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 特集：大学における Institutional Research 

－ 

大学図書館員のための大学 IR 講座 
－大学 IR における大学図書館の可能性とは？ 

船守 美穂＊ 

 
 近年，大学図書館業界においても，「大学 IR」という言葉を耳にするようになったため，本小論では，大学 IR の成り立ちや概要，大学

IR が抱える課題を紹介しつつ，これからの大学図書館と大学 IR の関わりの可能性について考察する。日本の大学図書館については，大学

IR のための基礎データ収集の観点から，1）教学 IR に資する，学生の図書館利用状況，2）研究 IR に資する，学内で輩出される学術成果

の把握などが期待される。大学業務システムや研究情報管理システムの整備，相互連携が進んでいる欧米の大学では，これらを利用した 3）
機関データの管理・保全や，4）同システムの利用支援も大学図書館の役割として想定されているが，日本ではこれは難しい。 
キーワード：インスティテューショナル・リサーチ，大学図書館，大学運営，意志決定支援，教学 IR，研究 IR，業務システム，研究情報

管理システム，図書館利用状況 
 

1．はじめに 

近年，大学図書館業界において，「大学 IR」という言葉

を耳にするようになった。大学図書館業界ではこれまで IR
と言うと，「情報検索（Information Retrieval）」や「機関

リポジトリ（Institutional Repository）」が中心的であっ

たが，ここでいう IRは，「大学 IR（Institutional Research）」
の IR である。大学 IR は，情報収集やデータ分析を通して

大学執行部の意志決定を支援することを意味するが，これ

が大学図書館業界とどのように関係するのか。本小論では，

大学 IR の成り立ちや概要，大学 IR が抱える課題を紹介し

つつ，これからの大学図書館と大学 IR の関わりの可能性

について考察したい。 
なお「大学 IR」は一般には，単に「IR」と呼ばれてい

るが，本稿では混乱を避けるため，「大学 IR」とした。 

2．大学 IR とは―先行する米国の事例を中心に 

大学 IR は，正式には「インスティテューショナル・リ

サーチ」と呼ばれ，インスティテューション，つまり大学

等の機関において行われる調査分析のことを言う。調査内

容としては，所属機関の状況を把握・分析することが中心

とはなるが，得られたデータを解釈するためには，他の機

関との比較や，国内外の高等教育や社会全般の動向に照ら

した理解が必要なため，所属機関を超えた調査研究活動も

必要となる。米国の IR 協会（AIR, Association of 
Institutional Research）でまとめられた表 1 の IR の定義

が頻繁に，引用される。 
ポイントは，大学 IR が「機関の計画立案，政策形成，

意志決定を支援するため」に行われる実践研究で，学問の

発展を目的とした学術研究ではないということである。大

学 IR は究極的には，大学運営を司る大学執行部に役に立

つものでなければいけないし，そこまで上位レベルに関与

しないまでも大学 IR は，大学執行部のもとで多様な領域

で大学運営業務を担う各部署に，役立つものでなければい

けない。このため大学 IR は，大学執行部や大学運営を担

う部署と密接に連携することも求められる。大学運営業務

は教育・研究・経営と多岐にわたり，大学 IR 担当部署の

ような単一の部署で全ての情報を収集・分析することは難

しいため，それぞれの大学運営業務を担う部署で大学 IR
をした方が良いという考え方もあり，実際，そのようにす

る大学もある 1)。しかし学長のリーダーシップが求められ

る近年の高等教育事情を反映して，また，各部署では日々

の業務に追われ，緻密な情報収集と分析を行っている余裕

がないことを背景に，大学 IR 担当部署が学長直下の組織

として設置され，全学的な視点で大学 IR を行っている場

合が多い。 
大学 IR が対象とする調査分析は，表 2 に挙げるように，

多岐にわたる 2)。特徴としては，大学に関わる各種統計資

料を収集し，学内外の資料にとりまとめたり，大学の戦略

的な意志決定に必要な分析をしたりするほかに，学生の入

学管理や在籍時や卒業後の調査など，学生や教学に重点の

置かれた調査分析がなされていることが挙げられる。十分

な入学者を確保すること，学生にしっかりと学んでもらい，

確実に卒業して就職してもらうこと，在学生に十分に満足
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表 1 大学 IR の定義 

