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評価作業のためのガイドライン（データ収集編）勉強会
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敏 行

それでは早速はじめます。結
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はじめに

局ですねデータマネジメントの
良しあしっていうのが現状分析

• データマネジメントの善し悪しが、現状把握や分析
結果、さらには評価作業・IR 業務の効率・効果に大
きく影響する。

とか、分析結果とか、評価作業、

• ２つのアプローチで、データ収集に関する課題解決
方法を探りたい。
1. 評価・IRの業務におけるデータ収集業務の位置付
けと必要な知識・技能の確認。

大きな影響があります。どこを

IR 作業の効率化や効果に非常に
どういう風にデータマネジメン
トをしっかりやっていくのかっ
ていうところがあるわけですが、

2. 大学評価担当者集会での議論で得られた知見（ガ
イドライン）からの示唆を確認。
• グループで討論を行い実践知を共有する。

今日は二つのアプローチでそこ
を少し考えていきたいと思って
います。まず、「データ収集」っ
てそもそも評価とか IR の業務の

中でどういう位置づけなのかいうところを説明させていただいて、二つ目に大学評価担当者集会
の議論で得られた知見みたいなもの、それを少し説明させていただきたいと思います。それでそ
のあと実際グループ討論で皆さんの実践知といいますか、それぞれのお持ちのナレッジを共有さ
せていただくような感じかなと思っております。

まず IR とはなんですという話
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IRとは何か
• IR（Institutional Research）とは、意思決定支援である。
• 意思決定や判断、改善を図る依頼者への情報提供である
（改善はAdministratorの仕事）。
• そのために、目的を踏まえて、調査をデザインし、データを収
集、解釈/分析して、有用な情報へと変換し、報告する。
• IR業務とは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、２）そのためのデータの情報への変換業
務である。
• IRオフィスは「IR業務をより効果的、効率的に行う部署」であ
る（藤原・大野, 2015予定）。
Data = something given = 自然に得られる事実
Information = informの名詞 = into + formすること = 判断を形成するために提供
(出典) http://oxforddictionaries.com/ ［NIAD‐UE 林隆之准教授より］
される事実
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になるわけですけが、いろんな
方の様々な定義がありますが基
本的には意思決定支援だと思っ
ていただいて間違いないです。
要するに意思決定とか判断とか
改善を図る方、依頼者など、IR
のオフィスには様々な方が依頼
してくるわけですから、その方
へ情報提供をしていくような仕
事になるわけです。要するに改
善自体はアドミニストレーター、
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要するに学長先生、副学長先生、学部長先生とか、その方の仕事であって IR が別に改善を図る
わけではない、というところが非常に重要なわけです。そのために「目的を踏まえて」っていう
のは、今例えば上層部がこういう課題を持ってて、「こういうところをじゃちょっと IR で調べて
くれよ」とか「こういう情報をちょっとくれよ」っていうそういうお題が振られるわけですから、
そのネタを元にどういう調査をすればいいのか、みたいなところをきちんと設計してデータを収
集してそれを分析します。データは多分そのままの状態では有用性がない、と言いますか使えな
いわけですから、それを例えばまとめたり、分析する、そういうことによって使えるものにして
いくわけですね。つまり「クライアントさんが使えるもの」にデータを加工していく。そういう
仕事をしてきちんと報告する、これが IR 業務になるわけです。なので必要なときに必要な情報
を、必要とする依頼者の方に提供する業務、そのためのデータを情報に変換していく。それが
IR 業務でしょう。そういう業務って、普通にどこの部署でもやってる話なので、IR オフィスっ
ていうのは何なのかっていうと、そういう業務をより効率的・効果的にやるようなところ、集中
化されているところが IR オフィスなわけですね。だから分散型がよいとか、集中型の方がよい
のでは、みたいな話もあります。ちょっと下のほうに囲んでるのは、データってなんですかって
話 で す 。 デ ー タ は 、 結 局 something given 、 要 す る に 自 然 に 与 え ら れ た 事 実 で あ っ て 、
information っていうのは inform の名詞だから into+form で判断を形成するために提供される事
実、だからデータだけじゃ使えないものを information に変えていく、それが IR の仕事であるわ
けです。

じゃあ評価とはなんですかっ
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評価とは何か

ていうと、第三者評価ですね。
国立大学さん公立大学さんでは

• 評価とは、第三者評価（法人評価、機関別認証評価）対応が
多いが、現状を詳らかにする（現状把握）業務である。

法人評価の対応、あとどこの大

• そのために、目的を踏まえて、評価制度を設計し、叙述資料
や数量データを収集、それを解釈/分析したり、とりまとめを
行い、報告する。

学さんもそうですけど機関別認

• 評価業務も１）必要な時に、必要な情報を、依頼者（法令に
定められた提出先）に提供する業務、２）そのための資料・
データの情報への変換業務である。

っ先に思い浮かべてしまいます

• 評価結果（現状認識結果）を受けて改善を図るのは、大学執
行部や学部執行部や各現場である。
• 従って、PDCAサイクルを回す、改善を図る、計画を立案する
のは「評価」業務ではない。（往々にして求められるが）

を考えると、現状をつまびらか

証評価の対応みたいなことを真
が、評価っていうその言葉自体
にする仕事ですね。要するに現
状把握をする、これが評価にな
ります。何のために評価をやら
なくちゃいけないのかというよ

