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本研修のねらい
• 多くの大学でIR (Institutional Research) 機能を持たせる大学

が増加。
• しかし多くの担当者が初めての経験という場合が多い→IR人材

の育成は喫緊の課題。

• IR担当者が学内で関係者と良好な関係をもって業務を進めるう
えでの課題や注意点、さらに多くの大学で直面しているデータ
管理について扱う



進め方
• 講義編 13:00 – 14:45 

基礎的内容の講義×２×50分（小湊、藤原）

休憩15分

• 演習編 15:00 – 16:30
グループワーク：事前課題でまとめてもらった内容を中心に情
報共有しながらディスカッション。ファシリテータが各グルー
プにつく



大学におけるIR活動と
その基本的観点

九州大学 基幹教育院 小湊卓夫



はじめに
• ここでは、IRの基本的な概念や活動に対する理解を深めること

を目的にします。その際、
• IRとはどういった活動であるのかを扱います。
• IR担当者に一般的にどのような能力が求められるのかを扱います。
• IR担当者はデータや情報を取りまとめ、何らかの報告を行わなければ

なりませんが、その時に必要な観点（対人関係）を扱います。
• IR活動を行う上で重要なデータ収集とその管理についてはこの後の講

義（藤原）で扱います。
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自己紹介
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• 小湊卓夫（こみなと たくお）
• 九州大学 基幹教育院（兼務：次世代型大学教育開発センター副

センター長）
• 専門：高等教育マネジメント（計画立案及び評価手法の開発、IR

の組織化と実践手法の開発、専門的職員育成プログラムの開発と
実践、カリキュラム・マネジメント）

• 大学評価コンソーシアム代表幹事



１）大学で行われるIRの活動とはどう
いったものか？



IRを言葉で説明すると・・・
• IRは、Institutional Research の略

• 日本語訳は困難なためできていない。米国でも大学によって業務が異なるためIR
の定義も曖昧。

• Saupe(1990)による定義（包括的定義）
「機関の計画立案、政策形成、意思決定を支援するための情報提供を
目的とした、高等教育機関で行われる調査」

• 現場感覚でのIR活動とは、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、そのうえで２）そのためのデータを情報へ変
換する業務である。

• クライアントの多様性
• 学内：大学執行部、学部執行部などからのリクエストを主体に進める。学部リク

エスト内容は多様（教育関連データ分析と改善支援、研究分析等）
• 学外：政府やメディアからの情報提供依頼にこたえる
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IRを言葉で説明すると・・・

大学諸活動に関するデータや情報を必要な時に提供して、大学の各
種意思決定を支援する活動≠企画戦略機能

• 意思決定の支援とは、必要とされる（役立つ）データや情報を提
供すること

• 改善提案や改善の実施は、本来は大学経営陣や管理職の仕事。
• 日本ではIR担当者に改善提案を求める大学もある。しかしその活

動は内部質保証システムの一環として組織的（多様な部局が関
わって）に行われる活動であり、本来のIRの範疇を超えている。
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データから情報へ
• 学内の諸活動の結果としての事実(fact)は、集積されておら

ず分散した形のデータで示される（→各部署等でデータ
ベースやExcel等で整理）

• データは特定の文脈の中で構造化される時に情報
(information)へ変換される（→IRはデータと情報を提供す
る）

• ”from data to information“ は標語としてIR担当者の間でよ
く使われる

• 例）学生数（データ）→定員管理（文脈）→定員充足率
（情報）
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（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

データマネジメントも
重要、実際はここに大
半の時間がかかる
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IR活動の概念的図式（情報をいかに流通
させるのか）



IRが必要とされる背景（政策面）
政策文書で最初に「IR」が使われたのが、
• 「学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）」（2008年）「高度化・複

雑化する課題に対応していく職員として一般的に求められる資質・能力に
は、・・・複数の業務領域での知見・・・その上で、新たな職員業務として
需要が生じてきているものとしては、・・・インスティテューショナル・リ
サーチャー（学生を含む大学の諸活動に関する調査データを収集・分析し、
経営を支援する職員）などがある。・・・これらの業務には、学術的な経歴
や素養が求められるものもあり、教員と職員という従来の区分にとらわれな
い組織体制の在り方を検討していくことも重要である。」
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IRが必要とされる背景（政策面）
• 「私立大学等改革総合支援事業」（2013年～）：教学マネジメント体制構築

の観点からIR室の設置を問う
• 「教学マネジメント指針」（2020年）「教学ＩＲは、教学マネジメントの基

礎となる情報を収集する上での基盤であり、学長をはじめとする学内の理解
を促進するとともに、教学ＩＲを実施する上で必要となる制度の整備や人材
の育成を進めていく必要がある」

