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R4.8.29 
 

IR 組織・⼤学評価組織の状況を点検するためのルーブリック（たたき台） 
 

とりまとめ 嶌⽥ 敏⾏ 
 
１．はじめに 
 個⼈向けルーブリックを参考に組織としてどのレベルにあるのかを把握するためのルーブリックの試作品として設定しています。 
 セッション当⽇までに、ご⾃⾝の組織（⾃分の能⼒ではない）の段階について点検評価をお願いします。その結果をもとに、現状をみなさんと共

有誌、今後のやるべきことを考えていきたいと思います。 
https://forms.office.com/r/zkUPrsHwD7 

 ご⾃⾝が所属する組織における IR 機能（およびそれに準じる組織）についてご回答ください（直感的かつご⾃⾝の分かる範囲で結構です）。 
ある部分は B、ある部分は F という場合であればまん中の C を選んでください。ある部分が B、ある部分が C であれば、まん中が無いので B を
選んでください。 

 あくまでも IR 機能、評価機能の把握であり、企画機能、内部質保証機能については含まれていません。 
 組織ルーブリックの定点観測を⾏うことで、我が国の意思決定⽀援機能の状況をモニタリングする⽅向で考えております。⼤学のマネジメントや

教学マネジメント（内部質保証体制の運⽤）に際し、最も不⾜しているのは、IR のような意思決定⽀援機能ではなく、アドミニストレータと意思
決定⽀援機能をつなぐ機能（AVP クラス？）やマネジメント⽀援⼈材など、IR 機能の活⽤者であると考えてはいますが、今後の議論になると考
えられます。 
 

２．ルーブリック案 
 段階区分「優れた実施状況」はやや特殊であり、「概ね実施できている」や「⼗分にできている」に加えて、これらの状況があることで当⾯は加

点していくイメージ。（１コあれば、プラス１段階よい⽅へ。２つあれば、プラス２段階よい⽅へ） 
 活動設計→収集→分析（可視化）→活⽤⽀援(報告)だが、聴取の都合上、収集から⼊っている。活動設計が実際、ゼロから起こすリサーチについ

ては、６〜７割のウエイトを持っているだろうし、ルーティンであればここはスキップされる。 
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要素/機能 F：実施できていない C：最低限実施できている B：概ね実施できている A：⼗分実施できている S 要素：優れた実施状況である 

１： 
活動設計（リ
サ ー チ デ ザ
イン） 

⼗分な知識がなく、依頼者
と⼗分なコミュニケーショ
ンが取れない、and/or 知識
や経験が不⼗分なため調査
設計（上記の収集、分析、提
供の想定）を⾏うこともで
きない。 
  

最低限な知識を持ち、依頼
者とある程度のコミュニケ
ーションを取ることができ
る。その結果、依頼者との協
議なども交えつつ、調査設
計（上記の収集、分析、提供
の想定）を⾏うことができ
る。 

概ね⼗分な知識を持ち、依頼
者とある程度のコミュニケ
ーションを取ることができ
る。その結果、⼤部分の調査
設計（上記の収集、分析、提
供の想定）を⾏うことができ
る。 

⼗分な知識を持ち、依頼者と
⼗分なコミュニケーション
を取り、調査設計（上記の収
集、分析、提供の想定）を⾏
うことができる。 

① 学内の情報ニーズはある程度把握
できている（さまざまな会議の陪席や
個別情報収集等） 
② 次のニーズを⾒渡すことができる
（⾼等教育政策等に詳しい者がいる）。 

2A： 
データ⼊⼿ 

どこにどのようなデータが
あるのか、ほぼ分からず、⾃
部署が持っているかどうか
もすぐにわからない。  

⾃部署が持っているデータ
はなんとか把握している。
他部署、他機関（他⼤学な
ど）については、⼊⼿できな
いことも多い。 
 

⾃部署のデータは把握して
いるし、他部署のデータはい
くつかの⼼当たりに相談す
ることによって在処は概ね
判明し、⼊⼿することは可
能。他機関（他⼤学など）に
ついては、⼗分な⼊⼿ができ
ない場合もある。 

⾃部署のデータは把握して
いるし、他部署のデータも
（だいたい⼀発で）適切に依
頼し⼊⼿できる。他機関（他
⼤学など）などからデータや
情報を⼊⼿することもでき
る。 