大学 IR とは，機関の計画立案，政策形成，意志決定を支援

するための情報を提供することを目的として，高等教育機関

の内部で行われる調査・研究活動のことである。 
Institutional research is research conducted within an 
institution of higher education to provide information 
which supports institutional planning, policy formation 
and decision making. 

（出典） 参考文献 1 [Saupe J. L., 1990] 
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してもらい，入学希望者や寄付のさらなる拡大につなげる

ことは，大学の経営に直結するため，入念かつ慎重な分析

が必要とされる。なお米国では，入学希望者に対してオ

ファーする奨学金や学費免除の範囲が，学生の学力や経済

状況によって異なる。このため，何名に入学決定通知を出

すか，何名の学生に満額あるいは部分的な奨学金等を付与

するかは，その後の大学の収支に直結する大変機微な問題

で，米国の大学 IR は大学の財務部門の元に置かれること

も多い。なお，米国の研究大学では，優秀な教員を獲得し，

優れた研究をしてもらうことが，大学の競争力の根幹に関

わるため，大学 IR においては教員評価や教員の業務負荷

分析とともに，他大学との比較による教員の給与分析を行

う。他大学のデータは一般に入手が難しいが，同ランクの

大学でコンソーシアムを組み，一定の範囲での情報交換を

行っている。 

3．日本における大学 IR の発展 

3.1 大学 IR の必要性の浮上 
大学 IR は，トップダウン運営の色彩が強く，大学 IR が

機能しやすい米国の大学において先行し，世界の大学に広

まっている。日本においては 2004 年に，全ての国立大学

が法人格を取得し，大学運営を求められるようになったこ

とから，大学における IRの必要性が認識されるようになっ

た。それまでの国立大学は文部科学省の内部組織という位

置づけであったため，大学としての意志決定や，それに基

づく大学経営が法的には不要であったのに対して，法人格

を有する大学としては，財務的な健全性も保った大学経営

を行う必要があり，また社会に提供するサービスとしての

教育や研究業務に対して，大学として責任を持つ必要があ

る。同時に，単に健全性のある大学経営をするだけでなく，

大学の特色を打ち出した戦略的な大学運営をしていかない

と，競争の厳しい時代において，大学として存続していけ

ない。国立大学では，それまで大学運営に関わっていた人

事，財務，総務，教務などの各部署が基本的には事務部門

であり，大学運営のための企画・立案のノウハウや対応可

能な人材に欠けていたことから，多くの大学が，大学 IR
担当部署と言わないまでも，教員と職員からならなる教職

協働の組織を立ち上げた。東京大学で言えば，国際室，広

報室，教育企画室などが，設置された。 
なお私立大学においても同時期に大学の経営環境が厳し

さを増し，大学 IR の需要が生じたが，こちらでは，大学

経営の役割を担う学校法人において，大学 IR の機能が発

達した。ただし「大学 IR」という名称は一般には用いられ

ておらず，法人経営部や企画課などにおいて，その大学経

営のための調査分析などが行われている。 
その後日本では，世界から見るとやや特殊なかたちで，

大学 IR が発展してきている。学生支援のための教学 IR が

