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まえがき 

このセッションでは、IR 業務の経験が概ね半年未満程度の方を対象に IR 業務に必要な基本

的な考え方や初歩的なデータの取り扱いについて、講義と演習によって理解を深めていただきつ

つ、参加者が抱える課題や事例を共有しながら共通的な解決策を模索してもらいました。 
講義編では、IR とは何か？、というようなオーソドックスな説明は少な目にし、10 回の大学

評価担当者集会で各大学からもたらされた IR運用のハウトゥをQ&Aのような形にまとめ紹介し

ました。そこに実際の現場の事例を交えながら、IR 業務のプロセスと IR 業務を円滑に進めるた

めのヒントを紹介していきました。また初歩的なグラフ描画の方法やデータの見方を体験いただ

き真下が、今後のスキルアップの手掛かりとなった方も多かった一方で、もっとじっくりこのよ

うな実践的な演習を行いたい、という声も少なくありませんでした。 
続いて大学評価コンソーシアムのイベントではお馴染みの質問紙による全数回答の質疑応答を

行い、講義内容以外の部分を含め IR に関する疑問、質問を受け付けました。 
演習編では、参加者が持ち寄った実践上の課題に基づき、グループで IR 業務に係る諸課題を

整理し、解決策を議論してもらいました。各グループの課題と解決策（未解決の課題も含む）は、

講師からのコメントやアドバイスを交えながら参加者で共有しました。 
本セッション修了時には、IR とは何かという基本的な視点と、データ分析やレポートに至る IR

業務のステップを理解することを目的としましたが、概ね満足いただけたようです。 
参加者が主役となる演習部分の再現はできませんが、参加いただいたみなさまは復習用に、参

加できなかったみなさまは自習用教材としてご活用いただければと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
平成 29 年 9 月 28 日            

大学評価コンソーシアム 副代表幹事   
（茨城大学 全学教育機構 准教授）    

嶌 田  敏 行   
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開催概要 

 

１．日時・会場 

平成２９年８月２５日（金）9：30－16：00 
立命館大学 大阪いばらきキャンパス A 棟３階 AC348 セミナールーム 
 

２．注意点 

・当日、A 棟の２階では平成 29 年公認会計士試験「論文式試験」を行っているため当該フロア

への立ち入りはご遠慮ください。 
・階段、エスカレーターは使用せずエレベーターのみをお使いください（２階への着床制限はか

かっていないのでお気をつけください）。 

・また、廊下等で大きな声を出すなどの行為は控えてください（念のため）。 

 

３．タイムテーブル 

時限 科目 担当 内容 

① 9:30 －

10: 30 

趣旨説明 
講義： IR の各業務

フェイズでの留意点

について 

嶌田 IR の機能と求められる役割について、調査設計、

収集、分析、活用の各 IR の業務フェイズに沿って

解説します。 
・60 分講義＋事実関係確認 

② 10:30 －

11:10 

講義：IR オフィスの

活動とデータ分析の

手順 

山本 明治大学の IR オフィスの活動をモデルに IR 業務の

具体的事例とデータ分析手順を解説します。 
・30 分講義＋事実関係確認 

③ 11:15 －

12:30 

講義：IR 入門のため

の Q&A 
嶌田・

山本 
質問・感想票に寄せられたご質問について、２名の

講師で全問回答します。（質問の範囲は、講義の範

囲を超えても構いません。） 

④ 13:30 －

14:45 

演習：IR 入門のため

のグループ討論 
－ 事前入力課題の内容をもとにグループで討論（情報

交換）を行い、１）課題・２）その要因・３）解決

策と思われることのセットをまとめてもらいます。

（５名×８班） 
＃解決策は必ずしも出てこなくてもよいです。 

⑤ 14:50 －

15:55 

各班からの報告とコ

メント 
嶌田・

山本 
１班２分で議論の内容について報告してもらい、そ

れらに対して講師からコメント（３分）を行います。 

※アンケート記入 15:55-16:00 
 

４．持参いただくもの 

・ご自身の大学（IR オフィス）の課題に関する A4 半分程度のメモ（事前課題として入力された

ものでかまいません）をプリントアウトの上、班の方にお配りください。（原則５名班ですが、

７班、８班［IR 未経験者班］のみオブザーバーとして講師がグループに加わるため６名班となり
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ます。） 

 

６．お願い 

 本セッションによる成果は，原則的に大学評価コンソーシアムの web サイト等で公開させてい

ただきます。また、本セッションにおける質疑応答等のご発言内容や撮影させていただいた写真

等も公開対象とさせていただきますので、予めご承知おきください。 

 なお、本セッションにおいて有意義な議論を行うため、以下に示すセミナー等の報告書を事前

にご一読いただくことをお勧めします。 

 

 ■H28.11.29 平成 28 年度 第１回 IR 初級人材研修会［入門編］（於：CIC 東京） 
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=irbs20161129b 

 ■H29.1.20 継続的改善のための IR/IE セミナー2017a（於：明治大学） 
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=iries20170120-3 

 

７．参加者について 

３日目（25 日）に開催した「IR 初心者／初級セッション」には、計 42 名が参加しました。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２名を含んでいます。 
職種別の参加比率では、職員が 83％、教員が 17％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 55％と最も多く、次が職員の部長・課長等の 29％でした。 
所属区分別では、国立大学が 38％で、私立大学は 33％でした。 
地域ブロック別では、関東地方が 29％、近畿地方が 26％及び中部地方が 24％であり、それら

をあわせると 79％を占めていることから、他のセッションに比べ会場（立命館大学大阪いばらき

キャンパス）に近い地方から多く参加していることが伺えます。 
 

  

職員
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17%
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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、関東地方の国立大学及び近畿地方

の国立大学の教職員が 12％と最も多かった。職員については、中部地方の国立大学及び私立大

学も 10％と多かった。 
 

 

 

本セッションでは、IR の実務経験が概ね半年未満程度の方を対象としており、参加者の「評

価・IR との関わり」や「事前課題」の内容も確認すると、IR 部署に配置されたばかりの方や人

事異動により IR 担当になられた職員が多く参加されていました。また、IR 実務に一定程度携わ

っている方（中級）も一部参加されていました。 
 

（嶌田［茨城大］・大野［鳥取大］） 

  

国立大学
38%

公立大学
17%

私立大学
33%

関係機関
12%

所属区分別（N=42）

東北
5%

関東
29%

中部
24%

近畿
26%

中国・四

国
9%

九州・

沖縄
7%

地域ブロック別（N=42）

5%

10%

5% 5%
2%

10%

5%

10% 10%

2%
5%

7%

2% 2%
5%

2%

5%

2%

5%
2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

私
立

大
学

国
立

大
学

公
立

大
学

私
立

大
学

関
係

機
関

国
立

大
学

公
立

大
学

私
立

大
学

国
立

大
学

公
立

大
学

私
立

大
学

関
係

機
関

国
立

大
学

公
立

大
学

関
係

機
関

国
立

大
学

私
立

大
学

東北 関東 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄

地域ブロック・所属区分別（N=42）

職員 教員



もくじ・開催概要 

7 

表．大学評価コンソーシアムが提案した評価・IR 担当者に必要な知識・スキル 

能力等／段階の目安 初級 中級 上級 

活動の

設計 

評価 

評価（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。 

評価（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。 

評価（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。 

IR 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 
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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 

 

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、専門員、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、主幹、

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 

 

 

 



平成 29 年（2017 年）8 月 25 日 於：立命館大学 
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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。

2
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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。

3
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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︖

4
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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

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

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

6
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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

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



嶌田 敏行「IR の各業務フェイズでの留意点について」 

16 

 
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

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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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

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。

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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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

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

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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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。

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

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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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

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

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

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

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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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

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

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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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

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

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
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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

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
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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。 
 
 

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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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

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。 
  
 

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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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。 
 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。 
  

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。
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 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。 
 
 

 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

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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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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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。 
 
 

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。 
 
 

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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 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。

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

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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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）。
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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。 
 
 

。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。 
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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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 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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箱ひげ図の例︓
回答された段階×経験年数の分布
収集︓所在把握と⼊⼿

上
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中
級

初
級

Max

75%

50%

25%

Min

平均

34

平成27年8月27日（木）大学評価担当者集会2015 全体会資料より（於︓神⼾大学 六甲台キャンパス）  

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
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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。 
  
 

（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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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
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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。 
 
 

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  

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。
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 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

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。 
 
 

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）
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 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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。 
 
 

［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

 

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
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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。 
  
 

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。 
 
 
 
 

 
 

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  

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  



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） 

41 

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。 
  
 

あとは他大学のデータ比較

もありですね。これ先ほど

の。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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 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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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。 
 
 

 あと計画うまく作りまし

ょうっていう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

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  
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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。 
 
 

 
 

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。 
 
 

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

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

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

 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

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︖

59

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

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。

60

Department of Assessment and Planning for Higher Education, Ibaraki University, 2017  
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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。 
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IR オフィスの活動とデータ分析の手順 

   ～ 明治大学における IR 業務の経験から実務事例の紹介 ～ 

 

明治大学 評価情報事務室   
 山本 幸一 

 
 明治大学の山本です。ど

うぞよろしくお願いいたし

ます。講義が続きますが、

少し我慢して聞いてくださ

い。昨日の全体会では，デー

タ分析，つまりデータを情報

に変換する作業の前にには

データを整理しておくこと，

データのマネジメントが必

要になるとの話題提供があ

り，皆さんにもワークを体験

いただきました。IR を担当

し、少しデータの分析を行

い始めると、まずデータの

前処理の部分でつまずくことがたくさんあります。昨日はそのような部分を検討するところでし

たが，この講義でも，そのようなデータ分析は実際にどのような手順で行われているのか，デー

タのマネジメントにも触れながら進めたいと思います。 
 

本日の話題ですが、皆さ

んからいただきました事前

のプロフィールを拝見させ

ていただきまして，三つくら

いの課題があるのかな思い

ました。一つは、IR オフィ

スを立ち上げるにあたって

の、組織、規定、体制、目

的はどのように設定うした

らいいのだろうかというこ

と，２点目は、IR の分析そ

のものをどのように行うの

か，どのようなデータを利用

1

IRオフィスの活動とデータ分析の手順
〜 明治大学におけるIR業務の経験から実務事例の紹介〜

大学評価・IR担当者集会 IR初心者/初級セッション
2017年８⽉25⽇（⾦） ⽴命館⼤学 ⼤阪いばらきキャンパス

明治⼤学 評価情報事務室 山本 幸一
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目 次 ［講演30分＋ミニワーク10分］
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はじめに － IRをスタートしよう︕
１ 明治⼤学のＩＲオフィスの活動

・ 目的・役割・機能，組織，活動・年間スケジュール
２ ＩＲを円滑に進めるために〜明治⼤学の特⻑

・ 全学統合型データベース － データの定義/学内の共通言語化
・ IRファクトブック － 分析サンプルの提案
・ 学部ヒアリング － ニーズではなく，IRへの評価と期待を聞く

３ ＩＲの業務プロセスとデータ分析の手順
・ IRオフィスの⽇常〜IRの設計・収集・分析・報告

４ ＩＲって何︖

ミニワーク データの読み方，グラフの使い方

 



山本 幸一「IR オフィスの活動とデータ分析の手順 ～ 明治大学における IR 業務の経験から実務事例の紹介 ～」 
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して、どのようなテーマで分析するのかということ，最後に、データの使い方、分析手順につい

てでした。そこで，私からは、明治大学の IR オフィスの活動について、またデータ分析について

は、実際にどのような手順で、どのようなデータで行っているのかというお話をします。最後に、

10 分間くらいですが、実際にグラフなどを見ていただいて、IR 担当者はどのようにデータを分

析しているのかを体験するミニワークを皆さんと一緒に行ってみたいと思います。 
   

 私自身が IR 担当になって

一番困ったことは、IR 担当

者は、毎日何をすればよい

のだろうということ，また年

間のスケジュールはどのよ

うになるのだとうというこ

とでした。事務職員ですので，

IR オフィスの事業計画や年

度予算の策定が気になった

のですが、例がないのです。

各大学さん聞いたりしても、

当時は皆さん同じ状況なん

ですね。そのような中で、5
年ほど実践してきましたこ

とについて，本日はお話させていただきます。 
 

 明大の状況ですが，まだ，

IR 本来の機能「上位者が IR
にリクエストを出す」とい

う業務は、スタートライン

に立ったばかりのところで

す。よって，本日は、IR の

機能が未成熟な大学が、ど

のようにＩＲを進めている

のか紹介するものです。 
 
  
 
 
 

3

自己紹介
 1994年明治大学政治経済学部卒業，2007年明治大学大学院ガバナンス研究科修

⼠課程修了。公共経営学，政策評価を専攻。
 1994年明治大学に⼊職。⽂学部事務室（教務，学籍，⼊試）教育振興部事業課

（戦略⼦会社運営，TLO，生涯学習センター，Eラーニング等の開発）を経て，2007
年から教学企画部教学企画事務室（中⻑期計画，キャンパス再編，設置認可など），
同評価情報事務室（大学評価の推進，ＩＲ部門の⽴上げ）。1999年に（社）⽇本
私⽴大学連盟事務局にて研修事業課（FD，職員研修事業），学生課（学生調査）
に勤務。

 ⽂部科学省委託調査「生涯学習の学習成果の評価の在り⽅の調査研究委員会」委員
（2009年），同委託調査「大学教育改⾰の実態の把握及び分析等に関する調査研
究」委員（2015年），（公財）大学基準協会 大学評価分科会委員（2011年〜
2014年）,（公財）大学基準協会 「内部質保証のあり⽅に関する調査研究部会」委
員（2013年〜2015年）,（公財）大学基準協会 正会員資格判定委員会委員
（2015年~2016年），（社）⽇本私⽴大学連盟 総合政策センター 広報・情報部
門会議（調査）委員（2016年）等。

 （社）⽇本私⽴大学連盟 PDCAサイクル研修運営委員会委員，（社）⽇本能率協
会 大学マネジメント総合大会企画委員会委員，大学評価コンソーシアム幹事。
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4

はじめに 〜 IRをスタートしよう!!

 IRには，問い（リサーチ・クエスチョン）が必要と言われますが，「上位者から調査
依頼がない」，「IR室の活動が定まらない」などの声も多くあります。

 この報告では，「IRの⽴ち上げ期」（＝IRの初心者）に焦点をあて，IRを活用
した教学改善や大学運営を考えます。

 私が，IR開始時に分からなかったことの一つに，IR担当者は毎⽇何を⾏って，どの
ような役割を果たしているのか，ということがありました。

 この時限では，（１）本学のIRの⽴ち上げ期に重視してきた「データベース」「ファ
クトブック（分析サンプルの提案）」「ヒアリング（分析サンプルの評価，IRへの
期待）」を紹介し，またIRオフィスの⽇常業務として（２）IRデータの分析を，①
設計，②収集，③分析，④報告の各プロセスに分け，一般論として事例を説明
します。

 問い（問題ありき）から始まるIRとは異なりますが，さまざまなケースの一つとして
参考にしてください。

 今⽇の目標は，“明⽇からIRをスタートすること”です︕

はじめに
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 なかなか IR を進められな

いんですっていうお話お伺

いします。いろんな疑問が

あると思います。)IR の目的

や体制の話、またアンケ―
トを実施しているけれども、

その分析方法が分からない

などです。いろいろな疑問

はあると思うんですけども、

IR のオフィスと役割は、デ

ータを情報に変換するとい

うことです。ですから，まず

は IR担当者としては、デー

タに触れるところから始め

るといいのかなと思います。いろいろ考えててもですね、IR は始まらないんですよね。 
 
 

例えば、手元にデータが

全くない，収集も大変だと

いうときも、IR 業務はでき

ます。例えば事業報告書は

100 ページ近いでしょうか。

自己点検・評価報告書にな

ると 1000 ページ近くにな

る大学もあると思います。

絶対に全てを読み切れない

ような分厚い冊子を 1 枚の

表にして見せてあげたら、

どうでしょうか。報告書に

達成率などがありましたら、

エクセルでデータ化し、大

項目別に箱ひげ図で示すます。教育のところで達成率どれくらいか。研究のところでどれくらい

かなど，パッとひとつの表で見せることで、このあたりが弱いよね、組織運営のところには達成

度の高いものと低いものとあるけれど、これはどうしてなのといった検討ができると思います。

ちなみに IR 担当者として気になるのは。研究が低いのは事実としても、組織運営は達成率が高

い項目と低い項目があるのは、目標設定が易しいものと困難なものが混在し，目標の設定がうま

くないんじゃないかなと思ったり，教育の部分の特異値は，長所になる項目なのか，単に目標が

甘いのかなど検討の余地があるのかなと感じるところです。そんな話をしていくと、何か次の議

論が始まるのではないかと感じます。 

5

IRが始まらない︖

データは，どの程
度まで集めればい
いの︖

データで何を改善
できるの︖ 規程や組織は必

要なの︖

IRは、何から始
めたらいい︖

ＩＲを学内で理
解してもらうには︖

ＢＩツールやシス
テムって使った⽅
がいいの︖

ＩＲにどんなスキ
ルが必要︖

学生アンケートを
⾏ったけれど…

はじめに

データで質保証が
できるの︖

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

 IRオフィスとしては，データを情報に変換し，何らかの改善に向
けた議論を始める“きっかけ”を提供したい。

 IR担当者は，データに触れること，データを加工し，提供する
ことで，IRを始めることができます。

データのセキュリ
ティって・・・︖

 

6

試みる︓データを情報に変換して意味を考える
分野 目標 達成率
教育 A 50
教育 B 33
教育 C 60
教育 D 50
教育 E 90
教育 F 52
教育 G 73
教育 H 58
研究 A 58
研究 B 48
研究 C 55
研究 D 42
研究 E 45
研究 F 50
研究 G 30

はじめに

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

 1冊を１グラフに可視化 → 何を議論できるか︖
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それでは，本学が，どのよ

うな問題を抱え，ＩＲ機能

を形成してきたのか，その

要因・背景，IR 業務の特長

について紹介します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ＩＲをどこに置くのかと

いう議論があるかと思いま

す。 理事会か大学か。また，

何のための IR なのかという

ことも，実は多くの大学で困

っていることの一つと伺い

ます。 
本学は，２長制で「学長」

にもとにＩＲがあります。教

育研究計画と大学評価とい

う一連のＰＤＣＡサイクル

を管理する学長室，その事務

部門である教学企画部に IR
が置かれていますので，教学

のＰＤＣＡサイクルと関係が深いＩＲです。大学によっては，経営寄り，ＦＤ寄り，評価寄りな

ど多様なＩＲのあり様がありますが，本学は，学長の政策を支えるというポジションにある，と

言えます。 
 

 

8

教学企画事務室

教学企画部

評価情報事務室

⻑期構想・設置
年度計画

大学評価・ＩＲ
学生アンケート

A学部
B学部
・・・

Xｾﾝﾀｰ

IRの組織︓ガバナンス

学 ⻑

学⻑室専門員⻑ 副学⻑８名

教務部，ＦＤ・・
学生部

国際連携機構

総合政策

研究知財機構
社会連携機構
広報センター法

人
理
事
会

ＩＲ運営委員会

１．明治⼤学のＩＲ
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明治大学の IRの目的は、

教育の充実のためと設定を

しています。ここに書いて

あることは、いわゆるファ

クトブックに書いてある記

述を、そのまま抜粋してい

まして、全学的にこの認識

を共有しています。ですの

で、IR っていうと、教育改

善とか入試改善をお手伝い

してくれる部署なんだよね

っていうことが全学的な認

識として形成されつつある

ところです。一方で，ＩＲ

とは，データによって教学運営を支援していくことで，改善に向けた検討や意思決定の主体は学

部等執行部であることも明確にしています。ＩＲは教学運営を支援することが役割であり，ＩＲ

が自ら何かを実施する主体ではないということです。 
 
 

このＩＲの役割について

は，Q&A の形式でも学内で

配っています。IR の役割っ

てどういうものなんでしょ

うかという問いに対して，Ｉ

Ｒはデータを提供する組織

であること、そのデータを

活用することは皆さんなん

ですよっていうことを説明

しています。 
  
 
 
 

 

9

IRの目的・役割・機能
 目 的

教育の充実に向けた「議論」を生み出すこと（意思決定を⽀援
すること）

 活 動
教育の充実に向けた「議論の素材」を提供すること

議論の素材｜データを意味のある情報に転換し，分りやすくグラ
フや図表などに整理した「分析レポート」

ＩＲ運営委員会は，学⻑執⾏部，学部執⾏部等の教学運営
を⽀援する「支援組織」，いわば“⿊⼦”です。

１．明治⼤学のＩＲ

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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ＩＲの役割って，何ですか︖

 学部執⾏部が，今後どうしたらよいのか，その理
由や⽅法を考える素材（データ）を提供します。

 IRは，学内の各部門に，データを提供することが
役割です。データの活用は，各部門の役割になり
ます。

 学⻑の下におかれ，学内の政策を⽀援する〝⿊
⼦〟です。

Q

A

１．明治⼤学のＩＲ

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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こちらの Q&A は、本日

の参加者の皆さん向けのも

のですが，よく経営 IR はや

ってないんですか、教学 IR
中心なんですかと聞かれる

ことがあります。分析の対

象としては、いわゆる教学

案件が多いのですが、IRを

分けて考えるのは難しいか

なと思ってます。例えば、

科目数の分析、もしくは専

任教員と兼任教員の比率の

分析ってありますけれども、

ここには必ず給与や施設設

備の話題が入いりますので財務計画とも連動します。これが教学 IR で、これが経営 IR なのかと

分けて考える必要ないだろうと思っています。例えば，大学評価では、教学評価とか、経営評価

などに分類しないようになってきていると思うのですが、IR も大学全体と俯瞰するような立場

で分析できるようにしたいと思います。 
 
 

IRの目的を分かりやすく

するために，企画部門と IR
部門の関係を図示したもの

です。中教審の答申でも，

学長や学部長はＩＲを適切

に使うことが求められてい

ますが，依頼を寄せてもら

うのは主に学部長になりま

す。学部長が執行部会での

議論から、IRにリクエスト

を寄せていただいて、私た

ちがデータをグラフなどで

情報に変換し，若干のコメ

ントを付したレポートを報

告するということで、改善に向けた検討は執行部が行うということです。私たちは、データとコ

メントをお渡しするだけなので、どのような改善が図られたのか、私たちのデータがどの程度で

役立ってるのかは、全てを把握してるわけではない。そういう立場になります。 
 
 

