓提案を求められた

37

できた

できなかった

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  

能⼒等
／段階の
目安

初級 中級 上級

活用支援
（レポー
ティン
グ）

指示を受けた表やグラフ
や報告書を提供できる。

依頼者の期待に応えた報
告書の作成や、口頭報
告を⾏うことができる。指
示を受けた表やグラフや報
告書を提供できる。

依頼者の期待に加え、政策的
な流れ、学内での経緯などを
踏まえた報告書の作成や、口
頭報告を⾏うことができる。継
続的改善を⾒越した示唆をさ
りげなく盛り込むことができる。

報告（改善支援）に関する能⼒ 38

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  
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それで、上手に報告できな

かった。これも先ほどと一

緒です。分析がうまくいか

ない事例と一緒です。要す

るに、依頼が曖昧、知りた

いことが曖昧だと、当然報

告する内容もふわふわしち

ゃって、意味が分かんない

って話になっちゃいますよ

ね。 

提案を求められた。だか

ら丸ぶりでなければ、丸ぶ

りだったら、さすがに断っ

たほうがいいんですけど。

丸ぶりじゃなくて、ちょっ

とどうしたらいいかな、みたいなことと副学長に言われたら、余裕があればちょっと一緒に考え

てあげたり。その、副学長が研究者の場合、議論しながら自分が考えるタイプっていう先生もい

るので、そうすると、いや、そうじゃないんじゃないですか、とか適当に言ってると、勝手に自

分でこう、盛り上がって議論してくれる先生とかもいますんで。そういう先生あったら付き合っ

てあげるのもいいかなという感じです。 

 

 

 それで、改善の実施を依

頼された。そうなんです、

改善の実施なんて依頼され

たって、基本的に、改善を

やりますって設置規則とか

に書いてあったらやらなき

ゃいけませんけど、書いて

なかったら全力で断ったほ

うがいいです。だって、そ

れって、上の人の仕事なわ

けですよ。だって上の人は

そのためにいるわけじゃな

いですか。学長とか副学長

っていうのは。だから、だ

って本来学長とか副学長って、そういう大学の経営とか改善がしたいからやってるわけですよね。

だからそういう一番やりたい、彼らがやりたかったはずの仕事を IR がやってあげるんだったら、

彼らの楽しみ奪っちゃうわけですから、やんなくていいわけです。なので、ただ、室長が副学長

報告（改善支援）に関する課題 39

A︓上手に報告できなかった
– そもそも依頼が曖昧だとよくある話。ストーリーの練り方が不

十分だと、理解してもらえなかったり、都合のいい話をしている
と思われちゃう︖

– 小湊さんの講演参照。
B︓提案を求められた

– 丸ぶりでなければ、必要に応じて考えましょう。
– 他に適切な部署があるなら、そちらにやってもらうようやんわりい

いましょう。
– 依頼者が議論しながらものを考えるタイプの方ならつきあってあ

げるのもありです。

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  

報告（改善支援）に関する課題 40

C︓改善の実施を依頼された
• 設置規則や事務分掌に書いてない限り、全⼒で断りましょう。
• 書いてある場合やるしかないですが、室⻑が副学⻑など執⾏

部メンバーで、かつ、IR業務にかなり携わってくれていたり、連
絡を密にとってくださる方なら、全⼒でその方を支援しましょう。

D︓改善が進まない
• 評価結果が悪いのが評価部署のせいではないことが多いよう

に、それはたぶん、執⾏部の問題です。IRオフィスの問題では
ありません。

• 他大学事例をリーク。（ガイドライン参照）

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  
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だったら、室長にとにかく情報集めて、そういうの助ける、全力でその方を支援するっていうの