先行して発展し，比較的最近になって，大学運営全般のた

めの大学 IR に移行してきているのである。 
 
3.2 教学 IR の始まり 
日本における大学 IR は，2008 年に中教審でとりまとめ

られた「学士課程教育の構築に向けて」3)により広がりを見

せたと言われている 4)。「インスティテューショナル・リ

サーチ（IR）」という表現は用いていないものの，この答

申は，大学が教育に関わる「3 つのポリシー」を明確にし，

学士課程教育についての品質保証をすることを求めたこと

に，特徴がある。ここで「3 つのポリシー」とは，学位授

与の方針（ディプロマ・ポリシー），教育課程編成・実施の

方針（カリキュラム・ポリシー），入学者受入れの方針（ア

ドミッション・ポリシー）である。またこれに続く 2013
年の中教審答申「新たな未来を築くための大学教育の質的

転換に向けて」5)では，大学教育の質保証をするための「教

学マネジメント」の体制整備を大学に求めた。これらの答

申は，大学全入時代になり，大学教育においてシステマチッ

クな対応が求められるようになったこと，学生の多様化が

著しく進み，大学がきめ細かい配慮で学生支援を行わない

と，大学卒業率や卒業生の質などに大きな影響が出ること

を，背景としている。このため教学 IR では，学生の成績

や履修行動，満足度などの学生調査を行い，ドロップアウ

トの危険のある学生を早期に発見し，手をさしのべるよう

にしている。 
教学が大学 IR の中心にあるという意味では，日本と米

国とは変わらないが，前節に紹介したように，米国では大

学の財務経営に直結するかたちで教学 IR が展開している

のに対して，日本では学生支援を念頭に教学 IR を実践し

ているところが異なる。このため，米国の教学 IR や大学

IR 全般が財務部門のもとに置かれることが多いのに対し

て，日本の教学 IR は，教育開発支援センターや学生・学

修支援センターなどの部署で担われ，大学運営を担う大学

執行部と距離があることが多い。同時に，学生支援のため

の教学 IR であることを反映して，学生の在籍時調査や卒

業後の調査などの，学生調査を中心に進められていること

が多いのも，日本の教学 IR の特徴である。これら学生調

査について，他大学との比較可能性を確保するために，「大

学 IR コンソーシアム」を設置し，標準的な学生調査をメ

ンバー校横断的に実施する試みが行われている。これによ

り学生調査の結果が大学間で相互比較が可能となるだけで

なく，経年変化も把握でき，また学内に存在する成績等の

教学データとリンクさせた分析も可能となっている 6)。こ

の学生調査は，米国の大学生調査 NSSE（National Survey 
of Student Engagement ） 7) や CIRP （ Cooperative 
Institutional Research Program）8)をモデルとしている。 

なお教学 IR を単なる調査分析活動に終わらせず，全学

表 2 大学 IR の調査分析内容 

1. 機関レポート       5. 学生調査 
2. 研究，計画，政策分析   6. 教員研究 
3. 財務分析         7. 学術分析（主に教学面）

4. 入学管理         8. その他 

（出典） 参考文献 2 [Delaney, A.M., 1997] より筆者が作成 
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の教職員による組織的な学生支援につなげている事例とし

ては，金沢工業大学の「学生の成長支援型 IR システム」9)