11

11

教学ＩＲですか？経営ＩＲはしていないのですか？

 この分析は教学IRであり、あの分析は経営IRであ
る、教員向けIRと⾏政向けIRに区分する、などの
線引きは考えていません。

 意思決定のためには教務データと財務データを連
携させて新しい意味を提供することも必要です。

 コマ数の分析は施設計画に必要ですし、専任教
員⽐率は財務上必要なデータです。

１．明治⼤学のＩＲ

Q

A

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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IR活動は，データを作成し，分析結果を提供すること
IR活動は，執⾏部の依頼に始まり，執⾏部の意思決定で終わる

①②

③ ④
１．明治⼤学のＩＲ

出典）藤原宏司（2015）「継続的改善活動におけるIRの役割」第７回EMIR勉強会資料から作成
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 IR 業務を種別してみると

５段階になります。基盤と

してデータベースを構築す

る作業があり、このデータ

を使いながら、調査分析と、

それを可視化するレポート

を作成し，レポーティング

するという段階です。この

一連の流れの中で一番大切

になるのは、学部等とのコ

ミュニケーションしっかり

取ることです。どういう課

題をお持ちですか、という

質問と意見交換の中で、こ

の作業が進んでいくことになります。 
 
 

IR 業務を構想し、具体的

に動き出したのは 2013 年

度からになります。先のス

ライドの業務別に分けて説

明しているのが、このスラ

イドで、大体業務が固まっ

てきたという段階です。色

が濃くなっているところは、

定例業務として固まってき

ているものですね。最初の

頃は何やっていいか分から

なかったので、定例業務に

はならなかったのですが、

だんだん固まってきたかな

という感じです。データ自

体も、少ない量から少しずつ蓄積してきたので、だんだん取り扱えるデータも増え、リクエスト

も回答できるものが多くなっています。当初は、「そのデータは今なくて」とお断りしていたこ

ともありました。 
 
 

13

13

IR運営委員会の所管する業務
１．明治⼤学のＩＲ

①データベース

②-2 調査分析

⑤提供・報告
（レポーティング）

⑥学習・人材育成

③-1 業務効率化

③可視化
（分析レポート作成）

④コミュニケーション
(学部等意⾒交換)

②-１基礎数
（モニタリング）

⼤学・学部執⾏部での政策実現，教育充実に向けた議論執行部

Ｉ Ｒ

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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IR業務の⽴ち上げ
１．明治⼤学のＩＲ

 学内調整
 データ結合試⾏

2013
年度

①ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ②調査分析 ③可視化

2014
年度

2015
年度

2016
年度

⑤提供・報告

①教員・科目データ
（年間2万件）

②GPAデータ
③学籍・科目データ
（年間各3万件）

④志願データ（年
間40万件）
⑤進路データ（年
間1万件）

⑥履修成績データ
（年間300万件）

・IRカタログ

・IRリーフィレット
・PowerPivot
PowerView導⼊

• IRカタログ
•定型レポートの
定例・定型化

•Tableau導⼊

•リクエストに基づ
くデータ分析

•定型的なモニタ
リングデータの分
析

•委員/事務局の
分析

④ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

• ヒアリング/報告
学部執⾏部
機関執⾏部
事務部⻑会
学部⻑会
学⻑スタッフ

会議
理事会

・学部執⾏部
・機関執⾏部
・学部⻑会

•リクエストへの回
答としてのレポー
ティング

• IRカタログ，定
型データの報告

•委員/事務局の
分析結果の報
告

 学部⻑にフィード
バック

 業務効率化（事
務⽀援）

業務効率化

• 教員表自動化
• 基本調査の集計
出⼒

• 大学院担当資
格帳票化

• 国際教育調査
出⼒

• 就職関係帳票の
グラフ化

2017
年度

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  



山本 幸一「IR オフィスの活動とデータ分析の手順 ～ 明治大学における IR 業務の経験から実務事例の紹介 ～」 
 

57 

データの分析と分析結果

の提供方法を、区分すると

4 種類になります。定期的

な定型レポート、年 1 回な

ど定期的に作成して提供す

るものですね。次の非定型

レポートが IR 業務の中心

になります。今度は入試改

善を検討したいですとか、

カリキュラムの見直しをし

たいということで相談する

ケースですね。あとはファ

クトブックを年 1 回作成し

ています。また調査レポー

トというのは IR 運営委員

会において、データを分析して見てると、こんなこと言えるかもしれないよねということを委員

会内部で議論して、共有するものになります。ここで、全学的な活用ができる普遍的な調査結果

があれば、非定型レポートで活用したり、毎年確認した方がよいデータということになればファ

クトブックに採用されたりするという機能を果たしています。 
 
 

本来であれば、こうした

データ分析が IR 業務であ

り、そこだけやっていれば

よいのですが、このデータ

ベースの管理、データ収集

の依頼なども必要ですし、

データの定義を揃えるよう

な部門をまたいだ調整業務

も多い状況です。 
  
 
 
 
 
 

 

15

データ分析の種類︓定型レポートと非定型レポート
種類 内容

①定型レポート  定期的（年度/セメスタ期等）に作成・提供するレポート。
＊主に教員数，学生数，志願者数などを基礎に，性別，出身地域，国籍などでクロス集計するものな

ど。定期的なモニタリングや，調査・統計資料などに活用される。

②非定型レポート  学部等のリクエストに基づき，分析・加工・提供するレポート。
＊⼊試形態別GPAの⽐較，学科別GPA分布，教育プログラム別の進路の傾向など，学部等の⼊試改

善やカリキュラム改編の資料として利用される。

③ファクトブック
（データカタログ）

 学部等のデータ・リクエストの⾒本（分析レポートのサンプル）
を掲載したレポート集。

＊全学の数字のみを毎年度発⾏しており，データ集の役割も果たす。

④調査レポート
 IR運営委員が，仮説をもとにデータ分析したり，BIツールの

活用⽅法や統計分析の⽅法をまとめたりしたレポート。
＊非公開であるが，この調査レポートをもとに，ファクトブックの「分析レポートのサンプル」を作成するなど，

基礎的な分析作業となっている。

１．明治⼤学のＩＲ

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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16

理想と現実
１．明治⼤学のＩＲ

 各部門へのデータ提供の依頼
 データ定義の調整，確認
 データベースの構築，保守，運用
 データ内容の精査

 データベースからのデータ作成とデータ分析
 分析結果の報告（分析レポート）

IRはここ︕

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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ここからは明治大学の IR
室の取り組みの事例という

ことで、特に IR をいかに円

滑に進めるのかという視点

からの工夫について，データ

ベースの構築，データカタロ

グの作成，学部等とのコミュ

ニケーションの 3 点につい

てお話します。 
 
 

 
 
 

 
 
IR の基本業務は、データ

を意味ある情報に変換して

いくことですが，そのために

大切なことは、学内でのコ

ミュニケーションだと思い

ます。全ての業務において

コミュニケーションが必要

です。このデータベースの構

築というと機械的に聞こえ

ますけれども、各部門との

コミュニケーションがない

とできないものです。ファ

クトブックは、IR のデータ

をどのように皆さんに使ってもらえるのか，データの使い方を提案するコミュニケーションツー

ルの一つです。それらの基盤になっているのが、学部等へのヒアリング活動ということで，この

３つの特長は一連のつながりを持っています。 
 
 

 

18

18

IR業務の推進に大切なこと
２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

 IRの基本的業務
要求された課題に沿って，収集したデータ（データベースなど）を
意味ある情報に変換する（分析する）こと

 大切なこと
学内の各部門との連携，コミュニケーションを図ること
 各部門と共通のデータ（合意された

定義のデータ）を使えること → ①全学統合型データベース
 データの⾒⽅や使い⽅を提案できる

こと → ②ファクトブック
 学内の抱えている課題や，学内

データの使われ⽅を理解すること → ③学部等ヒアリング

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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IRを開始したきっかけは，

2010 年度の法令改正と，そ

の後の大学評価です。「正

確な数字が分からない」（決

められない）という切実な

悩みからでした。その当時

の課題の多くは「蓄積・共

有する段階にある」ことが，

分かりました。そこで，②

の段階である蓄積・共有の

方法を考えることになり，

ＩＲを開始するきっかけに

なりました。 
 

 
私たちの大学ではデータ

ベースから、IR をスタート

していますので、当初は，デ

ータベース構築にあたって

データ定義を整理する作業

が，非常に重要な仕事でした。

昨日の全体会で、データカ

タログを作成するワークを

行いました。そのデータカ

タログのひとつに項目にデ

ータ定義という項目があっ

て、皆さん空欄だったかな、

と思いましたが，実際にデー

タベースを作成したり，全学

的にデータ分析を行ったりする場合には，このデータ定義は必要な項目になります。例えば、専

任教員の定義だけでも難しくて。専任教員の専任性って、何を基準にすればよいのだろうという

話ですね。使い方もいろいろありまして，学外に公表するときには、この人たちを専任とカウン

トしましょう，学内の財務計画では、この資格までが専任です、とかですね。そういうパターン

があることが分かって、専任教員のカウントパターンを定義したり、一つ一つデータを定義する

作業がございました。その上でデータベースを構築し、分析を行っているという流れになってい

ます。 
 

A. 定型資料
・大学基礎データ
・学校基本調査
・事業報告書 等

B.非定型の利⽤
・年度計画⽴案
・カリキュラム検討
・⼊試制度検討
・学修成果の把握
・点検・評価
・各種調査，申請等

①基幹データベース

②Excelデータ

○各種データベース
○各種マスタ
（例）
・教務システム
・人事システム

C. 学内業務利用

①生成・記録 ②蓄積・共有 ③利活用

③ 文字データ

各部署が業務
利用するExcel
等

・各種ガイド
・会議資料 等

ガイド・ＨＰで数値が異なる。
依頼に応じて類似したデータが作成され，公式の
統計資料が不明。情報公開上，課題

学部の数字が全学で分からない・・
紙やOffice等の独自管理でデータの属人化が進み，全
学の集計しにくい。

留学⽣数もいろいろ・・
必要時にデータ提供（集計）を各部門に依頼する
ため，その時によって定義が異なり，不揃いになる。

教員数=助手が含まれたり，
特任教員が抜かれたり・・
手作業で作成し，集計部署も手作業のため，
集計基準が属人的で不正確になりがち。

データが遺失しても分らない︖
個人管理が多く，データリストもない。全学的データの責
任者が不明瞭で，運用ルールも不明瞭。

19

①-1 統合型データベース〜共通の言語を持つ
２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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①-2 定義を整理する〜対話と合意の蓄積

データ定義表項目
・分析レポート名称
・データ取得元
・取得データの詳細
・データ基準⽇
・データ取得⽇
・分析軸
・分析軸定義
・分析軸詳細
・備考
（定義の具体例など）

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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データ定義を作成しても，

実際に，個々の担当者から

集計データをもらうのでは，

毎回データに揺れがでます

し，効率的ではありません。

そこでデータベースです。

業務システムから日々入力

されるデータが蓄積される，

基幹のデータベースから，

個人情報を暗号化して切り

出し，ＩＲのデータベース

を作成しました。入力する

部署の業務を変更させる必

要なく，正確なデータを大

量に取得できるようになりました。志願者データで１１０万件，学生データで６万件など，かな

りのデータ量になってきています。 
 
 

 本学のＩＲデータベース

について，２つの特長があ

ります。１つは，データは

各部署からもらう，ではな

く，すでに蓄積されている

もの，すわなち基幹データ

ベースを利用するというこ

とです。２つめには，基幹

データベースをそのままＩ

Ｒで利用するのではなく，

分析用のデータベース，す

なわちコピー，レプリカデ

ータを作成して利用すると

いうことです。業務データ

は，分析には不向きなので揃えてあげる必要があります。 
また，私たちは学生番号を暗号化しています。IR の目的には学生支援を行う、例えば単位僅少

者を呼び出すための情報提供は謳っておりません。データの側面から学生群の傾向を学部等に知

らせることが役割ですので学生固有の情報は不要と判断し，暗号化することとしました。 
 

※ データを抽出(extract)し、利用しやすく変換・加工(transform)し、
対象となるデータベースに出⼒する(load)作業のこと

教学システム

基幹システム

各種ローカル
ファイル

ＤＳＡ
（データ整理）

ＤＷＨ
(データ・ウェアハウス)

データマート アウトプット

基幹ＤＢに蓄積

ETL処理１
(※)

ETL処理２

SQL Server
（SSAS）

SQL Server
Share Point Server
SQL Server（SSRS）

File Server

ETL処理１
(※)

ＩＲ部門 ⇒ 各部門ＩＲサーバーでのデータ変換

各部門の業務

21

①-3 統合型データベース〜部署の解釈を不要にする

入試統計
教室割
参加者数・・・

学籍処理
履修成績処理
教員人事・・・

各部門の業務

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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①-4 学生番号の暗号化とIRの役割

業務システム

入力

各部署の

通常業務

蓄積

基幹ＤＢに
あるデータ

抜出し

学生番号
の暗号化

ＤＷＨ

ＤＭ

分析RDB

出力

Excel

(PowerPivot)

ＩＲデータベース

蓄積時：個別情報 出力時：統計情報

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved
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以上、業務の紹介でした

が、利用しているシステム

について紹介すると，特別

なものではありません。デ

ータベースに，ＳＱＬサー

バ ー を 入 れ て 、 分 析 は

Excel や Tableau でグラフ

をつくる、というだけで

す。 
 
 
 
 
 

 
 

 次にファクトブックのお

話です。昨日の全体会では、

浅野先生から、明治大学は

学内にしか公開していない

と紹介いただきました。そ

れは、他大学との比較など

も含め，本学の強みや弱み

が分かるように編集してい

ることや，学生の学習成果

の特長，例えば GPA に関す

る各種層別の分析等，外部

に公開すべきではない情報

も多いからです。このこと

からも，本学の IR は，教学

運営の改善を支援すること

を目的にしていることをご理解をいただけると思います。 
 このファクトブックでは，多くの教職員にＩＲの効果、ＩＲの導入によって何が変わるのか、

を理解いただくために作成した側面もあります。発行にあたっては，ＩＲについて知ってもらう

ということで，①IR は教育改善を志向すること，②IR は、皆さんの問題を聞き，その解決のた

めのデータを提案しますということ，③どのようなデータ分析ができるのかサンプルとしてみて

ください，同じような切り口で，所属の学部・学科などのレポートを提供しますということ，と

趣旨としました。 
 

23

23

参考）IR関連の主なシステムの構成
• MS SQL Serverデータベース（ＤＷＨなど）

• SQL Server Analysis Service分析データマート（キューブ）

• MS Power Pivot （Excel）データソース・集計・分析

• Tableau Desktop
• MS Power View （Excel）グラフィカルで動的なレポート

• SQL Server Reporting Services定型帳票作成・出⼒

• MS Share Pointインターフェイス・共有

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved
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②-1 IRデータカタログ〜分析レポートのサンプル
 ＩＲの使命・役割を紹介する

⇒ 「議論の素材」を提供，改⾰者はあなた。
 ＩＲの使い⽅を理解いただく ＊学外非公開です。

⇒ 欲しいデータではなく，実現したいことを言ってください。
 ＩＲにリクエストを寄せやすくする

⇒ “分析サンプル”です。所属学部の内容は，気になりませんか︖

発⾏
趣旨

編集
⽅針

 ＩＲの活用事例を⼊れる
+ 留年者のうち，問題学生と翌年には卒業できる学生の⽐率は︖

 使用データの定義を明確にする（巻末にデータ定義一覧）
 まず，学部・学科が関心のある⼊試とカリキュラムを例⽰する

+ 学習成果の検証に活用できる内容を想定
顧客志向︓顧客は商品を買うのではない。その商品のベネフィットを購⼊しているのだ（データが必要なのではなく，抱えている課題の整理や解決をしたいのだ）

1960，Marketing Myopia，Theodore Levitt（括弧内は報告者による追記）

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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編集方針として，①活用

事例の挿入，②データ定義

の明確化，③学生のデータ

を主とする（教員のデータ

は問題が多くなる），④Q&A
の充実，例えば，集計デー

タとの違い、多次元分析と

は何か、ＤＢの構造、個人

情報とセキュリティなど，

を掲げています。この冊子

の中では，データの使い方、

効果的な活用事例、このよ

うに IR 室を使ってもらい

たいというシミュレーショ

ンをとしての読み物も含め

ています。40 ページくらいで、グラフの提示が 40 点くらいというようなものになります。デー

タの分析については、例えば普段の業務で使っている数字の羅列だけでは見ることができない危

機的な状況を見逃してないでしょうか、あるいは改善するにあたって本当にその改善策が効果的

なものになってますか、そんな問い掛けをしながら、データを見せるような形式としました。 
  

作成にあたり，工夫した

点は，これまでの帳票や一

覧表と何が違うのか理解い

ただくことで、多様な分析

方法を紹介しながらデータ

マネジメントの教科書を目

指したことです。「お、これ、

使える」と思ってもらえる

内容にすることでした。そ

のために「見せ方としての

グラフの種類・特長」，「デ

ータの並べ方：簡単な分析

の視点」を取り入れ，コラ

ムなど文章でも説明もして

することにしました。実際の、統計レポートの形をいくつかご紹介します。 
 
 

25

②-2 「IRデータカタログ」（＊）の構成と内容

（＊） Fact Book（網羅的なデータ集）ではなく，選択された内容を掲載したもの。明治大学固有の呼称として利用しています。

▼ 構成
・ ＩＲの使い⽅ ・ 統計レポート
・ Ｑ＆Ａ ・ データ定義集

▼ 統計レポート
１）紙面

① グラフ（出典，データ定義）
② 簡単な説明
③ コラム（分析法，グラフ種類）

２）内容
① 学生視点 ⼊学/学習状況/進路
② 大学視点 教育課程/科目/教員

３）点数 約４０点（約４０頁）
［画像は，イメージです］

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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②-3 データ・マネジメントの教科書として

多元的
な分析
を提案

 数字の羅列では，増減・変化は分かりにくいですね。
→ 危機を⾒逃していませんか︖

 平均値だけで価値判断し，改善策を打っていませんか。
→ テコ⼊れにあたって，効果的な“テコ”を選択できていますか︖

グラフの種類，⾒せ方の提案
 散布図・点グラフ
全体像と関係性を確認
+ 単相関・相関⽐・クラメール連関係数
 ヒストグラム
平均値だけではなく幅を確認
+ 中央値，最頻値，平均値
 バブルチャート
複数の要因を視覚的に判別

データの並べ方，読み方の提案
 実数と⽐率による分析
 経年推移による分析
 ベンチマークによる分析
+全国平均や他大学による⽐較分析
+達成度との⽐較分析
 層別化による分析
+ドリルダウン，分析軸（ディメンジョン）

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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例えば，このように入試

やカリキュラムの検証に関

わる分析データを提供して

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
分析レポート作成の実際

としては，一つの表で理解

できること，表を遷移させ

た説明は理解しにくい。見

方がむずかしくないこと，

しかし，しかし、斬新な表

現で、見たことがないもの。

使える、と思われること。

次の議論が生まれるような

もの。そのようなことに気

をつけました。一番難しい

のは、「数字を、議論が生

まれるようなグラフ・デー

タに転換する」アイデアで

す。このアイデアについて

は，本日のような研究会で、より有効な形式のものを共有できたらと思います。 
 
 

27

②-4 サンプルデータによる分析レポートの紹介
２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

 GPA分析（散布図の活用）
事例１ カリキュラム・ポリシーのとおり，学生は学習しているか︖

 成績分析（点グラフの活用）
事例２ 教員の成績評価（GP）は厳格に⾏われているか︖

 学習傾向と進路の分析（箱ひげ図の活用）
事例３ 学科目標（学習成果）を得るために効果的な科目は︖

 Uターン分析（バブルチャートの活用）
事例４ 地⽅出身者の地⽅就職率は︖どのような学生か︖

▽ カリキュラム・ポリシーの評価関連の分析

▽ ディプロマ・ポリシーの評価関連の分析

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  

29

②-5 分析レポート作成で留意した点
＜統計レポート作成の実際＞
１）１表で，難しくなく，直感的にデータの意味を理解できる。

（表を遷移させて結論を⽰す⽅法は，プレゼンテーションができる時のみ）

２）しかし、数字の羅列ではなく，斬新なグラフであること。
３）これは使える︕ と直感的に思われる。

→ 思わず，何かを判断したり，推論したりするなど，発言がある。
→ ここに教育改善に向けた議論が生まれる。

＜難しいこと＞
 「数字の羅列を、議論が生まれるレポートに転換する」こと。
 データ操作技術や分析スキルが必要になる。

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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こうした「ファクトブック」

に掲載するグラフを，どの

ように選択したのか。それ

は，徹底的に学内のニーズを

聞く！ということです。学

内の関係者と，データやグ

ラフを前にして，意見交換

を積み重ねること，IR を進

めるにあたって重要なこと

です。意見交換では，要望と

しては、カリキュラム・授

業改善と入試、進路につい

てが多く，利用目的としては

は、モニタリング、問題発

見、具体的な改善活動、リサーチクエスチョン（仮説検証）に分類できましたが、実際に作成し

ようとすると現在手元にないデータもあり，データ整備の要望も多くありました。 
 
 

 よく上長からの指示がな

い，リサーチ・クエスチョ

ンがわからないという声も

聞きますが，よく学部等で

話を伺うと様々な要望があ

ることが分かります。しか

し，学部等が欲しいのは，

データが欲しいということ

より，問題を解決したい，

あるいはこのプログラムの

効果を検証したい，入試制

度の現状を把握したい等の

問題ベースでの取り組みに

あることが多くあります。

欲しいデータがありますかと聞いても出てこないケースでも，今，何を議論していますが，どの

ようなデータでその判断をしていますかといった問いかけからは，意見交換が進むことが多い印

象を受けます。 
 
 

30

③-1 学部ヒアリングーIRへの「評価」と「期待」を聞く
毎年，各学部執⾏部等との意⾒交換

 ニーズではなく（＊），評価（分析サンプルな
ど）と，期待（こんな存在になって欲しい）。

 IRの理解や使い⽅を広める，FD/SDの機会。
 常に「人と関わり，人に評価されて」 仕事を進め

ることが重要︕
 たくさんの試作品グラフを提供し，“顧客”の評価

に耐え抜いたものが，「ファクトブック」に残り，ある
いは理事会，学部執⾏部資料となる。

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

＊顧客志向︓顧客は商品を買うのではない。その商品のベネフィットを購⼊しているのだ（データが必要なのではなく，抱えている課題の整理や
解決をしたいのだ） 1960，Marketing Myopia，Theodore Levitt（括弧内は報告者による追記）

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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③-2 リサーチ・クエスチョン︖
２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

リサーチ・クエスチョンが，ない︖
上⻑からのリサーチの指⽰が，ない︖

欲しいものは
ありますか︖

困っていることは
ありますか︖

○○の判断は
どのように⾏っていますか︖

聞き⽅にもよるかも知れません。

間に合っています…

上手く出来ているとおもうけど，
後○○があれば…

特にないけど…○○を
するのは結構，面倒で…
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ＩＲに寄せられた要望の

一部をまとめました。何の

ためにという点，具体的に

用意すべきデータ，リサー

チ・クエスチョンに落とし

込んだらどうなるか、とい

う３段構成になっています。

内容は、スライドをみてい

ただければと思いますが、

聞いてみると、さまざまな

要望があるものだと、改め

て思いました。このページ

では、入試と進路について

です。 
 
 

このスライドではカリキ

ュラムなどについてです。

今後の要望として多いのは，

個々の科目やＧＰと組み合

わせた分析です。科目を持

たせると，今は１学生１レ

コードですが，１学生４０

レコードぐらいになり，大

量のデータになりますので，

どのようなデータ構成にす

るのか検討したいるところ

です。 
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③-3 抱える課題・IRへの期待 ⼊試と進路
＜目的・理由＞

• 伸びしろある学生を選抜したい（⼊試改善，選択科目，配点，⼊学後成績）。
• 第一志望の理由を確認するため，他大学と自学部を⽐較したい。
• 多様な学生を確保しているのか（アドミッション・ポリシーは実現されているのか）確

認したい。
• 初年次教育の妥当性を確認したい。
• 進路とカリキュラムとの整合を確認するため。 etc.