は当然ありますね。 

改善が進まない。評価結果が悪いときに、評価部署が失敗した、みたいなことよくいわれるけ

ど、そうじゃないだろうと思います。もともとロクな素材がないのに、おいしいものがに作れる

わけがないでしょう、と思うわけですけど、要するに改善が進まないのは IR が悪いわけじゃない

です。基本的に執行部の問題です。だけど、それを口にするといろいろ学内でいろいろ問題が出

るので、やんわりと、そこは IR の仕事じゃないですよねって。だから意外と他大学の事例とか、

あの大学はこういうふうにやってる、うまくやったみたいですよ、みたいな話とかで、うまく自

分たちに責任が降りかかってこないように逃げるっていうは、結構。だからいろいろ、手だと思

います。 

 

 

 それで、2 分 30 秒で、ガ

イドラインの説明するのは

不可能なので、ガイドライ

ン読んどいてくださいって

感じになりますが。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［現状把握の方法］
指標を設定し共有したり（活用１１）、
数量データや叙述資料の分析で自らをき
ちんと知る（活用７）
目標を明確にして（活用８）、計画をう
まく作ろう（活用９）。
複数のデータや多方面から掘り下げてみる
ことも重要（活用１５）

［効果的なデータ・情報の収集］
各現場とはコミュニケションをとり連携して
（活用１２、活用１４、活用１６）、
敵・検査⼈ではないことを理解してもらう
（活用１３ ）。

［改善の雰囲気の醸成］
課題解決のためのキーとなるアクターを探
そう（活用１，活用２）。
外圧（活用４）だけでなく、他大学の具
体的事例（活用５）や数量データ（活
用６）も活用する。
改善に向けた仕組みの構築と運営［一
過性のものにならないように］（活用３，
活用１０）

［意思決定支援］
責任と権限のあるところに情報を分かりやす
く提供する（活用１７、活用１８ 、活用
１９）。
上手くいかない本質的な原因を探り、解決
策を⽴てる支援を⾏う（活用２０ ）。そ
の際には、学⽣中心の視点を忘れない
（活用２１）。

ガイドライン［活用編］ 41
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このガイドライン何かって

云いますと、これは担当者

集会 2013、4 年前ですね。

このときに第一分科会とい

うが、、多分今同じフロア

でやってますけど、実践セ

ッションです。実践セッシ

ョンはテーマ別にやってた

時期もあったんですね。こ

のときは。2013 年の実践セ

ッションのテーマが活用だ

ったんです。改善活用。そ

のときに各班からいろいろ

出てきた内容を、まとめて、

文章にしたのがこのガイドラインなので、要するにデータ収集のガイドライン、データ分析のガ

イドライン、そして、データ活用のガイドラインがありますので、ご興味あれば、読んどいてい

ただければいいんですけど。 

 

 

簡単に、あと 1分 45秒で

何を説明するかって話です

けど。要するにみんなをど

うその気にさせるか。だか

ら、IR は別に IR がやるわ

けじゃないんです。みんな

をその気にさせたら勝ちな

んです、正直。だから、そ

のキーとなる人を煽れば、

その人が危機意識持ってく

れれば、動くよね、みたい

な人を、取りあえずその人

に「まずいことになってま

すよ」みたいなことでうま

くたぶらかす、みたいなことは重要ということです。 

 あとは、これトップダウンでこれ進めたほうがいいよねってときには、やっぱり学長とか副学

長にその気になってもらう。 

  

 

評価を改善に活かすためのガイドライン

42

大学評価担当者集会2013の第一分科会
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=acc20130823-1

において全国の評価・IR担当者63名で評価（現状把握）をど
のように改善に活かせばよいのか、ということを議論したものをとりまと
めた。

（ガイドライン本体）
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  

Ａ︓みんなをその気にさせるには 43

その１︓課題解決のためのキーとなるアクターを探
そう。
• 誰をその気にさせれば、改善が進むのか。
• そのためのフォーマルな手続き論とインフォーマルな根回し。

その２︓トップダウンで進めた方が良さそうな場合、
リーダーシップを発揮してもらおう。
• 文脈に沿った動きも重要だが、結局は、トップのやる気︖
• 外部評価結果や分析結果を示して「その気にさせる」