が頻繁に取り上げられる。複数の部署にまたがる教学に関

わる情報を有機的につなげ，学生の成長プロセスを可視化

するポートフォリオシステムを構築し，さらに，ファカル

ティディベロップメント（FD）とスタッフディベロップメ

ント（SD）と連携することにより，教学 IR の内容を教育

実践や学事運営にフィードバックしている。金沢工業大学

は「教学 IR」という用語が普及する以前から，学生のポー

トフォリオを導入し，またきめ細かい就職支援を行うなど，

学生一人一人を大切にフォローするなど，面倒見のよい大

学として知られ，北陸にある私立大学にもかかわらず，新

聞社等が毎年公表する「大学ランキング」等において，高

く評価されている 10)。 
学生が大学に関心を持った段階から，「志願―合格―入学

―在学―卒業―同窓」までを一貫してサポートするエン

ロールメント・マネジメント（EM）を入念な大学 IR と結

びつけて実践することについては，山形大学が先鞭を付け

た。2006 年からあった「エンロールメント・マネジメント

室」を 2012 年に「EM・IR 部」とし，構築した総合的学

生情報データ分析システムに基づいて，活動を展開してい

る 11)。 
 

3.3 大学評価対応から大学経営 IR へ 
教学 IR は，教学の重要性が高い私立大学を中心に進ん

だが，一方で国立大学では，大学評価や中期目標・中期計

画対応で，大学 IR が進んだ。これは，大学 IR において収

集・分析する機関内のデータ等情報が，国立大学法人評価

や認証評価，そして国立大学法人としての中期目標・中期

計画の策定において必要となる情報と重なっており，両者

がなじみやすかったためと言える。と言うより，実態とし

ては，所謂「大学の意志決定を支援するための大学 IR」は

ほぼ行われず，「大学評価および中期目標・中期計画対応＝

大学 IR」という構図であった。これは，小湊・中井（2007）
が 3 つの国立大学法人における IR 組織のミッション・活

動分析を行った結果からも見て取れる 12)。 
これが問題なのは，この場合の大学 IR が，大学 IR の本

質であるはずの「大学の意志決定の支援」に結びついてい

ないことである。国立大学法人評価や大学の認証評価は，

複数の評価項目について一定の要件をクリアして，次期の

予算や大学としての存続の保証を得るために行われるた

め，どうしても，表向きの説明をするための評価書作成と

なってしまい，学内の問題や課題をえぐり取り，大学の改

善につなげるような大学 IR になりにくい。中期目標・中

期計画の策定は，大学としての前向きの意志決定であると

言っても，向こう 6 年間の計画であり，教育研究，業務運

営，財務，自己点検・評価および情報提供など，大学の活

動すべてにまたがることから，どうしても羅列的になり，

戦略的な方向性について綿密な情報収集や将来予測をする

大学 IR には，繋がりにくい。 
国立大学法人の，特に初期のころの大学 IR がこのよう

に，大学の意志決定に十分につながらないかたちで始まっ

た背景要因としては，二つ挙げられる。一つには，大学 IR
が大学の意志決定を支援するべきと言っても，国立大学に

おいてはそもそも意志決定をする場面が少なかったという

ことである。国立大学が意志決定をする必然性が生まれた

のは 2004 年からであり，また，法人化をしても，たとえ

ば授業料や学生数の設定などの大学運営の根幹に関わる事

項において，それほど多くの自由度がなく，大学が戦略的

に意志決定をできる事項が少なかった 13)。同時に法人への

移行による学内の混乱を最小限に留めるために，たとえば

学内の予算配分などにおいて，それまでの方式が概ね踏襲

されたことも，意志決定の機会を減らした。また俄に大学

役員となった大学執行部も，大学役員として行うべき意志

決定が何であるのかも確立されていなかったことから，十

分に大学 IR 担当部署を使いこなせないことが多かった。

大学 IR を使う側の問題とともに，俄仕立ての大学 IR 担当

部署も，人員，予算，ノウハウともに脆弱で，大学 IR 担

当部署のリーダーシップで，学内の大学 IR のあり方を軌

道に乗せることが難しかった。 
その後，2014 年度の私立大学等改革総合支援事業の私学

助成において「IR を専門で担当する部署の設置」と「専任

の職員の配置」が加点の対象となり 14)，国立大学について

は，国立大学法人の第 3 期中期目標・中期計画（2016-21
年度）の策定において，学長のリーダーシップとともに，

それを支える IR 機能の強化等の重要性が指摘されたこと

から 15)，学長直属組織としての大学 IR 担当部署の設置や

職員の配置が拡大した。また中教審による「大学のガバナ

ンス改革の推進について（審議まとめ）」においても，学長