うな「目的」を踏まえて評価の制度を設計することが肝要です。また、叙述資料、例えば「何と
か学部がいついつこういうことをやりましたよ」とかそういうプロセスのデータを集めてきて、
そこに数量のデータを集めてくる、それを解釈したり分析しながらとりまとめを行って報告して
いく、それが評価業務になるわけですね。なので評価業務も必要なときに必要な情報を依頼者、
例えば文科省の場合もあったり県当局の場合もあったりするわけですけども、依頼者に対して提
供する業務です。加えて、そのための資料とかデータを情報に変換していく、それが評価業務に
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なるわけです。IR と同じく評価結果、いわゆる現状認識した結果を受けて改善を図るのは当然
ながら評価部署ではなく、大学執行部とか学部執行部とか現場の先生方になるわけですね。
PDCA サイクルを回す、とか改善を図るとか計画を立案するっていうのが、なんとなく評価部署
に求められてますし、実際そういう規則で動いているところも多いんですけども、評価っていう
意味だけで考えてみれば、そういうのは評価業務ではないわけです。だからいったん評価ってい
う業務だけで注目するんだったら、評価を受けて改善をどうするかって話はいったん切り離して
考えていこうっていうのが、今日の話の一つのポイントになります。

評価と IR の関係なんですけど
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評価とIRとの関係

も、どちらもクライアントさん
からの要望で現状を詳らかにす

• どちらも依頼者からの要望で、現状を詳らかにする
仕事。
• IRの場合、それを調査（Research）と呼び、評価の場
合、それを自己点検評価（現状把握）と呼ぶ。

る仕事であると。IR の場合はリ

• いずれも依頼者に調査結果や評価結果を報告す
る。

価っていうか現状把握と呼ぶわ

サーチとか調査と呼びますし、
評価の場合はそれを自己点検評
けですが、いずれもクライアン

もちろん、評価実施上、複数の調査を行う場合もあるし
調査にも教学系の調査や管理運営系の調査がある。

ト・依頼者の方に調査結果とか
評価結果を報告する。調査って
いうのが教学系の学校基本調査

• 原則的に業務の根幹は同じである。

とか、管理運営系の財務分析み
たいなものから、いろいろ幅広
いわけですけども、構造としては、依頼されて分析して返すわけです。だから原則的に評価であ
ろうと IR であろうと、やってることは基本的に変わらないというような認識でございます。

ここ最近、改革状況実態調査

（参考）文科省のIRの定義
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なんかが各大学さんにいってる
と思うんですけども、文科省の

ａ 学内の意思決定に資する提案書の作成
ｂ 認証評価機関への報告書の作成や必要なデータの収集等、認証評価に関連
する業務
ｃ 自己点検評価に必要なデータの収集や分析等、自己点検評価に関連する業務
ｄ その他の評価（国立大学法人評価やその他の第三者評価等）に必要なデータ
の収集等、その他の評価に関連する業務
ｅ 国（政府）への報告の作成（ｂ～ｄに関するものは除く）
ｆ 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
ｇ 学生の学修時間の把握のためのデータ収集、分析
ｈ 学生の募集管理
ｉ 学生の履修登録管理
ｊ 予算・財務計画の策定のためのデータ収集、分析
ｋ 学生、大学教員、大学職員に関するデータ収集、分析
（平成２５年度 文部科学省 大学における教育内容等の改革状況調査より）

定義がこれです。IR の部署を置
いてますか、みたいな調査項目
があって、それを見ていくとこ
ういうことをやっていれば IR オ
フィスですって書いてあります。
実際、意思決定支援とか評価の
業務、学生関係の調査関係、こ
れが決定版ってわけじゃないと
思うんですけど、こんな風に割
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と幅広く文科省でも捉えているような雰囲気でございます。

評価と IR の業務のプロセ

評価・IRの業務プロセス
（調査・評価の目的を踏まえて）

学
内
外
の
依
頼
者
・
指
示
者

収集・分析を設計
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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
※改善や計画、PDCAは考えない。
→ 別の概念（勉強会？）

データ収集

所在把握、入手、整理

スを整理していくと、学内
外の依頼者とか指示者から
お願いをされると収集や分
析を設計します。設計って
なんですかっていうと要す
るに収集とか分析をやるた
めに、まず依頼内容を解釈
して、こういう風に調査し