→近年政策誘導が強まっている。注意しなければならないのはIR活動を行った
からと言って改善が促進されガバナンスがしっかりなされるわけではない。
大学の組織運営にとって必要な情報をいかに効率よく流通させ、意思決定や
合意形成の基盤を作るかが肝心。
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IRが必要とされる背景（学内）
• 既存部署だけでは対処しきれない学内業務の出現＝個々の業務が定型的管理

業務を超えて、経営に比較的強く関連する新たな業務領域が出現
• 例）
 教育の内部質保証：教育目標の到達度を測るだけでなく、大学活動全体を俯瞰し課題を

明らかにする。3つのポリシー（アドミッション、カリキュラム、ディプロマ）の検証
→教学マネジメントの改善と強化およびFD/SDとの連携

 エンロールメント・マネジメント：学生募集だけでなく、入学後に充実した学生生活を
送り卒業できるよう支援し、同窓会組織の強化を図る。→大学のブランディング強化と
寄付金増加
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IRが必要とされる背景（学内）
• IRによる業務横断的データ提供による支援の必要性and/or専門的職員による

経営支援の必要性が高まっている（IR以外にも、URA、アドミッション・オ
フィサー、カリキュラム・コーディネーター等）

• 大学によってはこれを内部で賄う所もあれば、外部に委託するところもある
→学内資源の在り方によって、取るべき方向性が異なってきている＝IR活動
の在り方も多様性がある

• 特定の人物による「勘と経験と度胸」の大学経営ではなく、データや情報に
基づいた現状把握とその共有に基づく大学経営の可能性を求める
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２）IR担当者に求められる能力とは何か？



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
→個人での習得が教育機関等で可能

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
→大学内部でOJTにより習得可能、一部のスキルや方法に関する部分は教育機関等で習得可能

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
→一部個人での習得が教育機関等で可能だが、大学によって大きく異なるためOJTへの依存度が高い

Terenzini, P. T. (1999) “On the Nature of Institutional Research and the Knowledge and Skills It Requires”, New Directions for Institutional Research, No.104, 21-29.
佐藤仁（2015）、「IR人材に求められる力量からIR組織に求められる知性へ －テレンジーニ（Patrick T. Terenzini）による3つの知性論の再検討－ 」 、『大学評価と
IR』、大学評価コンソーシアム

IR担当者に求められる能力
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IR担当者に求められる能力

• これら3つの知性（組織的知性）を一人のIR担当者が有してい
なければならないというわけではない。

• 組織（IR室や部署）として、3つの知性をバランスよく持って
いることが重要。

• 兼務者やWG、委員会等で人員配置を考えるときに必要。

18



IR担当者の能力段階表（ルーブリック）
• 資料参照



３）分析や報告に際してIR担当者が持つ
観点



分析を行う際の基本的観点
• 大学評価コンソーシアムでは、「データ収集作業のガイドライ

ン」、「評価作業（記述分析）のガイドライン」、「評価を改
善に活かすためのガイドライン[暫定版]」の3つのガイドライン
を作成し、ウェブ上で公開している。

• ここでは「評価作業（記述分析）のガイドライン」からIR担当
者にとって重要と思われる項目を抜き出して説明する。

大学評価コンソーシアム＞ガイドライン・用語集
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline
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分析を行う際の観点
• 数量データを使う際には、定義を示そう

• 指標の定義や基準日を明確にしておく。特に退学率や休学率はその計
算式を明示し、データの正確性を示さなければならない

• 数量データは、経年変化を追って状況を把握しよう
• 単年度で示されてもある事象が望ましい方向に向かっているのかどう

か判断できない。複数年のデータを用いて、現状だけでなく現在に
至った過程を把握することが重要
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分析を行う際の観点
• アンケート調査を行う際には、その調査が目標や計画の効果を
測定できるのかを踏まえて設計されているかどうか確認しよう

• アンケートは目標を明確にして初めて意味を持つ。仮にアンケート項
目が十分なものでない場合は、欠落部分を代替できるデータを探した
り、新たな調査やインタビューの実施が必要となる

• ある施策を実施した場合、実施後の効果を測定しよう
• 大学のリソースを割いて何らかの取組を行った場合、その効果をしっ

かり検証する。成果がすぐには出ない場合もあるが、想定される成果
と現状および見通しについては把握することが重要
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分析を行う際の観点
• ぱっと見データが悪くてもあきらめずに考えよう

• 得られたデータを分析してみて望ましい結果が得られない場合も多々
ある。その時は以前の状況や他学部、他大学等と比較して、なぜそう
なったのかその要因を分析結果を受け取る相手と相談し、肯定的に捉
えなおしたり、改善のチャンスにつなげることが重要。
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効果的なコミュニケーションの原則
• データを必要としているのが誰かを知ること