のリーダーシップの確立のための学長補佐体制強化の方策

の一つとして「IR の充実」が挙げられ 16)，大学 IR 体制の

重要性に対する認識がここ数年で急速に浸透しつつある。

このため，大学執行部においても学内における IR 体制の

整備を求め，またこれを積極的に活用しようという動きが

生まれており，これまで主に大学評価対応であった大学 IR
担当部署が，大学経営 IR に近づく気運が見られる。 

 
3.4 大学 IR の全体像と研究 IR 

日本における教学 IRの隆盛および大学経営 IRに向けて

の動きを紹介したが，これらと並列して，大学のもう一つの

重要な使命である研究面に関する研究 IRも想定される 17)。 

研究 IR は，大学の研究活動や研究成果，研究者を評価

し，大学のさらなる研究力向上につなげるための調査分析

活動である。中教審の答申等においては主に，教学面およ

び大学運営面の IR が強調され，研究面の IR への言及が少

表 3 大学 IR の全体像 

○ 大学経営 IR 
○ 教学 IR 
○ 研究 IR 

（出典） 参考文献 17［森雅生ら，2015］より筆者作成 
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なかったことなどから，「研究 IR」という表現はあまり浸

透していないが，研究大学においては，大学の研究力を評

価するという需要は確実にあり，実際，取り組みも行われ

ている。ただし大学の研究評価を行っているのは多くの場

合，2011 年度から配置が進められているリサーチ・アド

ミ ニ ス ト レ ー タ ー （ URA, University Research 
Administrator）や URA が所属する部署である。 

URA は，日本の大学の研究面の国際競争力を高めるた

めの研究推進支援をする役割で導入されており，その業務

内容は大きくは，研究戦略の策定を支援するための「研究

戦略推進支援業務」と，研究プロジェクトのマネジメント

に関わる「プレ・アワード業務」と「ポスト・アワード業

務」とに分類することができる 18)。研究戦略推進支援業務

において，大学の研究力を分析する研究 IR が行われてお

り，具体的には，大学で輩出されている論文数や被引用回

数などの研究のインパクト，獲得している研究費の把握や，

優れた学内研究者や共同研究パートナーの特定などが行わ

れている。しかし，研究プロジェクトに関わるプレやポス

ト・アワード業務の方が喫緊に対応すべき案件が多いため，

研究力分析などの研究 IR の方が手薄であることは否めな

い。一方，大学 IR 担当部署においては，各種の大学評価

において，学内の優れた研究や優れた研究者を示す必要が

あり，教員の研究業績などを集約した研究者総覧を整備す

るため，その観点から研究 IR に関わっていると言える。

ある意味，URA は研究プロジェクトや研究論文などの研

究成果の側面から，大学 IR 担当は研究者の側面から，研

究 IR を行っている。 
なお日本においては，研究機関や研究者に関わる情報や，

研究プロジェクトや研究論文に関わる情報のデジタル化が

それほど進んでいないため，これらが別個に調査分析され

ているが，欧米においては，これらに ID が振られ，それ

ぞれが紐付けられつつあるため，これらを統合的に管理・

分析することが可能になりつつある 19)。つまり一つの大き

な研究活動に関わる研究情報管理システム（RIM, 
Research Information Management）において，研究機関

に即して，所属する研究者やそれら研究者が獲得した研究

費，輩出した研究論文などが分析され，研究論文について，

どの国や研究機関，研究者がどの分野で優れた論文を輩出

しているのか，それらがどの研究助成機関からの助成によ

り生まれているのかが分析でき，研究助成機関について，

どの機関や研究者が多くの研究費を獲得し，どのような研

究成果が出ているかなどが分析される。これが可能なのは

一つには，欧米では大手商業出版社が学術出版を担ってお

り，学術論文への ID 付与やこうした研究活動情報の統合

的な可視化に積極的であること，また欧州では特に，EU
への研究費申請において，複数の国・機関にまたがる研究

者等情報をある程度整理して提示する必要があり，こうし

た研究活動情報の標準化が進んだことによる。欧州では，

CERIF （ Current European Research Information 
Format）という欧州の研究情報に関するフォーマットが，

欧州における研究情報システムに関する推進団体

euroCRIS（European Current Research Information 
System Association）により開発されている 20)。 