データ分析（情報化）

操作、解釈

よう、こういう風にデータ
収集しよう、こういう風に

報告（意思決定・改善支援）

報告方法・活用支援

分析しよう、こんな感じの
報告を出そうということを
まず考えるわけですよね。

ここが多分一番重要なのは、例えば評価の設計をするんだったら、各種の評価制度の設計、要す
るに認証評価だったら、こういうデータをそろえて、こういう記述をして、こういうのをいつま
でに出さなきゃならないっていうことをきちんと踏まえながら設計をかけるわけですね。例えば
調査依頼だったこうです。ある学部から「うちの学生が留年生が多いんだけど、ちょっと原因を
調べてくれないか」って言われたら、成績の情報とかあの情報、このデータを集めてきて、それ
を分析して、例えば学部の FD の研修会などで報告するわけですね。それを設計しなくちゃいけ
ないので、ここのデザインのところが実は極めて重要な話になります。だから収集と分析は実は
設計の中に含まれてたりするわけなんですけど、一応分かりやすく設計、収集、分析、報告とい
うふうに分けております。ですが、まあ、設計が大体できれば何とかなるんだろうなっていう感
じが致します。
今回評価とか計画とか PDCA とかその辺のところは含まずに考えます。なぜかというと結局そ
れは多分また別の概念です。要するに計画を立てるとか、例えば PDCA でチェックをやるわけで
すけど、チェックをやった結果、それをどういう風に改善に繋げ、次の計画を立てるかっていう
のは、多分評価っていう現状をつまびらかにする作業とは別の話ですよね。なので今日のところ
では扱いません。
収集なんですけども、収集は結局データの所在がどうなっているかいうことを把握できていて、
入手できて整理ができればいいわけですね。分析は操作、要するにどういう風に処理するか、そ
れをどう解釈するか、その二つの中にプロセスが入ります。報告っていうのは結局報告方法をど
ういう風にすればいいのか、ということになります。実際、活用支援、改善は関係ないとはいえ、
やっぱり改善してもらうにはどうしたらいいのかとか、やっぱり織り込んでおいて、やっていき
たいわけです。ですので、改善支援ってことも踏まえて考えていかなくてはならなくて、そうい
う風にクライアントさんからお願いされたものをきちんと出す、こういうプロセスをやっていく
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ことによって評価 IR の業務が成立しているのではないかというわけでございます。

今のその設計、収集、

業務に応じた留意点例
年度・数年の
評価対応

留意点

調査（データ請求
対応）

期間

随時：数分から数日

随時・定期：数日から
数ヶ月

定期的：数ヶ月間～１年
で対応

設計

・必要かつ十分な
データを迅速に
・データの総合案内
所業務

・数値＋可能な範囲で
ストーリー（プロセス）
・教育、研究など調査
分野に応じた知識

・説明責任を果たす。
・学内向けには課題の
明確化。
・評価制度の知識

収集

・所在把握が命
・DBがあるとうれしい

・設計に応じて、いろい ・各部局からの資料と
ろ（調査の実施もある） データ収集（聞き取り）

分析

・主に数量データの
集計

・数量データを用いて、 ・各部局の叙述資料を
課題の因果関係を明
とりまとめて全学や報告
らかにしたい
単位の状況を把握

報告

・担当者に渡したり、
説明する

・報告書、FD研修会や
会議で報告

調査（中規模）

・自己点検評価書（基
準・観点や様式は決
まっている）
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分析、報告っていうの
を具体例で考えて実際
そういうときにどうい
うところに気を付けな
くちゃいけないのかっ
てことを考えていくと、
例えばこれですね。左
から行きます。
まず調査（データ請求
対応）です。データ少し
まとめてよ、データく
ださいよ、っていう風
に他の部署から頼まれ
たとします。そうする

と期間としては数分間、数日っていうようなところの話になりますね。設計するときのポイント
は必要かつ十分なデータを迅速に渡したい。あとはデータの総合案内所的な、自分の所になけれ
ばこれはあそこにありますよ、っていうことをきちんとご案内できるかみたいな、そこのところ
が設計のポイントになるわけです。設計と言ってもデータ、そのリクエストだったら、すぐ動き
出すわけですけども、どこに何があるか把握しているか、もう結局ここで決まってくるわけです
よね。だからデータベースがあれば瞬時に終わる話ですし、なければ学内からデータをかき集め
なきゃならない。そして分析っていっても結局数量データの集計がメインになるわけです。報告
はお願いされた担当者に渡したり、説明すればそれで終了。だからどう簡略に渡して、どう相手
が望んるフォーマットに落とし込むのか、そういうところを考えていけばいいと。中規模な調査、
先ほどの例じゃないですけど、うちの学部留年生多いんだけど、どうしてみたいな、そんな話の
場合はその数日から数カ月の話かなと。そうすると設計するときのポイントとしては、数値プラ
ス、数値だけだけじゃなくて可能な範囲でどうストーリー。要するにこの数字がなんでこういう
数字になっているのか、っていうところをうまく説明したい。教育・研究とかその辺の調査分野
にも応じた知識があるとなおいいというような感じになります。収集は設計に応じていろいろ、
学生に対して調査をする場合もあれば、ありもののデータだけで処理する場合もあれば、その辺
は設計に応じていろいろとり得るわけですね。それを分析する。なるべくなら数量データを用い
て課題の因果関係をきちんと明らかにしたい。それで報告は報告書の形で、レポートの形で渡す
場合もあれば、パワーポイントのスライドにして渡す場合もあれば、その学部さんの FD 研修会
とかで報告する場合もある。それはクライアントさんのご要望に応じて対応する。数年、年度と
か数年間の評価対応みたいな話になってくると、期間としては数カ月とか 1 年とかそのくらいか
けて準備していくわけなんですけども、設計のポイントは説明責任をいかに果たすか、みたいな
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ところになるわけですね。学内向けには課題の明確化を図っていきたい。そうすると重要なのは
評価制度の知識、この辺がないと話にならない。収集としては各部局から資料とかデータをどう
集めてくるか、いざとなったら聞き取りなどもしなきゃならないでしょう。分析としては各部局
の出してきた、いろんな「うちの学部はこういうことをやってて」みたいなものをとりまとめて、
全学とか、例えば「学部単位で報告しろ」って言われれば、それにまとめてきちんと報告しなく
ちゃいけない。そういうものを、そういう風な単位で状況を把握していく。そして自己点検評価。
評価だったら例えば自己点検評価書みたいなものにまとめて提出していくわけですね。だからそ
ういうものをきちんと設計しなければならない。そういうようなところで設計、収集、分析、報
告というものを各いろんなタイプに応じて、いろいろ考えて使っていくというようなことになる
のかなと思います。

