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第一分科会「評価と IR：データ分析編」の作業説明と若干の解説 

 

茨城大学 評価室      

助教 嶌田 敏行  

 

早速、第一分科会「評価と IR：

データ分析編」ということで始

めさせていただきたい、と思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もくじとしましては、評価とは

何か、IR とは何か、昨年度（デ

ータ収集編）のおさらい、と評

価・IR における分析とは、今日

の演習について、ということで

進めさせていただきたい、と思

います。 
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評価とは何か、というそもそも

の話なのですが、「目的に照らし

てある時点でどのような状態に

なっているかを知る行為」、つま

りは現状把握だと思います。な

ぜ、そんなことをやるのか、と

言いますと、査定とか、そうい

うのではなくて、「次に何をすべ

きか、考えるためである」とい

うのが基本的なところでござい

ます。目的と言いますか、「 終

的にどうしたい？」というのが

ない現状把握は、次の行動を生

みにくいですよね。今、こうな

っている、というのが分かっても、 終的にはこうしたい、というのがなければ、その「差」は

見えてこないですよね。その理想と現実の差を埋めるために改善を図るわけですから、つまり、

目的のない評価は、次に改善を生みにくいわけです。また、そもそも何のために評価活動を行っ

ているのか。「とにかく評価の報告書を作れ」と言われたからやってます、みたいな状況になると、

評価が単なる作業になってしまるので、徒労感に苛まれることになります。つまり、２つの目的

がないとなかなか、「よい評価」はできない、だろうということが考えられます。 
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IR とは何か、という話も、やり

出すと 2 時間、３時間かかるわ

けですが、批判を恐れずに申し

上げれば、昨今流行っている

Institutional Research とは意

思決定支援であると我々は考え

ています。しかるべき人たち、

つまり、大学の執行部の方、学

部の執行部の方、さまざまな部

局等でいろいろなことを決めな

くてはならない方がいるわけで

すが、そういう方々に、次に何

をすべきか、考えてもらうため

のヒントなり、データなり、情

報を提供するための活動です。そのために、例えば、「学生の学修状況を改善したい」みたいな目

的や問いがあったとしたら、そのために成績のデータなどを分析したりして、問いに答えるため

の有用な価値のある情報へと変換させていく。そういうことを IR の人たちがやらなくてはならな

いわけです。また、それを IR の人たちが孤独に粛々とやるのではなく、分析の目的、データの収

集、情報の提供を、きちんとしたコミュニケーションの中でやっていくわけです。単に「データ

ください」「はいあげますよ」というのではなくて、「なぜそのデータ欲しいんですか？」という

ようなコミュニケーションがあれば、「なるほど、それだったら、もっとこんなデータもあります

よ」みたいに、お互いに深く理解し合って、互いに次の業務へのヒントを出し合えるようになる

と IR としては、美しいのだろうな、と思います。我が国でも、評価部門とか、データ分析部門で

IR 活動は行われてはいるんですけど、そこをどのように高めていくのか、そこはなかなか進んで

いませんので、我々としてもみなさんと考えていかなければならない問題だろうな、と思ってい

ます。 
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評価担当者に求められるもの、

って一体何なのか。我が国です

と評価担当者といえども、普通、

数年で異動してしまうわけです。

アメリカですと、Institutional 

Researcher ということで専門

職として発達していますので、

当然、アメリカでの IR の考え方

をそのまま入れてくるわけには

いかないわけですね。高等教育

の状況も違いますし。ただです

ね、例えば、評価や IR 業務を通

して、俯瞰的に大学を見る、と

か、データなどを用いて客観的

にものを見る、などの見方、考え方を培っていただいて、たとえ他の部署に移ったとしても、評

価担当者としてやった経験を次の業務に活かせるような、そんなマインドの形成などが、日本の

土壌と言いますか、今の人事システムの中では、そういうとんがった Institutional Researcher

を育てるよりは、みんなでどんどんレベルアップしていく、みたいな方が美しいんじゃないか、

みたいなところが 1 つの解として、考えているところであります。そういうのが大学評価コンソ

ーシアムなのかな、という感じもします。 

 

 

この分科会の目的というところ

に入って行くのですが、「評価・

IR」活動を、昨年度は「収集」

の観点から見ていきました。今

年度は「分析」の視点から、来

年度の「活用」を見据えて考え

ていこうと思っております。評

価担当者にとっての「分析」と

は何か、と言いますと、各部局

からは評価担当者や分析担当者

のところにはいろいろなデータ

や情報が集まってくるわけです

ね。さまざまな目的に従って集

まってきたデータを分析と言い

ますか、解釈してつまびらかにしていかなければならない、それが分析なのかな、と。つまり、

評価書を書く、という目的に沿って各学部などから集まってきたデータ、多くは文字のデータで

すね、それを解釈して「ああなるほど、うちの大学では今年、こういうことが行われたのか」と
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いうことを詳らかにしていくわけですね。何か改善しなくてはならない、ということでしたら、

