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今日の話題

大学事務局からの依頼

 津田塾でIR体制を構築していく上で、導
入となる話をして欲しい。
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IR (Institutional Research)
インスティテューショナル・リサーチ（機関研究）

• 自大学の現状を分析し、大学運営に活かす行為

IRは、
企業における
経営企画部の

ようなものだよ！



Outline
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4. コロナ下で大学経営に必死な米国
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1. 大学IRとは



米国におけるIRの歴史

 1955年以前： 黎明期
 1701年ごろからイエール大学等で他大学やドイツの大学の組織構成等を調べる試みを開始。

 1908-43年は、「調査の時代」。カネーギー財団による教員年金の導入により、教員の労働時間や大
学運営の効率性を測る必要が出てきた。

 1950-60年代中盤： IR開設期
 戦後の帰還兵が大学に入学し、大学の学生規模が急拡大。またスプートニックショックにより、研究力

強化の必要性により、大学の管理・運営が必要に。

 1965-75年： IRの初期－大学の管理・運営に向けて。
 IRの業務領域を定義しようという動きがあったり、大学執行部もIR担当を使おうとする。

 他方、1960－70年代の学生運動、ベトナム戦争でIRどころではなくなるが、その後1970年代前半
の経済不況で政策担当者がリソースやコストに関心を持つようになり、特に州立大学にデータを要求
するようになる。

 1975-90年： IRの青年期－技術の拡大。誰もがIR実施。質への回帰。
 ベビーブーム世代の卒業により、学生数増が望めなくなり、学生獲得や財務対策などの必要が生じる。

IRが、大学運営の現状のデータ収集と分析に組み込まれるようになる。

 1990－2005年： IRの成人早期－アウトカム評価、パフォーマンスへの要求。
 1990年代前半の経済不況により、州立大学への運営費交付金が初めて削減され、授業料上昇に拍

車をかけた。学資援助が提供されるかが学生の大学入学判断に決定的要素となった。同時に、高い
授業料を払って大学に行く価値があるかが問題視されるようになり、アウトカム評価が重要になった。

 2005年－現在： IRの成熟期－説明責任。中だるみ？
 「アクセス、負担可能、説明責任」があらゆる場面で求められるようになり、IRはそれに対応するよう

になった。パフォーマンスファンディングなどの動きもあった。

5Gary Rice, “The Association for Institutional Research: The First 50 Years,”(2011) 
https://www.airweb.org/AboutUs/History/Documents/Papers-Books-Manuscripts/TheAssociationforInstitutionalResearchTheFirst50Years.pdf



米国IR協会
…Association for Institutional Research (AIR)
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米国は、
清教徒が行ったときから、

相互補助の精神が培われ、
こうした団体を通じて市民が

活動を組織化することが
なされているんだ！



１．IRとは

 IRの定義

7

機関の計画立案、政策形成、意思決定を支援

するための情報を提供する目的で、

高等教育機関の内部で行われるリサーチ

Saupe J. L.(1990) The Function of Institutional Research 2nd Edition

Association for Institutional Research

http://www.airweb.org/page.asp?page=85



１．IRの全体像…IRの機能
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Thorpe, S. W.(1999) The Mission of Institutional Research 2nd Edition (http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED439640.pdf )

[注] 北西部IR協会（NEAIR）の会員大学IRオフィスのミッション・ステートメントを分析した論文。

1. 意思決定／政策形成／計画策定 支援

2. 調査研究、データ分析

3. 内部レポート、外部レポート

4. 評価支援

5. データ管理 Thorpe (1999)より作成

Thorpe(1999)では、北西部の
IRオフィスのミッション・ステー
トメントを分析し、右の９つの
分類について該当するオフィ
スの分布を示している。

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED439640.pdf


１．IRの全体像…調査内容（類型）
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Delaney, A. M.(1997) The Role of Institutional Research in Higher Education: Enabling Researchers to Meet New Challenges)

