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1. はじめに
近年、日本では大学における Institutional Research (以下 IR)が注目されている。2012 年に国公私
立大学 783 校を対象に実施された文部科学省先導的大学改革推進委託事業『大学における IR の現状
とあり方に関する調査研究』(東京大学)の調査結果を参照すると、IR 組織の設置状況について、「IR
名称の組織がある」(9.9%)と「IR 名称はないが、担当組織がある」(15.4%)は合わせて全体の約 25％
となっている。「全学レベルの組織がない」割合は 69.1％を占めているが、IR 組織を設置していな
い大学のうち、設置に関して、「検討中」が 36.1％となっており、IR 組織の設置が計画の中に組み
込まれつつあることがうかがえる[1]。その関心の高さは、『IDE 現代の高等教育 No.586・12 月号』
や『IDE 現代の高等教育 No.528・2－3 月号』など、教育関係書籍で特集されていることにも見受け
られる。
IR はもともとアメリカの大学で 1960 年代から発展したものであるが、日本の大学においても IR
活動の実践への取り組みも散見されるようになった。しかしながら、大学における IR とは何かにつ
いては、その最初の創設国であるアメリカ合衆国でも、様々な定義があり、実践活動も多様である。
このことが、日本において、教育政策関係者や大学関係者間で IR について、共通の理解がなく、混
乱が生じている原因になっている[2]。
2016 年 2 月に中央教育審議会・大学教育部会によってまとめられた『大学運営の一層の改善・充
実のための方策について』では、「大学運営の高度化に伴い新たに必要となる専門的業務を担う体制
の整備」の中で、社会の変化の中で大学運営の高度化を図っていくための具体例として、IR における
教員、事務職員の垣根を越えた専門的な取り組みが必要であることが述べられている。しかし日本の
大学には、このような専門性をもったスタッフはあまりいない[2]。教員は教育・研究を中心としてお
り、実務的な IR 活動とりわけ自大学の IR 活動に参加している例は少ない。他方、職員は、司書や経
理などを除けば、数年で異動する例が多く、専門性を持った専門職スタッフは、これまであまり重要
と考えられてこなかったし、その育成もされてきていない。このため、IR 担当者(IRer)をどのように
雇用し、育成するかは大きな課題となっている。また、多くの大学では、こうした専門性を持ったス
タッフを外部資金によって雇用している。このため、身分が不安定で、IR 活動の安定性や継続性に問
題がある。
本報告書では、米国と日本の大学における IR の現状の文献調査、米国の大学・関係機関、研究者
へのインタビューを通して、日本の大学における IR 活動向上、特に IR 担当者(IRer)の人材確保・育
成に関する考察を述べることを目的とする。
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2. 米国における IR
2.1 IR の定義
定義は IR 発祥の地である米国においても多様であり、その実態も大学により著しい差異がある。
IR の初期には、データ収集・分析という点が強調されたが、現在ではそれにとどまらず、戦略計画の
策定や、大学の変化を促進する役割などと、定義も広がっているとされている[2]。IR の全国協会で
ある Association for Institutional Research(以下 AIR)は、「(組織としての)大学の理解、戦略、運営の
改善につながる研究」(researching leading to improved understanding, planning and operating of
institutions of postsecondary education)と定義している[3]。
Volkwein(1999)は、表 2−1 のように、IR の目的を教育機関の内部改善と外部への説明責任の軸と管
理的組織的対アカデミック専門的の軸により 4 タイプに分けている[4]。ただし、アメリカの大学は、
必ずしもこのモデルで示された IR の機能と役割を果たすための組織を有しているわけではない[2]。
表 2-1 Volkwein による IR の四類型
目的と対象者
組織の役割と文
化

改善のための形成的内部的

累積的外的—説明責任のため

管理的組織

機関の記述—情報の組織としての IR

最良のケースの提供—スピンドクター
としての IR

アカデミック専
門的

他の選択肢を分析—政策アナリストと 効果の公正な証拠を提供—学者研究者
しての IR
としての IR

(出典)Volkwein 1999.p.17.

2.2 業務
本田(2011)[5]は米国の IR の一般的な業務として、大学の概要(Fact book)作成、学内外への報告業
務、適格認定(Accreditation)対応、入学と在籍の分析、学習成果の測定、学生調査、戦略計画策定、
学内コンサルティングを挙げている。また、浅野・本田・嶌田(2012)[6]においては、規模、設置形態
等の属性の異なるアメリカの 5 つの大学におけるインタビュー調査に基づき、「通常―臨時」、「学
内―外部」という分類軸を用いて、IR 部門における主要業務を表 2−2 のように整理している。
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表 2−2 米国の IR の主要な業務
学内業務

通常業務

臨時業務

・在学者管理の分析
・Cohort(入学年次別)分析
・Retention(継続在籍率)分析
・卒業率に係る分析
・履修コースの設定及び登録状況
・学生の満足度調査
・学内調査の設計・実施

