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まえがき 

この分科会は、今年度のみで終わることは考えておらず、数年間におよぶ一連のテーマとして

評価と IR を考えてみよう、というものです。評価業務やＩＲ業務では、１）データを集め、２）

ある目的に従いデータを情報へ変換し、３）その情報を何かに活用することが行われます。もち

ろん、これら１）から３）のプロセスが既に機能しているのならば、その大学は自ずと改善へ進

んでいると思われますが、多くの大学では、うまくいっていないのではないか、とも感じられま

す。また、一部にＩＲを導入すれば、何もかもがうまくいくような雰囲気が漂っているのも、Ｉ

Ｒ部門を作りさえすれば、これら１）から３）が首尾よく回るのではないか、という思いがある

からに他ならないと思われます。しかし、理想と現実との壁は厚く、多くの大学では、１）のデ

ータ集め、で躓いていることが多く見受けられます。 

そこで、今年度は、１）のデータ集めについて、うまく行かない課題は何なのか、それはどの

ようにすれば解決するのか、ということを議論し、解決の糸口となるものを共有したい、と考え

ました。進め方としては、なるべく多様な方と議論できるよう、もしくは議論がしやすいように

評価の経験別にグループ編成を行い、そのグループで、こちらで用意させていただいた議題に沿

って、議論を行っていただきました。続いて、そのグループ討論の結果を簡単なポスターにまと

めていただき、その後、そのポスターを自由に閲覧し議論する、ポスターセッションの時間を設

け、ほかの参加者の方の意見や他のグループの議論をしていただきました。 

このような議論の中でさまざまな課題と、その解決策を我々は得ることが出来ました。それが

たとえ、すぐに使えるものばかりではないとしても、何らかの考える糸口は、お持ち帰りいただ

けたと思っております。 

次年度は、アンケート結果などを参考に、例えば、評価担当者に求められる能力を段階別に提

案させていただいた上で、その段階ごとにグループ分けを行ったり、段階別にメニューを分ける

（ディスカッション多め／座学多めなど）などの改善策を検討しております。もし今回、何らか

の役に立ちましたら、次年度以降もご参加いただいたり、いろいろとご意見などをお寄せいただ

ければ、と思います。 

本報告書は、ご参加いただいたみなさんに、より理解を深めていただく、という目的もありま

すが、参加できなかった方々にも、我々の体験を共有していただきたい、ということも、その目

的の 1 つです。ぜひ、最後までご覧いただき、みなさまの大学の課題解決の糸口を探っていただ

ければ、と考えております。 

最後になりましたが、こちらも手探り状態なのにも関わらずファシリテータをお引き受けいた

だいた方々には、本当にお世話になりました。参加者のみなさまにも、当日の議論だけでなく、

終わってからもいろいろ報告書作成におつきあいくださいまして、ありがとうございました。 

 

平成 24 年 3 月 30 日        

大学評価コンソーシアム幹事   

（第一分科会運営チーム代表）  

嶌 田  敏 行 
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○開催概要 

 

１．日時場所 

日時：平成 23 年 9 月 16 日（金）13:20～16:40 

開場：九州大学 西新プラザ 大会議室およびその周辺廊下等 

 

２．タイムテーブル 

１３：２０－１４：００ 趣旨説明・話題提供 

・我が国における評価とＩＲの現状と課題について説明を行います。 

・それをもとに議論いただくテーマを提示させていただきます。（基本テーマは、評価機能、ＩＲ

機能のうち「データの収集」です） 

・あわせて、グループディスカッションのねらい、進め方について説明します。 

１４：１０－１５：２５ グループディスカッション 

・班編制は、４～６名を考えております。 

・なるべく多様な方と議論できるように心がけて編成させていただきます。 

・各グループには、議論の支援を行うための事前打ち合わせ済のメンバーも含まれますが、司会、

書記などの役回りについては、特に指定はいたしません。 

・これらの時間内にテーマに沿った議論を行い簡単なポスターを作成してください。ポスター用

に模造紙、A3 の紙、水性ペン、付箋紙などを用意させていただきます。 

１５：３０－１６：１０ ポスターセッション 

・他のグループのポスターをご覧いただき、適宜、議論を行ってください。 

・ポスターの店番は、交代でお願いします。（無人にならないようご協力ください） 

１６：１０－１６：４０ まとめ 

・フロアから、「われこそは」という方にコメント等をお願いしたい、と思います。 

・いくつかのコメントをまとめさせていただき、今年度のまとめとさせていただこうと考えてお

ります。 

 

３．参加者について 

○所属と職種 

本分科会には、総計 60 名からの申し込みがあり、当日は 58 名の参加者を会して実施した。申

し込み時に、参加者からご提供いただいた所属等を基に、本分科会の参加者属性を概観すると、

次のことがいえる。 

 参加者の８割弱が職員の方で、教員職は２割強にとどまっており、前日のプレイベン以上に職

員職の方の参加が多かった。また、男女比率は男性が８割弱、女性は２割強で、前日のプレイベ

ント同様、男性が大数を占めていた。 

他方、参加者の所属機関及び所属エリアについては、６割強が国立大学に所属する教職員で過

半数以上を占めたが、私立、公立、独立行政法人に加え、民間企業からの参加者を得ることがで

きた。また、所属機関が所在するエリアについては、近畿及び九州・沖縄エリアからの参加者が

過半数を占めたが、関東、中国・四国、中部・東海及び北海道エリアからの参加者で残りの過半
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数が構成されていた。そのため、所属機関及び所在エリアの双方において、一定の多様性がみら

れた（それぞれの内訳については、以下の図を参照）。 

 

教員

24%

職員

76%

職 種

 

女性

22%

男性

78%

性 別

 

 

公立大学

5%

国立大学

64%

私立大学

26%

独立行政

法人
3%

民間企業

2%

組織形態

 

関東

19%

近畿

28%

九州・沖縄

22%

中国・四国

17%

中部・東海

12%

北海道

2%

所在エリア

 
次に、参加者の所属機関（大学に限定）の規模は、下表のとおり、学生数が 8001～15,000 人、

教員数が 401～800 人の大学が最も多い結果となった。他方、平均値及び中央値と、最小値及び

最大値が乖離していることから、参加者の大学規模には差が見られ、上記の所在機関の設置形態、

所在エリア同様、多様な大学の規模に所属される参加者を得ている。 

学生数 大学数 教員数 大学数

3000人以下 1 200人以下 1

3001-8000人 9 201-400人 5

8001-15000人 13 401-800人 12

15001-20000人 4 801-1500人 6

20000人以上 6 1500人以上 9

平均値 12,462 1,059

最小値 2,208 115

中央値 9,772 750

最大値 40,111 3,099

規模

範囲
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○評価の経験と班分け方針 

今回の分科会では、評価の経験にもとづいてグループディスカッションの班分けを行った。従

って、どのようなタイプの班が、どれだけあったのか、ということが参加者のみなさまの評価の

ご経験の分布などを示している。まず、大学執行部や部局の長などの方とそれ実務を中心に行な

う方は、別の班とした。実務を中心に評価に携わっている方は、評価の業務を概ね３年以上やら

れている方と３年未満の方という基準で分けた。３年以上の方のうち評価機関などに出向経験の

ある方（即ち、評価する側と評価される方の両方のご経験がある方）とそうでない方を分けた。 

このような基準で、分けたところ、以下のような班分けとなった。なお、１班あたり４名ない

し５名で構成されている。 

第一グループ［１班］ 

大学執行部に関与している方、また、評価において執行部を支援する代表的な組織の長の方。 

第二グループ［２班］ 

評価をする側、される側の両方の視点をお持ちの国立大学の方と、私立大学の方で３年以上の

ご経験のお持ちの方のうち、相対的に長めと思われる方々とを組み合わせた。［２班］ 

第三グループ［２班］ 

３年以上のご経験がある方のうち、国公私立を問わず、実務経験をある程度お持ちの方をバラ

ンスよく配置した。 

第四グループ［６班］ 

原則的に評価経験が３年未満の方を割り当てた。経験年数が読み取れなかった場合も、こちら

に入っていただいた。もしも豊富な経験をお持ちなら、ファシリテータとともにその経験を活か

して、話を盛り上げていただきたい、と考えたからである。また、たとえ教員であっても評価に

携わった経験が短い、とコメントされていた方にはこちらに入っていただいた。事務系職員も職

階が近い方同士をなるべく同一グループに割り振った。 

 