[注] ニューイングランド州のIRを分析した論文。

1. レポート
 機関統計、大学運営上の学内外へのレポート

2. 研究、計画、政策分析
 計画、政策分析、予測・統計分析、長期分析、市場調査

3. 財務分析
 費用分析、予算策定、財務予測

4. 入学管理
 アドミッション、奨学金、大学残留率（リテンション）

5. 学生調査
 学生調査、卒業生調査

6. 教員研究
 教員評価、教員の業務負荷分析、給与分析

7. 学術分析（主に教学面）
 学術プログラム評価、プレースメント・テストとアウトカムの評価

8. その他
 施設・空間利用状況調査、編入状況調査 等



１．IRの全体像…IRオフィスの所在
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1. 経営・企画部門

2. 評価部門

3. 財務・経理部門

4. 情報基盤部門

5. 教学部門

6. アドミッションオフィス

7. 人事部門

8. 施設整備部門

9. その他

 IRの調査内容が多岐にわた
るため、IRオフィスも多様な
部署に所在しうる。

 つまり、IRは本質的に大学
の各部署で行うもの・・・・？

At some colleges and universities, a 

conscious decision had been made that 

each unit in central administration will be 

responsible for institutional research 

relating to the activities of that unit.

Saupe J. L.(1990) The Function of Institutional Research 2nd Edition

Association for Institutional Research

http://www.airweb.org/page.asp?page=85
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2-1.日本における大学IRの展開

• 教学IR

• 大学経営IR

• 研究IR



政策誘導により始まった日本の大学IR
…教学IR中心

 中教審答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換
に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大
学へ～」（2012）

12

 IRという言葉は出てこないが、日本の大学IRが始まった根拠文書
とされる。

 学修時間の実質的な増加・確保を求め、そのために「教育課程の
体系化」や「組織的な教育の実施」、「授業計画（シラバス）の充実」、
「全学的な教学マネジメントの確立」が必要とした。

 全学的な教学マネジメントの確立のために、「教員の教育力の向上
を含む諸課題の発見と解決を進めるため、学長のリーダーシップの
下、全学的な教学マネジメントを確立し、大学教育の改革サイクル
を展開させること」

（出典）中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）」 （H24.8.28）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325047.htm



大学教育の内部質保証につながる
教学マネジメント
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３つのポリシー

 Diploma Policy

 Curriculum Policy

 Admission Policy

教学マネジメントとは
大学教育について

大学として
責任を持つこと！

（出典）中央教育審議会大学分科会大学教育部会
資料1-1 「「三つのポリシー」に基づく教学マネジメントの全体イメージ（案）」 （H27.12.14）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/12/25/1365312_01.pdf



大学等の教育情報の公開と
学修成果の可視化
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平成23年4月 学校教育法施行規則の改正により各大学が
公表すべき教育情報を具体的に明確化
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/035/siryo/__icsFiles/afieldfile/2013/11/05/1340990_5.pdf

各大学のHPと
「大学ポートレート」

ウェブサイトに
情報公開

【参考①】 把握・公表の義務付けが考えられる情報の例

（学修成果・教育成果の可視化に関する情報）
• 単位の取得状況、学位の取得状況、進路の決定状況等の卒業後

の状況（進学率や就職率など）、学修時間、学生の成長実感・満
足度、学生の学修に対する意欲 等

（大学教育の質に関する情報）
• 入学者選抜の状況、修業年限期間内に卒業する学生の割合、留

年率、中途退学率、教員一人当たりの学生数、学事暦の柔軟化
の状況、履修単位の登録上限設定の状況、授業の方法や内容・
授業計画（シラバスの内容）、早期卒業や大学院への飛び入学の
状況、FD・SD の実施状況 等

【参考②】 把握や活用、公表の在り方について一定の指針を示すこ
とが考えられる情報の例

（学修成果・教育成果の可視化に関する情報）
• アセスメントテストの結果、TOEIC や TOEFL 等の学外試験のスコ

ア、資格取得や受賞、表彰歴等の状況、卒業論文・卒業研究の水
準、留学率、卒業生に対する評価 等

（大学教育の質に関する情報）
• ナンバリングの実施状況、履修系統図の活用状況、GPA の活用

状況、IR の整備状況、教員の業績評価の状況 等

大学教育の外形的情報を求める
情報公開の義務化

大学教育のアウトカムを求める
学修成果の可視化

中央教育審議会 大学分科会 （H30.10）
将来構想部会制度・教育改革ワーキンググループ 論点整理 より
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/043/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/10/26/1410476_3_1.pdf