＜データ・分析内容＞
• ⼊学形態×⼊試選択科目×初年次ＧＰＡ
• 出身地域・高校別×ＧＰＡ×学籍異動状況×進路
• 高校偏差値ランク別志願者・合格者・⼊学者⽐率
• ＧＰＡ×就職先（規模別，産業分類別），志望理由×進路 etc.

＜探索的なＲＱ，仮説検証的なＲＱ＞
• GPAが高く，幅広い学びに積極的な学生群と⼊試の諸要素との相関の強さ
• 選択科目と⼊学後の学習⾏動・成果との相関，カリキュラムの適合性の判断
• 進路決定に成功する外国人留学生と失敗する外国人留学生の学習傾向の差
• Ｕターンする学生の学習⾏動の特性

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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③-4 抱える課題・IRへ期待 教育課程・授業改善
＜目的・理由＞

• 成績評価に甘辛があるような気がする（ＧＰＡの甘辛の平準化）。
• 最適な履修規模はあるのか（教育資源と学習効果の最大化）。
• 学生の履修状況は，学科の教育目標を達成したと言えるのか。
• 留学やインターンシップなどの効果を測定し，改善したい。
• 卒業や進級に重要な科目（難関科目）を特定し，改善したい etc.

＜データ・分析内容＞
• ＧＰＡ階級別度数分布×学年×⼊試形態×属性
• 授業改善アンケート（自己評価）×ＧＰＡ
• 教育内容区分×授業形態区分×履修人員×単位修得率×成績分布×進路
• 学生一人当たりの教育内容区分別⽐率
• 特定の教育プログラムの参加者・未参加の⽐較データ（ＧＰＡ，進路等）
• 成績評価Ｆ・Ｔが一定割合以上となる科目×履修者ＧＰＡ etc.

＜探索的なＲＱ，仮説検証的なＲＱ＞
• 外部英語テストの向上を図る語学授業のクラス規模，成績基準の適切性
• 学習特性（専門）別の進路に対する影響要因
• カリキュラムポリシーに沿った履修をした学生と進路の満⾜度
• 教室定員充⾜率と教育効果の相関

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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それでは，ＩＲの業務プ

ロセスとデータ分析手順に

ついてのお話しです。ＩＲ

の日常業務，具体的な分析

事例ついてご紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR 業務は，リクエスト

があって，データに価値を

与えて情報に変換し，提供

するところまでです。現状

を評価し，いかに改善をす

るかは，執行部の仕事にな

ります。実際，私たちは，

IR のデータがどのような

効果をもたらしたかまでは

把握していないのです。多

くの場合，その他多くの会

議資料の一つとして利用さ

るようです。IR が改善に寄

与するのかと問われることがありますが，IR だけで教学運営が改善されることはないでしょう。

依頼者の意思決定を後押しする材料を提供できればよいと思います。リクエストから始まるとい

えども，最初は執行部もどのようにリクエストを出したらよいのか分からないものです。まず IR
オフィスから，サンプルデータやサンプルグラフを持参して，意見交換するようなところから始

まることになります。 
 
 

 

35

データ分析の始まり〜リクエストありき，とは言えども…

 ・・・とは言えども，まず「サンプルデータ（試作品）」を持参した
り，⽴ち話的なところからヒントをもらったりしながら・・・

 常に 「人と関わりながら，進めること」 が重要。

出典）藤原宏司（2015）「継続的改善活動におけるIRの
役割」第７回EMIR勉強会資料から作成

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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IR には，業務プロセス

があります。ポッとデータ

をだすだけではなく，調査

の設計を行い，分析方法を

スキルとしてもっているこ

とも必要です。１から５の

手順で，作業を再現してみ

たいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 

 
まず，データの依頼を受

けます。しかし，明確にこの

ようなことが知りたい，この

ようなデータが欲しいとリ

クエストを受けることは多

くありません。だいたい，大

雑把なことが多いもので，例

えば「今の入試で大丈夫なの

だろうか」というような問い

かけです。そこから，ヒアリ

ングを繰り返し，問題点を

解きほぐしていきます。この

時点から，調査設計に入っ

ていきます。調査設計とは，

何について，どんなデータで，どのように分析し，どう表現するのかを考えること，程度に思っ

ていただいて結構です。今回のケースは，「入試に関心がありそうです，とりわけ地方出身の学

生」ということになった，とします。 
 

36

ＩＲの⽇常業務〜サンプルデータで紹介〜

出典）嶌⽥敏⾏，小湊卓夫他（2015）「評価・IR担当者に必要な知識・スキルに関する考察」⽇本高等教育学会
第18回大会報告資料から作成

２ 調査分析の設計

３ データ収集

４ データ分析（データから情報へ）

５ 提供・報告（意思決定⽀援）

１ リクエスト （依頼）

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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リクエストと調査設計（１）

⼊試の現状は⼤丈夫なのだろうか︖
↓

• 地⽅出身の学生が減ってきているのは，問題なのだろうか。
• 学科別に志願倍率が異なるのはどうしたらよいのか。
• 志願倍率は高いのに，⼊学率が低い学科は，何が問題なのだろうか。???

リクエスト
 凡そ，明確なリクエスト（＝●●のデータが欲しい）はない。
 困っていることや愚痴が多く，問題点の明確化もできていない。

調査設計
 問題点を解きほぐして，明らかにすることを明確にする。
 「何を」「どんなDATAで」「どの分析で」「どう表現するか」を考える。
 最初は，シンプル（数値の数，分析軸の数）に︕

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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そこで，スライドのよう

に設計してみました。報告

する事項としては，まず客

観的な事実を述べることが

大切で，ここは意外に難し

いところです。影響要因を

見逃していたり，主観的な

評価が入ってしまったりす

ることには注意が必要です。

事実とは別に，未知の変数，

分析軸に上げた事項以外で

の影響要因が浮き彫りにな

れば，そのことも報告する

こととしました。 
 

 
サンプルとして用意した

データは，スライドの上の

部分のようなもので，２つ

のメジャー（値）をリレー

ションさせた Excel のデー

タです。普通の業務手順で

は，これらのデータを，ま

ずスライドの下のように

「表」にすると思います。

しかし，表だけでは，何か，

パッと違いに気づくことが

できず，何を言いたい情報

なのか理解しにくい状態で

す。 
 

38

リクエストと調査設計（２）

何を
データ

分析
表現

出身高校地域別 初年次GPA

出身地域別GPAの平均，散らばり

報告

値
メジャー

2015年度⼊学の1年生について
①出身高校コード，②GPAデータ

分析軸
ディメンション

①出身高校住所，②都道府県コード，
③地域コード，④地⽅／関東コード，⑤
GPA区切りコード，⑥性別

統計表，BoxProt（ヒストグラム）
①事実，
②未知の変数（統制変数・・）の可能性

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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データ収集とデータ分析（１）※架空のデータ（サンプル）

データ

統計表

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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そこで，で事前に設計した

表現である BoxProt（箱ひ

げ図）にしました。地域別

GPA のボリュームゾーンが

わかります。分析の方法は，

平均値と散らばりですので，

平均値を折れ線で結びまし

た。散らばりは箱の長さで

確認できます。さて，何が

「客観的な事実」なのでし

ょうか。皆さんはどのよう

に考えますか？さて，レポ

ートをしなければいけませ

ん。まず，出身地域別の

GPA，関東と地方で差があることは事実のようです。これが関東圏の大学であれば，関東は一般

入試入学者が多いでしょうし，自宅通学を好む女子が多いでしょう。この「入試形態」「性別」に

違いがあるのではないかという点は，客観的な事実ではありません。未知の影響要因として，今

後，調査すべき候補となるでしょう。また，地方はバラツキが大きいようです。その要因はなん

でしょうか。入学率や併願の傾向などと関係はあるでしょうか。またバラツキが大きなことが大

学入学後に問題を起こしていないでしょうか。このように，次なる分析の視点が見えてきます。

まず，事実を正確に読み取ること，その上で事実の原因を考えること。さらに可能であれば，原

因に影響を与える要因の候補を上げて，次のデータ設計を想定していきます。ＩＲ担当者には，

目の前のデータだけではなく，多様なデータの状況を感じていることも必要でしょう。 
レポートに必要な事項の

例です。重要なことは，新

たに分析した方がよい要因，

分析軸が現れてくるという

ことです。今回は，地域と

GPA の相関しかみていませ

んが，GPA については地域

以上に大きな影響要因があ

るかも知れません。例えば，

入試形態，性別，志望順位

などです。このように，レ

ポートは，1 回で終わるこ

となく，仮説と検証を繰り

返すことで，事実に迫って

いくという地道な作業で

す。 

40

データ収集とデータ分析（２）※架空のデータ（サンプル）

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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提供・報告（レポーティング）（１）

1. 事実の指摘
2. 事実の原因・要因の推定
3. 原因を特定するための，さらなるデータ分析

 事実
 「出身地域」と「ＧＰＡ」にどのような事実があったのか。
 その差は（地域の多様性）は，アドミション・ポリシーに照ら

して有意なものであったのかどうか。
 原因・要因
 次の分析軸︓⼊試形態別，性別，第一希望・併願

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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レポートで考えるべき点

をまとめると、何を対象と

するのか「値・数」、どの

ようにの「切り口」、見せ

方として「グラフの種類、

比較」の３点で，4 点目に客

観的事実の説明というやや

難しい作業があります。 
 
 
 
 
 
 

 
データベースができて、

データが揃いました。分析

で困るという大学さんがあ

ります。分析の目的は、大

きく２つあると思います。

１つは問いに答えること

（影響機能）、もう１つは

現状把握（情報提供）です。 

では，問いに答える分析は、

どうしたらよいのでしょう

か？ もし，方法が分から

なかったら、データを（１）

切り刻むか、（２）似たも

のをまとめるか、（３）立

体化させるかぐらいに単純化すれば、人事異動がある事務職員でもある程度対応可能と思います。

基本中の基本は、ＰＤＣＡ用語でもある「層別化」、つまり、データを切り刻むことです。 
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• 何を 値（メジャー）
*学生数，GPA

• どのように 分析軸（ディメンション）
*出身地，性別

• ⾒せて レポート（グラフ）
*円グラフ，散布図…

• 事実と仮説を説明
するか

説明（⽂章・口頭）
*事実を述べ（増減…），要因に仮説があれば述べる（⼊試
形態も調べた⽅がいいかも）。

提供・報告（レポーティング）（2）
分析とレポートは難しいことか︖

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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提供・報告（レポーティング）（３）

 IRデータ分析→どうしたらよいのか
（１）データを切り刻む（層別）~平均値は私ではない。

ヒストグラム・箱ひげ図 ▼集計データでは隠れる事実を掘り下げ
（２）似たものをまとめる~偏りを確認し，傾向を⾒出す。

散布図 ▼２つのデータの距離感を図る
（３）データを⽴体化させる~多次元で量的な⽐較する。

バブルチャート ▼３つのデータの関係性を把握

 分析レポートの目的
１ 問いに応える 課題の背景を探る
２ 現状を把握する 定型的，異常がないかのパトロール

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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以上，IR でのデータ分析手

順の一事例を，業務フロー

に沿って説明しました。最

初に５つの段階があること

をお話ししましたが，実は

提供，報告した後に，提供

した情報，レポートはどう

であったか，次に分析する

べき事項はないか，もし次

の分析をするならば論点な

何かなど，依頼者とのコミ

ュニケーションをとること

が，IR データを有効活用す

る上で大切なことと思いま

す。データ分析は，人に評価されてより効果的なものとなっていくもので，コミュニケーション

の繰り返しといえるでしょう。 
 

最後に，明治大学の IR
オフィスが目指すものにつ

いて紹介して，私の報告を

終わりにしたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44

データ分析は，コミュニケーションの繰り返し

２ 調査分析の設計

３ データ収集
４ データ分析（データから情報へ）
５ 提供・報告（意思決定⽀援）

１ リクエスト （依頼）

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順

６ フィードバックを受ける “どうですか”
７ もう少し，こう・・・ ⇔ 再提案
８ 論点の確定 “ここを確認しましょう”
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本学では，2012 年度に IR
の構想を検討し始め，学長

の下のプロジェクトチーム

として発足しました。その

時には，IR という言葉は学

内では利用せず，学内情報

の利活用，と説明していた

と思います，そこから，学

長室会議での検討，各学部

等への試作レポートの提供

などを繰り返す中で学内の

合意，理事会の賛同も得て，

現在の委員会を設置するに

至りました。やっと「IR 開

始」の段階まできた，とい

うところで，今後は学内におけるデータの案内所を目指して活動を進める予定です。 
 
 

これまでの経験から，IR
業務が学内で認知され，活

用されるようになるには，

まず，ひたすら通常業務，

つまり依頼された分析業務

を着実にこなしていくこと

にあると思います。また，

自分勝手に分析を進めずに，

依頼者をはじめ，データの

入力部署や管理部署ともコ

ミュニケーションを図るこ

とです。そこに信頼が確立

されるわけですが，学長サ

イドにあるにせよ，理事会

サイドにあるにせよ，独立性，客観性を担保していくことは重要です。どちらかに寄ったような

解釈や，IR 担当者の思い込みによる偏った説明などは信頼を削ぐ原因になるものです。 
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データ案内所に向けて〜ＩＲ段階的整備構想

 部署データを集めて回るから脱却。
⇒ 公式な大学データを持つ部署

 データ定義（ローカルルールを少なく）
⇒ 全学統合型データベースを持つ

 収集から提供へ段階的に整備
⇒ まず散在するデータを定義

2012年7月
学⻑室ＩＲプロジェクトの設置

2015年12月
ＩＲ運営委員会の設置

統合型データベース
（蓄積・共有）

データカタログ
（IRは何ができるのか）

ＩＲ開始
（定型・非定型レポート）

ＩＲ運用
（データ案内所）

 学部⻑レベル，現場職員レベルとのグ
ラフを基にした徹底的な対話に出掛け
る。

 データ・リクエストしやすい材料（サンプ
ル，⾒本）を提供する。

４．ＩＲって何︖

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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IR業務の定着に向けて
 ひたすら通常業務

通常業務（各大学で内容は異なると思いますが）を着実に仕
上げて，学内各部門に分析データを戻していくことで，信頼が生
まれます。納期厳守などの基本も大切に。

 質問する
相談や依頼について，データのプロとして，何が問題なのか，どの
ようなデータが必要なのかを判断するために，良質な質問を投げ
かけます。豊かなコミュニケーションが，正確な業務を推進します。

４．ＩＲって何︖

信頼，あなたの味⽅，急がない
（時には独⽴性，客観性の強調も重要）
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 そこにデータのプロとし

ての IRの役割があるものと

思います。いかに客観的で，

正確な事実を伝えられるか，

データを情報に変換できる

プロが IR担当者であると思

いながら，業務を行ってい

ます。 
私の報告は以上となりま

す。ありがとうございまし

た。 
 
 
 

 
［参考文献・引用資料］ 
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http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=ir20131112 
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等教育学会第 18 回大会 報告資料 
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る考察」『大学評価とＩＲ』（第２号）大学評価コンソーシアム 
藤原宏司，大野賢一（2015）「全学統合型データベースの必要性を考える」『大学評価とＩＲ』（第
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IRオフィスが目指すもの
 IRは，改善プロセスを推進する組織ではない。
 IRオフィスが提供するデータをもとに，執⾏部が議論し，意

思決定する。
 IRオフィスの役割は，意思決定や改善プロセスの⽀援

４．ＩＲって何︖

• しかし，IRの業務には，管理者（学⻑団，理事者，
学部役職者など）の関与が欠かせません。IR単独で
⾏う業務は，ほぼありません。

• 各部門との関りを大切に，大学改⾰に〝⿊⼦，名
脇役”として関与するIRを目指しています。

 IRは，データと分析（データの情報化）のプロ。
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データの読み方・グラフの使い方－IR 業務を体験するミニワーク 

 
明治大学 評価情報事務室  

 山 本 幸 一 
 

１ ミニワークの実施目的と内容 

 当日配付資料（120～124 ページ）の図表・グラフ３点（集計表とヒストグラム，箱ひげ図，散

布図）について，個人ワークによる演習およびペアでの意見交換，講師による解説を行うのミニ

ワークを行いました。 

 このミニワークは，「すでにグラフ化されたデータ」について，グラフの読み取り方やＩＲ担当

者として取り扱いに留意すべき点を体験することから，ＩＲ業務で活用することの多い図表やグ

ラフの特性を理解することを目的にしたものです。ただし，このセッションは，ＩＲ業務をまだ

行ったことのない参加者も多いことから，ミニワークの時間は 15 分程度として，図表やグラフそ

のものを学習することよりも，ＩＲ担当者の業務を体験するという点に重きをおいた進行としま

した。 

 ＩＲ業務の重要性，また担当者としてのおもしろさは，データを情報に転換する作業，データ

分析にあると思います。そのデータ分析をスムーズに行うために必要なことを，昨日の全体会で

行いました。このミニワークは，昨日の全体会での「データマネジメント」を受け，初心者向け

に編集した内容としています。本来であれば，データを意味ある情報に転換できるのか，データ

分析のワークをしたいところですが，このミニワークは，すでにグラフ化されたデータを教材に

ＩＲ業務の一端を体験いただくものとしました。実際のＩＲ業務では，分析の依頼を受けて，デ

ータをグラフ化したときに事例のようなものを作成したとして、依頼主にどのように報告するの

か，レポーティングに相当する段階の業務を体験いただいたことになります。 

 

２ 用いた事例とワークの進行 

用いた事例は，３点です。事例１は，「統計データとヒストグラム」で，ここでは平均値から読

み取れることと読み取れないことを検討しました。量的変数の中心を示す指標としての平均値と

データの分布からクロス集計表とヒストグラムについて紹介しました。事例２は，箱ひげ図を用

いて，データの塊があった場合に，どのような点に注目するべきかを検討し，ここでも平均値，

中央値と分布，外れ値の取り扱いについての観点を紹介しました。 後に，事例３として，散布

図によってデータを俯瞰すること，データを分類することを検討し，２変数の関係を考察する方

法を紹介しました。散布図は読み取りやすいように相関係数 0.85 程度になるようにしながら，い

くつかの外れ値も存在するようにサンプルデータを作成しました。 

 ワークの進行は，まず個人ワークとして，３つの事例それぞれについて，気づいたことをメモ

してもらいました。その際に，例えば事例１は「Ａ学科入試委員会では，入試形態（入試方式）

の見直しをすることになった」ことを前提としましたので，「この図表・グラフ（事例１）は入試

委員会からの依頼であなたが作成したものであり，ＩＲ担当者として，入試委員会にこの集計デ

ータを戻す時に，何をチェックし，どのようなコメントを付して戻すのか，ＩＲ担当者になった
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つもりで，コメントを考えてみてください」と見方についての示唆を行いました。ペアワークで

は，隣席の方と，個人ワークの気づきを共有いただき，さまざな観点があることを理解いただき，

その上で，講師から事例についての解説と，教材として取り上げたグラフの特性についての説明

を行いました。 

 
３ 当日配付教材（ワーク教材） 

  

  

 
４ ワークの解説 
 ワーク教材に関しての解説資料を配布し，ワークにおいて体験いただきたかったこと，IR 業務

においての留意点，各統計表とグラフの特長と利用する場合の手順などについて解説し，ワーク

結果を振り返りました。 
（１）事例１ 集計データ「Ａ学科入試形態別 初年次ＧＰＡ平均（XX 年度） 
統計表の読み方を経験しました。入試委員会からの依頼について、IR 担当者としてどのように

分析結果を報告するべきかというシチュエーションとしています。この事例では，平均値では同

じでも，データの内容が異なっているケースを論点としました。平均値だけでコメントするので

はなく，データの散らばり・分布を確認することの必要性を確認しました。この３つの入試形態

別の統計データは，GPA 平均 2.3、2.5、2.4 と、それほど差のない、議論の余地のないデータと

考えられるものです。しかし，XX 入試の 2.3 のデータの中身を見ると、なだらかな分布になって

いて GPA の高い人も多いし、低い人も多いという特性がある，YY 入試は、２つのピークがある。
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IR 担当者としては、平均値の集計表のみでコメントするよりは、この分布を報告した方が、よ

り入試改善に向けた議論を深められるのではないかという点を共有しました。この教材は単年度

データですが、実際の入試の見直しには、は単年度データでは説得力が低く，過去 5 年ぐらいの

経年推移の情報を使うことになること，このデータは今年だけの特異な傾向なのかも知れません

し，毎年この傾向でしたら議論の対象になることなど実務上の観点についても紹介しました。 
（２）事例２ 箱ひげ図「ダブルメジャープログラム 履修方法別 卒業時 GPA」 
 箱ひげ図の読み方を経験しました。カリキュラム委員会からの依頼について、IR 担当者として

どのように分析結果を報告するべきかというシチュエーションとしています。事例１では，平均

値だけではなく，散らばりや分布を確認することの必要性を確認しましたが，この事例ではさら

に散らばりや分布に注目する理由について理解を深めることを論点としました。３つの教育プロ

グラムについて平均 GPA が数字で書かれているので，平均値から３つの教育プログラムの違いを

読み取ろうとしたペアが多かったように思いますが，平均の高い「ダブルメジャーコースの学生」

にも GPA の低い学生があり，メジャーなし（ゼミ履修なし）でも GPA の高い学生がいます。IR
担当者は，こうしたこともデータが示す事実として理解しておく必要があることを共有しました。