・学習成果の測定・分析
・財務分析及び収支予測
・教員の配置及び給与に係る分析
・戦略(事業)計画
・教育プログラム(コース)の評価
・外部評価
・内部コンサルティング
・ベンチマーク

外部への説明責任 ・学生納付金に係る情報収集・分析 ・補助金団体への報告書
・大学年鑑
・大学ランキング・データ
・主要業績評価指標
・その他の機関情報
・クラスサイズ分析
・機関報告書
・認証評価報告書
・連邦の高等教育機関情報
・NFS データ収集
(出典)浅野・本田・嶌田(2012)、日本高等教育学会第 15 回大会、報告資料。

柳浦(2009)[7]は IR の仕事のサイクルを以下のように集約している。

図 2-1 IR の仕事の流れ
(出展)[7]柳浦猛「アメリカの Institutional Research とはなにか？」『国立大学財務・経営センター研
究.報告』2009 年
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データ収集と一言で言ってもその定義は一定ではない。またデータの種類によってもその収集方法
は異なってくる。具体的には、データの種類は以下のものに分類される[7]。
• 学生データ(性別、生年月日、住所、学部、履修科目、成績など)
• 科目データ(教員名、科目名など)
• 管理データ(大学の運営上集めなければならないデータであり、給料等といった従業員の個人情
報、土地建造物に関する情報など)
• 財務データ
• その他(学生満足度調査や教授に対するアンケート、受講者アンケート、卒業生調査等)
また、柳浦(2009)[7]は、分析作業こそ IR の本領であり、一般的には報告・リポート(Report)と研究
(Research)に分けられるとして、以下の通り整理している。

図 2-2 分析業務一覧
(出展)[7]柳浦猛「アメリカの Institutional Research とはなにか？」『国立大学財務・経営センター研
究.報告』2009 年
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2.3 発展の経緯
アメリカにおける IR の発展を語るうえで欠かせないのが、米国 IR 協会(Association for
Institutional Research, AIR)の存在である。当協会は 1965 年に設立され、米国のみならず、世界各国
の高等教育機関に所属する 4000 人強の IR 担当者が加盟する組織である。主な活動としては、年次大
会の開催、学術雑誌等の刊行物の発行、IR 担当者向けの研修事業等を展開しており、IR 業務に従事
する際に要される学術的及び実践的知識の発信と普及に大きく貢献している。
その手段の一つとなっているのが、約 10 年周期で編纂している IR 担当者向けのハンドブックであ
る。初版は 2001 年に発刊され、当時の年次大会の 7 つの分科会(エンロールメント・マネジメント、
アセスメント、教員という資源、計画・政策、資源管理、IR の理論と実務、IR のツールとテクニッ
ク)に合わせて章立てされている[8]。
第一章では IR の歴史の概観がまとめられている。IR の理論および実践面の発展において重要な役
割を果たした研究者とその功績、及び IR の普及において重要な役割を担っている米国 IR 協会(AIR)
創設の経緯が示されている。ごく初期の IR は現状の日本の大学同様、自己点検・評価の一環として
実施されていたが、その後、連邦及び州政府からの厳しい要望への対処や予算削減に対応できる効率
的な大学経営が求められ、執行部の意思決定を支援できる精度の高いデータの活用が不可欠となっ
た。この過程で IR の重要性が徐々に認識されるとともに、実務者の間では変化する新たな要望に応
えていくために、彼らが一堂に会して、それぞれの経験を共有しながら、新たな知見を創出していく
機運が高まった。その先駆けとなったのが、1960 年にフロリダ州タラハシーで 1 週間にわたって開
催された「IR に関する学会」である。ここを起点に、その後 5 回にわたる全米 IR フォーラムが開催
され、1965 年の米国 IR 協会の創設につながった。そして、米国 IR 協会傘下の地域、州レベルの下
部組織、さらには米国以外でも下部組織が編成され、現在に至っているとしている。