教学マネジメント指針の事項（例）
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＜プログラムとしての学士課程教育と三つの方針の策定（総論）＞
＜全学的な教学マネジメントの確立について（総論）＞
• 明確な教育目標の設定とこれに基づく体系的な教育課程の構築（カリキュラムの構造化を含む）、アセスメン

ト・ポリシー等を踏まえた内部質保証体制や教育改善に関するＰＤＣＡサイクル の確立、適切な資源配分の
在り方 等

＜教育内容の改善＞
• カリキュラムの編成の高度化（ナンバリングや履修系統図の活用、

編成への外部人材の参画等）
• アクティブラーニングやＩＣＴを活用した教育の促進

＜教育方法の改善＞
• 柔軟な学事暦の活用
• 主専攻・副専攻の活用
• 履修単位の上限設定（ＣＡＰ制）の適切な運用
• 履修指導体制の確立（学修ポートフォリオの構築、ＴＡや履修アドバ

イザーの活用）
• シラバスにおいて標準的に期待される記載事項の提示
• 成績評価基準の適切な運用（ルーブリックの活用、ＧＰＡの算出と

活用方法）
• 学生個人の学修成果の把握
• 学修時間の確保と把握
• 学生による授業評価

＜教職員の資質の向上＞
• スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の高度化（カリキュラム・マネジメン

ト等に関する教職協働等）
• ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の高度化（教員相互の授業評

価、ワークショップや授業検討会、新任教員を対象とした研修会等）
• 大学コンソーシアムや教育関係共同利用拠点の活用

＜教学ＩＲ体制の確立＞
• ＩＲに期待される役割（学内の意思決定に資する

提案、教学に係る評価に必要なデータの収集等、
学生の学修成果の評価のためのデータ収集、評
価の実施・分析等）

• 大学コンソーシアムや教育関係共同利用拠点の
活用

＜情報公開＞
• 省令で義務づけられた事項に係る解説
• 省令では直接義務づけられていないものの、各

大学が情報公開を行うことが強く期待される項目
• とその内容に係る解説

中教審 大学分科会 制度・教育改革ワーキンググループ（第12回）
資料１「学修の質保証の向上に関する取組について」（2018.4.3）より
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/043/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/04/03/1403144_1.pdf



大学機関別認証評価の大学評価基準
…大学改革支援・学位授与機構の例

領域１ 教育研究上の基本組織に関する基準

領域２ 内部質保証に関する基準

領域３ 財務運営、管理運営及び情報の公表に関する基準

領域４ 施設及び設備並びに学生支援に関する基準

領域５ 学生の受入に関する基準
基準５－１ 学生受入方針が明確に定められていること

基準５－２ 学生の受入が適切に実施されていること

基準５－３ 実入学者数が入学定員に対して適正な数となっていること

領域６ 教育課程と学習成果に関する基準
基準６－１ 学位授与方針が具体的かつ明確であること

基準６－２ 教育課程方針が、学位授与方針と整合的であること

基準６－３ 教育課程の編成及び授業科目の内容が、学位授与方針及び教育課程方針に則して、体系的であ
り相応しい水準であること

基準６－４ 学位授与方針及び教育課程方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用されていること

基準６－５ 学位授与方針に則して、適切な履修指導、支援が行われていること

基準６－６ 教育課程方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること

基準６－７ 大学等の目的及び学位授与方針に則して、公正な卒業 ( 修了 ) 判定が実施されていること

基準６－８ 大学等の目的及び学位授与方針に則して、適切な学習成果が得られていること

16（出典）川野 卓二、久保田祐歌（徳島大学総合教育センター）
徳島大学の教学マネジメントとAP採択事業：「SIH道場」による全学へのアクティブ・ラーニング展開の試み
http://www.juce.jp/LINK/journal/1601/02_06.html