8 月に大学評価担当者集会に参

８月時点での整理
第三者評価、
計画立案、
アセスメントを
踏まえて支援
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効率的・効果的な意思決定（改善）支援

をですね、基本的な知識を階層 1

関連知識を
踏まえて支援

において、少し応用的な知識を
直
接
支
援

個別（専門的）な評価/意思決定関連業務
・評価（第三者評価
階層Ⅱ 対応）などの個別・専
門的な評価業務
・計画立案支援
・アセスメント※

加した方は、ここら辺のところ

☆ 教育、研究、業務運
営、財務、広報、安全
管理などの各種業務
への理解や適切な連
携を行うことも重要。

階層 2 において、整理していく
といいんじゃないのかっていう
話で少しお話しさせていただき
ました。でも、そのあとみなさ
んから、2 階建て構造じゃなくて

基本的・共通的な現状把握のための業務
階層Ⅰ

・叙述的/数量的に大学の諸活動の把握（結果の客観的把握）
・内発的、自発的な（本来の意味での）自己点検評価
・データベースが未整備の場合、米国と異なりそこも含まれる。

もいいんじゃないの？、要する
に評価と IR と一緒なんだから、
その階層は 1 個でもいいんじゃ

※本来は、階層Ⅰと思われるが、我が国ではやや専門的なものに位置付けられると思われる。

ないのかっていうようなご意見
なんかも結構いただいたりしましてですね、今のところ評価と IR の人材育成のための求められ
る知識・技能ってなんですか、っていうのを 1 階層で今整理しているところでございます。

10
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これも、もう少ししたらみな

評価・IR人材に求められる知識・技能

11

さんにまたお配りできると思う
んですけども、要するに設計、

要素／段階

初級

中級

（１～２年）

（３～４年）

上級
（５年以上／
専門職）

設計

収集、分析、報告ということで
中を分けていって、1、2 年くら
いたった方だと大体このくらい

把握
収集

までできていればいいよね（初

整理

級）。やっぱり評価や IR の部署

分
析

操作

に 3 年くらい居たりとか、2 回目

解釈

報
告

手順

の異動で評価とか IR の部署に移

収
集

った方だったらこのくらいかな

活用支援

と（中級）。あとやっぱり 2 回目
を結構長く経験されているよう
な方とか、評価の専門職みたいな形で入ってきた方だと、こういうところまではできたらうれし
いよね（上級）、っというようなところを今のところ整理して、多分そのうちにですね、何とな
くひな形ができてきたらみなさんにアンケート調査みたいな形で「中級っていうのが標準的なと
ころになってきますので、そこが本当にどうなのか」っていうのを、スキル標準ってわけじゃな
いんですけども、少し調べていきたいなと思っております。

評価・IR人材に求められる知識・技能
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（制作中）
中級レベル
（評価・IRの担当者レベル：３～４年）
収集/分析の目的を踏まえ、具体的な活
活動の設計 動をある程度設計できる。不得手な分野
でも専門家の協力を仰ぎ対応できる。

上級レベル（評価・IRの専門家レベル：５年
以上or専門的技術・知識を有する者）
収集/分析の目的を踏まえ、具体的な活動
をある主導的に設計できる。不得手な分野
でも専門家と連携し対応できる。

どの部署がどのデータを持っているのか、
中級に加え、データを有している組織間の
所在 把握している。DBに格納されているデー
調整を行うことができる。
タを把握している。

収集

入手が容易なデータを当該部署から入手 中級に加え、入手が困難なデータ（ルート
入手 できる。DBからデータを引き出すことがで がない等）について、各部署と連携しなが
きる。
ら、入手ルートを構築できる。
入手したデータを、同じ係の人が使える、
入手した各種データを組み合わせた形で、
後任が使えるといったように再利用可能
他部署も使いやすい形でデータを整理する
な形で整理することができる。各データの
ことができる。データマネジメント組織として
整理
定義や入手経緯等をまとめておくことが
の活動を推進できる（［あそこに訊けばいい
できる。以上より、同じ事を同じ部署に何
よね、全学的な定義の定義ができる］）
度も訊かないようにできる。

11
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実際、今日はルーブリックの話ではないので、あまり深入りはしないんですけども、データ収
集の話です。データ収集ですと、所在把握、入手、整理っていうところがポイントになるわけで
すね。そうすると中級レベルで標準的にこれくらいできればいいよね、っていうのは、所在だっ
たらどの部署がどのデータを持っているのか、把握している。データベースに格納されるデータ
が何があるかっていうことを把握している、このくらいできてればまあ中級としては十分でしょ
うと。入手が容易なデータを当該部署から入手できる。データベースからデータを引き出すこと
もできる。これができれば評価担当者、IR 担当者としては十分じゃないですか。上級になれば
なかなかもらえない、例えば入試のデータとか、いろいろ入手困難なデータとかをもらえたりす
るのがちょっと上級かなと思うんですけども、普通のデータだったら普通にもらえます。それで
整理ですよね。要するに入手したデータを同じ係の人が使えるとか、後任の人がちゃんと使える
ように再利用な形でちゃんと整理することができること。データの定義とか入手経路をきちんと
まとめておけるので、あとから来た人もなるほどね、って分かる。重要なことは何かというと、
同じことをその部署に年に何回も聞かなくてもいいっていうことだと思います。多分みんな同じ
ことを聞かれるのはいやなので、そういうようなことが工夫できれば中級なのかなって思ってお
ります。