→危機感︖

評価を改善に活かすためのガイドライン

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  
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改善進めるための雰囲気づ

くり、やっぱり、やんない

とまずくない？ 近隣大学

はみんなやってるよね、う

ちだけやってないよね、み

たいな話で、そうするとや

っぱり雰囲気つくってやん

なきゃいけないよね感のあ

おりってのも、結構ありま

す。 

 

 

 

 

 

 

あと外圧ですよね。外圧

って評価だと結構あります

ね。あと認証評価でこうい

われてるからやらなきゃま

ずいです、みたいなの、結

構ありなので、そういう、

答申で言われてたとか、外

圧うまく使って、俺が言っ

てるわけじゃないみたいな

感じを出すの、結構重要な

とこですね。 

あと他大学のベタな、他

の大学こうやってますよ事

例は結構使えます。なので、

いろいろ他の大学さんと知り合えて、あの大学こうやってうまくいったらしいですよ、みたいな

のは、結構、じゃ、うちも頑張んなきゃ、みたいな感じで思ってくれます。そういうところ。要

するに、模倣からスタートしていいわけですよ。徐々に自分の中に、いきなりオリジナルのこと

やんなくたって、模倣から始めて、徐々に自分たちのものにしてけばいいでしょって話です。 

  

 

Ａ︓みんなをその気にさせるには 44

その３︓改善を進めるための雰囲気を醸成しよう。
みんなを巻き込もう。
• 構成員や関係者で目的や意識の共有（→なぜ改善が必

要︖）。
• 命令で⾏う改善は一過性のものなので。現場が納得して継続的

に改善を続けられるか。（←そこに情報で支援）。
• 意識が⾼そうな方を仲間に組み⼊れていくという手もある。

評価を改善に活かすためのガイドライン

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  

Ａ︓みんなをその気にさせるには 45

その４︓外圧をうまく利用しよう。
• 競争的資⾦への応募などのポジティブな動機付けもある。
• 評価結果などを用いて前面から無駄に⼒押しをするのは、あまり

賢明ではない。後ろから回り込んで、手伝います、というのが我々
の⽴ち位置。

• 外部評価は、何を⾔ってもらうかがポイント。

その５︓他大学の事例を示そう。
• ベタな「他大学では、こうやっていますよ」情報は意外と有効。
• 模倣からスタートして、徐々に自分たちのものにしていく。
• 有用なのは失敗例。成功例には普遍性があまりないので。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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あとは他大学のデータ比較

もありですね。これ先ほど

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとは自分たちをしっか

り知る。要するに、現状把

握なしにやっぱり改善はあ

り得ない。 

下もそうです。目標がな

ければ要するに改善はあり

得ない。目標があって、今

こうなってますよねってい

うのが、その差分をどうす

るかって、それが評価なわ

けですね。だから、IR も、

目標があって、今こうなっ

てますよねって。それが分

かれば、じゃあ足りないと

こどうすんのか、その議論を促すのが IR の仕事なわけです。だから、目標と現状が分かんなけ

れば、そもそも話進まないわけです。これを知りたいから、いろんな分析するわけですよね。目

標の設定は IR の仕事じゃないわけです。だから、目標がないんだったら、それをどうすんのか

ってことは、やっぱりうまく設定してもらわなきゃなんない。だから、三つのポリシー、例えば、

この前、今年の 4 月に見直して公表したわけですけど、三つのポリシーが、やっぱり測れないの

だとすると、今どうなってんのかって分かんないわけですね。そんなところも重要ですね。 

 

 

Ａ︓みんなをその気にさせるには 46

その６︓他大学の数量データと⽐較しよう。
• ベンチマークは、数値を⽐較して一喜一憂するものではない。
• データ的に近い場所的に遠くの大学よりも、多少数値が異なって

も状況がわかる大学のほうがよい。プロセスの取り込みなので。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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Ｂ︓実際に改善するには 47