（嶌田［茨城大］・浅野［神戸大］） 
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大学評価担当者集会 2011 第 1 分科会『評価と IR』趣旨説明 

 

九州大学 基幹教育院  小湊  卓夫 

（報告時：高等教育開発推進センター） 

 

 

＃１（タイトル） 

皆さんこんにちは。九州大学の小湊です。今日のメインはこの後のグループディスカッションで

すが、その前に、この分科会の趣旨を説明させていただきます。 
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＃２ 

平成 3 年の大学設置基準の大綱化以降、大学は大きな外部環境の変化にさらされており、中央

教育審議会を中心に、高等教育の在り方が盛んに議論され、多くの答申が出されています。 

設置基準の大綱化により、それまで大学教育の科目が詳細に規定されていたものが無くなり、大

学教育のマネジメントが実質的に大学側にゆだねられるようになってきました。そのため、大学

は自らが教育の質保証システムを構築することが求められてきました。最初は自己点検・評価の

努力義務から始まりましたが、その後義務化され、さらに平成 16 年の機関別認証評価制度、国立

大学法人評価制度が構築されたことにより、第三者評価が事実上義務化されました。 

 それ以降中教審の様々な答申が出されています。主だったものとして、まず「我が国の高等教

育の将来像」答申があります。この直後に「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育

の構築に向けて－」答申が出され、学士課程教育と大学院課程教育の役割を明確化するという内

容が様々な形で盛り込まれました。そして「学士課程教育の構築に向けて」答申が出されます。

ごく最近では教育情報の公開、そしてそういった動きを踏まえ、日本学術会議が分野別質保証の

在り方についてのレポートが出されております。 
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＃３ 

 このような動きを受けて、大学はどのように対応してきたのでしょうか。特に IR の話も盛り込

みながらお話しさせていただきます。 

 1960 年代に大学問題調査室が設置されます。これが日本における IR 室のはしりと認識されて

います。なぜ広島大学にそのような室が設置されてきたのか、その背景は、学生運動にあります。 

当時の大学教育に対し学生から様々な抗議がなされ、世界的にも大学教育見直しの機運が生まれ

てきました。それを受ける形で室が設置されました。アメリカも同様です。ただアメリカの場合

は財政的な事情等もあり 1950 年代から 60 年代にかけて多くの IR 室が設置されていきます。要

は自大学の教育に関する多様なデータを収集・分析し、それを提供することで意思決定や学内の

政策形成を支援するような形で IR が広まっていきます。しかし日本は高等教育研究のセンターが

広まっていきます。 

 その後、時代が少し離れますが、大綱化に伴い自己点検・評価が導入されたことに伴い、自己

評価書の作成が多くなされるようになりました。しかし自己評価書作成そのものが目的となって

しまい、自己点検によって見出された課題の共有や課題解決のための組織体制といったものが十

分に構築されること無く現在に至っています。国立大学の場合は、法人化に伴い評価室が多く設

置されましたが、アカウンタビリティの性格が強く、評価本来の目的である改善のための評価が

実質的に行われているかと問われれば、課題が山積している現状だと思われます。 

 個人レベル、部局レベルの改善はそれぞれに行われてはいます。そして高等教育センターが設

置されている大学では、学生を対象とした各種調査とその分析が行われています。ただしこれら
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の活動が、大学全体の改善につながっているのかというと、心細い状況にあるように思えます。 

特に高等教育センターは、高等教育研究あるいは教養教育のマネジメントに関わることが多いた

め、全学的改善へのアプローチが弱いという特性を有しているように思われます。 

＃４ 

 一転、外的環境に目を向けますと、日本においては 18 歳人口の減少とともに大学進学率が上昇

したため、これまでみられた伝統的な学生像が徐々に崩れ、高等教育が大衆化してきている現状

にあります。そのため、大学教育の在り方を考え直さなければならない時期に来ており、大学教

育がしっかり行われているのかということに応えるために、教育情報の公表や教育の質保証シス

テムの確立が要請されるようになってきています。 

 それに加え、国からの継続的な基盤的予算が減少し、それに代わり競争的資金が増加してきて

います。その代表例として教育 GP がありますが、これは本来 GP をてこに大学教育を大きく改

善していくことが求められていました。しかし実際は個々の教育プログラムを作り動かしていく

ことに力点が置かれ、その活動から得られた知見を、自大学の教育にフィードバックをかけ改善

していくことが少なかったようです。また資金が打ち切られた後の継続性という観点からも困難

を抱えています。このような競争的資金の背景には、社会情勢の変化から大学教育に求められる

ものが変わってしまい、それに対して大学が答えていくことが求められていることが指摘できる

と思われます。 

 そういった変化は、これまでの大学の管理運営の在り方にも大きく影響を与えています。そし

てその影響を受け新たな機能として、大学評価や IR が求められているという背景が指摘できます。
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それらの役割は決して小さなものではありません。 

 

＃５ 

そういった中で、評価と IR の意義を捉える必要があると思います。ではどういったことを考え

ていかなければならないのでしょうか。 

大学評価は自己評価が中心で、このことが重要です。この自己評価が PDCA サイクル、あるい

は内部質保証システムの構築に欠かせない大きな要因になっています。 

では IR はどのような役割を担っているのでしょうか。それは PDCA の D や C の部分にかかわ

ることとなります。実施や点検の際に、大学が価値を見出し活用できるデータを IR が提供できる

ようになる必要があります。そのような価値あるデータや分析情報は、意思決定にかかわる主体

の考えに大きく依存したものとなります。そのため、どこからどのようなデータを収集すれば良

いのかは、大学が自ら判断せねばなりませんし、収集されるデータは意思決定者の意向や大学の

ミッション、教育目標といったものに沿った形で価値づけされた情報にし、それが意思決定の支

援となることが必要となります。 

評価室や IR 部門がデータを集めるにせよ、それは単独で出来るものではありません。他部署と

の協力なしにはデータ収集出来ないことが多いわけです。そこでなぜデータを収集するのか、ま

たデータを分析し情報に変換することで、どういったことをしようとしているのかということに

対して、説明を行い、協力者の理解を得る活動が必要となります。それをここではコンサルティ

ング機能と呼んでいます。そういったことが今後ますます重要になってくると思われます。 
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＃６ 

 そこで、今日みなさんに是非ご議論いただきたい点がございます。 

 一つは IR のニーズはどこにあるのかということです。例えば教育情報の公表や内部質保証シス

テムの構築や運営で必要とされるデータや分析された情報が挙げられます。自大学でそのような

データや情報をなぜ公表するのか、なぜ必要なのか。またそのようなデータを収集するためにど

のような方法や仕組みが考えられるのか。そういったことを考えない限り、自大学に役立つデー

タ収集や分析は明らかにならないだろうと思います。 

 もうひとつは、評価や学生調査で扱うデータについてです。そこでは多くのデータが収集され

ています。そういった活動を起点にして大学における IR の展開の起点にすることが出来るのでは

ないかという点です。そのために評価と IR という分科会を設定させていただきました。 

 課題は多くあります。IR 機能を担う場としては、大学評価室や高等教育センターあるいは事務

部門等多々あるかと思います。しかしそこで扱うデータが最終的に意思決定にどのような形で関

わるのかという視点なしには、PDCA サイクルを構築しにくいということが挙げられます。さら

に付け加えるならば、データを集めてもどういう形に整えるのか、そしてどのような意図を持っ

て外に出していくのかとなると、そこにも大きな課題があります。 

 評価や IR という観点から見える課題は、意思決定に有用な情報をどのように提供するのかとい

う問題です。データそれ自体は何も語りません。データから情報へ(data to information)変換され

るプロセスにおいて、何らかの解釈や価値づけがなされます。それがなければ意思決定に対する

支援が出来ないこととなります。そういった意味で情報への変換をどのようにするのかというこ
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とが求められている現状にあろうと思われます。 