それに関するデータを集めてきて、それを詳らかにしていくわけですね。そういうところが評価

担当者にとっての分析であろう、と考えています。そういう詳らかにしていく中で、評価担当者

は、「この目標は達成できたのかな」ということを考えるわけですね。実際の作業はそういうもの

だと思います。あるいは「この計画は適切に進捗したのかな」ということを見極めていかなくて

はならないわけですね。「分析」と言いますと、どうしても数値解析みたいなものがイメージとし

てはあるわけですが、日本の大学では基本的にさまざま部局から集まってくる記載、記述の分析

が大半だと思います。ですので、我々がまず取り組まなくてはならないのは、テキストデータを

用いて状況の把握を適切に行う、ということなのではないか、ということです。 

 

 

経験を積んだ評価担当者の方で

すと、目標、計画、記述をさっ

と一読し、根拠資料にさっと目

を通すだけで、目標が達成でき

ているのか、計画が適切に進行

しているのか、判断することが

できるわけですね。もう何年も

やっている方ならすぐ分かるわ

けですよね。実際には、十分な

記述、根拠資料が提出されてい

ないことも多くて、その場合に

は、必要なデータや必要な分析、

根拠となる指標、適切な記述を、

実際に計画を実施した部局さん

に求めなくてはならないわけですね。「これじゃ分かりません」と。あるいは「これじゃまずいん

じゃないですか」という話をしていかなくてはならないわけですね。例えば、ある計画があって、

「うちは、しっかりやりました」と自信を持って書いてきている部局さんに「これじゃだめです。

書き直してください」と言うためには、「なぜだめなのか」ということは論理的に説明しないと、

「それはあなたが、そう思っただけでしょう？」という話になってしまうのかな、と思います。

逆に言えば、適切な指摘・要求をしなければ、評価と言いますか、現状把握に対して必要なもの、

つまり評価書を書く上で必要な情報は集まってこない、と考えられるわけです。 
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評価担当者としての「分析力」

としては、どのように何を見な

ければならないのか。そこで気

がついたこと、評価担当者とし

て感じたこと、おかしいな、と

いうことを、どのように相手に

説明しなければならないのか。

評価作業の中で、このような「問

い」を立て、学内の実際に計画

を実施されている現場の方と協

力して、いわゆる「答え」を探

していく。それが、よい現状認

識、よい評価作業を行う上での

近道ではないか、と考えており

ます。また、実際に現場の方がこのようなマインドを理解していてくださって、さらに一緒にデ

ータなどからものを考えたり、俯瞰的にものごとを考えてくだされば、評価作業が効率的、効果

的になるだけでなく、 終的には大学にとって益のある活動になっていくという余得もあると思

います。 

 

 

昨年度、データ収集というのを

やらせていただいたのですが、

そのときにみなさんに議論して

いただいて出てきた課題ですが、

まず、データ収集の目的が共有

されていない。もしくは、目的

がない。というようなことがあ

りました。そのためにトップの

方にも現場の方にもなかなか協

力してもらえないわけですね。

トップの方もデータをもらい行

く現場の方にも「なぜそのデー

タを集める必要があるのか」ご

存じないわけですね。なので、

データの定義が曖昧なまま進められてしまいます。そのように曖昧に集めたデータですので活用

できないわけですね。そこら辺が評価と IR を進める上での 1 つの課題であるわけです。それを乗

り越えるためにどうしたらよいのか、ということなのですが、単にデータを集めることからの脱

却が必要だという意見でした。ここにも多くの大学人がおられるわけですが、みなさんの大学を

よくしたい！、という想いをデータ収集などにもきちんと活かしていく。また他力本願的に、と
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にかく IR を入れればよい、というところからの脱却も必要なのではないか、というところが去年

の議論の中で浮かび上がってきたことです。 

 

 

分析編のイントロ、ということ

で目的と手段と結果とあります

が、「できる」評価担当者として

「問い」を立て、「答え」を探す

手がかりを考えてみましょうと

いうことで、＜ケーススタディ

＞です。例えば現在、８３ｋｇ

の人がいたとします。漠然と「や

せたいな」と思っていても、た

ぶん痩せられません。目的は何

か、ということが無いからです。 

 

 

 

 