ゼミ履修なしで GPA の高い学生は，国家資格試験の勉強をしている人かも知れません。どのよう

な学生なのか，次の分析で考えていくことの必要性についても検討しました。 
 さらに箱ひげ図には，外れ値（Outlier）を見るために四分位範囲（IQR）の 1.5 倍を上下限と

する種類もあることを示し，外れ値の存在がデータの解釈を難しくすることがあることを紹介し

ました。 
（３）事例３ 散布図「1 年次春学期の成績と卒業時の累積 GPA」 
 量的な２変数の関係を読むための留意点について散布図を例に経験しました。カリキュラム委

員会からの依頼で、初年次の必須科目（例えば数学）が、卒業までの学習にどのような影響を与

えているか分析するというシチュエーションです。このケースでは２つの点について検討しまし

た。１つは，散布図には，データに異常がないか俯瞰するという機能，利用方法があるという点

です。例えば，外れ値について，データ処理ミスなのか，実際のデータであるのかの確認が必要

であること，処理ミスではない場合，特異な経験をもった学生ではないか（中途退学者，編入学

者など）を検討し，全体の傾向をみるときに必要なデータであるのか，外すのかどうかを検討す

る必要があることなどを確認しました。卒業生を分析対象にしているのに退学者のデータが含ま

れていれば外すことも必要になるなどの事例を上げました。その上で，２つ目として，全体の分

布状況から，グループ化したり，極端なグループを特定したりして，さらなる分析の対象にして

いくなどの分析プロセスについて紹介しました。また、実際の分析プロセスでは，学科別、授業

形態別、学年別、必修／選択別など、いろいろ切り口はあると思いますが，そうした分析の切り

口については，学科の先生方にグラフを見てもらいながら意見交換ができると IR 担当者が気付か

なかった意外な切り口が見えてくることもあり，大切なプロセスであることも紹介しました。 
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５ まとめ 
 後にまとめとして，グラフの有用性とともに，統計表の有用性に触れました。事例３で利用

した散布図について，散布図のまま依頼者に報告した場合，説明が必要でやや分かりにくいこと

もあることに触れ，散布図と同じデータを，度数表（集計データ）に直したものを示し，度数表

の方が分かりやすく報告できることを示しました。また度数表も行列を入れ替えた 2 種類を示し，

分かりやすい表と分かりにくい表になることを紹介しました。 
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IR 入門のための Q&A 

 
茨城大学 全学教育機構  

嶌田 敏行 
明治大学 教学企画部    

山本 幸一 

 

Q1-1：嶌田先生の講義で「茨城大学では、IR 機能を経営と教育で分けている」というご発言があ

りましたが。経営 IR ではどのような分析をされているのでしょうか。経営の IR の具体的な事例

をあまり聞いたことがないので、参考にお聞きしたいです。 

嶌田：経営分野の IR は中期目標・計画や法人評価のほうを担当しています。指標の管理なども含

まれます。今後、大学がどういう風にしていくか、要するに改組など大学の大きい大学改

革に対してデータ出すのも担当しています。中期目標・計画の指標の管理ですが、本学は、

中期目標・計画に際して、240 個ぐらい文科省に指標を出していますので、それを学内でも

適切に管理して、計画の進行管理をしているわけですね。その定義をきちんとしなくては

ならないので、各部署と経営分野の IR を担当する大学戦略・IR 室のほうで、何度も打合

せを行って定義を定めたり、基準値を設定したりなど、そういう一個一個の指標の管理も

やっています。ですので、経営 IR というよりも、経営に際し、組織的に必要になってくる

数字をちゃんと集めて、それを管理したり、可視化しましょうみたいな動きをやっている

というような感じです。 
 
Q1-2：明治大学の IR 活動において、IR 運営委員会と評価情報事務室の役割分担はどのようにな

っていますか？ 

山本：まず、違いという点から説明しますと、運営委員会は意思決定機関として審議事項があり、

事業計画や予算等を決定する権限があります。評価情報事務室は事務組織として所管業務

を遂行するところです。IR の分析業務という観点からは、運営委員も職員も同じような立

場でデータを見て、データ分析を行い，レポートを作成しています。例えば、学部等から

リクエストが来たときに、職員だけでは解釈が難しい場合には、運営委員の先生とペアと

なってデータを分析し，学部に戻します。データの取り扱い、IR 活動そのものは一緒に行

っているということです。よろしいでしょうか。 
 
 
Q2：今から IR の規約を整えるのですが、少人数で全員が兼務。上層部の意図が曖昧です。どの

ようなことに気を付けるべきでしょうか。 

嶌田：こういうときは、結局、上の方々は何をしたいのかをはっきりしてもらう、ということだ
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と思うのですが、どうでしょう。 
山本：そうですね。ただし、一般的に意思決定層は IR オフィスの使い方をよく理解していない

ケースもあると思いますので、IR オフィスから，こうしたデータは使いますかというご相

談をするところからデータ分析が深まり，上層部も意図もだんだんハッキリして、合意形

成が進むというようなこともあるかもしれないですね。規約を整備する前に，上層部の方

とデータについて，その使い方について議論することは必要です。 
嶌田：だから、アメリカの場合、例えば学部長とか、副学長とか学長って、なりたい方がなるわ

けです。日本だと、選挙で選ばれたから学部長になったりするのは多いですね。学長に選

ばれた方から請われて副学長になってみたいなことも多いと思います。ですが、アメリカ

ですと Administrator と呼ばれる経営陣の人たちっていうのは、要するに専任なわけです。

だからもともとは教員をやっていても経営者になりたいから、教員を辞めて、そういう管

理職を渡り歩くわけです。副学長募集します！、みたいなところへ行って、副学長をやる

わけです。だから、要するに経営がやりたいから、経営者になろうと思って全米を渡り歩

くわけですから、次に大学をどうするかみたいな経営に関する大事なことを IR に丸ぶりす

るなんてあり得ないわけです。だから IRを使い倒してでも、自分がきちんと大学を経営す

るために使う。だからアメリカの IR って、IR をやるべきだ、みたいな話で IR をやってい

るわけじゃないわけですね。でも、日本の場合、「なぜ IR 入れるのか？」みたいな話が曖

昧なままに、IR を入れ始めたので、「IR よそもつくってるし、うちも入れたほうがいいん

じゃない」みたいな話で、非常に入れる目的が曖昧なままやってしまっているケースも多

いです。だからそうなってくると、他大学の事例とか、こういういろんなセミナーがある

ので、そういう所で聞いて「うちの大学だったら、こういうの合うかも」みたいな事例を

上のほうに言って、イメージを持ってもらって「だったら、こういう情報があるといい」

という話に持って行くか。あとはいろいろ学内で懸案になってるような課題をいろいろ可

視化して、やっぱりデータ的にはそうなってたんだって、という風に持って行くと、「そ

れ、もっと調べてくれ」って話になったりするわけですね。だから学内で都市伝説的に「こ

うなってるんじゃないの」とか「ここはうち強いとか思ってる」ものとか、本当にそうな

んですかって、というのを可視化して明らかにするだけでも、結構、 初はいいのかって

感じがしますけど。そんなところですか。 
 
 
Q3：数値指標を執行部に報告すると、数値（特に対外的な目標値）をいかに上げるかというよう

な議論に終始がちです。下手すると、「定義変えれば…」というような話になってしまう場合も

あります。より実質的で、改善の議論につなげるようなレポーティングのこつがあれば、ご教示

いただきたい。 

山本：嶌田先生のご講義にもありましたが、依頼者の方が何に困ってて、何をしたいのか，その

目的やゴールをしっかりと把握しておくことが必要に思います。例えば，海外派遣学生を

100 名にしたい，というテーマがある場合に，なぜ海外派遣学生を増やしたいのか，100
名は何年で達成するのかなど，テーマたいして到達目標，評価指標や評価基準，期間など
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を事前に確認しておくということです。しかし，今のご質問ですと、場合によっては執行

部が実現したいテーマが現状とかけ離れているケースも多いということでしょうか。その

ような場合、IR オフィスとしてできることは，ベースラインの提供があると思います。デ

ータで、現状はこうですと。そこには，これまでの増減経過や，、財務的な余力の変化な

どを添えたデータにしたり、もう少し分析できるのであれば、これまでの経過から今後の

伸び率はこの程度まで考えられますといった将来予測もできるかも知れません。そういう

ことはお示ししていきながら、基準の妥当性をご検討いただく等のレポートも考えられま

すね、そんなお話でよろしいでょうか。 
嶌田：取り繕うのも結構重要な仕事です。結局、外から見たらその数値で見えちゃってるわけで

すから。例えば大学ランキングで上位に食い込むには、どういう風に数値を採れば、結局

勝てるのかみたいな。そうすると、例えば、非常勤講師をどういう風に換算するかみたい

なものは、あまりちゃんと書いてないので、どこまで OK か、みたいなところを、他の大

学さんと相談しながら定義決めていったりとか、結構あるんですね。だからそのお化粧の

仕方っていうのは、やっぱりその辺は、IR としても、別に真実を詳らかにすることだけが

IR じゃなくて、ある種の見せ方もある種の真実なわけじゃないですか。うそではないけど、

正しくないという話になるかもしれませんけども。だから、そういう対外的なところで少

しきれいに見せる。よく見せる。それが結局 終的に例えば補助金なんかが入って、学生

のためになるんだったら、多少は、多少はありだろうと思うので。そういうところで完全

にうそ、虚偽報告はまずいです。だから、ボランティアに全学生が参加していないのに

「ボランティアには全学生が参加しています」みたいなこと言っちゃって、ランキング上

がりましたみたいな話になったら、うそなわけじゃないですか。そういうのは止めるべき

です。だけど見方としては、それでも行けるっていうところだったら、明確に禁止されて

いない限り、定義の解釈の余地はあるわけですねよね。そういうところを IR のほうで「絶

対そうは読めませんから、まずいです」っていう風にチェックしてあげて、「こういう定義

だったら、ここまでは解釈できるでしょう」っていうところでうまくごまかすっていうの

も一つのテクニックかと思いますが。 
 
 
Q4：（あえて変化球で恐縮ですが）IR 担当者が SD に貢献できるとしたら、どんな可能性が考

えられますか。学内の信頼関係の構築、広報の手段とも考えられるので。 

嶌田：という質問なのですけれども。SD に貢献してます？。明治大学さんいかがですか。 
山本：SD に IR オフィスが貢献，具体的に何か協力しているかと言われると、FD の資料を作成

することはありますが。現状をつまびらかにするっていうことで、管理者向けの SD であ

れば理事会用の資料，新任理事への報告などの経験はあります。データの側面から SD を

支援することはあると思いますが，SD そのものを IR 担当者の業務には位置づけてはいな

いですね。ただ，新任職員研修や階層別研修などで，戦略計画の策定・提案などが組み込

まれているので，IR 担当者ではなくても，SD として環境分析やデータ分析に取り組んで

いると思います。 
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嶌田：こういう IRっぽい取り組み自体をSDみたくしている大学さんあるんです。例えば神戸大

学さんは、神戸大学データ集を新規採用の職員で企画課に配属された若者が作ることにな

っていて結局いろんな部署に行って、データの確認とか、これまでのデータとか全部チェ

ックしてグラフ描いてっていうところで要するに神戸大学は、今こうなっているんだって

いうところが分かるわけですね。それってすごい SD 効果っていうか、その研修効果は非

常に高いと思います。だから例えば若手の新人研修の一環で、そういうデータ集を作らせ

てみるとかありだと思うんですね。IR って別にファンクションなので、どこも持ってたっ

て構わないわけです。だからそういうプロジェクトみたいな、要するに研修の一環で IRオ

フィス、IR っぽいことをやって、それで「今、大学はこうなってるんだ」とか、若手に課

題を発見させるプロジェクトとか、そういうのを混ぜちゃえばいいわけですね。別に IR オ

フィス、IR 室の人しか IR やっちゃいけませんっていう話はないわけです。だからそうい

うところで、別にやればいいだけかとは思います。 
 
 
Q5：ミニワークで扱った集計データ、箱ひげ図、散布図の読み取る能力はどのようなことをし

たら身に付くのでしょうか。経験ですか、勉強ですか。 

山本：両方が必要だと思います。まず、基本的なことは理解していないと正確に利用することが

出来ませんので，グラフの役割や意味、特性、また描画や表現の方法などの学習は必要だ

と思います。Web サイトや書籍でもある程度は理解できると思います。グラフ描画であれ

ば，そこにあるデモデータなどで具体的に Excel 等を操作しながら例題をクリアしていく

と，そのグラフの特長などを体得できると思います。次に，データが自分の所にあれば、

こういうデータだったらこういうことが言えるのか、こうしたらこのように見えるのかと

かの試行錯誤です。そうすると、依頼者の方、学部長や学科長と話したときに、集計デー

タだけだと分かりにくいというのがあれば、こういうグラフにしたら分かりやすいのでは

ないかということに気づけます。その後は、経験も含め，こうしたコンソーシアムでの他

大学の実践事例を伺うことで，散布図，箱ひげ図，時系列グラフなど，少しずつ自分が取

り扱える商品を能力的にも増やしていくということになると思います。依頼された内容に

ついて，データを適切に加工できること，言われたら適切な情報を説明できるようにして

いくことを目標に、学習と経験の繰り返しと思います。 
嶌田：グラフの示し方っていうのは、やっぱりある意味、グラフって必要以上にっていうか、非

常に多くを語ってくれるので、何ですか。どうとでも表現できちゃうところがあります。

だから恐らく一つの基準としては、例えば学部教授会の前後で時間もらって、調査結果の

報告会をやる。そのときに先生方に、「それ嘘っぽくない？」みたいな感じで、突っ込ま

れない程度の見せ方がちゃんとできるかどうかかと思います。要するに、いろんな分野の

研究者が見ても、「確かにそうなんだ、分かったよ」っていう風に思ってくれるようなレ

ベルで話せれば、合格点です。だからそういうときに「この IR 担当者、すごくデータ操作

してない？」「印象操作してない？」みたいな、そういうふうに思われないように、ちゃん

としたデータの使い方、グラフの使い方ができればいいわけですね。武者修行としては、



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） 

82 

学部に行って先生の前で話してみるっていうのがあるんですけど。失敗すると、袋だたき

に遭う可能性があるので、そこは要注意だと思いますが。結構、他人の技を盗むみたいな

ところも結構重要かもしれません。 
 
 
Q6-1：現在、総務担当として評価や調査の取りまとめを行っており、IR 室からは研究者や論文

等の情報を提供してもらっています。データ提供を依頼される上で、依頼者に気を付けてもらい

たいこと、またはされると困ることはありますか。 

嶌田：というご質問なんですけれども。曖昧な振られ方すると困りますよね。かなり。 
山本：そうですね。多分、IR 担当者としては、知りたいこととか、困ってることを率直に言っ

ていただくのが一番いいかと思います。データはたくさんあるので IR担当者が適切なデー

タを提案できると思います。逆に、すごい絞った「このデータをほしんだけど」って言わ

れると、IR 担当者としては、それは何のために必要なのかとか、それはどのように集計し

たらいいのかとか分からないので、たくさん質問をしてしまう可能性があります。やっぱ

り何を解決するために、こういうことが欲しいって言ってくれるのが一番ありがたいです。

分からなければ、こちらから質問はさせていただきます。 
嶌田：つい「何に使うんですかって」聞いてしまいますね。本当はよくないんでしょうけれど。

だからそういう意味で、少し長めに「こういう調査が来ていて、こういうことに使いたい

から、こういうデータが欲しいんです」って言ってもらったほうが、多分依頼されるほう

としては「だからこう要望なのね」と、腑に落ちたほうが作業はしやすいですし「だった

らこういうデータもあるよ」と言いやすいと思います。 
 
Q6-2：表の見せ方で印象を変えられる（変わってしまう）主体性と、黒子になるという非主体性

（嶌田註：要するに読み取る人に任せるようなやり方するのか。ある程度こう感じてっていうふ

うに見せるのかっていう、そういうところの）バランスが非常に難しいように感じました。 

山本：そうですね。バランスは気をつけたいことです。IR 担当者の基本は、まずは事実をしっ

かり伝えることですが、これは意外に難しくて。嶌田先生のグラフの例が分かりやすかった

と思いますが、同じデータでも，軸の間隔を変えただけで、全然変化してないのか、変化し

てるのか違う事実になってしまいます。主体性と非主体性以前の役割として、事実は何なの

かというところをしっかりお伝えすることが第 1 に考えることだと思います。その上で何か

相手が困っていることに対して、何かデータから、こういう点が突出してますとか、ここだ

け経年変化で見ると減ってますとか、そういうことが一緒にできたらよいと思います。 
嶌田：一つアドバイスするとすれば、軸のラベルの数字は大きめにっていうことです。結局はあ

あいうところの数字を小さくすると、なんか怪しくて、何かやろうとしてるんじゃないのと

思われかねないので、誰から見ても分かりやすく。とりあえずグラフの説明するときには、

縦軸はこれです、横軸はこれですって軸の説明は必ずする。そうするとそれだけでちゃんと

説明しようとしてるんだと、ちゃんと見てくれっていう風にやってるんだというところ、要
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するに公正さが伝わると思います。そこのところ縦軸、横軸、説明せずに「こうなってます」

みたいな話をしちゃうと、印象操作してるんじゃないのって思われかねないところもあるの

で。そこのところはいろいろ丁寧にやっていただければと思います。 
 
 
Q7：ご講演ありがとうございました。データ分析をする際に他大学との比較も有益であるとの

ことでしたが他大学のデータの入手方法はどのようにされているのでしょうか。 

山本：主に使っているのは、私立大学さんでしたら、私立大学連盟や私大協会が加盟校に提供し

ているデータライブラリがあり、入試から教員数、学生数までかなりの比較ができます。

商業用のランキングデータも利用します。書誌データベースや出版社、予備校などにデー

タ提供している場合、提供している大学間でデータを共有できるケースもあるようです。

あとは文科省などの公開データですね。 
嶌田：国立大学だと、学校基本調査のデータは大学改革支援・学位授与機構さんのウェブサイト

に載ってるので、あれダウンロードしてくれば、いけます。研究関係は科研費のデータだ

ったら全部公表されてますし。書誌データ買わなきゃいけないっていうところはあるんで

すけど。あと、込み入ったところに関しては、その大学さんとよく仲良くなって、データ

をお互い見せっこしましょうみたいな感じでいくしかないのかと思うんですけど。要する

に無断で交換したデータがその辺に流布されるというのが一番まずいので。ちゃんとその

辺に関しては、なんかお互いに紳士協定を結んで、紳士協定じゃだめか。その辺のところ

で、流失しないようにやっていただければいいのかという感じでございます。 
 
 
Q8：事務職員から教員になられることは、IR 業界では多いのでしょうか。差し支えなければ、

経緯を教えてください。 

嶌田：僕のことですね。僕は、学部マスター、ドクターって、ずっと江戸時代の雨の量とかの研

究をしていたんですね。過去の降水量を湖の堆積物から復元するみたいな研究をしてて。

ドクター3 年のときに、これまずいと思ったわけです。研究者にそのままなるか、どうし

ようかと思ったんですけど。それで担当教官に相談したら「大学の職員に一旦なって、そ

れでアカデミックポストを狙うのが安全」って言われました。それで国家公務員試験を受

けたら受かったので茨城大学に採用されたんで書きかけの論文を出して、学位論文出して、

研究者になろうと思ったら、結局、ちょうど法人化の前の年だったので、それどころじゃ

なかったっていう感じでした。結局、入ったときから、副学長付きの分析担当みたいな感

じでしたが、当時は IR って言わなかったです。だから何ですか。2003 年、平成 15 年ぐら

いから、いわゆる IR 業務っていうか、分析をやったりとか、各学部さんとかの依頼でいろ

いろ分析したりって作業をしていました。ずっと IR業務しかやってないんです。だから実

は原議書とか書けないとか。事務職員の基本的なスキルを身に付けていないっていう、非

常にまずいパターンなんですけれども。途中で、評価室つくりますみたいな話になったと
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きに、事務系ポストを教員に振り替えてもらいました。要するに専門職っていうカテゴリ

ーが当時なかったので、本当だったら、分析担当専門職みたいな感じなわけですけど授業

を持たない教員みたいな扱いで、とりあえず教員身分にはなってるものの、いまだに授業

とか持っていないんで基本的には分析担当。大部屋にいましたけど、スペースの関係で小

部屋、個室にいるので。どんどん堕落していく自分が嫌みたいな感じなところがあるんで

すけど。僕は持論として、IR 担当者はやっぱり大部屋にいないと情報入ってこないので。

小部屋は良くないと思ってるんですけども。そんな感じです。結構、職員から教員になる

方って、あんまりいない？ いる？ 
山本：そうですね。私の周辺はあまりいないですね。 
嶌田：そうですか。そういう意味では、たまたまだと思います。今後は多分、そういう専門職つ

くりましょうっていう話が多く出てるんです。例えば、FD をいろいろコーディネートす

る人とか。カリキュラムコーディネーターとか、質保証とかする人とか。例えば URA のか

方々もそうですよね。そういう教員でも職員でもない、大学の運営を高度化していくよう

な専門職っていうのをどんどん増やしましょうっていう流れ自体はあって、文科省もそう

いうのはつくったほうがいいみたいな話はしてるんですけど、具体的にその給与表どうす

るみたいな話とか、そこら辺までは、なかなか広がっていかない。だから、アメリカの場

合、そういう IR担当者の全米的な団体とかあるわけです。数千人が入っているようなもの

ですね。でも日本だとなかなかつくれない。なぜかっていうと、結局は IR担当する方って

いうのが事務系職員ですので、異動があるわけです。3 年とか 2 年たつと異動されちゃう。

だから日本型の IRっていうのは、結構アメリカと、そこはかなり違うだろう。だから日本

の場合、多くの方が人事異動で入ってくるので、むしろ IR オフィスでいろいろデータの見

方とか、分析方法とか学んだ方が他の部署に行けば、今度はその部署のデータとかを多分

違う見方で見れるのではないかと。そういうデータリテラシーみたいなのがある方がどん

どん学内で増えていけば、雰囲気だけで物事を決めないような状況になっていくのかとい

う気もするんですけども。大学のぬるい雰囲気が僕は好きなので。あんまりデータだけで

やっていくのどうか、いうところがあるんですが。こういう話をいてると長くなっちゃう

ので、次に行かせていただきます。 
 
 
Q9-1：IR は執行部の意思決定を支援する部署ですが、詳細な在り方は、各機関の状況に応じて

調整していくという認識でよろしいでしょうか。 

嶌田：そうですね。結局、大学によって求めていることは違います。だから、まさに明治大学の

IR と、多分うちに求めていることは全然違う。だからそれはもう大学の執行部とか、意思

決定する人とかがどう情報を集めるのかっていうことに依存するわけですね。IR は情報を

集めるツールなわけですから、当然違いますね。質保証が絡んでくれば、学部などの先生

方にどうやって教育関連情報、要するに学習成果の情報などを回していくのか、そこら辺

にウエイトが置かれるわけですが。だから持ってる性格によって違う。そこは本当に何で

もありです。 
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Q9-2：IR を利用する立場の方々に今日のお話を共有する必要性を感じました。（組織内での基本