なんか常に監視
されているようで、

自由に学生に
手を差しのばせない。



学生調査を大学間で比較可能とする
「大学IRコンソーシアム」

 活用方法

1. 大学間共通の学生調査の集計結果を確認

2. 相互比較を通じて、自大学の現状を確認

3. 学生調査と学生環境データ（成績情報等）
を連結させて分析

4. 教育プログラムの効果測定

5. 同一集団の経年比較

6. 学生の変化のパターンを把握
17「大学IRコンソーシアム」HP より

http://www.irnw.jp/index.html

【大学IRコンソーシアム 会員】

全国の国公私立54大学が加盟

(国立11大学、公立7大学、私立36大学)

（2018.8.31現在）



学生の成長の記録としての学修ポートフォリオ
…私立大学情報教育協会（JUCE）の参考指針（事例）

18（出典）私立大学情報教育協会大学情報システム研究委員会学修ポートフォリオシステムの導入・活用等の参考指針」（2017.5.31）
http://www.juce.jp/info-system/port.pdf

学生に
自分の学びを
自覚させる 同時に、

教員の学生指導に
役立てる



ALCS 学修行動比較調査（1）

19（出典）ALCS 学修行動比較調査 https://cmpir.jp/site/alcs1.php

全般に
平均より高いけど

イマイチの
ところもある

どことの
比較かも

問題だしね



ALCS 学修行動比較調査（2）
…調査結果を活かす！

調査のしっぱなしになっていないか？

 調査結果を分析し、教育改善に繋げているか？

分析のポイント

 学生の評点が低いのは何？

• 改善可能？改善すべき？

 コロナ前・後の変化は？

• リベラルアーツカレッジの本質を失っていないか？

※ 調査はあくまでも集計値なので、一人一人の困っ
ている声に耳を傾けることを忘れずに！ 20



四国地区大学教職員能力開発
ネットワーク（SPOD）

21（出典）四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）「研修テキストを見る」
https://www.spod.ehime-u.ac.jp/spod-forum1_cat/2021/

教職員が協力して
自己研鑽！



入学前から卒業後まで一貫した学生支援
…エンロールメント・マネジメント

22

これが
包括的な
やり方

（出典）福島真司「入学前から卒業後まで一貫して私たちの学生を知り抜くために」Between（2012 2-3月号）
http://shinken-ad.co.jp/between/backnumber/pdf/2012_02_tokushu02.pdf



日本の教学IRの問題点

 文科省主導で、大学の「教学マネジメント」の確立
のためのIRと位置づけたことから、内部質保証や
説明責任の性質が色濃くなり、

 ①学生の就学支援や、②大学の教学面の重要な
意思決定（エンロールマネジメント等）への関わりが
薄れてしまった。

 本来は、より実質的な教学改善に資する活動を教
学IRはすべき。

 今の時代なので、ラーニングアナリティクスを利用した修
学支援など。

23
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1-2.日本における大学IRの展開

• 教学IR

• 大学経営IR

• 研究IR



政策誘導により始まった日本の大学IR
…学長補佐という機能

 中教審大学分科会「大学のガバナンス改革の推進につい
て」（審議まとめ）（2014）

25

 以下二点の動きへの対応としてまとめられた。
• 教育再生実行会議『これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）』（2013.5.28）

• 経済同友会「私立大学におけるガバナンス改革―高等教育の質の向上を目指して―」(2012.3.26)

 これにより、大学ガバナンスにおける教授会の位置づけを変える学校教
育法の法改正に至った（2014）。

 報告書はそれと同時に学長のリーダーシップ強化のための学長補佐体制
の強化を求め、そのなかにIRが位置づけられた。

（出典）中教審大学分科会「大学のガバナンス改革の推進について」（審議まとめ）（2014）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1344348.htm