 

＃７ 

 そのためにエビデンスに基づく意思決定が日本の大学でどの程度行われているのかという点か

ら見ますと、脆弱性があると言わざるを得ない現状があると思われます。経験や勘に基づく意思

決定が決して悪いものとはいえませんが、それだけに頼った大学経営で良いのであろうかという

ことです。学長や執行部の役員はその多くが学部や研究科出身の教員です。学部や研究科のマネ

ジメントの経験があっても、大学全体のマネジメントとなると、大学の多様性を考慮した場合、

そこでの経験だけではマネジメントがしにくい状況にあろうかと思われます。そのため執行部に

対する何らかの支援が必要になるでしょう。今までも事務部門を中心に、さまざまな説明をされ

てきたと思いますが、それを恒常的かつ大学の実像を様々なデータや情報を活用して、意思決定

の共通の基盤と成していくのかということが重要と考えます。このように考えますと PDCA サイ

クルを機能させる中で、評価や IR をどのように位置づけるのかということが、各大学の中で自ず

と決められてくるものだと思います。この点をしっかり考えない限り、いくらデータを集め、情

報を提供しても、効果がないものとなってしまう危険性があると言えると思います。 
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＃８ 

 IR に対する高等教育関係者の期待といったものは理解できるものではありますが、今まで申し

上げてきた観点が、時に置き去りにされてしまう議論が散見されます。つまり IR 室を設置しさえ

すれば、全てがうまくいくかのような言説が見受けられますが、そこは慎重に判断せざるを得な

い部分があるということを今まで申し上げてきたつもりです。つまり IR 室を設置するというのは

大学の意思決定の結果です。より効果的な意思決定プロセスを構築することの結果として IR 室が

設置されればよいのですが、そういうことを考えることなしに IR 室を置くことが目的となっては

本末転倒ではないでしょうか。 

 一方で大学では内部質保証システムの構築が強く求められています。これまでも学内では様々

なデータが収集されていますし、多様な学生調査も行われています。それらをうまく連携をとっ

て結びつけながら、大学が抱える固有の課題や教育上の優れた特徴を如何に出していくのかが課

題になっていると思います。そのように考えれば、IR 共通のモデルがあると考えるよりも、個々

の大学固有の機能を有する IR を模索していかなければならないでしょう。 

 また IR 機能を担う部門があったとした時に、担当者のスキルをどのように身につければよいの

か、またどのように向上させるのかということも大きな課題です。この点に関しては共通する部

分も多いと思われますので、議論の中で取り上げていただければと思います。 

 ただ個別の大学で出来ることにも限界があります。マクロな観点から見るならば、大学を超え

たデータベースの整備が必要と考えられます。 

 高等教育の改革の議論では、アメリカの高等教育の議論が常に出てきます。これはやむを得な
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い部分があるかと思います。その理由としては、アメリカの高等教育は先進国の中では最も早く

大衆化を迎え、伝統的学生の減少と新たなタイプの学生が出てきたことに対し対処してきた実績

が挙げられます。それに合わせて大学の組織づくりが行われてきたという側面があります。翻っ

て日本やヨーロッパの高等教育は近年になって、そういう状況に直面してきています。そうする

と我々よりも早く対処してきたアメリカの知見を参考にしたいと思う気持ちは当たり前のことと

思えます。 

 そのようなアメリカの高等教育にあっては、大学を越えた形でのデータベースが各種整備され

ています。例えば連邦レベルのものでは IPEDS があります。わかりやすく申し上げると、日本

で行われている学校基本調査のデータを全てデータベースに格納し、いつでも共有できる仕組み

となっています。そのためそれぞれの大学の外形的な特徴は何時でも分かります。それが出来る

からこそ、競合する大学とのベンチマークが出来るようになっています。そのベンチマークを通

じて、自大学の位置づけや特徴を把握し議論しうるわけです。ところが現状の日本ではそういっ

た状況がなかなか生まれてこない。ですからこのようなデータベースを大学の相互の理解のもと

に構築していくのかということは非常に大きな課題だと思われます。 

 

＃９ 

分科会での議論ですが、教育情報の公表と内部質保証システムを機能させていく上で重要とな

るデータについて、どのように収集しどのように情報へと変換し活用していくのかという観点か

らご議論いただきたいと思っております。 
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 そこでは多様なデータを扱うかと思いますが、それらは説明責任の側面と教育改善の両側面

から見ることが出来ます。両者のバランスを考えながらどのようにデータを収集し情報を公開し

ていくのかを考えていただきたいと思います。 

 議論のきっかけとして資料を準備しております。その中に二つの課題を提示させていただきま

した。一つは教育情報の公表という論点です。ご自身がそれを担当することになったと考えた時

に、そこではどういったデータを収集するのかという課題です。次にデータ収集上の課題をどの

ように解決できるのかという論点です（資料１、２を参考にしてください）。 

 二つ目はあなたの部署で学内の内部質保証システムの構築や運用の支援を行うとなった場合、

どのようなデータを収集しどのように分析するのか。そしてどういったデータや情報であれば内

部質保証システムが機能するのかといったことをご議論いただきたいと思っております（資料３

を参考にしてください）。 

 

＃１１ 

 これからグループ毎に議論をしていただき、それをまとめてポスターを作成していただきます。

ただグループによっては全ての問いを扱うことが出来ない場合もあるかと思いますが、出来る範

囲内で議論してください。作り上げたポスターはポスターセッションで報告していただき参加者

間の共有を図りたいと思います。その後この場に集まり全体共有をしたいと思います。 

 活発なご議論をお願いいたします。 
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○グループディスカッションの成果（ポスター）と解説 

 

グループディスカッションの詳細については、以下のような設計をスタッフで行った。詳細に

ついては、実際、話を始めてみないと分からないことが多いので,ファシリテータの方に一任する

こととした。 

 

イントロ 

 プロフィールカードを見ながらデータ収集経験などこれまでのコミット具合について話す。

相互に率直な意見交換ができるような環境作りのためのアイスブレイクの時間を意識する。 

 グループ毎に司会と書記の方を決める。 

 ファシリテータの方が司会や書記をやってもよい。原則おまかせ。 

 教育情報の公開に関する資料を使って課題 A を、各評価機関が示す内部質保証に関する基準、

観点、説明を使って、課題 B について話を進める。 

 

Ａ：教育情報の公開をご自身が担当することになった、という想定で考えてください。 

問１）データの収集における課題とその原因は何でしょうか。 

 教育情報の公開で扱うデータ項目をまず確認する。そしてデータ項目毎に「これが大変だっ

た」「たぶんこれは大変だと思う」というものを列挙する。 

 データ収集全体に関して、こういうところが課題だ、というようなシステム的な課題に触れ

る。 

 

問２）データ収集の課題はどのようにすれば解決できるのでしょうか。 

 可能であれば、課題とその解決策を類型化して、データを収集するときには、こういう障害

があり（予想され）、こう解決すればうまくいくと考えられる（うまくいった、ダメだった）、

というまとめは欲しいところだが、そこまでは必須としない。 

 

○ポイント 

 教育情報の公開で示されているようなデータ項目はＩＲ活動を今後行おうとしたときに必須

のデータであることを意識する。 

 経験が浅く、職階が低くとも、項目レベルで集めやすい、集めにくい、それはなぜ、という

ことは大体の方が体験しているので、ある種の共通体験をもとに話を始めることができるだ

ろう。 

 また、大学執行部や長の方なら、個別のデータ項目については、それほど、どのように集め

ているかはご存じなくとも、システムとしてどう運用しているのか、あるいは、すべきか、

という話ならいろいろアイデアや体験をお持ちではないか、と考えられる。 

 