的な理解が不十分のように感じるため） 

嶌田：だから IR のユーザー側、使う方々に IR ってこういうものなんですっていうところを分か

ってもらえないと、そもそも使ってもらえませんって話ですね。だからそれをやるために

は、ファクトブックとか、ああいう定期出版物みたいなのを出すっていうのは、結構存在

感をアピールするには有益なんです。だから例えば、そういうデータ集作って、国立大学

だったら教育研究評議会とか、全学の大きい会議で資料集を机上配布で、そういうデータ

集を必ず置いておくとか。そうすると、IR って必ずこういうところにデータを出してるの

が、確かにこういう部署がここまでやってるんだっていう感じになりますし。例えば学内

で新入生の調査やります、学生生活の調査やるところは多いと思います。調査をやったら、

1、2 カ月たたないうちに、それをちゃんと各学部にきちんと配信する。そういう定期お届

け便とかがあれば、IR ってこういうことやってるんだっていうことがみんなに分かっても

らえるわけですね。だから、ニューズレターとか作るよりは、データを定期的にちゃんと

配るっていうほうが多分学内の認知度は上がっていくかという感じはいたしますが。 
 
 
Q10-1：集計表の公開範囲について。IR担当部署で作成した集計表の公開範囲はどのように決め

ていますでしょうか。本学では、「一般公開」、「学内のみ」、「学内の執行部のみ」という 3
段階の公開レベルを設けており、集計表一つ一つの公開レベルを全学委員会で決定しています

（設定された公開レベルに合わせて、IR システムで提供）。全学委員会の決定なので、「勝手に

公開するな」みたいなクレームは出にくいとは思いますが、手続きが煩雑で、機動性に欠けま

す。（ある程度ルールに沿っていれば、自動的に公開レベルが決まるというものもあります。） 
嶌田：この辺ってどうですか？ でもむしろ、これでよいのでは？ 
山本：時間がかかっても、うまく回っているようなので、良い仕組みなのでは？。 
嶌田：うまく回ってればいいんじゃないですか。だって、結局きちんと決まるわけじゃないです

か。このレベルはここまで公開していいと。これがいつも決まっていないから、内々にみ

たいな感じになるわけですね。それで全部内々に、みたいな話になっちゃうわけで。だか

らむしろ煩雑でも、そこはきっちりすれば、結局 IRが勝手にさらしたみたいな話にならな

いので。IR としてはいかに、後で責められないようにするかっていうのは結構重要なとこ

ろなので。誰かが決めてくれるっていったら、ありがとうございますっていう感じです。

逆に「IR 決めてくれ」ってむしろ言われたら面倒くさいので、全学委員会で決めてくれる

んだったら、それでいいんじゃないですかっていうのが、僕、そういう感じですけど。 
山本：そうですね。明治大学の場合は、公開ではなく改善に重きをおいた支援をしていますので、

IR で作ったデータ、集計表にしても、グラフにしても、依頼者にしか戻さないです。そこ

に限定しているので、公開というところでは問題は起きてないんですけれども。ただこう

やって、一つ一つ決めていただける機関があるんであれば、うまく活用して、迅速性って

いうところも、もう少し工夫されたらと感じはします。 
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嶌田：だから多分だんだん、ずっとそういうのを決めていくうちに「学生の個人情報が入ってい

なくて、こういうデータだったらこのレベルで」という風に、だんだんパターン化されて

いくと思うので。多分 初は一個一個どうなんだっていう話をしなくちゃいけないですけ

ど、慣れてくれば、こういう合理的に決めていくシステムで、それを要するに選定基準み

たいな感じで、文書化しちゃえばいいので。僕はむしろいいやり方だと思います。 
 
Q10-2：データの正確性について。例えば大学院入試の受験生の出身大学について、担当者によ

って入力内容に揺らぎが出てしまいます（例えば、慶応大学、慶應義塾大学等）。一般的にはエ

クセルでリストを用意して、揺らぎが起きないようにすると良いとは思いますが、大学学部名だ

と、①数が多いし、②そもそもいいリストを用意するのが難しい、という問題があるかと思いま

す。何か工夫されている方法はありますでしょうか。（学部はセンターの高校コードがあるので

問題のですが） 
嶌田：ということなんですけども。その辺、どう・・・。 
山本：マスター化というか、リスト化する以外にないのではないですか。 
嶌田：ないですよね。 
山本：例えば併願大学の調査の場合、日本中の大学をマスター化、リスト化しなくても、頻繁に

登場する大学，例えば大体 30 大学ぐらい網羅すれば、8 割ぐらいの分析ができて、2 割は

その他になる、ということでも意味ある分析ができる場合もありますね。 
嶌田：リスト化、リストにして、要するに選ぶようにすれば確かにミス出ないわけです。揺れが

出ないというか。だからそうなってくると、要するに何年かやって、大体このぐらいがメ

ジャーに選ばれるところ、あとはその他にするみたいなことを決めればいいんですけど。

初はそれがないから、適当に書かせて、みたいな感じで。要するに頻繁に出てくるやつ

をリスト化するみたいな。だから何かコストの掛け方。要するに全部のバイトさん雇って、

全部の大学の学部名入れたって、どうせ翌年は変わってるんですから。だからそれだった

ら、頻繁に出てくるやつだけを抽出して、あとはその他で、そこはもうその他に入ってい

るやつだっけ、揺れをチェックするみたいなほうがお利口さんなんじゃないかって感じが

いたします。なのでそんな感じで参考に。 
 
 
Q11：IR オフィスの設計方法を具体例をお聞きしたい。 

嶌田：これに関しては、Betweenの連載を読んでくださいという感じです。とりあえず読んでみ

たけど、よくこれ意味が分からないってことがあれば、メールか何かをいただければ、ご

回答いたします。 

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 
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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 

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  

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 

 
 
Q12：データ集積をしてくださいと局長に依頼されました。教学の部署（広報、入試、学生、教

務、教職、キャリア支援）の課長レベルの職員が 1 名、企画調査室から 2 名、局長の 4 名で集ま

って、どのようなデータを持っているのかとお聞きする機会がありました。ですが、教務課から

「説明できないぐらいデータがあるから、何を知りたくて、どのようなデータが欲しいのか、そ

ちらで決めてください。」と言われてしまいました。管理している全てのデータから、データを

比較して、何が問題なのかって見つけて掘り下げて分析するのが IR の役割でもあるのではない

かと思っているため局長も室員も「全てのデータ」をひとまずご提供いただけませんでしょうか、

と半ば無理やり依頼をしてしまいましたと。このような場合は、恐らくこのようなデータを持っ

ているであろうと推測して、「このデータありますか」とお聞きして提供していただいたほうが

よかったでしょうか。 

嶌田：そりゃそうですよね。オールって言われても、「全部のデータリスト出してくれ」って言

われたら、「は？」って話になるので、それはそうだと思います。 
だから、データをとりあえず全部くださいっていうよりも、データカタログですね。こ

ういうデータはこういうフォーマットで集めています、いつぐらいに入力していますみた

いなものを集めておくわけですね。うちの場合は指標に関係するところはデータカタログ

作りました。この指標はこの部署とこの部署のデータを使うので、このデータは何月にこ

ういう定義でやってますってとこまでを集めておく。だから、まず必要不可欠なものから

集めていって徐々に拡大ということですね。1 回に総花的に見たいって話ですよね。 
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山本：そうですよね。IR サイドでもそのようなデータがあるのか分からないので知っておきた

いという欲求も湧きますよね。 
嶌田：だから、そうすると、あまり広げず。確かに気持ちは分かるんですが。 
山本：そうですね。IR 室で総花的にデータを収集したいとなったときに、各部署に聞く前に，

経営部門の作成する事業報告書ですとか、評価部門の作成するデータ集，教務部門が作成

する文科省や事業団への提出データ等、定型的なデータがあるので、そうしたものを活用

して、収集の目安，基準をある程度定めて全体像を見ていく、収集項目を定めるというこ

ともあるかもしれないです。また明治大学もデータカタログの作成はしていますが、IR 室

が必要になったものしか作ってないです。例えば、教員の分析をしたいという依頼があっ

て、教員のデータ集めたときに、大学院からは依頼がなければ、学部のデータしか持ちま

せんので、学部の教員データの所在や項目だけを確認し、カタログ化します。 近、大学

院から要望があったので、今度は大学院もどのようなデータを持っているのか確認しまし

ょうっていうことになります。リクエスト単位で把握しているデータの数も増えていくっ

というやり方です。 
嶌田：だから気持ちは分かるけど、必要に迫られたものからデータを集め始めるほうが多分楽っ

ていう。要するに使わないデータに関する情報まで集めてもしょうがないかってところが

あるので。そこは上の方とご相談いただければと思います。 
 
 
Q13：少ない件数の可視化を行うっていう点で、どのような点に気を付ければいいですか。 

嶌田：要するに、3 人しか学生に聞けなかったけど、どうしますかみたいなときですね。可視化

して、円グラフを描いても、66.7 パーセントが賛成してましたみたいなときに、N=3 って

書いておけば、「ああ」っていうことになりますから。「3 人しか聞けなかった？」って話

になるかもしれませんが。「いや、いろいろ聞いたんですけど、結局 3 人だったんです」っ

ていう話なのか、あるいは「特殊な入試なんで、3 人しかいないんです」っていう話なのか。

ちゃんと数さえ示しておけばよいと思います。2 人とかしかいなかったら、別にグラフにす

る必要なくて、表でいいと思うんですが。必ず何件かっていう件数は抜かないっていうこ

とが、特に小さいデータを扱うときには重要だと思うんです。結局、統計的にやったとき

に有意にならないですが、重要なのは３人分しかデータは取れなかったけど１名はマズい

ことになっている、みたいは話なわけです。IR としては。 
 
 
Q14：ファクトが IR では大切なことが分かりました。その分析において、どこまで主観的な解

釈を入れていいのか。そこを知りたいと思いました。 

山本：主観的な解釈を「IR 担当者の意見や見方」とした場合には，〝主観的な解釈“はしないよ

うにしています。データから何が読み取れるか、客観的に事実を説明することが、重要な仕

事だと思うので。データの説明として、例えば、ここが 3 倍に伸びてますとか、ここを基準
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でした場合に何倍になってますとか、全体の平均ではこうですが性別や学年に分けるとこう

ですとか、このようなところに違いがありますとか、このデータとこのデータは関係があり

そうですとか。あるいは、他大学との比較でも 2 倍の差がありますなど、データから言える

ことを伝えます。そうしたデータとしての事実を補足した説明は重要な役割だと思いますが、

それ以上の解釈、志願者が増加した要因はこうだと思います、この状況は本学にとって悪い

状況です、他大学に比較して高すぎます、という解釈は、してないです。統計上で関係があ

ることと，因果関係があることは別物ですので，その点は執行部での議論が重要な点です。

IR 担当者としては、事実を調べるということと、レポートには，短文のコメントを入れる

ぐらいですか。 
嶌田：2 年前か、3 年前の浅野さん（山形大）が講演の中で話してた話で「コップの水」っていう

のがあります。コップに半分ぐらい水が入ってて、それを「半分しか入ってません」ってい

うのか、「半分も入ってますっていうのか」、「それとも半分入ってます」というのか。結局ど

ういうのかっていうのによって、印象変わってくるわけです。だからそこのところをどうす

るのか。でも、どう表現してほしいのかっていうのは、クライアント側の問題なので。僕ら

としては、「水が半分入ってます」としか言いようがない。「半分しか」なのか、「半分も」

なのかは、僕らが解釈する話ではないので。それはあくまでもユーザー側の話です。どう解

釈してくのかっていうのは、別に僕らが解釈する話じゃないので。「こうでこうなってます」

って言えば、結局こうだったのねと、それは勝手に学部の先生と話していれば、学部の先生

が解釈しますから。だから別に素材だけ持ち寄って、あとはこうなんじゃないですかみたい

なことを振れば、「これはこういう意味なんだよ」とかいろんなことを教えてくれるので、

それをレポートにしちゃえばいいわけですね。僕はそんな感じで、いつも別にあまり自分で

考えないっていうか。学部の先生に考えてもらうっていうか、現地情報と照らし合わせるわ

けですよね。現場の方は。現地情報と現場の状況はこうなっている。数値情報はこうなって

るで、確かにそうだ。そこで結び付けば、確かにこれはこうだって話です。思ってることと

違うんだって話も当然出てきます。そのときは、これとこれ調べてって話になるので。だか

ら 終的なレポートにする前に、いかにある程度まとまった時点で一回クライアントとお話

をして、こんな感じで出てるんですけどどうですかみたいなところで話しをしておけば、

「レポートこんな感じで作って」っていうふうに言われるので。それでいけばいいわけです

ね。今はやっぱりクライアントと相談しながら、解釈するのはクライアントの問題っていう

感じです。 
 
 
Q15：利用する BI ツールについてタブロー、Qlik、Power BI など比較検討されたのでしょう

か。利用する BI ツールを決められた理由、ユーザー数、活用方法等ご教示いただければと思い

ます。 

嶌田：うちは BI ツール使っておりませんので。どうぞ。 
山本：基本的なデータ分析はエクセルなんですが、エクセルですと 10 万件ぐらいで動きが鈍く

なるので、例えば志願者データは年間でも 10 万件を超えてきており、何か他のものという
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ので、Tableau を入れてます。Power BI は低廉な価格で利用できるので、個人的には

Power BI も利用したことはあります。比較検討の要点は、予算面と、データの持ち方との

相性です。データベースがあれば、Tableau や Power BI はデータと直結で使いやすいと思

いますが、データベースがなく、エクセルデータを収集して利用しているような場合は、エ

クセルのほうが使いやすいでしょう。BI ツールを検討したきっかけは、データ件数の増加

です。BI ツール入れたメリットとしては、ここは使い勝手っていうんでしょうか。例えば

箱ひげ図などのグラフ描画はエクセルで作ろうと思うとデータの事前処理に時間がかかった

りするのですが、BI であれば簡単に作成できる点は大いに助かっています。 
嶌田：BI ツールは結構似ているような動きなんですけど。結構使い方違うので。実際、無料体

験版とか、ダウンロードして。多分自分の肌感覚に合ったものを選ぶのがいいかって感じは

します。結構、大規模データ、いわゆるビッグデータってやつですか。あの辺を扱うのに、

確かに 適化はされてるような感じはします。ただ、要するにあまりマニュアルがないって

いうところもあって。取っつきにくいので。そうですね。多分、体験版入れて試してみてく

ださい。 
山本：体験版はそれぞれのツールで試しています。 
嶌田：Tableau が使えるから、QlikView が使えるかというと、やり方違うみたいですね。なの

で、もしかしたら、そうですね、肌に合ったやつを入れて、ユーザー会みたいなところ入っ

て、それで腕を磨くみたいな感じなのかって気もしますが。近くに Tableau を使う人がいた

ら、Tableau をやれば、すぐ聞けるってメリットがあるので。近くに質問できる人がいるの

を選ぶっていうのも、また一つのやり方かと思います。 
 
 
Q16：嶌田さんのお話では IR 部署そのものの役割から、情報収集の手法、注意点、改善に当た

るまで分かりやすく、IR の立ち位置を知ることができました。山本さんのお話では、具体的に

用いたグラフを見ることができ、またグラフからする読み方・注意点等と大変勉強になりまし

た。 

嶌田：ありがとうございます。だから情報収集の手法、注意点、改善に当たりどういう風にやっ

ていくのか。だから結局情報を、データを有用性があるような情報にどう変換するのか。

情報っていう言葉が非常に IRに関しては、密接な関わりを持ってまして。だからその情報

をどう取り扱うのか。だから結局、学内広報っていうか、学内にどういう風にみんなで情

報を伝えるのか。学外にどう伝えるのか。だからその辺のところが結構、IR としてはキー

ワードです。山本さんのは、こんな感じの・・・。 
山本：ありがとうございます。本日のミニワークでも学内でそのまま使えるようなものがあれば、

お使いいただければと思います。 
 
 
Q17：プロジェクト方式の IR って何ですか。 
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嶌田：プロジェクト形式の IR っていうのは、IR オフィスをつくるのに専任の教員や専任職員を

配置しているところから、兼務の方で構成されるようなところあるんですけども、もう一

つ、プロジェクト型の IR っていうのがあります。例えば留年する学生を減らすプロジェク

トみたく時限付きのプロジェクトチームみたいな感じに各部署からスタッフを集めて調査、

分析をするわけですね。やってること自体は IR なわけです。どういう学生が、例えば留年

するのとか。どういう学生が退学しちゃうのみたいなところを、いろんな部署の人たちが

集まって、データ持ち寄って、分析してやっていくみたいな。だからそういう少し恒久的

なっていうか。要するに少ししばらく、ちゃんと IRオフィスをつくって兼務発令掛けて、

やっていくっていうやり方から、プロジェクトチームみたいな感じで、とにかく人を集め

て、その都度、メンバー変えてやっていくみたいな大学さんもあるので。ただ多分その形

だと、5 点をもらえないって感じです。多分。なので、だからそういうやり方も、要は研

修の一環でやっている大学さんもありました。 
 
 
Q18：理想と現実は遠いと感じました。紹介いただいたような分析をやれたら面白そうだと思い

ますが、なかなかそこまでたどり着くのには時間がかかりそうです。IR というより、管理部門

の業務改善が先決のように思います。 

嶌田：マネジメント、要するにそもそも情報とかデータとか使わずに行き当たりばったりで物事

決めている中で、IR がいくらデータ出したってしょうがないですってところは当然あるわ

けです。だからこれまで恐らく余裕があったわけです。別に雰囲気で決めても、丼勘定で

やってても、困らなかったわけです。アメリカの IRオフィスとかいろいろ調査していると

きに、「正直いうと日本は別にお尻に火がついて困っているから IR をやっているわけじゃ

ないんです。いろいろあって、やってるんです」みたいな話をしてたら、向こうの IR の担

当の副学長先生は、「でも 10 年後、20 年後、日本も今みたく楽勝って話じゃないんでしょ

う？」って。だから「結局、大学がこけ始めて、傾き始めて、要するに悪いスパイラルが

進んでしまっているところで、IR が何か止めようと思っても、止まるわけないから」と。

だから余裕あるうちに、今こうなってて、こういうところにこのまま行くとまずいってと

ころを、早めに考えていかないとまずいわけですね。例えば、悪いうわさが広まって、高

校の入試担当の先生にあそこは行かないほうがいいみたいな話が広まっちゃったら、学生

は来ないわけです。だからそうなる前に、どういう風に止めるのかっていうところを考え

たら、余裕があるうちにそういうデータをちゃんと見ながら、今どうなってるってところ

をある程度は客観的に把握するっていうのはありなんじゃないのみたいな話はされまし

た。 
山本：管理部門の業務改善という言葉には、いろいろな意味合いを込められているのかと思いま

すけれども、本日は、本学はデータベースから IR始めましたってことをお話ししたんです

けれども、その点では、管理部門の業務改善をしなければいけないから IRが始まったとい

う背景があったと言えると思います。各部署で作成するデータ集の数値が異なるのはどう

いうことなのかというところから始まっています。ご質問の趣旨には、管理部門が改善し
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ないと IR が進まないとの見解も含まれているようにお受けしましたが、IR の立ち上げ期

や整備する時期にあっては、IR 担当者が管理部門の、特にデータ整備やデータを活用した

意思決定についての業務改善に関わることもできるのではと思います。ご質問された方も

何か業務改善に関わることができるのであれば、そのきっかけに、ご自身のミッションに

なるべく近づくような活動をされると。それに絡めた IRができるのかという感じがいたし

ます。 
 
 
Q19：本日のミニワークとても良かったです。もう少し簡単な例にいくつか取り組めると、私に

とってはよかったかもしれません。読み解き方も経験だと思いますので、今後に生かしたいと思

います。 

山本：そうですね。今回のワークでは，３つのグラフについて，その特性をご理解いただくこと

を主眼にしておりまして，題材の理解，データ内容の分析までを考慮していませんでした

ので、反省点としたいと思います。また内容も含めて、いいワークができればと思います

ので、どうもありがとうございます。 
嶌田：結構、このような分析の手法を教えていただきたいみたいな感じのリクエストがあります。

ダミーデータ作って、結構真剣にやると、Excel の習熟レベルの違い、あとは例えば、そ

ういうグラフなどをどのぐらい日常的に描かれてるかに結構差があって、いろいろ大変っ

ていうところもあって、パソコン使って、少しデータ見ながらっていうものではなく、グ

ラフ使ってそれを見ながら考えてもらうという演習も、２月に九州でやりました。だから

その手前ぐらいのところも、分かりました。やってみようと思います。 
 
 
Q20：大学執行部や、教員に問題意識が薄い。学内構成員に改善が必要という意識を持たせる方

策は何ですか。トップにやる気を出させるためにはどうしたらいいですか。 

嶌田：結局、まずいっていう状況が、やっぱりグラフとかデータで見える状況になってれば、や

ばいと思うわけです。このまま入学志願者が減っていくようなグラフを、いろんな会議と

かで出てきて、これはまずくないですかっていうのを実感できるような感じのものを見せ

る。IR をどう進めればいいかみたいな議論を担当者集会でずっとやってるわけですけど。

以前、僕の加わった班では、危機感の共有をどういう風にするのかっていうところで、そ

の危機感を共有するときに可視化されたグラフとかで共有すれば、誰にでもやっぱりまず

いってところが共有できるんじゃないのか。だからそういうのをちゃんと執行部に見せる。

割と結構いろんな方が言うのは、やっぱり執行部をひやりとさせられるようなデータを見

せられると、やっぱり IRとしては一人前だみたいな感じの話もあったりするので。だから

いかにドキっとするようなデータで、マズいかもという風に。放っておいても学生は適当

に来るし、そこそこいいんじゃない、という状況、そういうのが多分一番やばい状況って

いうような感じなのではないかと思うんですけども。 
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山本：そうですね。嶌田先生のお話と別の観点からですと、トップの方の改善への意識が薄いと