（ＩＲの充実）
適切なガバナンスを働かせるためには，まず何よりも，学長が各学部の事情を十分に把握した上で，
改革方針を策定していくことが必要である。学長を補佐する教職員が，大学自らの置かれている客観
的な状況について調査研究するＩＲ（インスティトゥーショナル・リサーチ）を行い，学内情報の集約と分
析結果に基づき，学長の時宜に応じた適切な判断を補佐することが重要である。



大学ガバナンス強化の打ち出の小槌
のように扱われるIR

 文部科学省「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通
知）」（H27.6.8）
 第３期中期目標・中期計画が本決定に沿った内容となることを求める。

 大学共同利用機関法人について、「法人の枠組みを越えた異分野融合・新分 野創成
を促す観点から、IR 機能の強化により（中略）研究環境の一層の充実に努める」とさ
れた。

 文部科学省「国立大学経営力戦略」（H27.6.16）
 国立大学改革プランにおいて、第2期中期目標期間の後半は「改革の加速期間」で

「ミッションの再定義」や「機能強化」を行ったとし、第3期は各大学の強み・特色を最大
限に活かし、高い付加価値を生み出す国立大学への転換を推進」するために、国立大
学の経営力強化が必要とした。

 学長裁量経費によるマネジメント改革を可能とするために、「IR体制の充実による学内
の現状分析を踏まえて学内資源の再配分の取組（人的・物的・予算・施設利用等の見
直し）などを行う」とされた。

26

⇒ 国立大学の中期計画におけるIRへの言及は、第1期は０校、
第2期は1校のみにかかわらず、第3期は69校（８割）に急増。



IR組織大増設につながった支援条件
…私立大学等改革総合支援事業

27
（出典）岩崎保道、鈴木弘道「IR 組織の動向」

関西大学高等教育研究 第８号 2017 年３月
https://www.kansai-u.ac.jp/ctl/activity/pdf/kiyo_no.8_pdf/kiyo_no.8_09.pdf

（出典） 文部科学省
「平成２９年度 私立大学等改革総合支援事業 配点区分表（タイプ１～４）」
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/05/1340519_411.pdf

私立大学におけるIR担当部署設置の推移

H31年度に
ついては、IR担当の

研修受講も
加点される
可能性あり



大学IRの業務領域
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 大学の課題に応じた分析、執行部への情報
提供

 大学評価対応（認証評価、法人評価）

 大学情報公開、大学ポートレートへの対応

 大学のファクトブック整備

 研究者データベースの整備

 学生の達成度評価、卒業生調査等

 成績やGPAなどの分析

 文科省、大学改革動向のウォッチ

結局、
定型的業務か
雑用係になって

しまうきらい
あり・・・。

大学IRの業務領域（ダイジェスト）

（出典）小林雅之、劉 文君「日本型IR構築に向けて」
リクルート カレッジマネジメント189 / Nov. - Dec. 2014, p.6-13 （2014）
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/lib/docu/001_h2702/001-h2702-12_suetsugu.pdf



日本の大学経営IRの問題点

文科省主導で、「学長のリーダーシップ」を補
佐するためのIR体制の整備が要請される一
方、

 IR室における業務内容が不明確、かつ、大
学執行部レベルの雑多かつ重要な意思決定
に対応できるスーパーマンは存在しないため、

日本の大学における大学経営IRは、宙に浮
いた存在に。
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1-3.日本における大学IRの展開

• 教学IR

• 大学経営IR

• 研究IR



日本の大学における
研究IRの位置づけ

 教学IR、大学経営IRほどには、強い政策誘導がなされて
いない。

 しかし、「法人の枠組みを越えた異分野融合・新分野創成を
促す観点から、IR 機能の強化により（中略）研究環境の一
層の充実に努める」とされた（※）ことを考えれば、研究IRも
視野に含まれている。

 また、URAのスキル標準には、「研究力の調査分析」と「研
究戦略策定」が位置づけられ、これは研究IRと理解される。

31※ 文部科学省「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通知）」（H27.6.8）

研究IRは、
IRまたはURAが

担当する
場合がある。



（参考）
リサーチ・アドミニストレーターの業務内容

32

（２）プレアワード業務
（３）ポストアワード業務
（４）関連専門業務

（出典）東京大学「URA スキル標準 Ver.1」P49 （2014）
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/07/14/1349628_01.pdf