○ひとこと 

 Ａは、なんとなくＩＲっていうと教育面に関しては、こんな感じのデータを集めればいいん

だ、という雰囲気や、「大変ですよね～」という感じがうまく伝わればよい。 
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 もちろん、目的をもってＩＲをやらなきゃならないわけですが、ＩＲ業務としてデータ収集

をするなら、基本的なところはこんな感じなのかな、というものです（ＩＲをやるにはどう

いうデータが必要なのですかという質問が多いので）。 

 このデータ収集の課題の出し方は、それぞれのデータ固有の問題から、全体的な収集システ

ムの問題まで幅広くありますが、どこに向かうかは、当日の流れで判断（結局は、システム

の問題になるわけですが、往々にして、現場では解決不能ということになりがちですので、

少なくとも自分たちでできることは？というようなもので十分）。 

 

Ｂ：あなたの部署で、学内の内部質保証システムの構築や、運用の支援を行うことになった、と

いう想定で考えてください。 

問３）内部質保証システムを①構築する、もしくは、②適切に運用ができているかどうか点検す

る、あるいは、③教育成果が上がっているかどうかを分析するにはどのようなデータが必要です

か？ 

（内部質保証の定義、となると話が複雑になってくるので、観点に書いてあるようなこと、で考

える。） 

こういうことを知りたいから、こういうデータが必要、というセットで挙げていってもらう（あ

るいは、組織として、どう対応するか、システムをどのように構築するか、という問いでもよい）。 

 ある程度、挙がったところで、具体的に、どのようにデータを取ればよいのか、部局の人に

質問された時、それらのデータで何を説明できるのか、という想定で考えてみる（このチェ

ックがデータの定義や必要性を考える場面である）。 

 うまく話がまとまらなくてもＯＫ。うまくまとまらなかったら、まとまらなかった理由をま

とめて欲しい。→それがＩＲや効率的な評価をやろうと思ったときに出てくる課題と思われ

る。他の班のものを見に行って、その課題の解決法がわかればよし、見に来た他の班の人に

教えてもらうもよし、持って帰って、よく考えるもよし。 

 内部質保証システムの構築とは、つまるところ、教育の目標に沿って教育がしっかり行われ、

課題を把握し継続的に改善する仕組みを有しているかということであり、自己点検・評価の

実質化とそれに基づく改善システムの構築そのものという考え方。そのためには、教育目標

が明確であり、それに沿って教育組織や体制、教員や科目の配置がなされ、教育の成果を把

握して、目標とのギャップを計測しそれを埋めるための取り組みを継続的に行うことが重要

であり、評価や IR の観点からは、正確な現状把握と改善施策を検討する際に有益なデータや

情報を提供すること、という観点をどこまで共有できるかが重要だが、それに触れる程度の

議論でもよい。 

 

○ポイント 

 内部質保証を行うときに必要なデータということで、今後対応しなくてはならない実践的な

具体的データ収集について考える。 

 実際、認証評価のマニュアルを見れば、ある程度何のデータを集めればよいかはわかるが、

何のために（目的）そのデータを集めるのかにも注意を向ける。 

 目的を明確にしない評価作業、ＩＲ活動は、大変なだけである。 
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 どこまでデータを集めればよいのか、その目的に応じた線引きが必要であり、それは誰が考

えるのか？、というような問いが生じてしかるべきである。 

 即ち、部局さんにここは決めてもらって、ここは全学で、となっていくわけだが、そこまで

の責任と権限を、どうデザインしていくか、ということが制度設計である。 

 ＩＲマインドとか評価マインドについても考えたいが、それは、たぶん、分析編（来年？）

とか活用編（再来年？）にやればいい話だと思う。 

 

○ひとこと 

 Ｂは、実際、何を集めたらいいかわからない、事務がどこまでコミットすべきか、教員がど

こまで？、というような現実的な課題が（たぶん）でてくるのではないか、と想定していま

す。 

 本当は、必要性を考えてデータを集めないと、単なる「作業」になって、苦痛度高いですよ

ね、という話が一つの落としどころか、と思っていたわけですが、よくよく考えると、「内部

質保証」という、まだ、どうすればよいかがうまく固まっていないお題で、データ集めの議

論をやると、「それ以前の問題」の話が出てくる（誰がこれを考えるのか？、学務、評価？、

高等教育センター？、など）ので、むしろ、それが、大学でＩＲ活動をやるときに生じるで

あろう課題の縮図ではないかと思われる。（教育改善は、結局、どこが責任部局なの？→部局

さんですよね、だったら、評価はそれを支援してなんぼ、ではないか等々） 

 そのため、具体例をもとに、ＩＲ（データ収集機関）導入の困難さ、みたいなものを、みな

さんでご議論いただければ、と考えております。IR を必ず導入しなければならないという結

論でなくてもよい。 

 教育情報の公開はアカウンタビリティの側面、内部質保証システムの構築は改善の視点と整

理したとき、両者の関連性はおのずと議論の対象になる。まずは内部質保証システムの構築

のために必要とされるデータや情報の中から、自身の大学教育の特徴や外形がわかるデータ

を精選し外部に公表するという手順。しかし今回はその逆から考える。教育情報の公開で必

要とされるデータが内部質保証システムの構築においてどういった意味を持つのかまで考え

られるようだと、かなり高度な議論ができるが、今回はその手前までというイメージでよい

と考える。 

 

ポスターについて 

 模造紙とＡ３の紙は両方配布。付箋紙も配布。 

 付箋紙１枚には、意見は１個だけ、は厳守。 

 きれいに、まとまったものができれば美しいが、問いごとに付箋紙が貼られて、少しまとめ

てあってもぜんぜんＯＫ。 

 司会の方、書記の方と決めていただき進めるが、付箋紙に意見を書いて、ペタペタ貼ってい

き、話を整理するときに、それを張り替えたりしながらやっていく、という使い方。 

 模造紙は、うまくそれらを清書できればと思うが、時間の都合で、お題１つにＡ３の紙を数

枚使って、そこに付箋紙を貼っただけのものでも十分ではないかと考える。 
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配付資料 

 趣旨説明資料 

 名簿 

 座席表 

 グループディスカッションの課題 

 教育情報の公開に関する資料 

 内部質保証システムについて基準、観点、説明の資料（３機関） 

 アンケート用紙 

 

ファシリテータ（議論の促進・支援者）についてのお願い 

 みなさんの意見をうまく引き出したり、俯瞰的に議論につきあうことでまとめの支援をやっ

ていただきたい、と考えております。 

 必ずしも司会進行や書記などを引き受ける必要はないが、みなさんが戸惑っていたら、みな

さんの意見をうまく引き出す工夫を。その上で出てきた意見の交通整理をしてもらえればよ

り Good。話がまとまらない場合はその理由を考えまとめるだけでよい。 

 

（嶌田敏行、小湊卓夫） 



第１班 

浅野 茂（神戸大学 企画評価室 准教授［ファシリテータ］） 

石原 昌英（琉球大学 大学評価センター（併任）［法文学部］ センター長(併任）［教授］） 

大家 隆弘（徳島大学 評価情報分析センター 評価情報分析センター長） 

志水 泰武（岐阜大学 応用生物科学部・獣医生理学研究室［理事補佐（経営戦略・評価・広報担当）］） 

宮本 貴朗（大阪府立大学 学術情報センター 教授） 

山本 淳（鹿児島大学 水産学部 水産学科［学長補佐（企画・評価担当）］ 教授） 

 

第一班は、ファシリテータを含むメンバー全員が教員職に就く、計６名から構成されていた。

そのため、教員サイドから見た「教育情報の公表」に係る情報収集の課題という点で意見交換を

行った。 

総論としては、「教育情報の公表」で求められている情報の多くは、学校基本調査や、すでに学

内で公開している情報で対応できるため、少なくとも、今年度のデータ収集における大きな課題

はなかったということであった。他方、項目単位の情報収集（特に教育に係る質的な情報収集）

における現状と課題（問１）及びその解決策（問２）については、以下のような点が挙げられた。 

 