評価・IR人材に求められる知識・技能
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（制作中）

操作

分析

解釈

中級
数量的なデータを集計し、クロス集
計や記述統計を通して、設計に
沿った形で適切なグラフや表を作
成することが出来る。叙述資料の
内容を精査し、校正することができ
る。

上級

R？

高等教育の状況や自大学の置かれた
状況やこれまでの経緯を踏まえて、ス
解釈（数量データ・叙述資料を組み
トーリーが作れる
合わせて自大学の状況を踏まえて
数量データと叙述資料（プロセス）を組
ストーリーを作れる）
み合わせる（どのレベル？：インテグ
レーション）

クライアントのニーズに加えて、イ
クライアントのニーズをくみ取った シューやコンテクストを踏まえた内容を
活用支援（レポー
上で、設計に沿った内容を提示で 提示できる。
ティング）
きる。
継続的改善を見越した内容を提示でき
る。

この辺はまた別の勉強会で細かく行きたいと思っております。それでどんどんいきます。

12
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それでですね、実際これまで

設計部分に関する知見

14

ガイドラインっていうかみなさ
んといろいろ勉強しながら設計

• データ収集の目的とデータ定義を明確に

の部分とかデータ収集の部分と

– データをなぜ集めるのか、ということがはっきりすれば、
自ずと定義も基準日も見えてくると思われる。

かにいろいろ知見を蓄積したわ
けなんですけども、設計部分に

• 叙述資料と数量データの主従関係に注意
– 第三者評価対応では、主：叙述資料・従：数量データだっ
たが、意思決定支援では、主：数量データ：・従：叙述資料
のほうが上の方の心に響きやすい（共有しやすい、解釈
の余地が少ない）。

• データの種類を把握しよう
– フォーマットに沿って埋める、部局に依頼して入れてもらう、
教員個人に依頼して入れてもらう、自分たちで持っている
ものなどタイプ別に留意点がある

関する知見っていうと何かって
いうところを具体的に入ってい
きます。
データ収集に関してはやはり
収集の目的とデータ定義をはっ
きりしましょうと、ここに尽き
ます。そうするとなぜそのデー

タを集めるのですか、そこのところがはっきりすれば自ずと定義とか基準日も見えてきますよね。
あと叙述資料と数量データの主従関係。第三者評価っていうか法人評価などで文科省にうちの大
学はしっかりやってます、って報告しなくちゃいけないときには、どのようなことを頑張ってや
っているのか、という記述がメインになって、それを根拠資料として数量データがサポートする
ような形になるわけなんですけども、その形で意思決定支援を評価部署として、いろいろ長年や
ってきたわけですが、多くの大学で、そのような状況の示し方ではなかなか大学上層部の方々が
ピンときてくれなかった。それはなぜか、ということで、いろいろみんなで議論したら、やっぱ
り数量データみたいなもので、把握可能な客観的なもので課題を明らかにしないと、上の人もな
かなかピンと来ないよね、と。つまり、課題の指摘などの場合には、叙述資料に数量データを添
えるのではなく、数量データをメインにして叙述資料でプロセスを、要するになんでその数字に
なってるのかって、という風にひっくり返してあげたほうが上の方の心に響きやすいんじゃない
の、というのが今のところの結論でございます。
あとデータの種類がフォーマットに沿って埋めるようなデータもあれば、部局に依頼してお願
い、入れてもらうようなデータもあれば、自分たちで持っているようなデータもいろいろあるわ
けですから、どんなデータを使ってやっていくのかってところを考えていかなきゃいけないわけ
です。
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担当者しか
困っていない。