学術出版社による研究力分析と
研究戦略策定支援サービス

33
（出典）エルゼビア社ホームページ

「リサーチ・インテリジェンス」 （Last accessed 2018.12.9）
https://www.elsevier.com/ja-jp/research-intelligence

（出典）九州大学IR室ホームページ
「IR関連システム」 （Last accessed 2018.12.9）
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/ir-system

（出典）九州大学PUREポータルサイト （Last accessed 2018.12.9）
https://kyushu-u.pure.elsevier.com/

出版社が提供する
ツールは便利だけど、

高額だし、英語の業績しか
見えていない。

結局、出版社の
提示する評価基準に

アカデミアが
従っている。。。



日本の研究IRの問題点

一部の研究大学においてしかなされておらず、

かつ、それら研究大学においても、英文論文
DB（≒理工系中心）に偏重した研究評価を
行っており、文系分野や社会的インパクトは十
分に評価されておらず、

また、評価をするだけで、研究力を強化するた
めの施策（研究広報、研究連携、研究者獲得、
社会連携等）に繋げられていない。
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3.日本の大学におけるIRを考える



日本の大学におけるIRの現状

 （日本の大学の現場のニーズや特性を考慮に入れ
ず）、国の政策誘導により形式的に導入

 このため、IR業務内容が不明確。IR担当の専門性
も不在、IR担当を使う大学執行部においてもIRに
何を期待して良いのか分からず、

 結果として、IR室が学内において宙に浮いた存在
に。

 成果の出ないIR室を前に、「IR担当が問題」とされ
る悲劇も・・・。
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日本の大学における
IRの問題点と解決の方向性

問題点

 IR室が学内で宙に浮いていて、大学の意
思決定や大学運営に十分寄与できていな
いことが問題。

解決の方向性

 （国のお仕着せの“IR”から離れ）、学内の
大学運営や業務改善上のニーズから、IR
の業務内容を考える。

37



日米大学のIR体制の違い

日本の大学

 意思決定

 教職員による合議制

 ボトムアップ

 IRの支援先

 ？

 大学の解決課題ごとに
対応？

米国の大学

 意思決定

 大学執行部中心

 トップダウン

 IRの支援先

 大学執行部

 大学事務局

38

米国はトップダウン
だから、IRが

意思決定に反映
されやすい。



大学執行部と教員組織の協働
…Shared Governance（共同自治）
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大学の経営と管理・運営
を担う大学執行部と、

教育・研究を担う教員組織は、
大学を共同自治していく

大学執行部

教育・研究評議会
Faculty Senate



大学IRを以前から行っている
私学の「学校法人」
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日本私立大学協会ホームページ「学校法人ってなに？」より
http://www.shidaikyo.or.jp/apuji/activity/2013-campaign-00.html

学校法人は、私立学校法により
経営を担う組織として位置づけられ、
初めから大学経営をしているから、

IRと言わなくても、以前から
大学経営のための状況把握や
分析、経営判断はしていた。



津田塾におけるIR（提案）

 各事務部署で必要となるIRは、当該部署で行う。
 分析や解釈において、IR室や教員が必要に応じて協力。

 IR室のミッション
① 大学に関わる情報基盤の整備

② 認証評価、情報公開、ファクトブック等におけるデータ整備、とりま
とめ

③ 大学の課題に応じた分析、執行部への情報提供

 IR室の体制
 IR専任（情報基盤に強い人）

 各事務部署から兼任

 大学運営に関わる教員、執行部（特に③で協力）

41

教職員で協力して
大学の課題解決
することが大事！

IR担当に
任せきりに
しない！



データガバナンスに向けての動き

 大学運営において生成される機関データについ
ても、機関管理するニーズが高まっている。

 機関データについては、「データガバナンスポリ
シー」が策定されつつある。

 大学においては、データの戦略的利用というより
は、部署横断的なデータの整合性を担保するこ
とを目的とした、説明責任の意味合いが強い。

 IR室または情報基盤センターが担当部署
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データガバナンス