問１ 問２ 

現状 課題 解決策 

・データは教員個人または事務職担当者個人が保有し

ている。 

・出さなくてもペナルティが課されない。 

・大学としてデータを収集、共有することのメリット

が伝わっていない。 

・外国人教員数のカウントといった場合、誰を対象に

するのかが不明確である。 

個人または部局でデー

タを抱え込んでいるた

め、データを共有でき

ない。 

データを共有するため

の仕組みを構築する。 

・論文等の研究業績が個人情報の範疇にあるという解

釈から、提出を拒む教員が数名いた。 

・大学あるいは学部・研究科等で呼びかけても、なか

なか入力してもらえない。 

・学問分野によって、登録する項目に差異が生じるた

め、統一するのが難しい。 

・全学的なシステムを利用しない部局があるため、効

率的な情報管理が困難である。 

データを入力する仕組

みを構築しても、デー

タが入力されない 

 

データ入力を促進する

ためのインセンティ

ブ、またはペナルティ

を設定する。 

・AP、CP、DP 等を後付けで作っているため、体系性

に欠けている。 

・学部としてのカリキュラムに対する共通認識がない。

・教員は自分が教えたいことを教えている。 

・GPA を導入しても、授業科目の特性によって成績評

求める内容または形式

のデータが作られてい

ない。 

教育目的・目標に立ち

返って考え直す。 
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価の公平性が担保できない。 

・学修成果を示すうえで、厳格な成績評価を導入する

ことが難しい。 

・評価方法及び配点等は、教員によって異なる。 

・シラバスのひな形を示しても、具体的な内容につい

ては、部局または教員によって濃淡がある。 

内部質保証に係る問３については、時間の都合上（残り５分）、外形的な議論しかできなかった

が、課題としては、PDCA サイクルのチェックまではできても、顕在化する課題や問題を改善に

まで結び付けるには至っていない、ということであった。この点については、部局内の PDCA な

らびに大学全体の PDCA サイクルでも同様の傾向がみられ、改善のために「ヒト」や「カネ」と

いった経営資源を伴う案件については、特に困難であることが指摘された。他方、メンバーの所

属機関において実践している、教育における ISO認証では、課題に対してどれだけ改善できたか、

改善できていない課題に対してどのような対策を考えているか、といったプロセス評価がなされ

ることによって、改善に対する構成員の意識高揚につながることから、内部質保証を展開するう

えで、有効な手段となり得るのではないかとの意見が出された。さらに、大学は学生に対する教

育サービスを提供する機関であることを鑑みると、サービスの受け手（顧客）である学生の苦情

（すべてではなく、本当に意味のある精査された苦情）をベースにすることで、改善に対する学

内構成員の理解を得られるのではないかとの意見があった。 

 

問３ 

課題 解決策 

・PDCA サイクルのチェックの段階で止まっている。 ISO の認証を受けることで、教育の PDCA

を回すことが可能となる。 

学生の苦情をベースに改善につなげること

ができる。 
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問1 問３問２

・データは個人が保有している！！
・出さなくてもペナルティ・インセンティブがない！！
・メリットが伝わっていない

個人や部局がデー
タを抱え込んでいる

データ共有の
仕組みを作る

・CP AP DP→慌てて作っている
（ポリシーのつじつまが合っているか？）
→社会から見て分かるか？
・研究業績→個人情報だと言われる。

→各学部に・・・
・教員がなかなか入力しない。

フォーマットの問題

・学内でもシステムの使い方が様々である。
・授業科目の担当者の特定が困難
・実際に教えている人が分からない

・教員データベースはあるが、入力されていない
・卒業後の進路→把握しにくい

→学生からの情報ベース
・外国人教員数→部局雇用の

本部に報告されない

・学部としてのカリキュラムがない
・教員は自分が教えたいものを教えている。

・GPAを導入しても、科目特性によって公
平性が保てていない。
・成績評価の仕方が教員によって異なる

・厳密な成績評価を導入することが難し
い。→評価方法まで公表するのか

・教員の資格審査ではない、学生目線で出せばいい。

・シラバスについても、モデルを示しているが、必ずし
もルールが守られていない
→チェックしても統制できない
によって温度差がある。

チェックの段階
で止まっている。

データを入力す
る仕組みが
あっても入力さ
れない

ISOの認証を受けて、
PDCAを教育に反映
させている

学生からの苦
情をベースに
して改善につ
なげる

求められている
データが作られ
ていない

インセンティブ
ペナルティ

教育目的・目標
にもどって考える
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第２班 

小野 宏（関西学院大学 企画室 主幹［ファシリテータ］） 

笹川 修（日本福祉大学 IR 推進室 専任研究員） 

田島 睦浩（神奈川大学 経営政策課 課長） 

長竹 善伸（京都工芸繊維大学 評価・情報課 評価係長） 

藤代 健治（香川大学 経営管理室 企画グループチーフ） 

山田 孝（岐阜大学 経営企画部 評価調査課 評価係長） 

 

１．教育情報の公開について 

（１） 義務化された情報について 

 第 2 班の参加校は特に大きな問題はなく、データを収集して公表している。義務化されていて

内容も決まっているので、各部署ともデータを整理して提供している。ただ、データについては、

集計する対象や集計手順が不明確であったり、データの正確性あるいは信頼性に問題がある場合

もある。また、情報の更新方法が異なっている場合があった。教員の学位について収集するのが

難しかった、という大学もあった。このほか、過去のデータを収集しようと思っても、データが

なかったりデータが複数の場所で保管されていることで難航した事例もあった。 

（２） 努力義務化された情報について 

ディプロマ･ポリシー、カリキュラム･ポリシーなどの方針を提示することについては、多くの

参加大学で作成中であり、部分的に公表したり、今後公表する予定である大学が多い。 

（３） 情報公開の次のステップ 

 義務化されたデータを含めて、基本的なデータはデータベースに一元化する必要があるだろう

との意見が出た。その点では、日本福祉大学が IR 推進室を創設し、大学認証評価の大学基礎デー

タを中心とするいろいろなデータの収集をはじめている。 

 

２．内部質保証について 

（１） アウトカムデータの必要性 

 認証評価でも「エビデンス・ベースド（根拠に基づく）」が強調されており、その中でも中核と

思われるのが「学習成果（Learning Outcomes）」のデータである。しかし、アウトカムの基準は、

現段階では、単位取得数や GPA、就職状況などでしか表すことができない。 

 一方、岐阜大学のある学部では、各学生の学修録の作成に当たってポートフォリオを活用する

取組が開始されたところであり、今後、データの蓄積が進むことにより学習成果の測定にまで発

展する可能性がある、との意見があった。 

（２） 学習成果など学生に関するデータの収集 

 データを活用して質を保証する方法を考え出す必要がある。特に学習成果に関するデータは、

年次進行に従った追跡や、異なる項目間でのクロス分析等が行える必要があるため、学籍番号に

紐づいたデータを収集する必要がある、との意見があった。そうしたデータを学内の各部署から

収集してデータベース化することが望ましい。また、その前段階として、学生に関するさまざま

なデータはそもそも学内のどこにどのようなデータがあるのかを示すデータマップを作成する必
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要があることや、データを収集する場合は継続性が重要であることなどを指摘する意見があった。 