4．大学 IR の課題 

大学 IR は，エビデンスに基づく合理的な大学運営を実

現する上で重要である一方，未だ多くの課題を抱えている。

多くは，日本の大学 IR の歴史が浅く，その業務内容や体

制が十分に確立していないことに起因するが，それ以外に

も，構造的な課題がいくつかある。 
 

4.1 大学 IR の業務内容が定まらない 
日本の大学 IR 担当部署が未だ十分に機能していないこ

とについて，設置してから歴史が浅く，担当部署の学内に

おける役割が十分に根付いておらず，業務内容も定まって

いないことを指摘することが多い。そのような側面が強い

ことも事実ではあるが，一方で大学 IR は本質的に，大学

ごとに異なり，大学 IR の業務や調査分析の内容が，大学

によって異なることも認識する必要がある。 
大学 IR は，大学における政策形成や意思決定を支援す

るために行う調査分析活動であるため，大学が直面する課

題に即して行い，その課題の解決につなげる方向で行う必

要がある。個々の大学が直面し，喫緊に解決をしたいとす

る課題やその解決の方向性は，大学によって異なるため，

大学 IR の内容も，大学によって変わってくる。たとえば，

研究大学であれば大学の研究力の強化が喫緊の課題である

のに対して，教育中心の大学であれば教育力の強化に重点

がある。またたとえば入学者確保など，解決すべき課題が

共通していても，大学の地理的条件や競争相手の大学，当

該大学の高校や地域との結びつきやブランド力などによっ

て，大学 IR で分析する内容や，解決の方向性が異なる。

同時に，学長のリーダーシップに注目が集まるようになり，

学長が自身の任期中に対応したいと考える事項に大学戦略

が大きく影響を受けるようになったことも，大学ごとに大

学 IR の内容が異なることにつながっている。 
大学 IR の内容が大学ごとに異なるため，大学 IR は定型

業務ではありえず，大学 IR 担当者（IRer）の力量と問題

意識が特に問われることとなる。一般的なデータ分析のス

キルや，高等教育や大学マネジメントに関する一定の知見

だけでなく，個々の大学の置かれた状況を十分に理解し，

その問題をえぐり取り，解決の方向を模索するための行動

力と熱意が必要となってくる。ルーチン業務で終わらせる

ことはできないため，日本の大学 IR に関する体系化が表 1
に示した米国の例のように出来てきたとしても，個々の大

学に応じた大学 IR を展開する必要がある。 
 
4.2 大学 IR のための情報が集まらない 
大学 IR は，情報収集およびデータ分析などの客観情報

により，大学の意志決定を支援するため，懸案の事項につ

いてのデータや詳細の情報が入手できないことには始まら

ない。一方で，肝心の大学に関わるデータ，特に学内のデー

タが入手できない状況が生じている。 
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学内のデータの入手が困難である理由としては二つ挙げ