コスト ＞
利益

似たようなこ
とを何度も訊
くな
データを入力
するメリットが
ない

データベース
の課題

・入力率悪い
・データの正確さ

業務の簡素化
があまり期待さ
れない

データが分散

現実的
解決法

作業簡略化
の姿勢で協
力を得る

データを何と
か再利用する

課題：データや指標を使いたいが、
みんなが協力してくれない。

そもそも
データニーズ
があるの？

☆
理想的
解決法

困ってもらう

データで現状を
把握し、危機感
を持たせる

困っているこ
とを認識して
もらう

どうやって？

外部資金の
圧力で動いて
いるが。

大学評価担当者集会2014
第一分科会 第4班
討論結果より

15

多分午後、このあとグループディスカッションになるわけなんですけども、これはですね、平
成２６年度の大学評価担当者集会の第一分科会でみなさんと一緒に議論した結果のひとつです。
この班の課題はデータや指標を使いたいけどみんなが協力してくれないっていう課題がこの班の
課題だったわけですね。そもそもデータのニーズも何も、そもそも集めてないとか、担当者しか
困ってないっていう現状がありますよね、みんな別に困ってない。で担当者だけがデータなくて
困るな、大変だなって思ってる。現場の方々には似たようなこと、同じようなことを何回も聞か
ないでくれよって言われるわけですし、データを入力するメリットっていうのが結局ない。要す
るにデータを入れても入れても同じことを聞かれるんだったらみんな入れませんよねって。コス
トが完全にデータを管理することによって得られる利益を上回っちゃってるような状況が多分展
開してるんじゃないのかと。それで現実的な解決法としては集めたデータは何らかの形で再利用
していく。一度もらったデータはしゃぶりつくしますよっていうか、要するに一度集めたデータ
はしっかり使います。だから同じことは 2 度聞きません。そういうことをやっていけば、だんだ
んみんな少し協力すればそのあと楽できるんだな、って思ってくれれば皆さん協力してくれると
思うんですけど、なかなかそういうふうな思いに至ってない。要するにデータベースに入れても
結局、調査ものが来ちゃうみたいな。ただ理想的な解決方法としては、やっぱりなんでデータが
集まらないのかっていう際に、執行部の方で困っていただく必要があるだろうと。大学執行部も
その大学が何が課題があるかうすうす分かっているわけですよね。うすうす分かっているものを
データとかではっきりここまずいですっていうことを示してあげる。自分たちは困ってるんだと。
それが分かってくれれば、じゃ評価部署とか IR 部署に調査してくれってお願いするわけですか
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ら、まず IR 部署を作っていろいろ調査分析やらなくちゃって言う前に何がうちの大学は困って
るんですか、ってことをはっきり分かってもらう。だから最初に現状把握っていうのは上の人に
まず困っているところを把握させるような IR 業務をやってから、それからいろいろ学内の調査
ものに入っていくような感じです。先ほど申し上げたように上の方、即ち、クライアントがどう
いう指示を出すのかことがポイントになるわけです。別に IR 部署って改善を自立的にやる部署
ではないですから、いろんな方が IR を使って改善していくわけです。だから IR にこういうこと
を頼もう、ああいうことを頼もう、っていうような学内文化を形成するためには、なず試食品っ
てわけじゃないですけども、何がまずいんですか、要するにこういうことを調べなくちゃまずい
なってことを思ってもらう必要があると。そうすれば自ずと上からどんどんみんなデータを集め
ろっていう話になるわけですね。そうすると困っているのが評価部署とか IR 部署の人だけじゃ
なくなる、と。データを集めることに対して、上がどんどんやろうぜ、みんながやろうぜって話
になってくれば自ずとこの辺は解消してくるんじゃないのかっていうような話がありました。そ
れは理想的な話になるわけなんですけども。そんなようなところで設計の話になるわけなんです
けど、「設計ってなんですか」って言うと、広く考えたらそういうところまで設計を考えなきゃ
いけないっていうところもあるのかな、という話でございます。

それでもう最後、ガイドライ

ガイドラインからのヒント（所在把握）

16

ンからの具体的なヒントになる
わけなんですけども、所在確認、

• DB無いならカタログを作ろう
– どの部署でいつ、どのようなフォーマットのデータが作成
されているのか等を把握しておこう。

• ファクトブックを育てる

把握のところではデータベース
がないならカタログを作ろうと。
要するにどの部署でいつどんな

– 学内にある公開済のデータを加工・整理してみよう。
– 時系列、他大学との比較。

• CDS作る？

フォーマットのデータを作って
るのか、っていうのを把握して

– コモンデータセット（今後の課題）

おくわけですね。そうすると自

• DBを作って運用するのもアリか。

分の所でデータを持ってなくて

– 精度に問題があるなら自分で入れる。
– データリクエスト対応も業務にするかどうか。

も、こういう調査をやらなくち
ゃいけないとか、他の部署から
「こういうデータない？」って言

われたら、「それだったらあの部署で 5 月頃にこういうデータ作ってるからそれもらえばいいん
じゃない？」

とか、「じゃもらっておいてあげるよ」っていうふうに言えるので、データベー

スがないならそれでもいいわけですね。メタデータっていうか、どういうデータがあるのかって
だけは把握しておく。それでも全然違うと思います。これは米国の柳浦さんなんかも結構おっし
ゃってる話です。あとファクトブックを育てる。米国の大学だと学内のディスカッションとか、
学内の現状把握用に経年変化とか他大学との比較をデータなんかをファクトブックという形で作
っていて、学内向けなんですけど公開しているる大学も多いです。学内には公開済みのデータが
いろいろ転がっているわけですので、IR 部署を作ったんだったら、それを加工して整理するだ
けでも十分ファクトブックになるんじゃないのか、と思います。そういうものがあれば、次にも
15
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うちょっとここを深掘りしてくれとか、そういう話になるので、まずは何か手近なデータを集め
てきちんとまとめていくようなところから始めてってもいいんじゃないかなっていう感じがする
わけです。コモンデータセットっていうのがあるんですけど、これは米国の大学なんかがよく作
ってて、全米で共通フォーマットがあるらしいです。要するに大学にはいろんな調査ものがいろ
んな所から来るじゃないですか。ですので、共通のフォーマットを作っておいて、基本的に学外
の調査機関なんかが調査したいときにはコモンデータセットをダウンロードして、そこから適当
にデータを抜くっていうことになります。同じフォーマットならは比較も容易だと。だからそう
いうのも作ってってもいいのかなっていう、そうすると結局似たようなことを何度も聞かれなく
てこっちにもメリットがあるだろうと。データベースを作って運用するっていうのもありなんで
すけども、データベースを作っても各先生がたが入れてくれないとか、入っているデータが怪し
いとかいろいろあるので、そういうところをどう解決するかってところも問題になるのかなと。
データベースを作って運用し始めると何が出てくるかっていうと、データリクエストに対する対
応っていうところも業務に入ってくる可能性があります。そうすると現行の人数でそこまで対応
できるのかっていうところもあるので、データベースを作るのは一長一短あるかなという感じが
致します。
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学内にある公開済の数量データ
自大学の経年データ