その７︓自らをきちんと知ろう。
• 現状把握なしに改善はなしえない。
• 評価（現状把握）とは、目的・目標と現状との⽐較を⾏い、次

にやるべきことを考えるために必要な情報を得ること。

その８︓目標を明確にしよう
• すべてはこれ。
• これがおかしいと指標も、計画も、現状把握もおかしくなる。
• 評価可能性の⾼い目標（どの指標で評価すれば達成状況がわ

かるのか、あらかじめ考えておく）を⽴てる。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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 あと計画うまく作りまし

ょうっていう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとは改善に向けた仕組

みの構築。要するに、こう

いう内部質保証のシステム

とか、要するに PDCA だっ

て口走ったって、別にやれ

るわけじゃないので。みん

ながどういう風に動くのか

ってところを、うまく考え

てもらう必要ってのありま

すよねっていう。 

  

 

 

 

 

Ｂ︓実際に改善するには 48

その９︓計画をうまく作ろう。
• 計画策定というのは、ソリューションのデザインである。
• トップのビジョンを、①どの組織が主体となって、②どのような手続

きを踏んで、③どの段階まで実現させるかを明確にする。
• 計画の実⾏のためには、適切な⼈員配置と担当者の役割の明

確化が重要。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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Ｃ︓実際に改善を始めたら 49

その１０︓改善に向けた仕組みの構築とそれが回
るように支援しよう
• 臨時的な業務として⾏っている改善は⻑続きしない。継続的な

改善のためには、定常業務にする仕組みを構築する必要がある。
• ルール化。手順を文書の形で定め、可能であれば、それが上手く

いっているかどうかを測る指標を定め運用することである。
• 仕組みの構築にあたっては、関係者全員が理解していることが望

ましい。
• PDCA、PDCA… と唱えていても改善されるわけではないので、

IR担当者としては、関係者に逐次、状況を知らせて、がんばって
もらうことも必要だろうし、やり方を手直ししていく必要も出てくるだ
ろう。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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それで、指標などもあっ

たほうがいいです。ただ、

指標の達成が目的ではない

わけですよね。何かのこと

やりたい。だけど、それを

指標で見てったときに、今

このぐらいだよねっていう

のを瞬時に判断するために

指標あるわけですから、だ

から指標の達成が目的化し

てしまうと、本当は本末転

倒になってしまうんですけ

ど、最近みんな指標がすご

く大好きなんで、非常に困

ったなというところはあります。 

  

 

Ｃ︓実際に改善を始めたら 50

• 必要に応じて情報提供を⾏う。バランス感覚。
• ただし、何らかの抜本的な改革が必要な課題の場合、漸次的な

改善を積み重ねても改革にはならない。
→ スパイラルアップ以外の方法をとることも考えなくてはならないだろう。

• 改善サイクルが動いている場合、情報も流れている。情報の流れ
が滞っている場合、改善は進まない。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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Ｃ︓実際に改善を始めたら 51

その１１︓指標を活用しよう。それが回るように支
援しよう。
• 大学は一般に、指標を使ってそれを十分に活かした経営があまり

⾏われていない印象があるが、指標にしたがってやれば上手くいく
というような単純な話でもない。

• 基本業務をこなしていれば、それっぽく⾒えてしまう。
• 緯度経度もロクに調べずに航海を続けるのは冷静に考えると

ちょっと怖い。地文航法。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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あとはコミュニケーショ

ンですね。あとは。味方に

なりましょう。ここのとこ

ろ結構重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとは、教育改善の際、

いろんなところと連携しま

しょう。あとは、データ、

余裕があるんだったら、ち

ょっと他の角度からもデー

タチェックして、確かにや

っぱそうだった、どう見て

もやっぱそうだよねってと

ころはチェックするのはあ

りかな。 

 

 

 

 

 

 

Ｄ︓改善を継続的に進めるためには52

その１２︓きちんとしたコミュニケーションをとろう。
• 実際、意思決定支援というのは、相手があっての話。
• 依頼者の要望を汲み取って、動く。依頼者が望む距離感で業務