→ 特に意思決定者には、その人達が求める内容・形式で示す。
• 情報がいつ必要となるかを知ること

→報告書完成までにかかる時間を知らせておくことで、意思決定が行われ
る前にレポートを読ませる時間的余裕が生まれる

• 最善のフォーマットと報告様式を知る
→文書のみならずIT技術やウェブの活用も考慮する。近年はBIツールの活
用が増加

• レポートを受け取る者の統計知識を考慮する
→読み手に合わせた統計手法や要約を考える。まずは集計データから。

25『IR実践ハンドブック：大学の意思決定支援』第1章参照



効果的なコミュニケーションの原則
• 報告書の形式を考える

→データ過剰や情報欠落は意思決定プロセスを遅らせる
• 意思決定者に悪い知らせをどのように伝えるかを知る

→悪い知らせは速やかに知らせ、対応を考える機会を意思決定者に確保し
てもらう

• 情報伝達をプロセスとして考える
→情報共有の仕組みを模索することに役立つ

• 結局のところ「適切な人へ適切な時に適切なことをするために適切な情報
を伝える」ことが重要
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意思決定プロセスにおける情報の使われ方の傾
向（情報は必ずしも使われるわけではない）
• 担当者が想定する情報の使われ方と、実際の意思決定における情報

の使われ方との間には重要な違いがあり、下記の傾向が存在する

1. 組織の中で集められ伝達される情報の多くは意思決定に直結しな
い

2. 決定を正当化するために、決定がなされたあと、情報の多くは集
められ解釈される

27

Sanders, L., Filkins, A.,(2009), Effective Reporting Second Edition, Association for Institutional Research



意思決定プロセスにおける情報の
使われ方の傾向

3. 求めに応じて集められた情報の多くは、意思決定においてあま
り考慮されない

4. 利用できる・できないに関係なく、より多くの情報が要求され
る

5. 情報が使われない時は、組織が決定を行うのに十分な情報を
持っていないという、不平が寄せられる

6. 情報が意思決定にどのように使われたのかということは、しつ
こく要求された情報以上に不明確である

⇒意思決定者とIR担当者の思考様式や観点には相違があること
を意識することが重要
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IR初級者へのメッセージ（米国版）
• 米国で年に1度開催されるAIR総会では、新人研修が行われてお

り、学内でのコミュニケーションの重要性が強調されている
• →「IR/IEの教訓から学ぶ」を参照



さいごに
• IR活動を行うことですぐに課題が解決するわけではない。→分析

結果を積み上げ、全学・部局で共有し議論する（ここを整えるこ
と）ことで、現状把握と課題を共通に認識する基盤を作ることが
重要。

• 共通認識ができればどのような対策を組めるのか、実質的な議論
の展開が可能となる。

• 大学構成員の経験を裏付ける「やっぱりそうだった」という当た
り前の結果の積み上げも大切→大学の特徴を共有

• 大学内にデータとその解釈による知見が積みあがることで（組織
的知性の向上）、各種意思決定の支援が可能となる。
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補足



IR活動の手始め
• データカタログの作成

• データカタログとは、データの所在、定義、基準日、更新頻度等がま
とめられたリスト

• ファクトブックの作成
• ファクトブックとは、教育・ 研究・財務等に関する大学の事実

（fact）を包括的にまとめたもので、経年比較やベンチマーキング等
を行うための基礎資料となるもの。



ファクトブックと大学概要の違い
大学概要・大学要覧 ファクトブック

目的 情報公開、広報 現状把握

対象 主として学外 学外及び学内

範囲 基本的に単年 基本的に複数年

情報 自大学の情報が中心 自大学の情報が中心、他大学との
比較が行われることもある

内容 画像やテキストに情報が添えられ
る

図表や指標データが中心

媒体 紙媒体、PDF エクセル、PDFに加えBIツールによる
可視化も行われる

大学評価・IR担当者集会2017全大会話題提供資料（浅野茂：山形大学）をベースに報告者が修正
33



［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

IR室立ち上げ時のチェック項目
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• H27-28に、IR室を立ち上げ活動を行っていた３大学に対して訪問
調査を行う機会を得た。