なぜ痩せようと思ったのか。人

間ドックで言われた。まあ、外

圧ですね。女の子にもてたい。

究極的な目標かもしれません。

しゃがんだときにズボンのボタ

ンが飛んでショックだったから、

というようなトリガーみたいな

もの、こういうことがあって、

漠然と「痩せよう」と思うわけ

ですね。そこで、例えば、「やせ

て健康的になるよう努力する」

という目標を立て、「そのために

ダイエットを行う」という計画

を立てたとします。これで評価

できますか？、と言っても、これでは、評価ができないですよね。意図する目的が見えないから

です。達成条件は何ですか？、考えられていないわけです。でも、多くの大学さんで、目標と計

画立てましょう、というと、こんな感じの目標・計画を立ててしまうわけですね。その結果、評

価不能に陥って、担当者はかなり苦労するわけです。それをどうすればよいのか。 
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目標が「痩せて健康的になるよ

う努力する」、計画が「そのため

にダイエットを行う」だとする

と、これでは、評価ができない。

「意図する目的」が見えないわ

けですが、では、「意図する目的」

とは何なのか、ということです。

「とにかく痩せればいいんです

か？」「健康的になるってどうい

うことなんですか？」「努力する、

ってどういう意味ですか？」そ

ういうことが明らかになってい

ない目標では、評価できないわ

けですね。計画というものは、

本来、もう少し具体的に書かなくてはならないわけですけど、何をどうするのか、達成条件は何

なのか、指標が何なのか、が見えないわけですよね。とにかくダイエットすれば、それでマルな

のか、ということです。こういう状況の中でも評価担当者としては、評価書を作らなくてはなら

ないわけです。本来ならば、そもそもの目標と計画をどうにかしなくてはならないわけですが、

それは、現在、第三分科会でやっていますので、報告書をご覧ください。 

 

 

我々評価担当者というのは、現

実的な対応、ということが求め

られるわけですから、目標と計

画が、こんな感じで「腐って」

いても、部局さんに発破なり、

喝を入れてなんとかしなくては

ならないわけですね。でも結果

として、「ダイエットは心掛けた

が、思うように痩せられなかっ

た。来年度はがんばりたい。」み

たいなものが評価担当者のとこ

ろには上がってくるわけですね。

「ダイエットは心掛けたが．．．」

と言われても、意味不明なわけ

ですね。プロセスが書いていません。「思うように痩せられなかった」とありますが、何 kg を何

kg にしたかったんですか。そもそも何 kg 痩せたかったんですか。そういうことが全く分からな
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いと、意味が分からないわけですね。「来年度はがんばりたい」と書かれても、それは抱負ですよ

ね。でも、実際、評価を担当されていると、ときたま部局さんから、こういうものが上がってく

るわけですね。結局、困るわけです。 

 

 

そうなると、今のような結果の

記述に対して、指摘などを行っ

て直してもらうしかないんです

けども、共同作業としてですね。

例えば、これが「ダイエットす

るために自転車通勤に切り替え

たが、仕事が忙しくて、あまり

自転車通勤はできなかった。現

在、８３kg であり、今年度中に

５kg の減量を目指していたが、

達成できなかった。」みたいに書

いてあれば、「なるほどね」とい

う風に状況が分かるわけですね。

達成できなかったことについて

はちょっとマズいんですけどね。プロセスというものをうまく引き出していかないと、計画がな

ぜ上手くいったのか、行かなかったのか、という要因が見えてきません。また、腕のいい評価担

当者として、その 5kg という数値が適切だったのかどうか、というところも考えなくてはならな

いわけですね。145cm の人が 83kg で 5kg 痩せたい、という状況と 200cm くらいある人が 83kg

で 5kg 痩せたい、という状況はぜんぜん違うわけですね。そこで、この人は 170cm だから、5kg

というのは、まあ妥当だよね、というようなところも考えていかなくてはならないわけですね。

まあ、そこまで行ければベストですが、なかなか難しいところもあります。目標・計画が多少、

おかしかったわけですが、なんとか詳らかになってきたので、状況を見極めることができるよう

になってきたわけですね。ここまで来てしまえば、あとは評価書としてどう料理するか、という

ことですから、現状把握が一応できた、ということになるかと思います。 
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実際、これは来年の話になると

思うのですが、目標の達成、計

画の進捗の確認には、根拠とか

指標が必要になってきます。プ

ロセスだけでは、たぶん検証に

限界が出てくると思われます。

「どこまで何を達成したら目標

が達成された」のか、「計画が首

尾よく完了した」とするのか、

ということを 初に決めておか

ないと、どこまで何ができたの

か、 後でも途中でも分からな

いわけですね。要するに進行管

理ができないわけです。そこで、

目標や計画の中に指標となる数値目標が入っていれば、評価はやりやすくなるんですけども、政

治的に入れるのが難しい場合があるわけですね。例えば、国立大学の場合、計画の中に迂闊に数

値目標を入れて届け出てしまうと、達成できなかった際に、結構、面倒なことになる場合もあり

ます。ですので、その辺は避けたい、というようなことになれば、例えば、二重帳簿にしたりし

て、処理しなくてならないかもしれません。 

 