① 主要なデータは、データベース化さ
れている。 
② データベース化などのデジタル化
によりデータ依頼から提供までのリー
ドタイムが短くなっている。 
③ 過去の調査や報告書も整理されて
おり、すぐに参照できる。 
④ 他⼤学、学外データについて、相当
数のコネクションがあり、さまざまな
ルートから情報を⼊⼿できる。 

2B： 
調査（サーベ
イ） 

F：⾃部署だけではサーベイ
を設計できず、（⼿続き等も
分からないため）学内で実
施することができない。 
 

⾃部署だけではサーベイの
設計はできない。業者や他
部署の協⼒があれば、設計
できることもある。また、学
内での実施⼿続きなどが分
からないため実施に困難を
伴うことが多い。。 

他部署の⽀援や適切な業者
を選ぶことで学⽣調査や教
職員向け調査などのサーベ
イを設計することができる。
学内で実施については、他部
署等の助⼒を得ながら、⼿続
きを踏んで実施することが
できる。 

⾃部署のみでサーベイを設
計し、⼿続きを含め学内で円
滑に実施することができる。
（サーベイ⽬的に適切に合
致する業者を⾃ら選定し、サ
ーベイを実施できるという
場合も含む） 

①主要なサーベイは定例化されてい
る。 
②設問等の確認（必要に応じて⾒直し）
も定期的に実施している。 
③臨時サーベイの実施について学内構
成員が協⼒的である。 
④他部署がサーベイを⾏う際には、内
容について相談があることが多い。（貴
組織が学内のサーベイの調整機能も担
っている） 
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3A： 
整理・可視化 

データ処理について課題が
あり、⼗分な速度でクリー
ニングを含めたデータ整理
を⾏うことができない。グ
ラフの種類や表の形式など
も依頼者の指⽰がなけれ
ば、選択することができな
い。（過去に⾏った作業結果
や経験も活かせない。） 

データ処理について課題が
あるが、⼗分な納期を取っ
てもらうことによってクリ
ーニングを含めたデータ整
理を⾏うことができる。グ
ラフの種類や表の形式など
も依頼者の指⽰がなけれ
ば、選択することができな
いことが多い。（過去に⾏っ
た作業結果や経験が⼗分に
活かせていない。） 

過去に⾏った作業結果や経
験を⼗分に活かすことがで
きないこともあるが、量が膨
⼤でなければ、ある程度の速
度でクリーニングを含めた
データ整理を⾏うことがで
きる。グラフの種類や表の形
式なども概ね適切に選択す
ることができる。 

⼤量なデータであっても過
去に⾏った作業結果や経験
を活かし迅速にクリーニン
グを含めたデータ整理を⾏
うことができる。グラフの種
類や表の形式なども⾃ら適
切に選択することができる。 

①定例的に⽤いるデータはほぼ⾃動的
に集計・描画・提供がされている。 
②依頼者のリクエストが曖昧な場合で
も BI ツール等を⽤いて迅速な情報提供
が可能な状態である。 

3B： 
学 内 の 状 況
理解 

資料作成依頼を受けても、
学内の課題の原因や周辺の
状況がどうなっているのか
はよくわからないため、学
内の議論に必要な表やグラ
フを⾃ら準備できるだけの
知識を持ち合わせていな
い。  

⼤半の資料作成依頼につい
て、課題の原因や周辺の状
況が分からないものが多い
が、⼗分な説明を聞けば、学
内の議論に必要な表やグラ
フをある程度選別すること
ができる。 

課題の要因等が分からない
ものが多いが、これまでの組
織の業務経験などから議論
に必要な表やグラフをある
程度選別することができる。 

課題の解決に向け、要因の因
果関係についてこれまでの
分析経験や聞き込み、⽂献調
査、同僚との議論等により整
理することができるため、議
論に必要な表やグラフを適
切に選別することができる。 

①教育の状況、内部質保証システム、主
として教育分野の課題の因果関係が分
かるため、それを踏まえたグラフと表
の選別とレイアウト（バランス、掲載順
等）を考えることができる。 
②研究や⼤学運営の状況など、教育以
外の課題の因果関係が分かるため、そ
れを踏まえたグラフと表の選別とレイ
アウト（バランス、掲載順等）を考える
ことができる。 
③学内外のさまざまな有識者や他機関
の担当者からも情報収集ができる。 