• 調査結果から得られたIR室の立ち上げに係る諸問題を整理したもの
がチェックリストである。

• IR室立ち上げのための促進要因と阻害要因についての詳細や大学事
例は、進研アド「Between」2015年4-5月号～2016年2-3月号の各
号をご覧ください。

http://between.shinken-ad.co.jp/between/
（連載「IR その着実な一歩のために」）

35

IRの設計をどのように行うのか

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


IRを知り理解するための情報源
• 『データによる大学教育の自己改善－インスティテューショナル・

リサーチの過去・現在・展望－』沖清豪・岡田聡志編著、学文社、
2011年

• 『IR実践ハンドブック：大学の意思決定支援』R. D. ハワード著、玉
川大学出版部、2012年

• 『大学版IRの導入と活用の実際』佛淵孝夫、実業之日本社、2015年
• 『大学マネジメントとIR：最適なKPIの設定を目指して』佐賀大学

インスティテューショナル・リサーチ室編、2015年
• 『大学のIR：意思決定支援のための情報収集と分析』小林雅之・山

田礼子編著、慶應義塾大学出版会、2016年
• 『大学IRスタンダード指標集－教育質保証から財務まで－』関東地

区IR研究会監修、玉川大学出版部、2017年



IRを知り理解するための情報源
• 情報誌 『大学評価とIR』（大学評価コンソーシアム）
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib



IR/IEの教訓から学ぶ 

 

1. 同僚との良好な協力関係の構築 － データやデータへのアクセス権が必要となるかも

しれない！ 

2. 大学の各種プロセスを理解する（出願から卒業へ） 

3. ITについて知り親しむようになる（IRはデータへのアクセス権や大学のデータシステ

ムをコントロールする場合がある） 

4. 大学の経営陣が IRについてどのように考えているのか知るようになる 

5. 大学のデータシステム－その長所と短所を学ぶ 

6. 提出しなければならないレポートのスケジュールを知り計画を立てる（IPEDS や大学

内での調査など） 

 

議論となる項目 

1 積極的な関係の構築 

1.1 刺激的で信頼される立場をつかむ。 

1.2 データ提供、調査、統計解析などを使いクライアントをより自発的に支援しよう。

あなたに恩義を感じる人を増やし、適任者（頼られる人）になろう（正確なデー

タの提供を通して）。 

1.3 IRの専門家として、高度な統計解析の技術や知識が必要となるかもしれない。 

1.4 あらゆるデータの管理人を知り（全ての利害関係者と会うよう計画し）、彼らが

どのように IR と関わるのかを知ろう。仮に関わらなかったとしても、会う予定

を入れる（もっといえば毎週実行しよう）。 

2 大学のプロセスへの理解 

2.1 出願から卒業までの全ての過程を理解する。 

2.2 誰がどのようにデータベースに入力するのかを理解する。 

2.3 データとデータ管理方法とその理由について良く理解するために、コードブック

（データの定義集）等を入手する。 

2.4 大学における様々なプロセスを理解することが、データやデータフィールドにつ

いて理解することを助ける。 

2.5 データ入力のために、コードブック（データ定義集）や入力のルールを決めてお

く。もしそのような物がなければ、策定に協力する。 

3 経営陣/ITサポート 

3.1 経営陣からの支援が得られないかもしれないが、その場合は何故そうなったのか

理由を学ぶ。 

3.2 IR が支援を行う経営陣を理解する－予算、レポート、意思決定など－政策形成



においてあなたの意見は理解され、オフィスの発展につながる。 

3.3 IR オフィスは上級管理職への支援をどのように行っているのか（IR、アセスメ

ント、戦略計画）。 

3.4 アクセス権や ITと IRの関わりについて理解する。 

3.5 IT 担当者と親しくなり、継続的かつ積極的に付き合うよう尽力する。そうする

ことはあなたの助けとなる。 

4 大学のデータシステム 

4.1 出来るだけ早く大学のデータシステムの利点と限界を知るようになる。 

4.2 レポートに不備があった場合、しっかりと対処する。 

4.3 誰がデータにアクセスし、どのようにデータが入れられ、誰がデータの「お守り」

をしているのかを学ぶ。 

4.4 データに関わる人達が定期的に会わない場合は、データの定義集を作る作業を開

始しよう（もし持っていなければ）。 

5 レポートの予定表 

5.1 IPEDS へのデータ提供は通常、予定がしっかり組まれており、年々大きな変化

があるわけではない。 

5.2 どういった予定が組まれているのかを知る（学内調査が持つ意味との対応を図る

－過剰な調査であったとしても怒らない）。 

5.3 出来る限り作業を自動化する－このことはあなたの活動をよりよいものとし、キ

ャンパス内の人々があなたの業務を正当に評価することにつながる。 

5.4 レポート作成に必要な人を知っておく。 

6 自身が存在するための最良の場所 

6.1 IRはやりがいがあり刺激的な活動となりうる。 

6.2 みんなが研究や統計の知識があるとは限らないので、積極的に手助けしよう（あ

なたのファンとなってくれる人が必要だということを思い出そう）。 

6.3 IR がとてもやりがいがあり、大学に貢献できる部署だということを周りにアピ

ールしよう。それが周りの IRに対する深い理解に繋がる。 

6.4 高等教育に関する話題（就職状況に関する新たな連邦政府への報告義務など）を

理解できるようになろう。各種会合に参加し、積極的に関わろう。 
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