いうことなんですが。問題意識とか改善への意識とかいうことだけではなく，例えば、執

行部の会議にて、大学ランキングで 1 位になった大学について「何で 1 位になったのだろ

う」みたいな話が出たりすることはないでしょうか。そういうときに、データの側面から

言えること，原因や要因になっていそうな事象を見せたりすることで現状認識を深め，問

題意識へとつなげていくことができるかも知れません。特に頼まれているわけではないん

ですけども。その話が出たときには、調べてみますってことで、お話しして。そこからや

る気が出るか出ないかは、その方次第ということかも知れませんが、データを確認するこ

とで、こういう分野に注力してやんなきゃいけないのか。研究であれば、重点研究を増や

すのか。海外研究を増やすのか。論文増やすのかとか。どの点に注力すればいいのかみた

いな話へと進んでいくこともあります。全体的に改善への意識というよりは、やんなきゃ

いけないことがデータの中から、少しずつ見えてくると、トップの方も仕事がやりやすく

なるんじゃないかというのは、IR を担当して思うことの一つです。 
嶌田：この辺は多分、評価の研修とかでもあったかもしれませんけど。評価って何かって云いま

すと、現状を詳らかにすることです。それは要するに、ある目的っていうか、理想的な状

況とか、こうありたいというのに対して今こうなってますってことです。その評価をした

ときに、足りないとすれば、これだけ足りないっていうのが分かれば、それを補うために

はどうしたらいいんですか？っていうので計画を立てる。だから本当にいい評価って何か

っていうと、評価作業が終わったときに、これとこれをやればいいんだっていうのが見え

てくるような評価作業が本当は理想的な評価作業なわけなんです。だから、ちゃんとした

目標が立って、今、ちゃんとこうなってますってところが、ちゃんとみんなに認識されれ

ば、当然やらなきゃまずいでしょっていう。だからやる気っていうよりも、その目標の設

定のやり方と現状把握のやり方の問題。それをどう共有するかって、多分そこの話なんだ

ろうっていうところかと思いますが。なかなか、口で言うのは簡単なんですけど、評価書

を作ったら、大体あるのは達成感で僕ら終わるみたいな感じのところありますので。 
 
 
Q21-1：三つのインテリジェンスは、とは何か。明記していただきたい。 

嶌田：これは後でどこかウェブに、アップするときには、載せますが。これです。テレンジーニ

の三つの知性っていう。アメリカの IR 研究者のテレンジーニさんが、IR 担当者には三つ

の知性が必要でしょうと。要するに知性がインテリジェンスです。専門的な分析的な知性

と、問題に関する知性と、文脈に関する知性が必要だと。整合的分析的知性とは、要する

に事実に関する知識。だから基本的に用語、フルタイム学生と同様にとか。用語がちゃん

と分かってるとか。数量的データの計算。例えば GPAの計算式。その大学のやつをちゃん

と分かってるとか。データの構成とか。そういうことをちゃんと分かってる。あとは分析

方法論のスキル。だから調査計画立てられる。サンプリングはこうやってればいいんだ。

統計が分かってそれができてるみたいな。そんなことそんな全員できんのかって話なんで

すけど。そういうスキル。あとはコンピューターがちゃんと使える。だから Excel とか
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Word とか、その辺とか。SPSS とかそういう統計ソフト、使えますかみたいな感じのとこ

ろ。だから割と個人に依存するようなものです。だからここっていうのは、割と何ですか。

その大学とか大学院で学ぶ気になれば学べるっていうか。そういうもんです。 

専門的
／
分析的
知性

●事実に関する知識
基本的な⽤語の理解（例︓フルタイム学⽣、単位数）、数量的データの計算⽅法（例︓GPA、ST比）、データの構成、定義、基準日（例︓アドミッション、授
業登録）

●分析・⽅法論のスキル
調査計画（量／質）、サンプリング、統計、測定（信頼性や妥当性の確保等）、質的研究⽅法（インタビュー等）、様々な調査スキル（アセスメント、将来予
測、プログラム評価等）

●コンピュータに関するスキル
ビジネスソフトの使⽤スキル、データベースに関するスキル、統計ソフトの操作スキル

→ 個人スキル︖

問題に
関する
知性

●経営にかかる主要な問題や意思決定に関する知識
学⽣管理の目標設定、教員の業務量分析、リソース配分、施設設備計画、学費設定、教職員給与、全体のプランニング、自己点検・評価等

●大学がどう機能し、意思決定を⾏うかに関する知識
特に政治的な側⾯︓フォーマルな政治構造だけでなく、インフォーマルな権限構造も含むもの。説得や妥協、根回しといった役割やその重要性に関する理解

→ 戦術形成︖ グループでの動き︖

文脈に
関する
知性

●⾼等教育⼀般の⽂化に関する理解
大学の歴史や思想、大学教員や組織の文化、ガバナンス、大学をめぐる国家や国際的な環境等

●勤務大学の⽂化に関する理解
同僚の教職員の価値観や信念、自大学特有の経営、学内のキーパーソン等

→ 戦略形成︖ チームとしての動き︖
Terenzini（1993）より佐藤（2015）が作成。→部分は報告者が追記

テレンジーニの３つの知性（参考）

 

問題に関する知性。イシュ・インテリジェンスっていうふうに言いますけども。経営に掛

かる主要な問題や、意思決定に関する知識。学生管理の目標設定とか、教員の業務量の分

析するんですが、どうやってリソース、教員の配分をするか。施設設備の計画どうしま

す？とか、そういうところに関して、学内でどういう風に経営部分っていうか、大学の主

要な問題どこにあるんですか。あと大学はどう機能して、意思決定してるか。要は手続き

とか、そういうところを理解して。その意思の決まり方みたいな。大学って結局、割と外

から言われたものとか、金目の話に関してはイエス、ノー、出せますけど。基本的に、合

意でしか物事を決められない。これは日本でもアメリカでも変わりません。だからそうい

う意思決定をどうやってやっていくんですかってところ、そこのところをその誠実な行動

とかだけじゃなくて。インフォーマルに要するに人と教員同士のつながり方とか。そうい

うところまで含めて分かってるかどうかみたいな。こういう戦術レベルの話みたいなもの

を、そういうのは個人的ではなくて、少し何人かで勉強していく話なのか。 
あと文脈に関する知性。要するにコンテクチュアル・インテリジェンスと言われている

ものですけど。要するに高等教育とか一般の文化に関する理解。だから大学の歴史とか思

想とか、その高等教育の流れどうなってるんですかとか。勤務大学がどういうカルチャー

なのかみたいな。結構その職場風土みたいなものっていうは、結構意思決定に効いてきま

すから。こういうのっていうのは、こういうのって就職して、その大学で働かないと分か

んないわけです。こういうのを、1 人で持ってる人がいたら確かにすごい人だと思います。

だけど兼務でやるときに、例えばこういう分析とか得意だっていう人入れて。あとは大学

はどう機能してるかみたいなところに関しては、結構例えば、経営に関する主要課題はこ
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ういうところが結構あるみたいなことを、結構詳しい人とか。あとは例えば、高等教育の

一般的な流れとか。だから例えば国立大学に例えれば、普通に若手とか入れて、課長補佐

クラスの人とかこういうことやって。例えばこういうのは文科省から、異動官職で回って

くるような人たちがやったりしたりすると、なんかうまく回るのかみたいなところも思っ

たりするわけですけども。そういう感じのものを、要するに 1 人で持たずに、チームで持

ってれば、別にある程度 IR回るんじゃないのか。それは、テレンジーニさんの話で、これ

は本当は日本流に作り変えなきゃいけないんですけど。まだそこまでの作業が進んでない

のでアメリカの文脈っていうか、アメリカの状況と日本の状況、結構違うところがあるの

で飲み込みにくいところと、なるほどっていうところがあるかと思うんですけど。それが

インテリジェンス三つの話でございます。 
 
Q21-2：IR の指標を設定する上で、どの程度世界大学ランキングの指標を考慮してますか。 

嶌田：うちは全然、全く、中期目標計画の指標だけで手いっぱいみたいな感じなんで、全然やっ

てないですけど。なんかその辺って意識されてます？ 
山本：世界大学ランキングの話題を出される大学は限られているかと思うんですが、大学の強み

や弱みを把握する指標の一つとして活用しています。特に世界大学ランキングは『QS』に

しても『Times』にしても、研究に関することの指標の比率が高くなっていますので、教育

面よりは、研究面での現状把握に活用します。例えば、今の大学はどのレベルにあるのか。

論文数や国際共著論文数などから把握したり、ランキングが似ている大学さんと比較した

りすることで、分野での違い、例えば本学はどこが強くて、相手大学さんはどこが強いの

かというデータです。そういうのは IRでも確認してます。指標については中期計画にも大

ざっぱな到達目標は載っていますが、そこからはこういった分野で、ここの部分を注力し

ていくという戦略の立案において、その大学がおかれた背景に寄りますが，ランキングの

指標は使いやすい部分もあるのかなとは思います。 
嶌田：だから、例えば国立大だったら、文科省に受けがいいようなものをやっぱり上位に入れた

いところはあります。やっぱりこれが上がるといいっていうところはありますね。だから

やっぱりその辺の見せ方みたいなものっていうのは、先ほど、どこまでお化粧していいん

ですかみたいなところあるんですけど。やっぱりお金につながったり、学生がハッピーに

なれるような要因につながるんだったら、もうそれって別にやってもいいのではと僕は思

うので。そんなところでも、指標のいろいろ設計していただければと思います。 
 
 
Q22：ある部署でのデータ解析と IR のデータ解析結果に齟齬が生じることはあり得るのでしょ

うか。またそうした事態があった場合の対応について、ご示唆いただければ幸いです。 

嶌田：例えば入学課がこうやって分析しましたってところと、IR で分析しましたみたいな話で、

結果が違うみたいな話になったら、どうやって折り合い付けますかみたいな話かと思うん

ですけど。基本、入学課がやってるやつは、別に手を出さないです。入試区分とその後の
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学生の生活状況や成績をつなげてみてくれみたいな入学課が持っていないデータのところ

まで広がったやつとか、あとは入学課だけでは対応できない、いろんな他のものも併せて

見てみてみたいな話だったら、対応します。入学課だけでできる話だったら、入学課でや

ってもらういます。だから多分、似たようなことはやらないっていうか。あんまり被らな

いですよね。 
山本：そうですね。 
嶌田：あまり、傾向違うみたいなことはない。むしろ傾向の違いが出たら、何で違うのっていう

ところを議論して掘り下げていけば、もっと面白い話になるんじゃないのかっていう気は

します。 
山本：今、嶌田先生がおっしゃったことは、そのとおりです。全く違うことはあまりないですけ

れども、なんか違うみたいな時はありますよね。大体データの取り方が違うとか、データ

の集計時の定義が違うとか。例えば外国人留学生の分析をしましたっていう場合，外国人

留学生には交換留学生までも含めてるのか。外してるのかとか。そういったところで、そ

の分析の分母も違ってきますので、比率も異なって示されてしまいます見解が違ったとき

には、取りあえずお互い話して，どこに違いがあってそれは違っていてもよいものなのか，

修正すべきものなのかを確認することは必要でしょう。 
嶌田：だから実際その部署と、あの部署を出し抜いてやろうみたいな感じで IR やることはない

です。普通その部署と相談しながらやることが多いので。だって、データその部署からも

らってるわけですから。抜け駆けはしないですね。 
 
 
Q23： 近学内限定で IR 室が作成するレポートの公開を始めましたと。レポートを作成する要

素として、学内共通的に教職員の関心を引くものがあったら教えてください。（とりあえず関心

を引いてみていただきたいので） 

嶌田：そうするとやっぱりショッキングなデータです。だからこれまずいっていうところじゃな

いですか。 
山本：そうですね。あと、数枚のグラフを連続して示してプレゼンするという機会がない場合も

多いと思うので、プレゼン同様のストーリーを作って見せるということはあります。先ほ

どの女子学生の比率も、1 表だけだと、なかなか真実が分からないので、例えば学部別の

女子の比率を出して、学部名消し、あなたの学部の比率は分かりますかというクイズを取

り混ぜ、現状はこうなってます、また他大学同学部との女子比率は分かりますか、ライバ

ル校との違い知ってますかという問い掛けもレポートに含めるのです。読んでもらうよう

な形のものは手が掛かるんですけど。 
嶌田：あと結構盛り上がるのは、やっぱり入試絡みって言ってました。うちに来なかった学生は

どこへ行ったみたいな。そうするとあそこに勝った負けたみたいなところは、結構盛り上

がるっていう話なので。だから、結構みんな食い付きやすいみたいなところで勝負すると

いうか、要するにあそこには負けたくないみたいなところとどうなのかとか。そういうと

ころのって結構下世話なほうが 初はいいのかって気もしますけど。あんまりやり過ぎる
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と、あそこはゴシップでも探ししてるのかみたいな話になるので、そこはほどほどにって

ところもありますが。 
 
 
Q24：初めて見るグラフもあり、これから数多くのことを勉強していかなければならないな、と

実感しました。実際の業務は始まっていませんが、できることから準備をしていきたいと思いま

す。そこで質問です。データ収集時に設定する基準で、注意すべき点はどのようなことでしょう

か。 

嶌田：データ集めるときに、もうフォーマットが決まっててこれに埋めてくださいって Excel を
送るとして、気を付けなきゃいけないのは例えば手持ちのデータがあったら、それを使って

データを埋めて、ここだけ入れてくださいっていう感じで送らないと、「データ持ってるん

でしょ？」っていう話に。なんでわざわざ全部入れさせるのっていう話にはなりかねないで

すね。あとフォーマットがうまく定まってないんだったら、九工大さんは、備考欄を充実さ

せて何かあったらとりあえずみんな備考欄に入れてくださいみたいな感じで。そういう感じ

で、少しゆるめに作っておいて。だんだんはっきりしてきたら、定形化していくみたいな。

だから何かそんな感じのこと言ってましたけど。何かどうですか。 
山本：そうですね。違う視点から、依頼してデータを集めると、その部署の個性が出てしまって、

データの連結がうまくできないんです。なので、なるべく各部署から集めるという方法は少

なくする方法を採用しています。大学全体の基幹データベースからデータをコピーして使う

という方法にシフトさせてます。今は 8 割ぐらい、基幹データベースから IR のサーバーに

落としています。各部署のエクセル管理でしかやってないものだけを各部署から収集するこ

とで，データ定義の不揃いを 小限に抑えることができます。 
 
 
Q25-1：学生数等は原則として 5 月 1 日現在のデータを使っているかと思いますが、10 月入学者

が増えてくることにより、実態と異なってくることが想定されると思います。例えば 10 月 1 日

時点でのデータ等も収集したりしているのでしょうか。 

嶌田：10.1 のデータも適宜集める感じです。秋入学対応。秋入学は確か文科省で多分結構、調査

票の中に入ってくるので。多分 5.1 と秋入学対応の、あれ 10.1、11.1 なんですか。その辺

のところは結構入れた記憶があります。 近、数表いじってないんですけども。そんな感

じ？ 
山本：そうですね。本学でも 低年 2 回はデータを更新し、蓄積しています。 
 
Q25-2：本学では、授業アンケートは教務課、学生実態調査は学生課。卒業後調査はキャリア支

援課が実施していますが、一般的にアンケートを取りまとめる部署っていうのはあるんでしょ

う。 

嶌田：それでだからうちの場合は、結構その辺がばらばらだったので。IR 室二つに分けて、教
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育関係の IR 部署を作りました。全学教育機構総合教育企画部門っていうんですけど。そこ

でアンケートに関しては一元的に管理しましょうってことで。学部さんがそれぞれやって

たアンケートも全部引き上げて、基本的には全学統一項目でやりましょうみたいな感じで、

一元化を進めています。合わせてデータ集計もこちらで全部やるので、学部さんとしては、

むしろ面倒くさくなくなったからラッキーみたいな感じで、結構喜んでいただけたところ

はあるんですけれども。たくさんのデータいきなりもらったので、パンク気味なようでご

ざいますので、どうしようかみたいなところはあるんですけども。だから一元化するのは

いいけど、その後のことは考えたほうがいいってところですね。やっぱり人の手当がない

ときにそれやっちゃうと結構大変っていうのがあるかと思いますが。 
山本：アンケートの集約は、どちらの方法をとる大学が多いんでしょうかね。私たちの IR では

行っていません。IR 室のミッションにもアンケートを行うことは入っていません。いわゆ

る、あるデータを分析するという視点では、学生部などの他の部門で行っているアンケー

トをデータをもらって、IR のデータと突き合わせるということはありえます。 
嶌田：だから、やることがなかったり、人の手当がつきそうだったら、うちで取りまとめて、一

元的にやりましょうっていう話を。もしくは、やるから人くれっていう話でやったりする

ような話だと思うんですね。要するに人はいない、兼務だけでやるけど、全部まとめてや

りますみたいな話になったら、単に仕事増えるだけなので。結局そこのところは、実際働

く人の労働環境を踏まえて考える話かと思うので。理想としては、例えば一元化してれば、

確かにそのデータ項目の管理とか、データ処理とかも多分楽。すぐに手元にデータあるの

で、いろいろ連結することも可能。だけど、それぞれ取ってれば、結局いつの間にか項目

変わったりとか、そういうこともあるので。そういうところは IR的には困る場合もあった

りする。だからメリット、デメリットいろいろあるわけです。ただ余裕がないならそのま

まそっとしておくのがいいという感じはいたします。 
 
 
Q26：元データを収集・入力する事務部局と、IR 室等は分業の形態になりがちだと思います。

特にデータ提供する側が共同作業を行ってるという価値観を持てるような作業形態とか手段はあ

りますか。 

嶌田：要するにその提供する側が、忙しいときに限って、IR がデータ求めてくるみたいな感じ

で向こうもいやいやデータ出してきてみたいなじゃない感じですよね。データ出す方として

も出したデータがこうなったって、例えばグラフとか示してもらったりするとかそういうも

のがようのではないでしょうか。昨日とある大学さんと立ち話してたら、とある大学さんは、

データ提供した部署の人に作ったデータやグラフとかをウェブで見られるようにしてて、そ

うすると結構、「こうなったんですね」みたいな感じで喜んでくれてみたいな感じだったそ

うです。だから、やっぱり自分が提供したデータが活用されてるとか、自分でも見られるみ

たいな感じで、自分にメリットあれば、多分一緒にやろうって話になるわけですけど。なん

か、いつもデータむしられるだけで、何の音沙汰もなければ、なんであそこに手伝わなきゃ

なんないの？みたいな話なると思うんです。だからそこってやっぱり、人としてみたいなも
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のの問題です。だからやっぱり持ちつ持たれつ、そこはやっぱり。こっちからもご厚意。向

こうのご厚意を出してもらったら、こちらもご厚意で返しましょうみたいな、そういう話か

と思うんですけど。 
山本：もらうデータについては必ず返すということは基本です。ただし，立ち上げ期はデータが

必要になるので、私たちは例えば学部の事務室等の入力部署のデータ入力方法を一切変えな

いっていうことも大切にしてきました。IR ができたことによって、入力方式を変えるとか、

新たにそのデータを加工して提供する業務が発生しないように、データ収集の方法を考えま

した。データの入力部署はいつもどおりに業務処理してください。そこから自動的にサーバ

ーにデータが溜まりますので、。そのサーバーの中で IR が分析しやすいように項目変えた

り、新しいマスターを作ったり、分析できるデータに加工することにしました。ですので、

今、凡そ学部担当者からすると、自分たちは何もしてないのに、突然 IR からレポートが届

くというイメージだと思います。 
嶌田：多分現場の方々は、別に IR にデータ提供したいから、データ集めてるわけじゃなくて。

自分たちの業務に使いたいから、データ集めてるわけです。そこを IR の都合だけで、ここ

を変えてくれみたいな話をしたら、ちょっと待ってくださいって話になるわけですね。当然。

だからなるべく、寄り添えるんだったら、その部署が業務やりやすい形で、データ集めても

らって、その分け前を少しもらうみたいな。どうしてもここは分けていただきたい、二つに

分けて集計していただきたいみたいな感じのところは、やっぱりお願いベースになってくる

ので。やっぱりそうすると、いつも困ったときに IR は助けてくれてるし、みたいな感じのこ

とがあれば、多少無茶ぶりしても、助けてくれるとは思うんですね。だけどそういうんじゃ

なくて、例えば何かお願いするのもいつもメールばっかりで。たまには担当者頭下げにこい

よなあ、みたいに思っているような感じだったら、言うことは聞いてくれないわけじゃない

ですか。だから、結局やっぱり営業なんです。問題は。結構人としてみたいなところが重要

かと思うので。取りあえずメールで済む話だったら、電話。電話で済む話でも、行くのがい

いかなって感じはいたします。 
 
 
Q27-1：ファクトブック（データカタログ）の活用方法。実際はどのように活用してますか。 

嶌田：うち、ファクトブックまだ途中、前半部分っていうか、大学概要をまとめたところしか作

ってないので。ファクトブックって、あんな感じですもんね。 
山本：そうですね。 
嶌田：うちも後半部分に、大学の戦略形成に沿った形のデータ集みたいなものも作ってて。それ

で今鋭意作成中という感じで。だからそういうの出てきて、取りあえずみんなみてくださ

いみたいな感じに今進めているような感じです。 
 
Q27-2：BI ツールは利用したほうがよいですか。 

嶌田：あれば便利か。でもしばらく Excel で何とかなりますみたいなところはあります。あった
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ほうが、あればあるに越したことはないですけど。まず Excel みたいな。 
 
 
Q27-3：レポートや情報（データの二次利用）が進んだほうが活用が進むのですか。 

嶌田：結局 IR でデータ取りまとめて、学内でそのデータを使うという二次利用が進むような形

でやるといいのかどうかっということなのですが、多分一番楽なのは、外から調査ものが

来ました、とにかく IR に取りあえず投げる、そうすると大体埋めてくれて戻してくるって

いうのが自分が担当課だったらそのほうが楽ですね。「二次利用でどうぞデータ使ってく

ださい」って言われるぐらいだったら、専門家が入れてくれっていう話になるのじゃない

のですか。どっちが楽ですか。ただそれをやろうと思ったら、IR に専任の人がいないと無

理です。兼務の人たちだけだったら、そんなことできないので。要するに IRにどれだけ人

的リソースを割くんですかっていうところです。人的リソースをこれだけ、例えば、正規

職員 1 人分付ければ、これだけ楽できる。そことのバランスの取り方になってくるわけで

す。だからそれって、何を IRに回すんですか。回して何を楽したいんですかって話です。

そこのところの戦略性の問題になってくるかと思うんですけども。どうですか。 
山本 そうですね。これ多分、二次利用のところは、調査系の部署と IR の部署が一緒なのか、