他大学のデータ

１）大学概 ○：通常、５，６年分なら容 ᇞ：国立大学に限って言え
要
易に入手可能。（印刷物と ば入手しやすい。ただし一
般にPDFである。
しても存在する）

短評
国立大学に限って言えば、掲
載内容は似通っている。公立、
私立との比較はやや難しい。

２）学校基 ○：通常、５，６年分なら容 ᇞ：簡単には入手できないが、 国公立は大学基本情報として
本調査
易に入手可能。（一般に数 グループごとの平均値等は 公表するとのことである。
年間は保管しているため） webで入手可能である。
３）大学
ポートレー
ト
４）教育情
報の公開

ᇞ：１～３年分程度のデー
タしかないため、経年比較
は難しい。
ᇞ：散逸していなければ、
入手可能。（過去のデータ
を保管しておく必要性がな
いため）

ᇞ：多くのデータが比較可能
であると考えられるが、詳細
は不明である。
ᇞ：単年度ならば入手可能
だが、フォーマットが異なる
ことも多い。

大学ポートレートセンターの
webサイト等も見あたらないた
め仕様が不明である。
このデータは当該年度のもの
しか公表されていない可能性
が高そうである。

５）学外か
らの調査
依頼
６）自己点
検評価書

ᇞ：調査を回答した部署に ᇞ：公的機関の調査の場合、
は、数年分は残っている
集計済のデータは公表され
はず。
る場合が多い。
ᇞ：叙述資料が大半である。 ᇞ：同じ認証評価機関で受
用いる数量データも異なる。 審していても用いるデータ
は異なる。

学校基本調査と比べると回収
率は低くなることが多い。
認証評価等では、例外的に共
通の数表があるので、公表さ
れていれば比較は容易である。
嶌田（2015・印刷中）より

これは、ばあっと見ておいていただければ、と思います。学内には、こんなに結構いろんなデ
ータがありますよね。いろんなデータをうまく使っていけばいろいろできますよねって話でござ
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います。

入手のところ。ここはここ何

ガイドラインからのヒント（入手）
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年間かみなさんと議論した結果
としては、やっぱり日頃から学

• みんなとは日頃から仲良くしよう

内の他の方々と仲良くしておこ

– インフォーマルな関係も重要
– リクエストは断るな。断るなら上手く断れ（前渡したよね、
あそこのほうがいい）
– お礼の情報提供
– マズいことがあったらいの一番に教えてあげる

• クライアントとはよく話せ
–
–
–
–

話をしながら、相手の求めているコンテクストを読み取る。
プラスアルファを出そうと思うなら、ここが重要。
信頼関係の醸成もここが重要か。
営業？

うみたいな。要するにインフォ
ーマルな関係も結構重要で、や
っぱりリクエストが来たときに
なるべく断らない、っていうの
が非常に重要だろうと思います。
断るんだったらうまく断る。「い
やこれ前渡ししたよね」とか。い
つもニベなく断ってると、こっ
ちがお願いしたときに、この前

あいつら断ったじゃん、って話になりかねないので、そこはうまく持ちつ持たれつって関係をき
ちんとやっていく。お礼の情報提供っていう話も結構出てきて、「ある部署からデータをもらい
ました。分析が終わりました。どこかの学部に報告しました。」て言ったら、結局そのデータを
くれた部署の人にもその辺のデータ、こういう状況だったよって教えてあげるとその人たちもデ
ータを作った甲斐があるわけですよね。実際その現場の方ってそういう自分たちのやってる業務
の状況を知りたいわけですから、だからそういう方々にはデータをまとめてみたらこんな感じで
すよって教えてあげると非常に喜ばれます。そういう話をみなさんしていましたので、単に「あ
りがとう」って言うだけじゃなくて、分析したデータで状況を説明してあげたりするのもいいだ
ろうと思います。あと、まずいことがあったらいの一番で教えてあげるっていうのも結構重要だ
っていう話を皆さんされていました。どういうことかっていうと、何かまずいことがデータを見
ててあったときに、後々数カ月たってから、会議の席で「まずいですよね」って話をされるなら、
「知ってたならすぐ教えろよ」っていう話になるわけですよね。そうすると IR 部署の連中は基本
的にデータ見てるし、何かあったらすぐあいつら教えてくれるから、すごい信用できるよね、っ
ていうふうに思ってもらえればしめたもんです。ですし誰も会議の席上でつるし上げをくらうこ
とを望んでいませんから、何かあったらすぐ教えてあげるっていうのが非常に重要なんだなって
いうことです。あとクライアントととはよく話せっていうのがあるんですけど、こういう調査を
したいとか、こういうことに困ってるんだっていう話が出てきて、こういうことを分析してくれ
とか、こういうデータをくれって話だけ来る場合もあるんですけども、実際話をして「なんでそ
ういうを調べたい、ということに至ったのか」というところが分かれば、「こういうデータとこ
ういう調査もしたほうがいいんじゃないですか」って話ができるわけです。だから単にやってく
れって話に対して、単に「はい分かりました」ってやるんじゃなくて、少し話し合いをしながら
やっていくと、もうちょっと円滑な人間関係が構築できるんじゃないのか、みたいな話が結構出
てきました。
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やっぱりプラスアルファを出そうと思うと、こういうところが重要だと思います。結局、IR
業務とか評価業務では、重要なのはコミュニケーションみたいなところがありますので、信頼関
係の醸成をしようと思ったらやっぱり顔とかを合わせてお話しするっていうことが非常に重要な
んだろうというところが、みなさんのお話の中からも非常によく出てきました。