 データ管理に対して，組織として，明確な理念のもとに体制を
構築し，具体的に実施するようにすること。

• 機関におけるデータ管理の重要性が認識されるようになり，近年使わ
れるようになった概念。

 大学におけるデータガバナンスはもっぱら「機関データ（人事，
財務，教務データ等）」を対象とする。

 部署間のデータの整合性の担保や，エビデンスに基づく意思
決定，データセキュリティ，コンプライアンスなどを目的する。

 担当部署： IR室、情報基盤センター等

43

企業のマーケティングにおいて
データの整合性は

戦略的に優位に立つ上で
最重要課題！



データガバナンス
…C-Officer＋四役

 データオーナー
 データ所有者。大学の機関データについては学長あるいは大学当局。

 データトラスティー
 大学の役員や管理職により担われ，自身の担当領域のデータの管理につい

て最高責任を負う。

 データスチュワード
 担当領域の部課長や職員で、機関データが適切に生成、管理、取り扱われる

ことについて責任を有す。

 データカストディアン
 データの保存管理や保護について責任を有し、情報管理やIT部門により担

われることが多い。

 Chief Data Officer (CDO)
 機関におけるデータガバナンスの実施を総括する。大学ではIR室を兼ねる場

合がある。
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大学のデータ管理における
研究データと機関データの考え方の違い

研究データ

 対象
• 研究の過程で収集・生成され

るデータ

 データ生成者
• 研究者

 データスチュワード
• 研究者や研究支援者

 データオーナー
• 研究者または、大学当局が担

う場合もあり

機関データ

 対象
• 大学運営の過程で収集・生成

されるデータ

 データ生成者
• 大学事務部署の職員

 データスチュワード
• 大学事務部署の部課長、職員

 データオーナー
• 学長または、大学当局

45

データ生成者と
管理者が

基本的に一致データ生成者と
機関管理の
責を負う者が

不一致



コロナ下で
大学経営に必死な米国の大学



米国の2020年度
大学進学者、２割減か？

 SimpsonScarborough社の３月、４月調査

 高校生最終学年の１割が、四年制大学
への進学見送り

 「秋に大学に戻らない」「不明」の大学生、
14%→26%

 ギャップイヤーへの関心高まる

 オンライン教育は不人気

 マイノリティは更に見通し悪い

[Inside Higher Ed] (2020.4.29) Colleges Could Lose 20% of Students
https://www.insidehighered.com/admissions/article/2020/04/29/colleges-could-lose-20-percent-students-analysis-says

https://www.insidehighered.com/admissions/article/2020/04/29/colleges-could-lose-20-percent-students-analysis-says


エピソード
NYかLAの大学に
進学することを
夢見ていた。

[New York Times] (2020.4.28) After Coronavirus, Colleges Worry: Will Students Come Back?
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-colleges-universities-admissions.html

でも、自宅近くの
アリゾナ州立大学に

決めた。
その方が、どう考えても

合理的！

合格通知を3月にゲット！

Claire McCarville

https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-colleges-universities-admissions.html


アリゾナ州立大学：
“A New American University”

第１６代学長Michael Crow提案：
 “A New American University”
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Access, Excellence, Impact

 入学希望者を排除することを通じてはなく、入
学させ、成功させることを通じて、自らを評価し
たい。（後略）

We measure ourselves not by who we exclude, but 
rather by who we include and how they succeed.