別なのかというところでも作業の方法や内容は変わってくると思うんです。調査系の仕事

を IR が請け負うという形式だけでは IR 本来の仕事ができなくなるという可能性もありま

すので、IR がデータのプロとしていかに調査部門が必要としているデータを支援できるの

か工夫する必要があるかなと思います。定例的なデータはすぐに出力できるようにしてお

けば，調査部門が学部等に聞く手間を省くこともできるでしょう。ただし，先生のおっし

ゃるとおり、IR 室にどれだけ人的なリソースがあるのかというところで、仕事量も変わっ

てくるので、IR が保持していないデータについては、調査ものといっても支援は難しいで

しょう。IR が保持しているデータに限りデータ提供するということがいいかと思うんで

す。 
嶌田 そうですね。そんな感じでございます。 
 
 
Q28-1：（明治大学山本様向けに４問）教学 IR と経営 IR との線引きは行わないということでし

たが。教学企画事務室と評価情報事務室はどのような連携を図っているのでしょうか。 

山本：教学企画部という中に、企画の事務室と評価の事務室があるということで、もともとは学

長室という名称で事務室も分かれていませんでした。機能としては大学部門の事業計画の

策定が企画の業務で、その進捗管理が評価の業務になります。連携といっても、隣に座っ

ているので、日常会話の中で業務上の相談は可能です。事務職員同士ですので、連携のた

めにオフィシャルな手続きはありませんし，場合によっては，私も企画の仕事をすること

もありますし，会議体にも一緒に出てたりしますので。そんなに違いがないといいますか，

実態としては、常に一緒に行動している感じです。 



嶌田 敏行・山本 幸一「IR 入門のための Q&A」 

101 

嶌田：うちは、建物も違うので大学戦略 IR 室は事務局の本部棟で、僕らは共通教育棟っていう、

学務部などと別の建物にあるので、結構、数百メートル離れている所にありまう。ただ連

携はいろいろしております。だから連携なしっていうのは、あり得ないと思うんです。そ

ういう IR関係、数字扱ってる所で、あれどうなってるのみたいな話は当然やっています。

だから IR って多分、内に籠もる話はあまりないんだろうって感じです。 
 
Q28-2：データ定義表の項目のうち、分析軸、分析軸の詳細、分析軸定義の例を教えてくださ

い。 

山本：データ定義表で苦労したところが一つありまして。今までお話したんですけど、外国人留

学生数とか、海外派遣学生数が各部署ごとに異なるのです。国際部が出すものと、学部が

集計して出すものと。企画課が集計しているものなどが全て異なる状況がありました。そ

こで。例えば外国人留学生数では、こういう A パターンの数え方、この文書のときには B
パターンの数え方、というように出力パターンの定義を協議しました。例えば詳細に分け

ていったら、私費と国費に分かれますとか。交換と正規に分かれますとか。そういうよう

なところ、外国人留学生数とはこの表ではこのパターンの数え方ですよ、ということが分

析軸定義に記載されます。分析軸は、例えばそれを性別で見ますとか。学年別に見ますと

か、いわゆるデータベースの切り口を記載します。。分析軸の中で複雑なものがあります。

分析軸の詳細には、例えば先ほどの外国人留学生の A パターンについて，さらに出身国別

に見ますといった場合に、国別で見る場合と、地域別、つまりアジア、ヨーロッパなどで

分ける場合もありますよね。その場合、アジアには、どの国まで含めるのか、アフガニス

タンってアジアなのか等を記載しておくところが分析軸の詳細です。そんな形で使い分け

をしています。 
 
Q28-3：IR の理解や使い方を広めるために、FD と SD の機会があった際には、どのようなテー

マでどのような方を対象に行ったのでしょうか。 

山本：嶌田先生の所もあるかもしれませんけれども。私たちは IR についてはファクトブックそ

のものを提供し、説明することが、IR に関する理解につながると思っています。IR に関

する全学的な SD、FD は特別には行っていませんが，ファクトブックをもって各学部を回

ったりすることで IR の理解、IR の使い方も広まっていると考えています。ファクトブッ

クは、主に理事会や学部長会などの意思決定をする、権限がある人に集中的に説明をして

ます。全学的には配布はしておらず、原則、部長職以上と理事者、教員でしたら、学長、

副学長、学部役職者だけに配布しています。個別の FD・SD については、FD については

新任教員、SD については新任職員のところで、そのファクトブックの内容の説明もして

ます。。一般職には配布はしていませんが，学内のネットワークで閲覧できるようになっ

ています。 
 
Q28-4：データベース、ツールはどのようなペースでそろえていったのでしょうか。そのときの
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課題や苦労された点を教えてください。 

山本：先のご質問への回答に重複する部分もありますが、必要に応じて揃えていいたように思い

ます。データベースは、さまざまな方法があるかと思いますが、私たちは大学全体にある

大きな基幹データベースをコピーして IR用のデータベースを構築し、そこで分析していま

す。初年度は教員データだけでしたが，２年目に学籍データ、３年目に成績データ、入試

データ，進路データなど，データベースの構築はスモールスタートで、要望を聞きながら

必要なデータを毎年少しづつ蓄積していく方式を 小しました。必要なものを必要なとき

に少しずつ、年度応じて増やしていくというのがスライドでお示ししたとおりになりま

す。 
 BI ツールも先ほど少しお話が出てますけれども、必要に応じて導入したということです。

データが大きくなって、エクセルで対応できなくなったというところが発端になっていま

して。幾つか試しながら、これ良さそうだというようなところを決めたというような経緯

です。 
 
Q28-5：IR 室が何でも屋になってしまう可能性があり、懸念している人がいます。そういった懸

念についてはどういった対応のポイントがあるのでしょうか。 

嶌田：どっちの人ですか。IR 室の中の人が懸念してるんですか。何でも屋になっちゃうという懸

念について、どのような対応のポイントがあるのでしょうかってことなんですけど、IR 室

の業務って何ですかってところが、例えばその組織規則とかに、すごい玉虫色で書いてあ

ったら、多分何でも付けられちゃう可能性があるわけですね。結局、どうせそのうち、そ

のうちっていうか、事務職員が担当していれば、結局、超勤の時間で分かるわけじゃない

ですか。これはやらせ過ぎだろうっていうのは分かる。だから、ほどほどになるように是

正が入る。これ以上やると、まずいとなれば、上がちゃんと管理しなきゃいけない話でし

ょうと思うので、何でも屋になっちゃうとか、別にほどほどの労働時間の中だったら、別

に何でも屋になったって構わないわけですね。だからそれはもう、どういう運用をしたい

のかということです。ただ、はっきり言って、倒れるぐらいやらせちゃうのはどうかと思

うので。ですので、そういった懸念について、どういった対応のポイントがありますかっ

てのは、やばいと思ったら労基に云ってくださいっていう感じです。 
 
Q28-6：本学では BI ツールやシステム基盤の整備等が先行してしまい、分析する内容や目的、

活動の方針、認識の統一がおろそかになっています（という気がします）。「整備した」「ツール

を買った」という実績に走らないようにするために議論を促すには、どのようにすればよいので

しょうか。 

嶌田：いわゆる、多くの場合先に箱物なんです。整備した、ツールを買ったといった実績に走ら

ないようにするには、どのようにすればいいでしょうか。議論を促すには、どうしたらい

いでしょうかってことなんですけど。やっぱりデータベースは買いたくなるんです。なん

かデータベース入れたら、やった感が出てくる。あと、BI ツールとか入れると、やった感
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が。でも、重要なのはやった感じゃないわけですよね。だから必要なのは、やっぱりいろ

んな部署から見て、IR がいてくれて助かったみたいな、そういう日常的にみんなの役に立

ってるみたいなところってどういう風にやるか。だから、内部質保証なんかで、例えば学

部でやってる分析。例えば、その授業アンケートの分析とか。例えば学部ごとに学生生活

の調査とか、卒業生とか企業に調査してれば、ローテーションで当たっちゃった先生がや

るみたいな感じですね。そんな感じのものを例えばこちらで一元的にやりますみたいなこ

とになれば、学部さんとしてはその分リソース空くわけです。やっぱり改善する余裕、皆

さん、どこの大学だって改善する余裕なかなかないわけですから、IR でできる仕事だった

ら、IR のほうで引き取るから、だったらその分先生方がデータ見て議論してくださいって。

そういう感じのトレードが成立するかどうかってことだと思うんです。だから要するに、

その楽した分、楽できる分だけ、教育改善に当ててくださいっていう、そういう構図を上

の人が描けるかどうかっていうことになってくると思うのですね。だからとりあえず箱物

の魅力っていうのは確かに分からなくはないんですけれども、それは全く先に進まない話

なので。だからどれだけ IRがルーティンワーク持ってますか。ここは一つのバロメーター

になります。だから 1 日 8 時間、正規だと 7 時間 45 分、労働時間があるわけですけど。そ

のうちルーティンどのぐらいありますか。アドホックっていうか、その場その場でやらさ

れてる仕事が大半だとしたら、結構リスキーです。リスキーっていうか、要するに本当に

活用されているのかどうか分かんないです。ある日、仕事来なくなる可能性があるわけで

す。だけどそういうのを、いつも毎年これをこうやってるから、毎年やろうみたいな話に

なるかどうか。要するに IR って地味な仕事なんです。だって主役じゃないわけですから。

溶け込めば溶け込むほど、多分ルーティン的な仕事が増えてくるので。多分非常にマンネ

リ。美しいマンネリズムに支配されていく仕事ではあるかと思います。でもそれって、あ

る意味、IR が定着したっていう状況なわけです。だから IR 定着したいっていうのは、何

ですか、そういう激しい日常からどんどん離れていく、地味な生活が始まっていくわけで

すけど。そういうのが幸せなときもあるので。いろいろ考えていただければと思います。 
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IR 入門のためのグループ討論・各班からの報告とコメント 

 

 

１．目的と進行 

 グループワークは，本セッションの趣旨から，各大学の IR 業務に関する現状を共有する情報

交換を中心としました。８班のうち，IR 業務未経験者のグループが２班ありましたので，この

班には講師もメンバーとして入りました。ワークの進行は，事前に参加者がまとめた所属大学の

現状と課題を報告することからはじめ，各グループでメンバーの大学の進める IR の現況を共有

し，各大学の抱える課題について，その解決策を探りました。 後に各グループから討議内容を

報告し，各グループの討議内容を全体として共有しました。 
 
２．各グループからの報告とコメント 

１班： 
星薬科大学の輪千と申します。よろしくお願いいたします。わが班では、まず全員の自己紹介

兼ね、大学の IR の状況につい話した中から、大学によっては IR の認識のされ方が違うというこ

とを共有しました。特に評価系と IR が一体化している大学と、全くそうでない大学がありまし

た。ほとんどの場合、評価系の業務が優されて、IR の活動は、何をしたらよいのか分からない

状態になっているようでした。また，執行部の方の IR に対する認知度が低いのではないかとい

う意見もありました。この他，IR の担当者は，ほとんどの場合、兼務ということで，兼務であ

りながらうまく業務を運営できないかというようなことを検討しました。データについて、卒業

生データは重要なものの，収集が難しいというような話題が挙がりました。以上です。 

嶌田：はい。ありがとうございます。IR も評価もあまりやってること変わらないと思うんです。

今度、内部質保証の話になってくると、要するに継続的な改善が求められます。授業の単

位で先生方も改善する、学科も改善する、学部も改善するみたいな話になったときに、そ

このところに定期的にどういうデータをお渡ししますかみたいなところがポイントになる

かと思います。内部質保証システムは、認証評価だから評価の話ということではなくて、

IR がどんどんデータをフィードしなくちゃいけなくなってくるわけです。そういうデータ

提供、流通をきちんと継続的な仕組み、つまりシステムとして運用できるんであれば、そ

れが内部質保証システムという話になってきます。そうなると、評価と IRっていうのは、

反目し合うわけじゃなくて、もう協力してやるしかないっていう感じになってきます。 

山本：そうですね。私は評価と IR と両方を担当していますが，委員会は別になっていますす。

ですので，IR の立場、評価の立場は別になります。分けて業務を行うことだからこそ浮か

んでくるアイデアもあるかと思いますので，役割さえしっかり考えて業務を行うことで，

双方に利点はあると思います。 
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２班： 

京都大学の野田です。よろしくお願いします。2 班は構成員の方が、国立、私立、公立と分か

れ、また所属も大学の方と法人の方とバラエティーに富んでいました。いろんな話題がありまし

たが、3 点、ある程度共通的に挙がってきたところをまとめました。1 点目は、トップの意識と

いうことです。トップが IR に過剰な期待をし過ぎで，「改善策まで考えてくれ」というような

ことを言われて、それは困るという課題です。2 点目は、データベースを含めて、組織のインフ

ラがうまく整備できていないということです。なかなか IR の必要性が認められない，もしくは

予算の問題もあって，うまくいかないという点です。3 点目は、人の部分で、ジョブ・ローテー

ションで人が入れ替わって、ノウハウが蓄積されないということです。個人的な IR スキルとい

うのが個人ベースで勉強していくしかないので、活かしにくいという話をしました。以上です。 

嶌田：ありがとうございました。多分そのジョブ・ローテーションで IR 担当が変わっていくっ

ていうのが、多分アメリカと日本の IRの大きな違いです。アメリカが専門職でやってるの

に対して、日本型 IR の一つの特徴が常に新たに IR 担当者になる方が一定の量いらっしゃ

るということだと思います。だから多分こういう感じの初級者向け、そして初級から上が

ってきたっていうような方への情報提供と、その相互研鑽の場の提供が重要になってくる

と思っています。また例えば、中級くらいにはきたのでもっと勉強したいって方にどうい

う教育プログラムを我々としても提供できるか。そこのところはいろいろ考えていきます

ので、こういうことを学びたいみたいなことは 後はアンケートに書いていただければと

思います。 

山本：ジョブ・ローテーションは、事務職員で担っていく部分については気にかかるところです。

しかし，IR 業務をあまり特別視しないで、例えば，研究支援業務でも、学生補導業務でも、

ある程度は学ばなければいけないことが常にあります。その一つとして、IR にも必要な能

力があり，学習も必要だと捉えていったら、そんなに気負わなくてもよいのではないかと

も思います。 
 
 
３班： 

筑波技術大学の岩澤です。3 班の報告をさせていただきます。こちらの班は比較的、IR の組織

をこれから立ち上げる、または立ち上げて年数が浅い大学の担当者で構成されていました。研修

前に、皆さんが書いておられた課題について，ほぼこの研修の中で解決はされたというものもあ

りました。お話をしていた中で、ルーティンワークは、そこそこ引き継いでいけるのですが，突

発的な依頼については、その人のスキルで対応してしまい、後輩や後任者につながらないという

ことがあるが、それをどうやって解決したらいいんだろうという話がありました。それぞれが明

確な依頼を受けるに当たっては、やはり明確に指示を残して、その上で記録自体取っていったほ

うがいいだろうというようなお話がありました。そのためにはやはり、上司の理解があること

で、仕事を長く続けられることになろうかと思います。以上です。 

嶌田：ありがとうございました。そうですね。ある時だけ「なんかすごい頑張っちゃう人」が来
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るとと、後任の人が結構大変な思いをするっていうのは、もともと僕も事務採用ですから

分かります。それやっちゃうと結構大変なので、僕は多分、それで事務ローテーション、

から外されて、教員のほうに組み込まれたんじゃないかと思ってます。だから恐らく本当

は専門職みたいなのが必要だと思います。事務の人が勉強して、そういう専門職になるの

もありだし。教員のほうが、要するにいろいろ一般的なことも学んで、専門職になるのも

よいでしょう。だからそういう専門職をどう養成するのか、多分、その辺の議論が今後や

っていかないと思います。課題の内容によっては、教員と事務でお互いに、帯に短し、た

すきに長し状態になっちゃってる気もしますし、結構難しい問題かと思います。 

山本：業務の引き継ぎを考えたときに、私たちの一番の商品はデータです。ですので，ご議論に

ありましたように，データの形を分かるように残していかれること，またアウトプットと

して作成したグラフの作成プロセスを残しておくことが重要です。特にグラフは複数の生

データを複合させて作ったものが多いので，どのように作成したのかを残していく，また、

それを皆さんにも分かるようにしておくというのは大切なことだと感じています。 
 
 
４班： 

山梨大学の奥脇と申します。4 班のメンバーは，私立大学 2 名，独立行政法人 1 名，国立大学

2 名という構成でした。4 班では、課題、現状、今後の展望という三つの切り口で議論、情報交

換を進めました。まず課題としましては、学内の知名度が低いという点がありました。また知ら

れていても、上層部だけで他の教職員からは「何、それ？」という声が挙がる状況にあるという

ことが課題としてありました。現状としましては、主に組織の構成について話し合われまして，

主任 1 名で業務を行っていたり，企画評価部門と IR がセットになっていたりという現状が挙が

りました。また，執行部から課題が降りてこないけれども、「どうなっているか」という話だけ

が降りてくる、いうような話がございました。今後、こういった課題、現状を踏まえまして、学

内でセミナー等を開いて周知を図っていきたい、そんな声も挙がっていました。以上です。 

嶌田：ありがとうございました。丸ぶりっていうか、そうなんですよね。知りたいことがあった

ら具体的に、ちゃんと人を付けてから、そういう話をしてくれればいいんですけれども。

人は付けない、金は付けないけど、どうなってるの？っていうことはよく聞きます。やっ

ぱりどこも一緒なんだと思ったんですけれど。 

山本：どの大学も、大して変わらないところと思います。なかなかトップの理解や、教職員全員

の理解は難しいと思うのです。それは，IR は全員が利用するサービスなのかどうかという，

その大学での位置づけにもあると思います。まず必要な人に理解してもらうことは必要だ

と思います。しかし，全員が同じレベルで理解してもらう必要はないかも知れません。周

知については必要なところから徐々広げていく方法がよさそうに思います。 

嶌田：だから、まず集中的に営業かけていただいて。進んでいただければと思います。 
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５班： 

首都大学東京の塚本と申します。5班で話した内容について，まず IRを担当している職員が専

任なのか、兼任なのかとかいう話がありました。評価業務と兼務なので、IR の担当者は実質的

には 0.3 人分ぐらいだとか、0.5 人分だとか、2.5 人分ぐらいの大学もありました。特に導入時点

においては，専任者がいないと推進するのは難しいのではないかとの課題も伺えました。またデ

ータを集める際の苦労も話題になりました。データベースを導入するとき、各所管で使っている

システムがばらばらだった場合、どのようなデータベースを導入したらいいか。また，そのデー

タベースにはどのような BI ツールが必要になるのかどうか，選択にあたっての判断基準がなく

て困るという話題もありました。また IR の目的について、どういう目的で行っているのか情報

交換しました。教学 IR に絞った目的だったり、特に定まった目的はなく都度都度学長のオーダ

ーに答える IR だったり、それぞれの大学が必要に応じて、目的をもって IR が導入されたという

ことを共有しました。以上です。 

嶌田：ありがとうございました。0.5 人しかいない IR 部署で何ができるのかっていう話を 3 月に

京都で報告したんですけど要は結局、何と組み合わせるかなんです。評価と組み合わせれ

ば、0.5 人でもいけるかどうかなどの考察です。学生調査メインなら学務系と組み合わせ

れば 0.5 人でいけるでしょうし、IT 系と組み合わせれば、データベースなどカバーできる

と思います。そんな感じで、どこと組み合わせるといいのかみたいなところは戦略性が結

構高いかと思います。あとデータベースに関しても、結局無理やり統合データベースを作

る必要はなくて、あのデータはあの部署がこういうふうに持ってるみたいな情報をまずは

持っていればなんとかなります。だからあとはデータ間をつなげられるキーデータさえあ

ればいけるかと思うんですけど。どうでしょう。 

山本：データベースを構築する話題もありましたが、そのような場合は詳しい人がいないと判断

が難しい事項が多いと思いますので，そこは，組み合わせでの業務になると思います。IR
サイドはデータベースを使う側になりますので、使い手としてデータベースの構築に関わ

ることになると思います。1 人悩む業務ではないように思いますので，IR の位置づけや時

期に応じて，業務の組み合わせが必要でしょう。 
 
 
６班： 

首都大学東京の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。6 班の構成は，IR を立ち上げた

ばかりの大学と、これから検討していく大学に分かれておりました。それぞれの状況について、

情報共有をしたところです。主な話題としては，まず事務職員の体制について、教員と職員が一

緒の組織になっている大学もあれば、職員だけの大学もあったり，またバーチャルな兼務だけの

組織もあったり，大学によって異なっていることを共有しました。組織によって進め方も異なる

はずなので，そういう点で難しい点もあるという話になりました。次に IR を活用してもらうた

めの知名度とか周知の問題がありました。今日の講演で、インパクトのあるデータを示したほう

がいいのではないかとかいう点などを参考にしました。また、実際の事務職員と教員に役に立っ
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たと実感してもらえるようなデータを提供できれば、もっと浸透するのではないかというよう話

がありました。以上です。 

嶌田：ありがとうございました。IR オフィスができたから、なんか仕事が減って、楽になった

って実感。あとは要するに、IR オフィスが、いろいろデータ出してくれて、可視化された

グラフとか出してくれて、仕事が楽しくなった。自分らがやってることっていうのがどう

なっているのかっていうのが見えてきて、自分の仕事に対するプラスアルファがあったな

ど、そういう楽になった、楽しくなったみたいなところに、貢献できるようになっていく

と、IR オフィスつくってよかった、あの部署を作って正解だったみたいな話になるのでは

ないかと思います。あまり滅私奉公っていう意味でやらなくてもいいんですけど、多分、

IR でやったことが、すごい無駄になってしまっている、中にいる人が損耗する場合、多分

昔の「評価疲れ」と同じになると思います。大学評価が始まって、 初「評価疲れ」とい

うのがかなりクローズアップされました。なぜかといいますと、大学評価やっても、結局

改善につながらない。そうすると報告書だけ作って、徒労感が残る。だから「評価疲れ」

っていうのがかなり問題になった時期がありました。今、このままいくと、「IR 疲れ」み

たいな話が当然出てくるので、だったら、そうならないようにどうしたらいいんだろう、

ということを考えておかなくてはなりません。だから IRのやったことが、一つでも無駄に

ならないようにどうすればよいか。どうせ他の部署がやらなくてはならないことがあるん

だったら、それを IRの仕事にして、とりあえずやってしまえば、少なくとも無駄にはなら

ないと思うんですけど。どんな感じでしょう。いつもむちゃぶりですけど。 

山本：IR 業務は，報告したデータを見る人によっては楽しいもの，役立つものとと思ってくれ

る仕事と思います。例えばグラフでは、見たことないような形だったり，カラフルなデザ

インだったりすると、常に会議資料ばかりに目を通しているトップの人にとっては、IR っ

て何か違うな，面白そうだと感じることもあるようです。面白そうだという点から入いる

ことのできる仕事だと思います。 
 
 
７班： 

石川県公立大学法人の辻村です。7 班につきましては、私の所属する法人の課題についてお話

ししたいと思います。私、石川県公立大学法人の所属ですけれども、石川県立看護大学と、石川

県立大学という農学系の単科大学を設置しています法人になります。昨年度、県の評価委員会の

評価の参考意見としまして、IR 活動を推進する体制を構築しなさいというような指示がありま

して、今、検討を進めているところでございます。「体制を構築しろ」とは言われたんですが、

設置団体の県からは「お金も人も出せない」ということを言われてまして。そういった状況の中、

規模の小さい大学でも、持続可能なものにするにはどういった内容で、どういった体制がいいの

かを考えるのが今の課題です。それに対して、人が得られないのであれば、例えば認証評価のと

きに必要なデータを集めるということを IR に置き換えたらどうかというようなご意見や、ま

た、特別に分析まで必要だと思われるものは、例えば若手職員のワーキンググループで研修を兼
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ねて分析をさせたらどうかとのご意見をいただきました。以上です。 