（３） データ収集の課題 

① 情報を共有する際の課題 

情報をデータベースなどで共有するためには、個人情報保護の問題がかなり大きく、個人に

紐づいた情報は、部署の許可や委員会の許可が必要になるだろう。 

② データ保存のルール化 

 データを収集し、保存するためには、適切なルールが必要になるだろう。また、なんらか

の全学的な委員会によるオーソライズが必要である。 

③ データ収集の促進 

 データを作成したり、提出していく作業は、担当者にとって基本的につまらない作業であ

り、一部署が集めようと考えて動き出しても集まらない。学長や理事長などトップが号令を

かけて進めないと進まないだろう。リーダーシップが前提となる。 

 また、各部署が整理して提出してきたデータについて、例えば主要な委員会で報告・説明

するなどのような方法により、大学として重視している姿勢を明確にする必要があるのでは

ないか。またそのような場において、学長や理事長が未提出の部署等に対し、そのことを厳

しく指摘するといったことがあれば、データ収集は促進されると思う。 

以上 
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１．教育情報の公開

義務化されたデータ

データベースの
必要性？

情報の基準の
統一化

各ポリシー作成時の構成等の統一の課題

ＩＲ推進室の役割

情報の更新方法
の周知

公開における
情報の正確性

教員の学位に関
する情報の収集
の難しさ

担当部署の
データの信頼性

過去の基礎データ
の収集方法の問
題

（概ね無理なく収集できているが課題もある）

努力義務のデータ

カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーは、
作成中の大学がほとんど

データを活用
した質保証の
方法

２．内部質保証

データウェア

ハウスの構築
が必要？

学籍番号の
ついたデータ
を集約する

アウトカムの基準
を策定

GPA
単位取得数

学業不振－単位数
相関大きい

データの

マッピングが
必要

追跡可能な

学生データの
フォーマットを
作成する

データ収集
の継続性
を守る

単位数

就職状
況

理
想

学部ごとにカリキュラム
モデル
↓
到達目標の達成度

単位数しか見えない現実

部署の許可
委員会の許可

理事会でデータを
説明する儀式
が必要？

学習成果について
評価担当部署が

いろいろ言えるのか

組織内でのルール化
と共有

データ集めは
つまらない

学長／副学長
トップの引っ張り

が重要

情報の共有化の
課題

データ保存の
ルール化

個人情報保護
の問題

大学情報公開／
評価委員会

オーソライズをど
のようにするか？

ディプロマポリシーと
学生の認識

↓
ポートフォリオとのつな
がりで成果を見せる

アウトカムデータの必要性

共有化の課題 保存ルール 実施の促進

学生データの集約

次のステップ

大学の
学習成
果を表し
ている？

学習の成果の評
価としてポートフォ
リオを活用
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第３班 

石踊 保広（鹿児島大学 総務部 企画評価課 課長代理） 

石川 眞司（立命館アジア太平洋大学 学長室 ＩＲ・事業計画担当課長補佐） 

大林 玲子（鳥取大学 総務企画部 企画課 課長） 

澤登 秀雄（創価大学 入試事務室 課長）＊ファシリテータ 

新谷 陽介（関西学院 大学広報室）＊書記 

末次 剛健志（国立大学法人佐賀大学 企画評価課 主任） 

 

【討議まとめ】 

 本グループでは、メンバーが国立大学法人職員と私立大学職員が半数ずつという構成で、大学

評価や IR への認識や取り組みが多様なため、分科会全体のテーマを基調にしつつ、以下の 2 点に

テーマを絞り討議を行った。 

 

    テーマ１  IR を推進するという前提で、学内おけるデータ収集の課題について 

    テーマ２  とくに学習成果の分析に必要なデータとは何か 

 

 

テーマ１  IR を推進するという前提で、学内におけるデータ収集の課題について 

 まずメンバーそれぞれの業務概要と、所属大学の大学評価、IR への取り組みについての報告を

行ったうえで、テーマ１の討議に入った。挙がった課題は以下のとおりである。 

 

 （１）なぜデータを集めるのかという根本的な目的や、それへの目標が学内に浸透していない 

し、それらが共有されていない。 

（２）大学評価とそのエビデンスとしてのデータの収集は強い関連があるはずだが、大学自身 

の評価への認識や理解がまだまだ弱い。 

（３）学内のどの部局にどういうデータがあるのか自体が掴めていない。 

 （４）学内全体が戦略的な情報収集体制になっていない。 

 （５）文部科学省や私学事業団の年次調査でデータを作成しているが、これらの基本調査（デ 

ータ）は戦略的な大学方針決定の視点からはあまり活用に向いていないのではないか。 

また、提出義務が強いから出す、というものはそれ以上の成果は期待できない。 

（６）各部局の職員がまだまだデータを意識した業務にはなっていない。 

（７）情報公開が義務付けられた今でも、情報公開に理解のない部局があったり、情報公開と 

大学評価部門の連携も取れていない。 

（８）大学上層部の認識や意識で IR の稼働が左右される現状にある。 

（９）データが部局に散在していて、連携が取れていない（入口・中身・出口の一貫データが 

採取しづらい状況にある）。 

 （10）IR とは言え、結局のところそれらの取り組みが運営費交付金や補助金にどう影響するか 

    によって取り組みも変わってくる現状がまだまだあるのではないか。 
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 メンバーからはこのようにかなり積極的に様々な意見が出された。グループ内のある大学では

データマップを作成し、どこにどのようなデータが存在するのか全学的に把握し始めたとの報告

があった。また他の大学からは、数年来入学‐在籍‐卒業までの一貫データを蓄積しており、今

春 IR に関するワーキンググループを立ち上げ、まずはその枠組みや射程から検討しているとの報

告があった。さらに国立大学法人では「中期目標・計画」の評価を定期的に行っているものの、

IR 的な視点からデータによる分析などにはまだ至っていないとの意見も出た。 

 それらの改善策についてはすぐに導き出せるものではなく、今後、総合的かつ継続的に考えて

いかなくてはいけない課題であるとの合意を見た。 

 前日のプレイベントでは、アメリカ諸大学の IR 取り組みへの現状報告などがあったが、その中

で IR は大学によって機能が大きく異なるため、例えば IR の定義を「データ収集・分析から政策

提案、実現までの PDCA を担う」とした場合、「米国 IR でさえ、そんなに上手くいってない」（佐

藤仁：福岡大学）とのコメントもあった。一方で、「IR が改善を行うわけではない。データ収集、

分析、解釈が仕事」（同）との考え方もあるため、日本のそれぞれの大学において IR の目的や射

程などを検討する必要があろう。 

こうした現状を踏まえたうえで、IR の本格的な導入・展開に向け、大学は様々な地点にいると

いうことが改めて共有された。しかし、IR の難しさや限界などを認識しつつも、少しずつではあ

るがそれぞれの取り組みを、データを根拠に把握・評価するということの重要性が各大学に浸透

し始めているのではないか、ということも共通認識とすることができた。 

 

 

テーマ２  とくに学習成果の分析に必要なデータとは何か 

 大学の質保証の一環という視点から、重要なテーマであるとの共通認識のもと意見交換を行っ

た。メンバーから出された意見は以下のとおり。 

 

（１）「学生調査」や「学生による授業アンケート」結果 

（２）GPA の活用 

（３）各科目におけるルーブリック評価やポートフォリオ評価 

 （４）入学―在学―卒業までのエンロールメント・マネジメントデータの分析等  

 （５）大学や学部等において、自組織が考える学習成果（ラーニングアウトカムズ）とは何か 

を決める必要があるのではないか。 

 （６）上記のような様々なデータの複合的な組み合わせによる分析結果 

 

 学生数の多い大学では、初年時から卒業まで何らかのゼミに所属するなど学生をより個別に把

握することは極めて難しい。こうした背景も十分考慮したうえで、学習成果についても議論する

必要がある。 

 大学評価機関も学習成果を評価指標のひとつとしているため、評価機関がそれをどのように取

り上げ、かつ評価するのかも今後大学に強い影響を及ぼすだろうとの意見が出た。 

しかし、学習成果の把握はまだまだ模索段階であり、それが成熟していない日本の大学界にと
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って、その方法についての大学評価機関からの安易な例示は、特定の限られた方法がすぐに全体

に波及してしまう懸念もある。 

従って、評価機関がリーダーシップを発揮し、学習成果の把握方法に関する論議を起こし、大

学関係者でまずは十分に議論を尽くすことが重要である、ということも確認された。 
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基本調査の
データはあまり
意味がない