（出典） Arizona State University, “A New American University” (2015)
http://newamericanuniversity.asu.edu/docs/NAU_Dec10.pdf

入学倍率を高くして
高く評価される

というのは
間違っている！



全学的な教育へのデジタル技術の活用で
全米の先端を行くアリゾナ州立大学

1. ASU Online
全学的オンライン教育の推進により、2020年までに

10万人の学生増を図る。

2. アダプティブ・テクノロジーによるリメ
ディアル教育

3. eAdvisor
自動の専攻および科目選択システム

4. Global Freshman Academy
 edXとの連携による安価な初年次教育の提供
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「9月は授業をキャンパスで実施」の
発表相次ぐ

10%

66%

7%

8%

9%

秋の授業の提供方法予定

複数のシナリオを検討

対面授業の予定

オンライン教育

ハイブリッドモデル

検討中

オンライン教育

調査対象：850大学
2020.6.1現在

対面授業

ハイブリッド

[Chronicle of Higher Education] (2020.4.23) Here’s a List of Colleges’ Plans for Reopening in the Fall
https://www.chronicle.com/article/Here-s-a-List-of-Colleges-/248626

https://www.chronicle.com/article/Here-s-a-List-of-Colleges-/248626


2021年度入学者募集を見送る
米国人文社会科学系大学院、 50以上

 プリンストン大学社会学専攻が2020年5月中旬に
募集見送りの決定をし、多くの人社会系博士プロ
グラムがこれに続く

 ペンシルバニア大学は、理学系も含む「大学が奨
学金を提供する全ての博士プログラム」の募集を
見送り

• 外部資金を利用した院生募集は継続

 狙い
 在籍の院生の奨学金継続
 大学の奨学金負担の低減

[Chronicle of Higher Education]（2020.9.28）
More Doctoral Programs Suspend Admissions. That Could Have Lasting Effects on Graduate Education.
https://www.chronicle.com/article/more-doctoral-programs-suspend-admissions-that-could-have-lasting-effects-on-graduate-education

人社系
大学院生は

コストを
意味する



米国大学の経営努力

 経費削減の努力
 役員の給与減額、教職員の給与ベアなし

 非常勤講師雇い止め、工事停止

 年金の大学手当分の見送り

 その他経費削減努力

 学生獲得の努力
 9月以降の対面授業を約束

 授業料値上げを取りやめ

 例年以上の授業料ディスカウントを提示

授業料だけでなく、
寮、食堂、駐車場の

収入激減の
穴埋めが必要

※ 2021年に入っては、キャンパス入場にワクチン接種を義務化する大学多数



提供できる科目数の縮小
Shortage in course provision
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カリフォルニア州コミュニティ・カレッジにおける

提供単位数と教職員数の推移（2000-2012）

職員

非常勤講師

教員

執行役員

単位数

（人） （単位数）

（出典）カリフォルニア州コミュニティ・カレッジ総長室情報マネジメントシステム データ・マート（http://datamart.cccco.edu）

単位数
credits

非常勤講師
Temporary Academics

Faculty & Staff Demography and Credits Offered at Calif. Community Colleges (2000-2012)

提供単位数、
4年間で２割減
Dwindling of credits offered

by 20% in four years



コロナ下で財務悪化に直面する
日本の私立大学

日本私立大学協会 私学高等教育研究所「新型コロナウイルス感染症に伴う大学経営管理上の対応に関する調査」（最終報告書）（2020.9）
https://www.shidaikyo.or.jp/topics/pdf/20209_covid-19.pdf

入学者の減少や休学、退学等による財務の悪化

感染症対策による支出の増加



財政難は国に頼れば良い？

日本私立大学協会 私学高等教育研究所「新型コロナウイルス感染症に伴う大学経営管理上の対応に関する調査」（最終報告書）（2020.9）
https://www.shidaikyo.or.jp/topics/pdf/20209_covid-19.pdf

経費削減などの
自助努力は？



コロナ下で三密対策支出が増大する
日本の私立大学

日本私立大学協会 私学高等教育研究所「新型コロナウイルス感染症に伴う大学経営管理上の対応に関する調査」（最終報告書）（2020.9）
https://www.shidaikyo.or.jp/topics/pdf/20209_covid-19.pdf



大学は出来るだけ、
自分たちの手で
守りましょう！IRは

出来るだけ、
現実的な課題に

即して！



海外大学事情 mihoチャネル 配信中
https://rcos.nii.ac.jp/miho/

連絡先

国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター
船守美穂（funamori@nii.ac.jp）

https://rcos.nii.ac.jp/miho/