2.4 大学情報公開システム
米国のアメリカの大学情報収集公開システムについて、小林(2012)[2]は以下の通り紹介している。
IPEDS
連邦政府レベルで、大学に関する調査統計情報を提供しているのは、全米教育統計局(National
Center for Education Statistics、NCES)で、NCES は様々な教育に関する統計や調査を実施する連邦
教育省下の組織である。こうした NCES の様々なデータの中でも個別高等教育機関に関しては、「中
等後教育統合データシステム」(Integrated Postsecondary Education Data System、IPEDS)が最も網
羅的なものである。日本でいえば文部科学省の「学校基本調査」にあたるものである。しかし、約
6、700 の個別高等教育機関の学生数・教員数・学位取得・継続率・卒業率などの機関特性の他、授
業料や学生支援や財政についても個別高等教育機関のデータがすべて公開されているという点が大き
く異なる。
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IPEDS は膨大なデータ量のため、一般の志願者や家庭では有効な情報を取り出すことが難しい。
個々の高等教育機関は自己の IPEDS データをすべて公開しているわけではない。このため、IPEDS
ホームページには、カレッジ・ナビゲーターというホームページがあり、ここで個別高等教育機関に
ついて、所在地・学生数・授業料・奨学金・卒業率・取得可能学位など基本的な情報を得ることがで
きる。
コモン・データ・セット
コモン・データ・セット(Common Data Set, CDS)は、大学に関する基本的な情報を、統一したフォ
ーマットで提供するもので、大学と出版業界とりわけランキングや大学情報提供雑誌などが協力して
推進しているものである。大学情報を求める情報産業と公開データの作成に膨大な労力を費やしてき
た大学が、統一フォーマットを作成することで、お互いの利益を図ろうとする試みである。大学以外
では、カレッジボードと US ニューズ・アンド・ワールド・レポートとピーターソンが出版側を代表
している。
コモン・データ・セットに含まれる情報は、大学所在地・設置者・共学などの大学特性、学期制・
授与学位・学位取得数、在学者数・卒業率・継続率、志願者数・合格者数・入学者数・アドミッショ
ンポリシー、望ましい高校での履修科目・選抜基準(GPA,SAT,面接など)・新入生の SAT 得点、学
費・学生生活状況(クラブ参加率・通学生比率など)、学生支援(平均奨学金額・奨学生率など)、教員・
クラスサイズなど、きわめて多岐にわたる。特に入試や奨学金に関しては、非常に詳細なデータが求
められている。しかし、個々の大学はこのすべてのデータを公開しているわけではない。なお、上記
のデータの中には、IPEDS などのデータがそのまま掲載されているものも多い。
説明責任のボランタリー・システムとカレッジ・ポートレート
カレッジ・ポートレート(College Portrait)は、公立大学の情報提供システムで、主として志願者を
対象としている。説明責任のボランタリー・システム(voluntary system of accountability)の下位シス
テムである。これからわかるように、大学の説明責任を果たすことを目的としている。アメリカ州立
大学協会(the American Association of State Colleges and Universities, AASCU)とアメリカ公立ランド
グラントカレッジ協会(the Association of Public and Land-grant Universities, APLU)がスポンサーで、
約 300 の大学が加盟している。カレッジ・ポートレートで、主に提供される情報は、学費・卒業率な
ど他の情報提供と同じものの他、学生生活の経験(満足度など)・学習成果(アウトカム)・付加価値な
ど、独自のものを提供している。

2.5 データコンソーシアム
アメリカには大学情報の交換のための組織がきわめてよく発達している。その理由は、自己の大学
のパフォーマンスと実践を理解するために、同じような大学と比較するためである。これらのデータ
の比較により、一般的な大きな状況の変化、経済状況、国内外の環境の変化のなかで、自己の大学の
パフォーマンスを考慮することが可能になる。
米国のアメリカのデータコンソーシアムについて、小林(2012)[2]は以下の通り紹介している。
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大学情報の交換組織のうち、会員制でクローズドな組織を大学情報交換コンソーシアムと呼ぶこと
にする。コンソーシアムは、会員のみで完全にデータ交換をするものであり、大学情報の公開を目的
とするものではない点に注意する必要がある。また、こうしたコンソーシアムは、誰を会員にするか
を会員間で決定するという点でもクローズドな組織である。
AAUDE
アメリカ大学協会(American Association of Universities, AAU)は、加盟校のデータを相互に交換す
る組織としてアメリカ大学協会データ交換(American Association of Universities Data Exchange,
AAUDE)を 1973 年に創設している。主に交換される情報は、加盟校間で共通の関心事である、学生
の特性・入学者の特性・奨学金と学費・学生生活経験・資源(教員給与・職員・施設など)・成果(学位
取得・卒業後の進路など)など 30 あまりのセットで、すべてのデータは完全に公開されているのでは
なく、加盟校の間でのみ交換される。データの定義も加盟校間で決定し、定期的に収集交換される。
それらの中には、一時的なものや特別な問題に関するものもある。
Consortium for Student Retention Data Exchange, CSRDE
Consortium for Student Retention Data Exchange, CSRDE は、1994 年にオクラホマ大学をベース
に創設された。学生の修了を助けるために、必要な情報を交換するコンソーシアムである。会員数は
約 660 校となっている。4 年制大学と 2 年制大学が加盟している。特に卒業率や継続率(retention
rate)の交換に特徴がある。データを提出した大学は、継続率や卒業率に関するベンチマークを含むカ
スタマイズされた総合的なレポートをコンソーシアムのオフィスから受け取ることができる。こうし
たデータは PEDS 等には含まれていない。
これら以外にも多くの地域の大学コンソーシアムや特定の領域の大学や高等教育機関のコンソーシ
アムがある。ほとんどのコンソーシアムはオフィスを持ち、活動の拠点としている。また、データは
相互に交換されるのではなく、共有あるいはピア校とベンチマークされる。単なるデータ交換だけで
なく、分析がなされている。また、ワークショップや総会などで、情報交換の機会が提供されてい
る。