4：  
提供 

依頼者の求めたものを報告
できない。もしくは報告を
しても、依頼者が解決のた
めの検討をするには不⼗分

何らかの報告はできるが、
依頼者が解決のための検討
をするにはやや不⼗分なも
のとなっている、もしくは

解決のために何をすればよ
いかを依頼者が検討するた
めに概ね⼗分な資料を作成
できる。（そのまま配付して

解決のために何をすればよ
いかを依頼者が検討できる
資料が作成できる。（議論に
使いやすい形での提供） 

①補⾜説明をしなくても⾒ただけで依
頼者が理解できるため「⾷いつきのよ
い」資料を提供できる。 
②資料のつくりがよく⼯夫されており
改善のための議論が促進されることが
多い。 
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なものとなっている。 どのように使われているか
確認していない。 

も補⾜説明等がないと議論
が促進されるわけではない
レベル） 

 
○ ⽤語について： 
 サーベイデザインもリサーチデザインも調査設計となってしまうので、前者を調査設計、後者を活動設計とした。 
 データ：⽣データに近い、⾃分達が使う分にはそこそこの集計等が必要なもの 
 情報：ある程度、加⼯作業などなしで⾃分達の業務に⽤いることができるもの 
 
○ 回答について 
 本来であればルーブリックの要素に２要素⼊っているのはおかしいが、あまり分けすぎても煩雑となる。そこで、今回は、いずれかが該当すれば、

よい⽅で判定してもらう。 
 
○ 回答に際して想定してもらうリサーチとは 
 成績不振学⽣の状況を把握して、対応策を検討するためのデータが欲しい 
 新⼊⽣調査の結果どうなっているのか？ 今年度の学⽣の特⾊は何か。 
 他⼤学の授業における特別な要因がある学⽣のハイフレックス対応状況は？ 
 
○ 各要素の解説 
2A：データ⼊⼿ 
 これまでの経験やデータの在処に詳しいスタッフがおり、リサーチを⾏う際にも⾃分らで整理・蓄積しているデータを⽤いて迅速に対応ができた

り、他部署とも円滑な関係を構築しているために欲しいデータがすぐにもらえる状態であることが望ましい。 
 他⼤学の似たような業務をやっている者などとの繋がりがあったり、研修会などに多く参加しているため他⼤学のケース情報も多く持っているな

ど、さまざまな情報にアクセスしやすい環境にあるほうが好ましいのではないか。 
 当然、何年もやっていれば、データは共有フォルダ保存から、データベースに移⾏されつつあるものと推測。ただし、この辺は IT 系部署との関
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係も影響すると考えられる。 
  
2B：調査（サーベイ） 
 学⽣調査や教職員向け調査などのサーベイの設計や運⽤経験がオフィスに蓄積されているため、⼿続き（どの会議に諮るか、どのように周知する

か等を含め）を考え、学内で円滑に実施することができる。 
 ⾃作だけでなく、⽬的に応じて適切な業者を選定できるという場合も含む。 
 ⻑年やっていれば、主要なサーベイは定例化されているだろうし、設問等についても、さまざまな意⾒などから⾒直し（変えないという決定や追

加など）⾏える環境になっているだろう（データを定期的に提供しているので、現場からここをもっと知りたいという意⾒を得ている状況）。 
 アドホックで⾏うサーベイについても、他部署との調整もしやすい（他がやっていれば乗る、うちでやるなら乗ってもらう等）環境が理想的であ

る（同じことを学⽣が何回も答えるのは⾮合理的）。 
 各部局も⼀緒に設問を検討してくれたり、周知にあたる教職員も協⼒的に、回答者も回答することにメリットを感じているような状態が理想であ

ろう。 
 
3A：整理・可視化 
 これまでの業務経験が蓄積され、すべてゼロから作業ということになっていない⽅が好ましいと思われる。 
 ⼤規模データを扱うための⼿法がどの⼤学でも必要になってきていると想定。また、クリーニングなどが迅速に⾏える体制が望ましいのではない

か。 
 理想的には、BI ツールサーバや業務システムなどがあり、定例的に⽤いるデータは誰かが「決められたフォーマット」で⼊⼒すれば、ほぼ⾃動的

に描画・集計がされ、それらを学内の各所で利⽤可能になっている状態（ダッシュボード、電⼦ファクトブック等）ではあるが、なかなか実現は
難しい。 

 ⾮定例的でリクエストであっても、学内インフラ（BI ツール等）を⽤いて迅速提供が可能な状態であると便利である。 
 
3B：学内の状況把握 
 本来であれば、資料が使われる会議の議題やその議題設定のコンテクストなどを理解し、依頼者の持って⾏きたい⽅向なども含め、資料は⽤意し

たいもの（信頼性の確保とバイアスがかかっていない提供は云うまでもないが）。 
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 その場合、それらコンテクストに加え、実際に課題が発⽣している要因、因果関係が分かれば、それを解決するためになにをすればよいのか、と
いう議論を意思決定に携わる者たちができるので便利である。 