 

 

この辺は、今、隣で写真を撮っ

ている浅野さんの文章をそのま

ま持ってきたものですが、指標

については、米国の文献を中心

に、多くの場合、「 初に指標あ

りき」という主張が多くあるわ

けですけど、やはり指標は、目

的や評価デザインに合わせて設

定する必要がありますよね、と。

指標は組織の特性や、測定しよ

うとする目的や計画に応じて選

択しなくてはなりませんよね。

一つの計画に対して、複数の指

標を組み合わせて評価したりす

る場合もあれば、より高度な目的ほど定性及び定量の両データを組み合わせたうえで、様々な価

値判断をやっていく必要があるわけです。 
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ここからはちょっと参考なので

すが、この分科会の 83kg のダイ

エットの事例の話を第三分科会

担当の田中弥生先生（大学評

価・学位授与機構 研究開発部 

准教授）にしたら、目的－問題

系図だったら、こういう考え方

をするんだよね、というのを作

ってくださいました。第三分科

会的には、こういう事例はこう

見る、というのが分かりますの

で、帰りの電車の中等で、ご覧

いただければ、と思います。 
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では、 後に、今からやってい

ただくグループ討論について、

説明させていただきます。今、

座っていらっしゃる各班の方は、

この架空の評価大学という大学

の評価室のスタッフです。グル

ープによっては、シンクタンク

の方とか、システム開発会社の

方など、いわゆるパートナー企

業の方々が混じっていることも

ありますが、評価室会議、とい

うことでお願いします。評価大

学では、５年間の目標と計画を

策定してまして、今年はその実

施期間の 終年度になります。平成 20 年から始まって、21、22、23 で今年が 24 年で 終年度

ですね。全学の目標と計画には、それぞれ責任部局というものが設定してありまして、その部局

さんが他の各部局等での実績などをとりまとめて、評価室に提出してくれます。現在、評価大学

評価室には、去年までどうだったのか、というプレ 終評価と言いますか、計画がどこまで進捗

したのか、というレポートが集まってきました。これから評価室で計画の進捗状況が適切に記述

されているのかどうかの点検を行っていただきまして、その責任部局の担当の方に対して、どの

ような指示を行なわなければならないのか、ということを検討していただこうと思っています。

そこで各班では、まず６セットある目標１つに対して、計画が２つ、というセットになっている

んですけども、その中から１つのセットを選んでいただき、次の作業をしていただきたい、と思

います。それで、それをポスターにまとめていただきます。 
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まず、 初なのですけど、分析

編：A)ということで「計画の達

成状況の判定と修正指示・追加

資料の請求」という作業です。

まずは、（１）計画の進捗がデー

タにもとづき適切に説明、記述

されていない箇所をまず見つけ

てください。（２）計画には「あ

れやります」「これやります」と

掲げられているにも関わらず記

述、説明がされていない要素は

何なのか、というポイントを見

つけてください。これらを見つ

けていただいたら、次にやって

いただくことはこちらです。 

 

 

まず、（１）計画の進捗がデータ

にもとづき適切に記述・説明され

ていない箇所についてですが、

（1a）あわせて提出された根拠資

料や他の計画の記載事項で記述

（説明）を修正できる場合には、

修正案を作っていただきたい、と

思います。それでは修正できない

な、という場合には、（1b）記述

（説明）を適切なものにするため

には、どのようなデータやどのよ

うな分析ならびにどんな指標な

ど出していただなかなくてはな

らないのか、が必要なのか考えて、その部局さんに指示する内容を考えてください。 
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二番目ですが、（２）計画に掲げ

られているのにも関わらず、記述

の部分にぜんぜん書いていない

ですよね、という部分についてで

すが、ちょっと似ていますが、ま

ず（2a）あわせて提出された根拠

資料や他の計画の記載事項で計

画の進捗を記述（説明）できる場

合には、記述案を考えてください。

ダメだな、という場合には（2b）

その計画の要素を適切に記述（説

明）するためには、どのようなデ

ータや分析ならびに指標などを

書いていただけばいいのか、というその部局さんに指示する内容を考えてください。 

 

 

これらの作業がパパっと終わっ

てしまった班の方は、この大学の

目標や各学部の教育目標なども

大学概要としてお配りしており

ますので、参加者のみなさまの評

価担当者としての経験からみて、

この評価大学の問題として、そも

そも目標・計画とは関係なくです

ね、問題があるところについて、

指摘していただければ、と思いま

す。また、そもそも目標と計画が

おかしいだろ、というところにつ

いても、この改善点の提案の部分

で指摘していただければ、と思います。 
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これからのタイムテーブルは、以

下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