2.6 米国の IR に関係する中間組織
2.6.1 米国 IR 協会(AIR)
アメリカにおける IR の発展を語るうえで欠かせないのが、米国 IR 協会(Association for
Institutional Research, AIR)の存在である。(概要は 2.3 参照)
Web サイトでは、IR 担当者となるための大学院レベルの教育を提供している大学のコースが紹介
されているほか、IR 担当者の求人情報まで掲載されている。また、IR の学術論文の紹介や関連する
インタビュー、意見文、グッドプラクティスが紹介されており、常に IR に関する最新の動向を発信
し続けている[3]。
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2.6.2 米国 IR 協会(AIR)の IR 担当者向け研修事業
AIR では IR 担当者向けの年次会合、オンライン講座や対面式のワークショップを多数提供してい
る。以下にいくつか内容を紹介する。
ANNUAL CONFERENCE (AIR FORUM) (年次会合)
IR、評価、企画などの部署で働く、高等教育専門家の世界最大の集会とされている。4 日間の会議
には、高等教育の全分野からの同業者による 300 以上のプレゼンテーションと、意思決定のためのデ
ータ使用をサポートする最新のツールとリソースを紹介する展示会が含まれている。会議に出席する
ためには AIR 会員となる必要がある。開催前に、AIR 主催のワークショップも開催される。
A HOLISTIC APPROACH TO INSTITUTIONAL RESEARCH (オンライン講座)
現在の高等教育におけるデータと情報に対する、増大し続ける需要を満たすために必要な基盤知識
を提供している。６週間のオンライン講座の中に、２日間のメンターによる対面指導が含まれてい
る。
NSF PUBLIC USE DATA COURSE (オンライン講座)
科学者やエンジニアの教育に関する National Science Foundation (NSF)の調査をピックアップして
レビューする。特に、米国の科学技術の状況に関するデータの入手・使用に関心のある高等教育関係
者をターゲットとしている。
NCES DATA INSTITUTE (ワークショップ)
National Center for Education Statistics (NCES)のサポートにより、大規模なデータを使用して
NCES のデータ編成と研究方法論を集中的に紹介する。
IPEDS WORKSHOPS (ワークショップ)
Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS)へのデータ提供者及び使用者のための 1
日の対面式ワークショップである。

2.6.3 カリフォルニア IR 協会(CAIR)の概要
カリフォルニア IR 協会(CAIR)は、カリフォルニア州の中等後教育に関連する機関において IR や企
画に興味がある、または実際に担当している人々の引き合わせと活動促進を目的としている[9]。その
ための活動として、IR 分野における情報と、意見交換のための年次会合を提供している。また、IR
担当者になるために学位やプログラムを修了しようとする人向けの奨学金(CAIR Samuel Agronow
Scholarship)も提供している。
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2.6.4 カリフォルニア IR 協会(CAIR)2017 年次会合
カリフォルニア IR 協会(CAIR)2017 年次会合(第 42 回)の概要を以下に紹介する[9]。
日時：2017 年 11 月 8 日～10 日
場所：Hilton Concord Hotel
テーマ：Plotting the Course: Showing the Way to Institutional Success
セッション・ワークショップの内容(抜粋)：
Interactive and Animated Data Vis for Decision Support, Insights, and Storytelling (Manor 氏、
Quigley 氏 @UC Berkeley)
UC Berkeley では、インタラクティブでアニメーション化されたデータ・ビジュアリゼーション
が、基本的な手段となっている。入学生分析から財務分析、卒業率、履修パターン、専攻の変更に至
るまで、D3(Data-Driven Documents, NY タイムズが使っているデータ・ビジュアリゼーション)やマ
シン・ラーニングなどの技術を駆使してキャンパスの経営陣や世間に情報を伝えている。このセッシ
ョンでは、特定のデータ・ビジュアリゼーションについて、いかに意思決定支援にフォーカスを当て
ているか、従来の IR 活動を補完しているかが説明された。
Automated Daily Analytics (Livingston 氏@UC Davis)
日々のレポートを作成するだけでなく、データを処理したり、整理したりするには、時間を効率的
に使う必要がある。IR 担当者や研究者はすでに開発されているツールを用いて、これらの膨大な作業
を、就業時間外に自動で行うことができる。このセッションでは、統計的ソフトウェアとタスクスケ
ジューラ、ODBC、Excel、Box Sync、および Visual Basic を組み合わせて、日々のレポートを作成す
るワークフローを、IR 部門がどのように作成したか説明された。具体的には、毎朝午前 4 時 30 分
に、データベースからデータを整理し、更新されたデータに対して分析を行い、午前 6 時までにキャ
ンパスパートナーと共有する多数のレポートを作成するという。ほとんどのコマンドが 1 行であり、
作り出されたデータの多くが年次報告書にそのまま使用可能である。これらの恩恵を受けるために
は、プログラムの専門家である必要はなく、毎日のレポートを人的作業によって作り出す必要もな
い。
補足情報：
・参加者の氏名、所属(肩書)、連絡先は配布資料に公開されており、会合中はもちろん、後日のフォ
ローアップも可能となっている。
・過去の会合の配布資料は CAIR の Web サイトで全て入手可能である。
・カンファレンスアプリも利用可能である。スケジュールや地図などの基本情報、参加者やプレゼン
ターとその発表概要、周辺のホテルやレストランの情報等を提供している。2018 年 2 月現在でもダ
ウンロード可能である。
・2018 年度会合(第 43 回)は 2018 年 11 月 14 日～16 日に Wyndham Anaheim Garden Grove Hotel で
開催予定である。テーマは『Institutional Research for Public Good』の予定である。