られる。一つは学内のどの部署にどのようなデータがある

かが把握されておらず，かつ，データのデジタル化が進ん

でいないことによる。欧米の大学では早くから大学運営の

ための業務システムの導入が進み，データのデジタル化が

進んでいる。また業務システムにおいて共通のパッケージ

が利用されていることも多いことから，大学横断的なデー

タの規格化も自然とできており，大学 IR を行う際，他大

学の IRer とのノウハウの共有などが容易である。一方で

日本においては，業務システムはようやく定着しつつある

ものの，大学ごとにカスタマイズした業務システムが用い

られていることが多く，他大学の大学 IR とのノウハウ共

有が困難である。かつ，単一の大学内であっても人事や財

務，教務などの部署ごとに業務システムが導入されており，

これらの間の連携が取られていないため，データを相互連

携した分析はいわんや，学内にあってすら，他の部署がど

のようなデータを扱っているかの把握するできない状況に

あることが多い。 
もう一つの理由はより根深い。学内のデータへのアクセ

ス権限が多くの場合，各部署にあり，大学 IR 担当部署で

はそれらを閲覧・入手できないことである。2013 年に全国

の国公私立大学 783 校（有効サンプル計 557 校）を対象に

なされた調査によると，財務・教員・授業評価・学務デー

タそれぞれについて，「担当部署」の 9－10 割がアクセス

権限を有しているのに対して，「IR 担当者」は 1 割前後し

かアクセス権限を有していない 21)。これらデータは大学の

機微な情報であるため，取り扱いには歴史的に注意が払わ

れており，俄仕立ての大学 IR 担当部署には，これらデー

タへのアクセス権限を与えられないのである。これについ

ては大学執行部から，大学 IR 担当部署が大学の重要な意

志決定に関わっていることの位置づけを明確にし，学内の

データに対するアクセス権限の付与を明言するとともに，

全学的には学内におけるデータへのアクセス権限の再整理

を図る必要がある。 
他方，学内の規則上でそのような整理が行われたとして

も，大学 IR 担当部署の学内における信用が培われていな

いと，データへのアクセスは実際には進まない。また各部

署で収集・管理するデータの詳細は，各部署に知見が最も

あるため，大学 IR 担当部署としては学内の各部署との連

携を緊密にすることが肝要である。 
 

4.3 大学 IR が大学の意志決定につながらない 
大学の意志決定を支援するための調査分析であるはずの

大学 IRではあるが，実際にはなかなか意志決定につながっ

ていない 21)。これは第 2 節に紹介したような，学生支援の

ための教学 IR あるいは大学評価等対応など，そもそも大

学の意志決定に強くは関わらないかたちで始まった日本の

大学 IR の特殊事情や，大学 IR の歴史の浅さだけでなく，

大学組織としての意志決定の機会の少なさなども背景とし

てある。しかし米国などの，トップダウンの意志決定が伝

統的に強い大学にあっても，大学 IR が十分に大学の意志

決定につながらないことが問題として認識されている 22)。 
これについては，大学 IRer や大学 IR 担当部署の力量不

足や，大学執行部における IR 担当部署を使いこなそうと

いう認識不足など，大学執行部と大学 IR 担当部署とのあ

いだの距離感が問題となっているが，これは近年の，エビ

デンスに基づいた意志決定の重要性に関する認識の高まり

により，改善されつつある。むしろ近年の大学の抱える課

題が複合的で，シンプルな解決ができなくなったことが，

大学 IR 担当部署だけでなく大学執行部にとっても，デー

タ分析に基づく意志決定と課題解決を困難としていると言

える。 

5．大学図書館と大学 IR 

 ここまで本稿を読んで，「なんだ。大学 IR は大学図書館

と何も関係ないではないか」と思った大学図書館員は多い

と思う。実際，大学 IR は大学としての意志決定につなが

ることが肝要であるため，学術情報の収集・保存・提供が

基本的な使命であり，大学本部組織の一部ですらない大学

図書館が，大学 IR の根幹的な使命を担うことはありえな

い。一方で，大学 IR を成り立たせるためには，第 3.2 節

に示したように，学内のデータの収集・分析は必須であり，

そのためにはこれらデータの発生源となる部署との連携が

重要である。このため大学図書館には，データの収集・提

供という観点から，大学 IR に関わることが求められてい

る。 
 大学図書館が提供できるデータとしては，大きくは二つ

ある。一つは大学図書館の利用状況に関わるデータである。

これまで大学図書館の利用者数や貸出冊数などの統計は主

に，大学図書館が十分に機能しているかの確認のために取

られてきた。これも重要なデータではあるが，近年の大学

運営におけるより根幹的な課題は，多様化し，ドロップア

ウトする学生が拡大する状況下において，学生一人一人に

どのように学生支援の手を差し伸べるかという，教学 IR の

視点である。学生の大学図書館の利用の状況は，学生の学

修に対する姿勢や成績と相関があるとの調査結果もある 23)。

これは今後，より多くのデータで検証をしていく必要があ

るが，いずれにしても，学生の大学図書館の利用状況は，

教学 IR に役立つ可能性が高いため，大学図書館と教学 IR
の担当部署とが連携して分析をすることが望まれる。ラー

ニングコモンズの利用状況なども，役に立つと考えられる。

なお大学図書館の利用状況はこれまで統計値として公表，

利用しているが，学生支援に役立てるためには，学生一人

一人の利用状況を分析する必要がある。こうした場合の個

人情報の扱いについては，その利用の範囲や方法について，

学内で整理する必要がある。 
 もう一つ，大学図書館に期待されるのは，学内で輩出さ