嶌田：ありがとうございました。IR 業務といいますか、IR みたいな仕事って、実はもう既に大

学でやってるんです。それを財務でも、学務でもどこでもやってるわけです。そういうの

を横串刺すような感じで、まとめてみましょう、とか、いろんなデータ組み合わせてやっ

てみましょうみたいなところが、なかなか今やってなかったところなので、そこを進めた

い、という側面も IR にはあるかと思います。だから IR 業務、IR 機能って、日本の大学あ

るんですかって？、という話ならあるわけです。それをどう高度化していくのか。みんな

の役に立つようにしていくのか。多分そこが今、課題です。だけどそれが、ある必然性と

云いますか、何かやらなきゃまずいってことではなくて、特に目に見える形で困っていな

いけど何かやってくれ、みたいなノリでいくことも多いので、なかなか現場の人が大変に

なってしまうわけですね。別に、大学は困ったほうがいいっていう話じゃないんですけど

も、将来、困るべきところどこですか？、みたいなところから、逆算していって早めに手

が打てるようなものが出せればいいのかと思うんですけど。どんな感じですか。 

山本：そうですね。今日のお話を伺ってると、IR として何をしていこうかというところでした

ので，いろいろご提案もあったようですから、まず、できるものから取り掛かってみるこ

とが大切だと思います。データと対面する中から、ここがこれから危機になるかもしれな

いとか，ここは IRとして分析しなくてもいいかというように焦点が絞られることもあると

思います。そしたら IR の目的を考え直していく方法もあろうかと，お伺いしておりまし

た。 
 
 
８班： 

三重大学の伴と申します。8班では、これから IR室を設置するという大学と，既に設置されて

いる大学に分かれていました。これから設置する大学では、導入のプロセスとか、導入に当たっ

ての留意点を知りたいというご意見があり，既に設置されている大学では、収集したデータの確

実性をどう高めるかというところと，集めたデータをどう蓄積するかという課題がありました。

導入のプロセスに関連して議論したのは、目的の明確化からスタートさせるべきだろうというこ

とです。IR の目的には二つの種類があるということ、他大学との差別化を図る目的と，ある問

題があってそれを解決するための IR があるということを共有しました。 

嶌田：ありがとうございました。データの蓄積って結構重要なんです。要するに再利用可能な形

でいかに蓄積できるかっていうのが重要です。要するに 2 度同じことを聞かなくて済むっ

ていうところにつながっていきます。結局、似たようなことが IR室から何回も照会された

ら、現場の方としては、「え？」っていう話になるんですね。要するに、一度もらったデ

ータは使い倒す。だから使い倒せるようなデータをいかにもらえるかってところがポイン

トになるわけです。だからどんなデータ集めるのかっていったら、なるべく生にちかいも

のがよいのかもしれない。ただ、現場も IRのためにデータ集めているわけではないので、

IR としても結構気を遣ってます感を出すっていうか、僕らはデータをもらわないと結局、
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次の仕事ができないので、いかに迷惑がかからないように、現場に負担掛けないようにや

るかっていうところは非常に重要かとは思うんです。どうでしょう。 

山本：そうですね。IR のために業務が増えてしまっては本末転倒で，業務効率化も IR の役割に

あるぐらいに考えて業務方法を考える必要があると思います。また，今日の議論で、今の

班では、「あなたの大学は何で IR やってるんですか」という問いかけをされた議論があっ

て面白いなと思って聞いておりました。なかなかこういう場でないと、他の大学が何で IR
やってるのかとか、聞く機会もありません。書籍や論文には、IR とは何かって説明があり

ますけれど，実際に皆さんはどうしてやってるのかは，こうしたコンソーシアムの研修等

の機会で意見交換しないと分からないものです。ぜひ本日の議論を、ご自身の大学にフィ

ードバックしていただければというふうに思います。面白いご議論を聞かせていただいて

ありがとうございました。 
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ＩＲ初心者・初級セッション：まとめ 

 
山本 幸一（明治大学 教学企画部 評価情報事務室） 

 
大学評価コンソーシアムでは，評価業務と IR 業務について，相互に大学の意思決定や改善支

援に資する取り組みであるという認識のもと，評価や IR 業務の担当者向けの研修会を開発して

まいりました。殊に，IR業務については，2014年度および2015年度の大学評価担当者集会にお

いて「IR 上級セッション」を設けております。 
本セッションは，昨年度の「評価・IR 実践セッション」における IR 初級者グループでの試行

的な実施を経て，今回，実施させていただいたものです。多くの大学が IR を導入し，データ分

析の実践を試み，データに基づく意思決定を支援しようとする機運が高まるなか，IR オフィス

の立ち上げ期にあり，IR 業務を推進するために十分な知見を得られない IR 担当者も数多くいら

っしゃったことが，セッションを企画した背景としてあります。 
IR 初任者が獲得しておくべき能力や知識は何か，本コンソーシアム幹事会においても，米国

における「IR ルーキー」のための研修プログラムの研究，IR 業務を高度化するための指針とし

ての「大学評価・IR 担当者のために能力段階表（ルーブリック」」の開発と適用状況の調査など

を行い，IR 担当者のための研修プログラムの開発を準備してまいりました。本セッションでは，

同能力段階表の初級レベルの内容を凡そクリアすることを目標に教材を開発しつつ，IR ルーキ

ーに必要な IR 人材のネットワーク構築にも主眼をおいた構成としました。 
今回，本セッションを開催したことによりまして，「大学評価・IR 担当者集会」では，メイン

コンテンツである「全体会」「評価・IR 実践セッション」に加え，「評価初級セッション」「IR
初級セッション」をサブセッションに加えた，担当者のレベルに応じてトレーニングできる集会

にすることができました。また，参加者の皆様には，オプションセッション（「学生調査入門」「統

計初歩」）でも学びを深められた方も多く，今後，この IR 初級セッションの教材内容もさらに検

討を深め，IR 人材育成の一端を担える存在になれればと考えております。 
参加者の皆様のみならず，本報告書をご覧いただいた皆様にも，IR オフォスの立ち上げ期の

考え方，初歩的なデータ分析，レポート作成方法について，ご参考になるとことがありましたら

幸いに存じます。 
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平成 29 年度大学評価担当者集会（H29.8.25） 

「IR 初心者／初級セッション」アンケート結果 

 

 アンケートは、参加者 42 人（うちスタッフ 2 人）中 33 人から回答があった。内容については

グラフに示す通り、参加者の四分の三が「満足」と回答した。時間については、８割が「丁度よ

い」と回答した。今回から、持参した課題が解決したかどうかの質問を設けた。これに対して「概

ね解決できた」が 46％と最も多かったが、「解決できた」、「どちらともいえない」の回答も約

２割あった。初心者にとって内容は概ね適切であったと考えられる。Q&A パートについては参

考になった等の肯定的な意見も多かった一方で、やや駆け足であった、時間が足りなかったとい

う声もあった。ミニワークパートは概ね好評であった。 
（藤井［九州大］） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 満足

25

76%

② 概ね

満足

8

24%

③ ど

ちらと

もいえ

ない

0

0%

④ や

や不

満足

0

0%

0%

満足度（N=33)

① 長い

1

3%

② やや

長い

5

15%

③丁度

よい

26

79%

④やや

短い

1

3%

0%

時間（N=33)

①課題

は解決

できた

8

24%

②概ね

解決で

きた

15

46%

③どち

らともい

えない

9

27%

④あま

り解決

できな

かった

1

3%

0%

課題解決度（N=33)
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アンケート結果の詳細 

ID 満足度 時間 課題解決 回答理由 構成、企画への意見 

1 ②概ね満

足 
③丁度よ

い 
③どちら

ともいえ

ない 

今まで漠然としていて、何から手をつ

けようか、こまねいていた感がありま

したが、とりあえずできるところか

ら、何か一つ形にしていくなかで、部

署を作り上げればいいのではないかと

考えられるようになりました。 

  

2 ②概ね満

足 
③丁度よ

い 
③どちら

ともいえ

ない 

質問回答コーナー、グループワークは

どちらも駆け足の印象でした。どちら

もためになりましたが、もう少し深ま

るといいなとも思いました。 

  

3 ②概ね満

足 
③丁度よ

い 
④あまり

解決でき

なかった 

美しい課題解決策はそう簡単に出てこ

ない。 
もう少し実践的な企画（現物

のデータ処理をする等）があ

っても良いのでは。 
4 ②概ね満

足 
②やや長

い 
①課題は

解決でき

た 

質疑応答の時間が多少長かったかもし

れません。お二人で運営されているの

で、仕分けは難しかったと思います

が。 

初心者用としてちょうどよか

ったと思います。 

5 ②概ね満

足 
②やや長

い 
③どちら

ともいえ

ない 

  何か成果物を出すことを目的

とされないワークはよかった

です。ミニワークも大変ため

になりました。ありがとうご

ざいました。 
6 ②概ね満

足 
③丁度よ

い 
③どちら

ともいえ

ない 

もう少し演習をやってみたかった。   

7 ②概ね満

足 
③丁度よ

い 
③どちら

ともいえ

ない 

他大学の情報を聞けたことは良かった

が、自大学の実情報告のような形にな

ってしまったため、課題解決には至ら

なかった。 

  

8 ②概ね満

足 
②やや長

い 
②概ね解

決できた 
IR 立ち上げ期における留意点の考えを

聞くだけではなく、他大学の状況を聞

けたことでネットワーク作りにもなっ

た。 

  

9 ①満足 ②やや長

い 
②概ね解

決できた 
    

10 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
可視化をすることで色々の視点で見れ

ることが分かった。 
  

11 ①満足 ③丁度よ

い 
①課題は

解決でき

た 

それぞれの課題に具体的な回答がいた

だけたので、大変ためになるものにな

りました。 

他の参加されている方の問題

も聞けたので大変よかったで

す。 
12 ①満足 ③丁度よ

い 
①課題は

解決でき

た 

漠然と「IR とは何か」を理解できてい

ないように感じていたが、様々な立場

の方々のお話を伺い、それぞれの大

初心者向けで、内容はとりか

かりやすく、議論で各大学の

細かいお話が伺えてよかった
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ID 満足度 時間 課題解決 回答理由 構成、企画への意見 

学・機関が課題に沿って行うものだ

と、少し解決策が見えた気がしまし

た。 

です。分かりやすかったで

す。 

13 ①満足 ③丁度よ

い 
①課題は

解決でき

た 

IR の進め方が理解できた。 特になし 

14 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
講義とグループワークがバランスよく

設定されていて、多くのことを理解す

ることができました。また Q&A も多く

の大学の課題が聞けてよかったです。 

  

15 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
普段の業務で感じていた疑問や課題を

共有、講師からの回答ももらえたの

で、非常に有意義だった。 

前半の IR とはなにかについ

て、ケースバイケースの説明

があったので、とても分かり

やすかった。 
16 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
AM の後半部～PM の前半部において、

Q&A にすべて詳細に答えていただけた

のが有難かったです。PMのディスカッ

ションについても、ざっくばらんに話

せるテーマ・雰囲気でとてもよかった

です。 

ファクトブックの活用法につ

いて知識やハウツーを得られ

れば幸いです。 

17 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
IR の部署が設置されて、まだ間もない

中で、どのようなことが必要で、どの

ように取り組めばよいか知ることがで

き、先が明るくなりました。誰にお聞

きすればよいのか、どうすればこ○○○
のか、IR コンソーシアムに参加したこ

とで、心のよりどころができたので、

是非ともまた参加させていただきま

す。 

グループワークもとても貴重

な機会で、国立大学の実情を

知ることができ、勉強になり

ました。ありがとうございま

した。 

18 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
課題についてグループで共有できた。

担当方が、回答されたり、コメントさ

れ非常に参考になった。 

  

19 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
解決はしていないのですが、似たよう

な悩みを共有できて落ち込んでいた気

持ちが少し楽になりました。 

  

20 ①満足 ③丁度よ

い 
①課題は

解決でき

た 

他大学の様子が詳しくわかったのた

め、大変ためになった。 
FAQ 的な講義内容が非常に

普段考えていることとマッチ

しており助かった。 
21 ①満足 ③丁度よ

い 
③どちら

ともいえ

ない 

現在、抱えている課題が明らかにな

り、対応策についても光明が差してき

ました。 

タイムスケジュール、講義と

演習の絶妙・巧妙なバランス

によって理解が深まりまし

た。ありがとうございまし

た。 
22 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
  大変有意義で勉強になりまし

た。 
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ID 満足度 時間 課題解決 回答理由 構成、企画への意見 

23 ①満足 ①長い ③どちら

ともいえ

ない 

解決と行かなくとも、課題共有できた

ことで満足でした。 
少々時間が足りなかったので

すが、国公私大の混在での意

見交換はたいへんよかったで

す。 
24 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
IR の目的、分析等を十分理解できた。

今後の活動にとても役だった。 
グループ討議が有意義でよか

ったです。 
25 ①満足 ③丁度よ

い 
①課題は

解決でき

た 

ミニワークについて、わかりやすく取

り組みやすかったです。また、グルー

プワークにおいても新たなネットワー

クを築くきっかけになりました。 

時間・内容ともにバランスが

よく、とても勉強になりまし

た。ありがとうございまし

た。 
26 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
  班が 1 日目、２日目と異なっ

ていて新しい方と交流できて

よかったです。 
27 ①満足 ④やや短

い 
②概ね解

決できた 
他大学の状況や進捗等を確認するなか

で、参考になることが多数ありまし

た。 

  

28 ①満足 ③丁度よ

い 
③どちら

ともいえ

ない 

先生の講義が大変ためになりました。

質問にこたえていただけるので大変た

めになりました。 

  

29 ①満足 ③丁度よ

い 
③どちら

ともいえ

ない 

意見は参考になったが、すぐに本学の

課題解決となるか不明のため 
４，５名の人数でのワーク

は、とても参考になった。 

30 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
参考になり、解決しました。   

31 ①満足 ②やや長

い 
①課題は

解決でき

た 

午前の後半部分での Q&A が少し長かっ

たです。（用紙に感想、質問どちらかに

○をつけるような形式にすると全員分を

読まなくてもよかったのでは...） 

大変、参考、勉強になりまし

た。スタッフの方々、本当に

お疲れ様でした。ありがとう

ございます。 
32 ①満足 ③丁度よ

い 
①課題は

解決でき

た 

基本的な事項の理解が不十分だったた

め、今日の講義ですべて解決・理解す

ることができたので、６－１のように

回答しました。 

初任者には今日のような構成

がよいと思います。 

33 ①満足 ③丁度よ

い 
②概ね解

決できた 
大学 IR の他大学の状況、課題に触れる

ことができた点。（特に、評価対応起因

で、組織を立ち上げてはみたが、学内

の知名度が低く活用されない、データ

収集に理解が得られない、具体の改善

に繋がっているか不明など、これから

組織立ても含めてどのような IR が望ま

しいか考える者にとって非常に有意義

だった） 

全く IR 経験がないことか

ら、具体のグラフ等を示して

いただいて、少し具体の IR
業務を垣間見ることができて

良かった。 
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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・IR 担当者集会を企画

しております。つきましては、ご参加いただいたセッション及び集会全体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させていただ

きます。お名前は公表しません。ご所属は国公私立、関係機関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 国立・公立・私立・他（機関名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

 

１．全体会［C］（24 日午後）について、おうかがいします。 

１－１．全体会について該当する番号に丸をつけてください。 

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 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

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 

１－２．１－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

１－３．全体会のテーマ・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

 

２．懇親会［B］（25 日）について、感想、ご要望があればご記入ください。 

□参加した                     □参加しなかった 

 
 

 

 

３．大学評価担当者集会全体を通して、以下の点についてご自由にご記入ください。 

良かった点 

 

悪かった点 

 

来年取り扱って欲しいテーマ・内容等 

 
 

その他ご意見・ご要望等 

 
 

 

 

裏面もご回答ください 
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４．評価初心者セッション［E］（23、24 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。           □不参加 

４－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

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 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

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 

４－２．４－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

４－３．本セッションの企画「情報交換タイム」についてご意見をお聞かせください 

□参加した                     □参加しなかった 

 

 

５．評価・IR の実践・課題共有セッション［R１］（25 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。   □不参加 

５－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

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 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

課題 

解 決

度： 

①課題は解

決できた 

② 概 ね 解 決 で

きた 

③どちらともいえな

い 

④あまり解決で

きなかった 

⑤解決できなか

った 

５－２．５－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

５－３．本セッションの構成・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

６．IR 初心者・初級セッション［R2］（25 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。          □不参加 

６－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

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 ⑤不満足 

時間： ① 長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

課題 

解 決

度： 

①課題は解

決できた 

② 概 ね 解 決 で

きた 

③どちらともいえな

い 

④あまり解決で

きなかった 

⑤解決できなか

った 

６－２．６－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

６－３．本セッションの構成・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

ご協力ありがとうございました。お帰りの際にスタッフまでご提出ください。 
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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） 
 
○ スタッフ 

嶌田 敏行*（茨城大学 全学教育機構 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） 
 
また、この全体会の実施、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。 
加えまして、ミニワークの教材作成については、以下のみなさまにお世話になりました。 

 
藤原 宏司（山形大学 学術研究院） 
橋本 智也（四天王寺大学 教育学部教育学科／ＩＲ・戦略統合センター） 
白石 哲也（清泉女子大学 情報環境センター） 

 
 
 
*は大学評価コンソーシアム幹事・監査人 
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附録 

 

１．ミニワーク「データの読み方・グラフの特性を理解する」（設問編） 

 

２．ミニワーク「データの読み方・グラフの特性を理解する」（回答編） 



1

データの読み方・グラフの特性を理解する

事例１ 統計データとヒストグラム~平均値について考える
〜 量的変数の中⼼を⽰す指標と、分布を調べる

事例２ 箱ひげ図 〜何に注目するべきか
〜 分布を比べる

事例３ 散布図 〜データを俯瞰し，分類する
〜 ２変数の関係を考察する

大学評価・ＩＲ担当者集会2017 @ ⽴命館大学

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

入試形態 入学者数 初年次ＧＰＡ平均

XX入試 481名 2.3

YY入試 477名 2.5

ZZ入試 542名 2.4

事例１ 集計データの読み方
Ａ学科入試委員会では，入試形態（入試⽅式）の⾒直しをすることになりました。

どのような事実，また特徴が読み取れますか︖

Ａ学科入試形態別 初年次ＧＰＡ平均（XX年度）

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved
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事例２ 箱ひげ図の読み方
Ａ学科カリキュラム委員会では，ダブルメジャー制度の効果検証をすることになりました。

どのような事実，また特徴が読み取れますか︖

履修形態 履修者数
専門と教養 218名
専門のみ 221名
履修無し 216名

GPAの表記
中央値－箱の色
平均値－数値

出典）「エクセルQC館」
http://excelshogikan.com/qc/qc03/bo
xplot.html

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

3

事例３ 散布図の読み方
Ａ学科カリキュラム委員会では，初年次の必修科目の影響を確認することにしました。

どのような事実，また特徴が読み取れますか︖

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved
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1

データの読み⽅・グラフの特性を理解する
（回答例）

事例１ 統計データとヒストグラム~平均値について考える
〜 量的変数の中⼼を⽰す指標と、分布を調べる

事例２ 箱ひげ図 〜何に注目するべきか
〜 分布を比べる

事例３ 散布図 〜データを俯瞰し，分類する
〜 ２変数の関係を考察する

大学評価・ＩＲ担当者集会2017 @ ⽴命館大学

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

事例１に学ぶこと︓集計データとヒストグラム
平均値で判断しない。分布を調べる。

GPA平均 2.3 GPA平均 2.5 GPA平均 2.4
© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved
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事例２に学ぶこと︓箱ひげ図を読む
上位も下位もある。分布を比べる。

性別？
入試形態？
進路希望？

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

3

（補足）箱ひげ図はいくつか種類がある

出典）「統計WEB」 https://bellcurve.jp/statistics/course/5222.html

ひげの上下端が最大値・最小値
となる箱ひげ図

ひげの⻑さを四分位範囲（IQR）の
1.5倍を上下限とする箱ひげ図

外れ値（ Outlier ）とは，データ分布において、他の観測値から大きく外れた値のこと。外
れ値の存在は、データ解釈を難しくする場合があります。1.5IQRの箱ひげ図は、外れ値の
影響を排除するためのものです。左右は共に同じデータを⽰した箱ひげ図ですが、印象が異
なると思います。

4
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事例３に学ぶこと
２変数の関係。まず俯瞰（全体），傾向・分類。

ＧＰＡ低い集団
がある。おかし
くないか（中途
退学が含まれて
いるのでは？）

誤記載，あるい
は異常値があれ
ば取り除くかど
うか検討。

この２項目のみ
離れすぎている。
データ処理にミ
スはなかった
か？

難易度？
成績基準？
性別？
入試形態？

元データに戻り、
内容を確認する。

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

5

（補足） 同じデータの見方を変える
①データを要約する。散布図との違い。
②度数表（集計データ）の良し悪し。

GPA平均の区分
1<=2 2<=3 3<=4 総計

S 2 26 28
A 44 63 107
B 31 250 68 349
C 48 35 83
F 91 10 101

総計 170 341 157 668

数学の評価

数学の評価
F C B A S 総計

3<=4 68 63 26 157

2<=3 10 35 250 44 2 341

1<=2 91 48 31 170

総計 101 83 349 107 28 668

GPA平均の区分

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved
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