に当たる、というのも重要な観点であろう。
その１３︓味方になろう。リスクを受け取ろう。
• 上から目線での物⾔いは差し控えるべきだが、俯瞰的に計画の

実施を⾒てあげる、ということは重要である。
• 好ましからざる情報（リスク情報）は、とにかく上の階層に上げて

もらう。上げずに失敗したらその現場の責任にするなど、リスク情
報の管理についてはルール化しておくほうがよい。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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Ｄ︓改善を継続的に進めるためには53

その１４︓教育改善の際には、教務・学務・学部
とうまく連携しよう。
• IR部門は、改善実施部署ではないので。

その１５︓複数のデータを用い、多方面から掘り
下げてみよう。
• ある課題を掘り下げて考えようとする場合に、複数の部署が管理

するデータを用いて、多面的に現状を把握するのも評価・IRなら
ではの仕事である。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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あとは、データや情報を

提供してもらったらお礼し

ましょう。これ先ほど申し

上げたところですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとはネタは分かりやす

くっていう。はっきり言っ

て、数十ページの報告書と

か渡したら、下手したら読

めないですから。A4、1 枚、

2 枚でぱっと分かりやすく

どう伝えるか。ここ非常に

重要です。 

あとはやっぱり、困った

こと気になったら、自分の

中で隠してないで、早く誰

かに言いましょう。 

 

 

 

Ｄ︓改善を継続的に進めるためには54

その１６︓データや情報を提供してもらったところに
はお礼をしよう。
• いざというときにデータが迅速に⼊手できるかどうかは、日頃のつき

あいが重要。
• データをもらったところには、分析結果を知らせる。データを提供す

る現場も状況は興味がある。
• 実際の結果を示してあげることで「そういうことに使っているデータな

ら、ここを特に注意して作業しよう」とか「ここの定義がおかしいか
も」などの提案ももらえたりするだろう。

• これまであまり縁が無かった部署の⼈とは一般に共通の話題を持
たないが、こうすることによって共通の話題ができたわけだ。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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Ｄ︓改善を継続的に進めるためには55

その１７︓ネタは、分かりやすく提供しよう。
• 情報はわかりやすくコンパクトに伝えるが、⽣データは常に準備し

ておく。
• 深掘りしすぎると、却って警戒されることも確かであるし、横に広が

りすぎてもポイントが分かりにくい。

その１８︓困ったことや気になったことがあったら誰
かに相談しよう。
• IR担当者は、職業柄、様々なデータや情報に接している。うまく

⾔語化できないものの、なんとなくデータを⾒ていたり、誰かの話を
聞いているときに「あ、まずいな、それ」 と思うことがある。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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うまくいかないなら、本

質的な原因を探って、解決

策を探る支援を行いましょ

う。そこんところは重要で

すね、だから要するに余計

なことしやがってと思われ

ない程度に、差し出がまし

くない程度になんかちょっ

と、ちくちく上に、まずい

んじゃないですかって話を

するのはありでしょうとい

う感じのことです。 

 

 

 

 

Ｄ︓改善を継続的に進めるためには56

• 問題が顕在した後に、「実は、前から気にはなっていたんだよね」と
したり顔で⾔っても、「だったら、それとなく⾔ってくれよなあ」と思わ
れるだけなので、仮にそうだったとしても⾔わない方がマシである。

• 進⾔して警戒されるのと、⾔わずに後悔するのとどちらがよいのか、
というような話だが、迷ったら室⻑などの上司か、信頼できる⼈の
中で、その課題に一番近い⼈にそれとなく進⾔しておけばよいだろ
う。