- 79 -

3. 日本の大学における IR
3. 日本の大学における IR
3.1 日本の IR の現状
3.1 日本の IR の現状
劉(2012)は国公私立大学計 783 校を対象に、「大学のインスティテューショナル・リサーチ(IR)に
劉(2012)は国公私立大学計 783 校を対象に、「大学のインスティテューショナル・リサーチ(IR)に
関する調査研究」(2013 年 12 月 WEB 調査)を行なっている[2]。本調査研究では、IR について、日本
関する調査研究」(2013 年 12 月 WEB 調査)を行なっている[2]。本調査研究では、IR について、日本
の大学ではまだ共通の定義や活動の認識は成立していないのが現状であるとの前提にたち、本調査で
の大学ではまだ共通の定義や活動の認識は成立していないのが現状であるとの前提にたち、本調査で
は IR の仮の定義として、「大学のミッションとその実現のための手段とりわけ情報収集と分析」と
は IR の仮の定義として、「大学のミッションとその実現のための手段とりわけ情報収集と分析」と
して、IR と意識されずに実施されている大学の活動もあると考えられ、これらをできるだけ広く捉え
して、IR と意識されずに実施されている大学の活動もあると考えられ、これらをできるだけ広く捉え
ようとしている。他方で、IR 関連組織を既に有している大学や IR 関係の組織を作ろうという動きも
ようとしている。他方で、IR 関連組織を既に有している大学や IR 関係の組織を作ろうという動きも
あり、これらについても現状を把握することとしている。さらに、大学の全学的な意思決定の在り方
あり、これらについても現状を把握することとしている。さらに、大学の全学的な意思決定の在り方
と IR の関連が不明であることが日本における IR の問題点であるとの関連から、これらについても現
と IR の関連が不明であることが日本における IR の問題点であるとの関連から、これらについても現
状を調査している。また、IR 活動にとって重要なデータの管理のあり方についても現状を把握するこ
状を調査している。また、IR 活動にとって重要なデータの管理のあり方についても現状を把握するこ
ととしている。
ととしている。
以下に、主な調査結果を抜粋する。
以下に、主な調査結果を抜粋する。