そして、入手のところでは定

ガイドラインからのヒント（入手）
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義をはっきりさせようみたいな
ところと、あと権威・文書の利

• 定義をはっきりさせよう

用、要するに IR 部署をつくりま

– 利用目的がはっきりすれば定義も自ずと決まる

• 権威・文書の利用
– 信用がないうちは、上層部に言ってもらう、きちんとした文
書で依頼するなどの工夫も重要

• 利用目的

した、評価部署をつくりました、
とか評価部署から IR オフィスに
変わったばかりとかですとかだ
と、信用がないわけですよね。

– 何に使うのか、相手に説明できれば、もっとよいデータを
もらえるかもしれない。

• 空気を読もう

信用がないのだったら上層部な
ど上からデータをどんどん集め

– 繁忙期にデータを依頼するときには、上手にやろう

るぞ、などど言ってもらうとか、
やっぱりきちんと学内でも文書
を作って依頼するとよいかもし

れません。また、下の話とつながるんですけども、なんでそのデータを IR 部署とか評価部署で
必要としているのか、ということについて、こういうことを知りたいから調べてるんだとか、単
にデータをくれっていうんじゃなくて、こういうことを調べたいから欲しいんだっていうような
ところも、きちんと言ったほうが向こうも、なるほどね、っていう風に思ってくれる。だからそ
こも重要だと思います。あと最後に重要なのは、空気を読むってことも重要で、相手が忙しいと
きにデータをリクエスト・依頼とかするときに、うまくやったほうがいいですよね、っていうと
ころがあります。

でデータを整理するときのヒントになるわけですけども、同じことは 2 度聞くなと。ここがみ
なさんと結構何年もやってて、いつも大体こんな話が出てきます。それに似たような話として、
調査票などに何かを埋めてもらうんだったら、こっちで持ってるデータは埋めてから渡す、くら
いのところがあると、分かってるな、っていう風に思ってもらえる可能性が非常に高いかなとい
う感じも致します。あと結局発生源入力、要するに教員データベースみたいなやつで、教員がデ
ータを入れてくれないと状況を把握できないみたいなところがあったら、自分たちで入れちゃう
っていうのも一つの手ですよね。
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学内の委員会活動とかだった

ガイドラインからのヒント（整理）
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ら別に学部の総務に行ってリス
トをもらってくればいいですし、

• 同じ事は二度聞くな

論文だったら多分データベース

– 部署、教員：共有をどのように図るか。

のあれを転記すると多分著作権

• 埋めてから渡せ

法上問題なので、データを買っ

– 既に持っているデータをこちらで埋めてから、残りを埋め
てもらうような気遣いも重要。

て打ち込むような感じにしちゃ

• 自分で入れろ

って、自分たちでデータの精度

– 発生源入力のデータベースの精度が信用できないなら、
自分たちで入れる。
– データリクエストを本務にするかどうか。
– 外部データは意外と高い。

を管理できれば、それだけちゃ
んとしたデータが手に入ります
ので、そんなやり方もあるでし
ょうと。ただデータリクエスト
を他部署から受ける、という業

務を IR の本務にするかどうかは、なかなか難しいですねってところがあるかと思います。

それでデータ収集のまとめな
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まとめ

んですけども、結局データ収集
も設計が非常に重要です。設計

• データ収集も設計が重要で、設計は目的（依
頼内容）を明確にすることがポイント。
• 目的→設計→収集→分析→報告（活用支援）
というサイクルでデータ・情報が流通するので、
全体を見渡してた精度コントロールが重要。
• 改善自体は大学執行部や学部執行部の仕
事。冷たく突き放すのではないが、責任の所
在と業務範囲は明確に。

は目的をもとに依頼内容を明確
にすることが非常にポイントに
なります。目的があって設計し
ていって収集分析、報告してい
くと、そういうサイクルでデー
タ、情報が学内を流通するんで
すけども、全体を見渡してどう
いう風に精度を管理していくの
か、ここがポイントになるかな
と思います。改善自体は大学執

行部、学部執行部の仕事になります。冷たく突き放すわけじゃないんですけども、責任の所在っ
てものを明確にしておいたほうがいいです。改善できなかったら評価部署が悪いとか、IR 部署
がちゃんとしないからうちの大学が改善できないみたいな話になったら、本末転倒ですよね。そ
れってあなた方の仕事でしょ、って思うわけですから、だからその辺のところでなんでもかんで
も、はい分かりました、やります、改善しましょう、っていうのじゃなくて、いやそこは学長先
生、副学長先生の仕事じゃないですか、みたいなところも考えながらやっていくところが非常に
重要ではないかな、というところで私の話を終えさせていただきます。
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