上に対する教育 学生調査
学生アンケート

データ収集における課
題と原因 解決策

その他

教育成果の分析に必要
なデータは？

情報公開に対
する部局の理解
がない

評価を受けるこ
とに対する理解
がない

文科省に言わ
れるから出す、
ではそれ以上
の成果は出てこ
ない

国立はニーズ
がなければデー
タを集めない。

情報の公開と評
価部門の連携
がとれていない

入口・中身・出
口のデータ的な
連携がとれてい
ない

個別の担当者
の意識にない
データをいかに
出させるのか

何のデータがど
この部局にある
のか分からない

目的、目標がな
い

戦略的な情報
収集になってい
ない

上層部の意識
でIR機能の効果
が左右される

お金の配分にど
のように影響す
るかで左右され
る

大学基準協会
がしっかりして
いないのではな
いか

入学―在学―卒
業までのEMデー
タ

GPAの利用？

ルーブリック評価
ポートフォリオ

＊上記様々な方
法を複合的に大
学独自に提示す
る必要がある

入口→中身→出

口の管理は国
立より私立の方
が進んでいるの
か？

評価によって国
からのお金には
大差なかった。

入試部門が入
試統計を出して
いる。IR的なこと
を実施している。

担任制度、アド
バイザー制度に
より、結構学生
のケアはできて
いる。

学生数の多い
私立は、学生の
ケアが難しいの
ではないか
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第４班 

川本 陽子（立命館大学 教育開発支援課 一般課員） 

西垣 潤（首都大学東京 首都大学東京管理部教務課 教育支援・評価係 主任） 

林 隆之（大学評価・学位授与機構 研究開発部 准教授［ファシリテータ］） 

松田 雅子（金沢大学 企画評価室 評価係 主任） 

渡辺 孝（お茶の水女子大学 総務チーム 評価係長 ） 

 

 4 班では、国・公・私立大学からの参加者のもとで、各大学の状況の違いを共有しながら、デ

ータ収集の課題抽出と解決策の検討を行った。 

 

データ収集の課題 

 教育情報の公表に関して最も多くの課題が指摘されたのは、「データの定義」と「データの管理

体制」についてであった。「データ定義」については、部局や、本部の各部課によって各データの

定義の解釈が異なる状況があり、学校基本調査よりも詳細なデータ項目になるとそれが顕著であ

る。特に、特任教員やパートタイム教員に代表されるような新たな種類の教職員などが生まれ、

その名称や定義が大学や部局で異なっていることが問題の背景にある。また、収集の基準日が、

組織間だけでなく調査ごとに異なり、同じデータ項目に対して異なる結果の数字が生まれている。 

 その原因の一つとしても「データ管理体制」の不備の問題があり、一元的にデータや定義が管

理されている状況にはなっていない。多くのデータの所在が不明であり、一覧にもなっていない

のが現状である。比較的に統合されたデータベースを有している大学であっても、部署によって

個人情報や入試情報などのアクセス権限に制限がかかる場合があり、データの共有化が進みにく

い状況がある。 

さらに、各種データを提出する部局や教職員、データの基になる学生調査アンケートに回答す

る学生等への「提出インセンティブ」の課題があり、正確で必要十分な量のデータが収集されに

くい原因となっている。 

加えて、「データの使用方法が不明瞭」という課題がある。データをもって、何をいかに分析す

るのか、そのリサーチデザインが設定されていないし、データ収集を行う部門だけでは容易に設

定しにくい状況がある。一方で各部局にデータ分析や公表（カリキュラムマップの作成・公表な

ども含む）を要請しても、それを行うインセンティブがないのが実情である。 

 

課題の解決策 

 データ定義の課題については、少なくとも学内の部局間では定義や基準日の統一を進めること

が必要となる。学内で行っている調査については、重なる内容を含む調査を統合させるなどして、

不用意に異なる数字が生まれることを防ぐことが望まれる。 

 このためには、データ管理体制の改善が同時に必要である。データの収集のみでなく定義や収

集方法にも責任を有する部署をおくなど、一元的な管理体制を築くことが求められる。収集・共

有のための情報技術の活用のためには、学内の情報センターとの連携関係を構築することも求め

られる。国レベルでは、国全体の共通的なデータベースの構築も考えられよう。 
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ただし、データ定義を、たとえば全て国が設定することや、学内の一部門が設定することには

限界もある。大学によって「特任教員」等の名称は異なるために国レベルで全てを共通化するこ

とは難しい。また、学内でも人事部門や財務部門など、それぞれのデータを最も使う部門が責任

をもってデータ定義を行って調整を行うのが望ましいかもしれない。学内・学外ともに、連携・

調整を可能とするような緩やかな一元管理体制を模索する必要があろう。 

 一方、データ提出のインセンティブには、特に学生については、回答することで教育が改善さ

れていることが実感されるように、調査目的とそれによる成果が伝わるようにすることが不可欠

である。また、部局や教職員がデータを提出し、リサーチデザインをもって分析を進めるために

は、まずは、内部質保証を FD の一貫として明確に位置づけることで、実施の必要性を共有する

ことが望まれる。さらに、FD 部門が部局と連携し、データの共有や共同での分析をすすめるこ

とで、現場での課題認識に基づくリサーチデザインの設定と、専門的な分析を行っていけると良

いのではないだろうか。 
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データ収集の課題

学生調査について

調査目的と
成果が学
生に伝わる
ようにする

アンケート実施
の意義をどう理
解してもらうか

データを出す側の
インセンティブ

データ管理体制 定義 データの使用方法

アンケート調査
の課題

義務ではないの
で実施は学部
任せの形

データの使い方、
活用の認識が
弱い

定義を予め一元化し
て決めておくとデータ
集めやすい

データの所在
データがどこにあるか

データ頼んですぐに
数値が出てくるか

データの所在等が一
覧になっていない

個人情報や入試情報
等、データのアクセス
に制限がかかってい
るものがある

平均在学年数取るの
が困難

部署によってデータ
の定義（基準日など）
が違う

学校基本調査より細
かい基準

部署間で数値が違う。
外向けの数値と保管
しているデータを使う
と評価が困難に

データの項目基準が
部署任せになってい
る部分

部局にデータ求める
と部局間でデータの
取り方異なる

横並びのデータとして
みられると困難な部
分

フルタイム教員
とパートタイム
教員

特任教員の数
等

細かく追い切っ
ていない所があ
る

データを集めて
も使用する術が
ない

カリキュラムの
体系化↓
表にどう出して
いくか

学部に求めても
動かない

リサーチデザイ
ンがない

FDの一環と

して、内部
質保証が
実施されて
いる。

データの一括
管理体制の
実現

学内の情報
センターの利
活用

国レベルの
データベース

基準日の統一

可能なものに
ついて調査の
統合を図って
みる

学内で少なくとも
定義を一元化する

担当部署によ
る定義付け

何のための
調査であるか
ということを明
確にしていく

FD部門と他の

部門とのデー
タ共有のリン
ケージ大学によって多様

な教員の種類が
あるので国で標準
的定義は難しい

解決策
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第５班 

赤井 正文（公立大学法人大阪市立大学 法人運営本部 総務課 経営戦略担当 経営戦略担当課長） 

奥居 正樹（広島大学社会科学研究科 マネジメント専攻 准教授［ファシリテータ］） 

田中 誠一郎（大学評価・学位授与機構 評価企画課 企画第１係） 

原 真一（同志社大学 教育開発センター事務室 事務長） 

森 洋（京都産業大学 教育支援研究開発センター事務室 事務長） 

第５班では以下の 3 点を中心に議論を進めた。 

１． データ収集における課題と原因について 

２． データの収取の課題の解決策（対応策）について 

３． 内部質保証システムについて 

以下にその概要を説明する。 

１．「データ収集における課題と原因について」と２．「データの収取の課題の解決策（対

応策）について」だが、大きく 3 つの要点がある。 

第 1 に、データ収集における課題としてはまず、データを保有している人からなかなか提

供してもらえないという点があげられる。この理由として、提供者側から見ると、以下のよう

なことを中心に議論が進んだ。 

① データを要求してくる部署にデータを取得する権限があるのかどうかわからない、 

② データがどのように利用されるのかわからない、 

③ 個人情報についてどの範囲まで提供してよいのかわからない、 

以上のことから、大学の情報収集のポリシーを固める必要があるのではないかというこ

とが議論された。この結果、学長の方針、つまり、誰に対して、何のために、どの範囲まで

データを出すのかを確認し、大学内で共有することが重要となる。これを検討することでデ

ータの収集に関する大学の「戦略」ができることになる。これが、課題と原因の発見及び解

決策の決定に大切になるので、まずはこれを検討する必要がある。そうすると情報収集の

ポリシーを固めた上で収集したデータの「情報公開」は大学広報の素晴らしい「ツール」とな

る。 

第２に、実際に情報を収集する段階で出くわす課題として、以下の意見が出された。 

① 特に数値情報については、加工せずにそのまま公開すると、データの示す意味が伝

わらない可能性がある。 

② 大量のデータが分散しているために、収集するのが大変、あるいはどこにデータがあ

るのかわからない。 
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③ データを提供してもらう手続きが決まっていない。 