図 3−1 IR 活動及び IR 業務に対応する部署・委員会
図 3−1 IR 活動及び IR 業務に対応する部署・委員会
(出典)劉(2012)『大学のインスティテューショナル・リサーチ(IR)に関する調査研究』
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(出典)劉(2012)『大学のインスティテューショナル・リサーチ(IR)に関する調査研究』
図 3-1 からは、多くの項目で全学レベル・学部レベルでの部署あるいは委員会が IR 活動や分析に
対応していることが分かる。一部の項目(「入学以前の学生の特性の分析」、「卒業生に対する調
査」、「授業料設定のための分析」など)では全学レベル部署、全学委員会の対応の割合は比較的低い
ことが分かる。
IR 組織の有無については、「IR 名称はないが、担当組織がある」「IR 名称の組織がある」は
25.4%となっている一方で、「全学レベルの組織はない」69.1％と、まだまだ多い。
IR 組織を設置していない大学に聞いた質問項目であるが、「検討中」は 47.0%となっている。これ
に対して「検討していない」は 43.4%とほぼ同じ割合となっている。また、「その他」は、「研究教
育開発センターが IR 組織の機能を持っている」、「未定」、「調査中」、「専属組織を置く人的余
裕がない」、「設置が決定している」、「今後検討する予定」、「近々に設置の予定」、「H26 年度
設置予定」、「H26 年度から IR 委員会の設置を決定済み」、「2014 年度にセンター組織を発足させ
る」などである。IR 組織の設置を検討していない理由としては、「予算的に困難である」ことが検討
していない主な原因で 48.9%となっている。
IR 組織の専任職員数は最小 1 名、最大 13 名で、平均は 3.5 名である。兼任職員数は最小 1 名、最
大 18 名で平均 3.9 名となっている。また、非常勤職員数は最小 1 名、最大 11 名で、平均 2.1 名とな
っている。専任教員数最小 1 名、最大 56 名、平均 4.6 名となっている。専任教員の最大数が 56 名と
非常に多くなっているが、これはカウントの仕方によると思われる。兼任教員数は最小 1 名、最大 15
名で、平均 4.6 名となっている。非常勤教員は、最小 1 名、最大 69 名、平均 14.6 名となっている。
最大の教員数が 69 名と非常に大きいのもカウントの仕方によると思われる。
IR 組織設置の目的としては、「教育改革の成果チェック」66％、大学評価への対応 62.2％、「大
学経営上の必要性」57.1％、「学生への支援」48.1％、「大学の説明責任を果たすため」38.5％とな
っている。
IR 組織の活動内容が学内にどの程度周知されているかということに関しては、「よく知られてい
る」、「どちらかと言えば知られている」が合わせて 60.8％に対し、「まったく知られていない」、
「どちらかと言えば知られていない」が合わせて 39.3％となっている。
全学的意思決定プロセスへの関与程度については、「よく関与している」、「まあ関与している」
は合わせて 64.2％に対し、「まったく関与していない」、「あまり関与していない」は合わせて
35.8％となっている。
さらに、劉(2012)[2]の調査結果をいくつか以下に抜粋する。
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図 3-2 IR 組織の担当業務
(出典)劉(2012)『大学のインスティテューショナル・リサーチ(IR)に関する調査研究』

図 3-3 IR 組織の長
(出典)劉(2012)『大学のインスティテューショナル・リサーチ(IR)に関する調査研究』
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図 3-4 データの収集・蓄積状況
(出典)劉(2012)『大学のインスティテューショナル・リサーチ(IR)に関する調査研究』

図 3-5 データへのアクセス権限
(出典)劉(2012)『大学のインスティテューショナル・リサーチ(IR)に関する調査研究』
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3.2 課題
小林(2014)[2]は日本の大学の IR の課題として、以下の点を指摘している。
・大学情報の公開は米国や韓国に比べて大きく遅れをとっている。2011 年の大学情報公開の義務化
で、ようやく９項目の大学情報の公開が義務化されたが、これらはほとんど教育に関する情報に限定
されている。
・米国と比して、日本は評価や教学に重点を置いているものの、財務や戦略的計画(中期目標)との関
連があまり見られない。
・データへのアクセス権限が担当部署に限定されている場合が多く、全学レベルのデータ分析が困難
である。
・IR 担当者をどのように雇用し、育成するか。多くの大学では専門性を持ったスタッフを外部資金に
よって雇用しているため、身分が不安定であり、IR 活動の安定性や継続性に問題がある。
・IR に関する学会やデータコンソーシアムなどが充実していない。
小湊(2016)[7]は大学評価コンソーシアムの活動の中での議論や作成した報告書の内容を元に IR 担
当者が抱える課題を以下の通り整理している。
1)組織の位置付けや活動目的に関する課題
活動目的が不明になるということ。理由は 2 つある。一つ目は、ある領域についてデータを集め
てみたは良いものの、どのように分析を行い誰に何を報告すれば良いのかが明確になっていないこ
と。二つ目は IR 室自体が具体的にどのような活動をすれば良いのか漠然としているということ。
2)データ収集と管理に関する課題
日本の大学では業務システムが多くの部署で導入されており、さらに学部をはじめとした部局内
部で管理されているデータもあり、現場の目的に合わせてデータが分散的に管理・運用されている
実態がある。しかし分散しているデータを効率よく収集する仕組みがほとんど整っていない。その
ため複数の部署からデータを収集しなければならない評価や IR の担当者は、まずデータの収集で
つまずくことになる。
その課題へ対処するために多くの担当者が考えるのが、データベースの整理であった。今でもこ
の傾向は散見されるが、近年データベースの整備だけではデータ収集がままならないことが、現場
でも認識され始めている。というのも、自身の業務に直接は関係しない評価や IR のためにデータ
を整理し提供することは、他部署の作業量を増加させる。また何にどういった形で提供されたデー
タが使われるのかフィードバックが無い、あるいはデータ定義が正確になされない中でデータ提供
だけが要請されるといった状態になり、協力が得にくい状況があるためである。また活動目的が明
確でなかったりすると、格納するデータそのものが頻繁に変更・追加されたりする。実際データベ
ースやシステム設計ベンダーからは、「データ分析を行なうシステムを導入する際、具体的なイメ
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ージが無いまま導入したいと言う場合が多く、余分なコストがかかる。また、導入後に大きな仕様
変更が発生することがある」といった声が寄せられている。
3)個別の技術的課題
データカタログやファクトブックの作成方法、調査設計の方法や観点、分析手法などが挙げられ
ている。