評価を改善に活かすためのガイドライン

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  

Ｄ︓改善を継続的に進めるためには57

その１９︓上手くいかない本質的な原因を探り、
解決策を⽴てる支援を⾏おう。
• 課題解決の主役は、もちろん担当部署である。現場のほうが 課

題や現状についても一番詳しいし、実際、改善を図らなくてはな
らない⽴場にあることは⾔うまでもない。

• しかし、実際には現場の方は現場の業務で精一杯ということも少
なくないため、改善の支援を本務とするIR担当者がどこまで支援
するか。

• 現場や執⾏部がデータや情報を使いこなせていないために、改善
を図るための材料や改善策が出せずに困っていたら、「余計なこと
しやがって」と思われない程度に、さりげなく相手の出方を⾒ながら、
具体的な支援を⾏うべきであろう。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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あとは最終的に学生にと

いうところですが、要するに、

企業だったら利潤を最大化

って方向で動けばいいんで

すけど、大学の場合、やっ

ぱり、学生の学びをどう最

大化するかみたいなとこで

やっぱり考えていかないと

いけないので、困ったら学

生にとってどっちのほうが

メリットあるんだろうね、

みたいなところの考え方は

やっぱり後ろに持ってなき

ゃいけないのかなという感

じはいたします。 

 

 

ちょっと時間が超過して

ますけども、要は IR 活動や

ろうと思ってる、データが

集まらない、IR 活動の一環

で分析レポート作ったけど、

誰も読んでくんない。IR オ

フィスにどういう方を配置

すればいいんですか。いろ

んなこと考えたって、IR オ

フィスを何のためにつくる

んですかって。ここに立ち

返って考えてください。こ

れが分かれば大体分かりま

す。 

 

 

Ｄ︓改善を継続的に進めるためには58

その２０︓学⽣中心の視点を忘れない。
• 大学は企業と異なり、利潤の最大化を目指していない。強いて

上げれば、学⽣の学びの最大化を目指している。しても、仕事を
受けざるを得ない場合もあるだろう。

• もちろん、さまざまな大⼈の事情が学内に存在するが、複数の選
択肢がある場合、「学⽣にとってよりよい選択はどちらなのか」とい
う視点を忘れずに作業にあたるべきであろう。

評価を改善に活かすためのガイドライン
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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︖
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 結局、IR はサービス提供

組織なので、クライアント

があって初めて成立します。

だからやはり最初の頃は営

業努力が必要かなと思いま

す。要するに、例えば主役

は改善実際にする人たちで

すよね。いろいろ新しい案

を検討する人たちが主役な

わけです。その人たちが、

要するに、いろんなストレ

スなく、その仕事ができる

ようにいかに、いいデータ

をタイムリーに渡せるか。

そういう名脇役を目指していただくのが、IR の目標にはいいかなと思います。だから、情報を

流し込む先があって、活用する仕組みがある、そこなしには IR に意味ないわけですよね。だか

ら、活用できない、ただ単に IR が情報垂れ流してたって、何の役にも立ってないんです。だか

ら、IR の情報が、例えば定期的に、FD をやる、その FD でポリシーの達成度チェックします、

みたいなときに、IR がそういうことが議論できるデータを渡しておけば、いつも IR から情報が

が来てるから学生の状況分かって、いろいろ議論できるよね、みたいな風に思ってもらえば勝ち

なわけですよね。 

 あとはやっぱり、情報の流通。やっぱりここが最近のポイントです。だから、いろんな調査も

のとかで、学内に眠ってるデータとか結構あるわけですよ、意外と。要するに血管が目詰まりし

てるようなケースが多いんです。学内で必要な人に必要な情報がちゃんと行き渡っているのか、

そこのところを IR のほうからも見てあげて、ここの情報がなんかうまく伝わってないんじゃな

いのかっていうものがあれば、しかるべき人に言って、「なんか、あの辺の部署に全然伝わって

ないですよ」みたいな話は、やったほうがいいのかなってところもあるので、そういう単に情報

の収集とかいうよりも、情報の、流通みたいなところが今後 IR のキーワードになりつつあるか

なとは思っております。 

 ちょっと 4 分ほど超過いたしましたけれども、以上でございます。ありがとうございました。 

  

  

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。

• ただし、情報の流通の確保など単にデータを収集して加
工して流すだけが業務ではないところに留意されたい。
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