 しかし、納期もあるため、分析の時間が⼗分にとれる案件ばかりではないため、依頼者と相談しながら、依頼者の意思決定や課題解決に向けた議
論に⼗分に耐えられるデータの整理、グラフ描画が実施できれば業務的には問題ない。 

 これまでの組織の業務経験などの蓄積やメンバーの業務経験、現場経験により課題の解決に向け、要因の因果関係を推測できればよい。推測でき
れば、その仮説をデータで検証していけばよいので。 

 作業仮説が⽴てられるかどうかだけでなく、必要に応じて聞き込み、⽂献調査、オフィスのメンバー間での議論ができる環境があるかどうかも⼤
きいのでは、と考えられる。 

 これは資料の作り⽅にも影響するが、理想は特段の説明をせずとも、ささっと⾒れば、いろんなことが分かって、思わず他の⼈たちと議論がした
くなるようなものが理想である。⼀通り⾒たら、これをやろう、ということが⾒えてきたり、これはどうなんだと思ったら、つぎのグラフがそれ
を⽰していたり、など。資料がひとりでに語り出すようなもの。 

 
４：提供 
 誰が使うのか、何に使うのか、いつ使うのか。どのくらいの時間を割けるのか。こちらで説明するのかしないのか。会議なのか、打ち合わせなの

かなどによってフォーマットは異なる。 
 3B と重複するところはあるが、その資料（レポート）を⾒ることで、解決のために何をすればよいかを依頼者が検討できるような資料が望まし

い。議論に使いやすいのか、話が弾むのか。 
 いずれせよ、エグゼクティブ・サマリのような概要はあったほうがよいし、説明についてもプレゼンテーション技術は⾼い⽅が好ましい。 
 IR は意思決定⽀援なので、意思決定やさまざまな検討する⽅々にとって使いやすい、議論しやすい資料がよい資料であって、我々が作りやすい

かどうかは、本来は優先されるべきではない。ただし、納期やこちらのリソースの関係もあるので、毎回、ベストなものをつくり続けるわけにも
⾏かないところはある。との関係もあるが 

 説明してもしなくてもよいのが、依頼者の議論を助ける（話が弾むもの）ことができたかどうか。 
 なお、IR 担当者などは、現場の状況に詳しくないし、例えば、教育関係だったら、実際に現場の教員がなどほど、と思ってくれなければ話が進ま

ないことが多いので、必要に応じて、学内のさまざまな者からも情報収集し、この部局ならこんなテイストで、とか、ここまで書いた⽅が伝わる、
などの情報を持っていると、レポーティングはしやすい。 
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１：調査設計（リサーチデザイン） 
 本来はこれが先に来る。IR 業務が⼗分まわっているかどうかは、依頼者から困りごとや議論したいことなどを打ち合わせで聞きながら、このデ

ータならある、こっちまで知りたいならサーベイ必要というところを⽰し、納期との関係から分析の深さを⽰し、どんな形で納品するか（FD や
ってくれ、教授会で説明してくれ、会議で報告してくれ、こっそり報告書くれ等々）を決めることができるかどうか、であろう。（もっともルー
ティン系が多ければ、それこそバンバン納品してあげればよいし、単純提⽰のグラフ等はシステム化されているのでは。） 

 この実現のためには、さまざまな知識と経験が必要。コミュニケーション⼒も必要。依頼者と打ち合わせや⽴ち話をしながら、作業仮説が想定さ
れ、検証⽅法も複数浮かんでくるかどうか。 

 ただし、これのトレーニングはやや難しいが、研究活動も同じだし、会議で分かりやすい資料を作るのも同じことだと思っている。 
 理想的には、学内にさまざまなネットワークを持っていて情報ニーズはある程度把握できていることも必要だが、次のニーズを検知するための⾼

等教育政策や他⼤学の動きについても詳しいとうれしい。 
 
今回の実施前点検参加者： 
⼭本幸⼀、藤原将⼈、⽥中秀典、江端弘樹、⼩林裕美、橋本智也、岡部康成、藤井都百ほか 
 