4. 米国大学担当者へのインタビュー調査
4.1 カリフォルニア大学バークレー校
回答者：Malcolm Quon 氏(Academic Program Review Analyst)
Andrew Eppig 氏(Equity, Inclusion, and Diversity Research Analyst)
部署名：Office of Planning and Analysis
組織位置づけ： Office of the Vice Chancellor of Finance(財務担当副学長)の直下
スタッフ数：11 名
大学概要：
1868 年に創立された州立大学であり、アメリカを代表する研究大学の 1 つである。10 大学からなる
カリフォルニア大学システムの中で最も古い歴史を持つ。バークレー校には 14 の学部があり、学生
数は 38,000 人を超える。ここ数年 U.S. News & World Report の The Top Public Schools で 1 位に輝
いている。
インタビュー概要：
Q.Web からの情報からだと、データを集めるのみならず、分析して経営陣の意思決定のサポートを
しているという理解でよいか。また、経営陣から意思決定のコンセンサスをとることに困難は感じな
いか。
A.分析されたデータに基づいた経営陣の意思決定のサポートまでが私たちの役割である。日本では
最近政策も相まって IR が普及してきたのだと思うが、米国では５０年以上の歴史があり、IR という
考え方への信頼は既に構築されているので、経営陣への意思決定のサポートを行なうにあたり、特別
に困難に感じることは少ない。また、これまでは内部外部への報告業務が主だったが、経営戦略やコ
ンサルティングのような業務へと大きく言えば変わってきている。
Q.データ分析の依頼がくるのか、それとも自ら分析結果を売り込むのか。
A.両方ある。定期的に分析結果の周知活動を行なうことで、部署の信頼感を高める効果も狙ってい
る。信頼感を高めるには、よく言われていることだと思うが、コミュニケーションの積み重ねが大切
である。
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Q.どのようにデータ分析スキルを磨いているか。
A.基本的には業務をやりながら。コンピュータ言語やデータ・ビジュアリゼーションに関しては、
バークレー校の中でもクラスが開講されており、自分のスキルに合わせて積極的に参加している。
Q.スタッフにはどのようなバックグラウンド(学位、専門など)があるか。
A.スタッフのバックグラウンドは多様である。もちろん統計学・分析の専門家もいるし、高等教育
が専門の人もいる。(Quon 氏は言語学、Eppig 氏は物理学が専門。言語学はコンピュータ言語を理解
するのに役立つし、物理学には統計学・分析の要素を含むとのこと。)日本では心理学や高等教育の修
士号を持つものが IR 担当者となることが多いと言われているそうだが、IR 担当者の育成・確保に関
して、バックグラウンドの面からは決して悲観することはない。
Q.人材不足に直面する事は無いか。
A.カリフォルニアや、サンフランシスコベイエリアという地域で言えば、データアナリストの人数
という意味で人材はかなり豊富である。しかし、優秀な人材は、シリコンバレーに代表される一流企
業と常に取り合いとなっているため、優秀な人材の確保は課題である。

(中央左：Quon 氏、中央右：Eppig 氏)

4.2 ノースカロライナ州立大学
回答者：Nancy Floyd 氏(Director of Institutional Analytics)
部署名：Office of Institutional Research and Planning
組織位置づけ：Senior Vice Provost が部署のトップ
スタッフ数：13
大学概要：
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1887 年に創立された州立大学である。10 の学部があり、学生数は 33,755 人。政府の研究助成金の割
り当て金額で常にトップ 5 にランクインするなど、全米の大学の中で最上位に位置する名門州立大学
として知られる。
インタビュー概要：
Q.部署の役割は何か。(データを集めるに留まるか、分析して意思決定支援を行なっているか)
A.これまではデータ分析の依頼に基づいて業務を行なっていたが、これからはデータ分析に基づいた
提案をしていくことを検討している。ステークホルダーには、内部外部問わず、常にデータの提供を
することを心掛けている。
Q.スタッフにはどのようなバックグラウンド(学位、専門など)があるか。
A.統計学の博士号取得のためのコースを修了した弁護士、大学ファクトブックを作成した経験がある
元人事マネージャー、林業の学位を持った、長年にわたって学部生入学を担当していたスタッフなど
多岐に渡っている。特定の分野(統計学やコンピュータなど)の経験というよりは、高等教育分野での
経験が求められると考える。
Q.どのようにデータ分析スキルを磨いているか。
A.基本的には業務をやりながら磨いている。関連の研修にスタッフを送ることもしている。
Q.人材不足に直面する事は無いか。
A.他の二つの大規模な大学、連邦政府の請負業者、その他の研究機関や Research Triangle と呼ばれ
るエリアが密集しているため、常に優秀な人材の奪い合いが起きている。
Q.データを集める時に、教職員からどのようにして理解・協力を得ているか。(日本では日常業務に加
えてデータ入力の要請があると、反発されることもあるが。)
A.反発を感じるのは日本と同じであるが、特定のデータに関しては、不変のポリシーがある。例えば
ノースカロライナでは、コース終了時の満足度調査に対する学生の回答は教員の人事記録となってい
るため義務付けられている。そのデータがどのように扱われるかを規定するプライバシー規則の対象
となっている。また、データ収集に対する反発の問題が発生した時に、教員が解決策を議論し、問題
を解消するための委員会を数多く持っている。私たちの部署は教員に多くの情報を提供しようとする
ので、共生関係と言える。
Q.実際にはどのようにデータを集めているか。
A.2016 年の春から、フラットファイルのデータを実際に構築していない。これは珍しいことではない
かと思う。まず生のデータは外部のシステム(People Soft)に入る。次に IT 技術によって自動的にレポ
ートを作る機能を持つ学生情報システム(SIS:Student Information Systems)にデータが整理される。
さらに夜間に UNC システム(University of North Carolina System: ノースカロライナ州の大学のデー
タを収集している)に送られる。これらのデータの流れの工程を編集する作業は、主に技術職員と連絡
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を取りながら学生情報システムとコードを調整した後、出来上がってくるものをいくつかのチェック
項目で調べる。(加えたはずのある手順がきちんと反映されているかなど)。イメージは配管業者よう
で、多くのコードとデータ入力から最終的に出来上がってくるものを見る。システム内のどこに何が
起こっているのか把握しなければならない。