れている学術成果に関するものである。研究 IR の観点か

らは，大学から輩出される学術成果の把握は最重要課題で

あるが，実は大学の研究協力係や URA の担当部署におい

てすら，これは把握されていない。大学から輩出される学

術成果の情報は基本的には，教員からの自己申告に依存し
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ており，網羅的に把握されていることは少ない。このため

Web of Science や SCOPUS などの引用文献データベース

が利用されているが，この場合は，書籍や，日本語で書か

れる人文・社会科学系を中心とした学術論文等が抜け落ち

る。日本の大学図書館の多くは，学内の学術成果等が保存・

公開される機関リポジトリを運用している。これに保存さ

れている学術成果も網羅的ではないものの，大学 IR のた

めの情報の一つにはなる。また，信州大学や東京工業大学

のように，機関リポジトリを教員の業績評価と関連付けて

運用すると，学術成果の登録率は上がる 24)25)。また機関リ

ポジトリに頼らないとしても，大学図書館は本質的に，文

献などの学術成果を保存・管理する使命を有しており，学

内を見渡した場合，大学で輩出される学術成果を把握する

のに最も適切な部署であるとも言える。MIT は，2016 年

に発表した「図書館の未来（Future of Libraries）」報告書

において，MIT の大学図書館をグローバルな図書館と位置

づけ，MIT の学術成果を広く世界に届けるエンジンとし

て，自らを位置づけた。デジタル時代において，MIT のあ

らゆる学術成果を世界に発信し，利用に供するという並々

ならぬ決意にあふれた文書である 26)。 
なお OCLC は，研究 IR への大学図書館の関わりとして，

1）学術出版および学術に関わる専門性，2）学術情報の発

見とアクセス，またブランド形成支援，3）研究情報シス

テム（RIM）の利用に関する研修とサポート，4）機関情

報の管理・保全を挙げている 27)。1）と 2）の前半は，前

段落で主張した内容に関わっているが，3）や 4）について

は，第 3.4 節および第 4.2 節にて指摘したように，日本の

大学における研究情報管理システムや業務システムの整備

やシステム間の連携が著しく遅れており，大学 IR 担当部

署だけでなく日本の大学図書館にとっても，関わることが

難しい状況となっている。 
大学図書館は学術情報を収集・管理し，利用に供するこ

とが使命である。この延長線上で出来る大学 IR について，

ぜひ尽力いただきたいものである。そうすることが，大学

IR にとってのみならず，大学図書館にとっても，自らの使

命を強めることにつながる。学内で輩出される学術成果を

どのように収集・整理・提供すれば，大学の研究力強化等，

大学の改善につながるかの視点をもって，大学 IR に寄与

して欲しい。 
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Special Feature: Institutional Research in Higher Education Institutes. Lecture on Institutional Research for 
University Libraries－How can University Libraries Contribute to Institutional Research?. Miho Funamori 
(National Institute of Informatics, 2-1-2, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8430) 
 
Abstract: This article gives an overview of institutional research at universities in western countries and 
Japanese universities, and discusses the role of university libraries in institutional research. University 
libraries can contribute to institutional research by gathering data on 1) student’s library usage, and 2) 
research outputs of the university. In addition, university libraries in western countries can provide 
stewardship to institutional data and give training courses of university and research information 
management system. However, Japanese university libraries cannot, as these systems are less developed and 
less inter-connected at Japanese universities. 
Keywords: Institutional research / university library / university management / decision-making support / 
university management system / research information management system 
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