5. おわりに(日本での IR 活動の向上に向けての考察)
まず根本的な問題として、IR 担当者の獲得・育成が最も重要な課題だと考える。今回のインタビュ
ー調査からは、担当者のバックグラウンドとしては、分析やコンピュータシステムの専門家というよ
りも、高等教育の経験の方が重視されているという結果だった。これは Terenzini(1999)[10]の IR の
業務を遂行するためのスキルは、組織内部事情に対する理解度があってこそ活かされるという主張に
沿っている。初期の人材の獲得という点では、例えば民間企業から IR のスキルを持っている人材を
雇用したり、米国から IR の専門家を IR 部署の立ち上げ期に雇用するということも一つのアイディア
としてはあるかもしれないが、コストや給与体系、語学や文化の壁などからうまくいかないと予想す
る。またこの手法では、Terenzini の言う組織内部事情に対する理解度も不十分であるし、IR 担当者
が外部資金によって任期付きで雇用され、不安定な身分であるがために IR 活動の継続性に問題があ
るという点をクリアできない。そこで考えるのが、IR 活動が初期段階にある大学では、認証評価に関
わっている教職員が最も IR に近い役割を担っているということである。その担当者が発展的に IR 担
当者の役割を担っていくようにするのが、最も効率が良いのではないかと考える。
IR 部署の役割については、今回のインタビュー調査からは、内部・外部への報告業務から経営戦略
やコンサルティングのような業務へ変わりつつあるということだった。つまり柳浦(2009)の言う「報
告業務」から「研究」へとシフトしてきているということである。日本ではこの「研究」への対応が
まだまだ十分でない[2]。たとえ大学ポートレートなどにより大学の情報公開が進んでも、「報告業
務」の充実は期待できるが、「研究」の充実は期待できないのではないか。「研究」の充実のために
は IR 担当者の育成が不可欠である。
IR 担当者の育成のためには、米国における AIR のような中間組織の存在が極めて重要と考える。
今回のインタビュー調査からは、個人のスキルの磨き方については、基本的には業務をやりながらと
いうことだった。これは、日本のいくつかの大学で実践のある OJT 形式の担当者育成の方向性[2]と
合致している。しかし、業務以外にもキャンパス内で開講されている講義や、AIR 等の中間組織が実
施する研修にも参加しているということを考えると、萌芽期と言われている日本の中間組織が研修や
グラントの仕組みを作るなど、IR 担当者育成の役割を果たすことがやはり必要である。個人のスキル
が高まり、業務の質が上がれば、結果的に IR そのものへの信頼感の獲得へとつながり、組織内での
協力を得やすくなるなどの好循環が生まれると考える。
もちろん、IR 組織の活動目的自体が明確になっていることは前提であり、一般的な組織規程以上
に、どのように分析を行い、誰に、何を報告すれば良いのかなど、具体的に活動内容を定めていく必
要がある。
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また、大学情報の公開がさらに進めば、自ずと大学情報の定義が固まることになる。これにより情
報の質が統一されるので大学ベンチマークによる評価を容易にする。また、大学でシステムを導入す
る場合、集めるデータの定義が明確であれば、後にシステムの仕様を頻繁に行う必要もなくなり無駄
を省くことができる。大学情報の公開の推進については、大学ポートレートの一層の充実が期待され
る。
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