④ 個人情報の問題があり、たやすく提供してもらえない。 

⑤ データの提供の有無が人間関係で決まってしまうことがある。 

⑥ 同じデータでも所管部署によってフォーマットが違う。 

⑦ データが電子化されていない。 

⑧ 同じデータなのに部署により数値が異なる。 

また、これらへの長期的な対応策として考慮すべきポイントは 4 点ある。 

① 資料作成をルーティン業務化して、円滑かつ安定的なデータ収集を可能とする。 

② 上記①に加え、地道に各部署を回り、現場の方の思いなどもヒアリングしてデータを

収集することで、教育・研究上の目的等の記述的データについては提供者の意図を、

数値的データについてはデータの示す意味を正確にくみ取る。また、現場の方に直

接話を聞くことにより、単なるデータ収集という業務の無機質化に伴う職員のモチベ

ーションの低下を防ぐことができる。またこのようにして提供・収集されたデータこそ真

に魂のこもったデータといえる。 

③ 上から目線ではなく、「支援したい」という思いを持って、人間関係を構築しながらデ

ータをもらう。 

④ 一方的なデータ収集だけでなく、そのデータがどのように活用され、大学活動の改善

につながったかということを現場にフィードバックすること。これによって現場との関係

性も保持でき、現場も「魂」を込めてデータを作り続けてくれようになる。その関係性を

構築することが大切である。 

第 3 に、情報発信について学外者を考慮した時の課題は以下の点を中心に議論が進ん

だ。 

① 大学がどんな学位をどのように出していて、あるいはどんな教育をどのように行って

いるのかわからない 

② どんな研究を行っているのかわからない 

③ 教員は、自身の研究や教育を文字化する際、記述量について濃淡が出たり、内容が

難しいため、その意味をなかなか理解してもらえない。 

これらへの対策としては、教員の活動を解り易く発信できる中間的職員を育成し、主要セ

クションに配置する必要があるとの意見が出された。いずれにしても、大学情報の集約と公

表を効果的に行ない、大学のプレゼンスを高めるためには、長期的視点に立てば学長のリ

ーダーシップを発揮できるガバナンスの効いた組織作りが重要であり、そのためには学長

をバックアップする体制とともに、共通目的を教職員個々にまで浸透させることができる組

織風土づくりが求められるといった意見が出た。 

最後に、内部質保証については、いかにして機能させるかという観点から議論を行った。結
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果の確認だけでなく、どんな取り組みをどのように行ったのかといったようなインプットやプ

ロセスを確認する必要がある。 

そのためには目標管理が必要であり、目標・改善内容を把握し、「プロセスを可視化」する。

そして、それを学内で共有するためフィードバックし、その重要性を認識させるために学内

広報にも注力することや、定量化された目標・計画であってもプロセスを評価することで、全

体的な PDCA 機能が強化される。定量化された目標・計画の評価にあたっては他部署との

比較ばかりに目が行きがちだが、自己における経年比較も重要であるなどの意見が出され

た。 
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プロセス
結果

どの部署にデータが
あるか分からない
→どの部署でどのよ

うな業務をしている
のか把握していない

大量のデータが
分散している

・学長のガバナン
ス強化

・「ツールとして情
報公開」の共有認
識

学長の「教育情
報」の公開の方針
（戦略）、ビジョン
等の策定

誰に対して何のた
めに出すかの方
針の共有

大学の「教育情
報」の定義と学内
における共有

大学の弱み強み
の学内での共有と
強みの出し方、弱
みの出し方の戦略

長期的には学長
のリーダーシップ
による一体的組織
運営力が必要

教育

どんな学位を得られ
るのか明確でない

研究内容が分かりに
くい

研究等内容が難しい

教員によるデータ
の・・

定量化できる計画・
目標であれば、
PDCAをまわしやすい

・組織目標管理シート
・スケジュール管理

やった事のフィード
バックを説明する

去年とくらべて、どお
改善したかを自身の
分野内でみる（それを
学内にフィードバック）

どの部署がどのデー
タを持ってるかをリス
トアップする

教育研究上の目的
の行間をきく

地道に各学部・部署
をまわる（伺っていく）
思いをヒアリングする
↓
関係性作る情報・・・

上から目線ではなく
「支援したい」という目
線で情報を集めに行く

資料集作成
をルーチン
業務化する

公開に適した
データがない
加工が必要

データを提供して
もらう手続きが決
まっていない

データが電子化
されていない

個人情報の壁
が厚い

所管がデータを提
供してくれない

同じデータであっても
所管によってフォー
マットが異なる

業務の無機質化
（たんに集めるだ
けだと）

学内情報をセク
ションを超えて収
集・分析の必要性

依頼する度に同じ
データなのに数値が
違う

データの数値が出
所によって異なる

収集のポリシー

対応策

対応策
（短期）

ポリシーに基づいた
情報発信（学外）

ポリシーに基づいた
情報収集（学内）

内部質保証

短期的には

主要セクションに教
員の活動を分かりや
すく発信する中間的
職員の育成が必要

プロセス評価文化の
定着が必要

対応策（長期）
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第６班 

植田 宏（岡山大学 総務・企画部 企画・広報課 課長） 

枝國 武司（国立大学法人佐賀大学 企画評価課 係長（大学評価主担当）） 

川野 晋資（徳島大学 総務部 企画・評価課 課長） 

小杉 直美（北翔大学 生涯学習システム学部 学習コーチング学科教授／大学評価担当） 

藤井 都百（名古屋大学 評価企画室 助教［ファシリテータ］） 

 

まず、平成 23 年 4 月より公開が義務付けられた教育情報に関する９つの事項を、配布資料に基

づいて確認した。 

 

次に、自大学でこの公開義務付けに対応した際に、何が問題であったかについて各自の事例を

紹介した。 

 

９つの事項の大部分は、既に学内にあるデータを Web サイト等へ公表するだけでよかったが、

データ保持部署と公開のための体裁を整える部署等の調整に困難があった。データ収集に困難を

きわめたのは教員の業績に関する事項で、さまざまな理由をつけて業績提出を渋る教員の説得が

課題であることが分かった。また、法定事項の範囲を超えてデータを収集する場合に、データ照

会に応対する担当者によって回答が異なるため収集に苦労した事例も報告され、これらを解決す

るためにはデータ収集の目的周知や、データ定義やフォーマット等の工夫をもっとすべきという

意見が出された。 

 

これらの困難は、大学の規模に関わらずほぼ共通にみられることも分かった。 

 

以上の意見交換の中で出された課題を大きく４つに分類し、続いて、もう少し具体的な課題点

を書き出した。更に意見交換を行い、それぞれの課題点に対する解決案を次のように書き出した。 

 

1) 組織タテワリ → ヨコの連携・調整がもっと必要である 

2) 目的が周知されていない → 何のためにデータを出すのか知ってもらう 

3) 工夫が足りない → ほしいデータがもらえるようデータ定義を明確にする。収集データを使

いやすく管理する方法も検討必要 

4) 教員の業績 → データ提供のメリットを知ってもらう 

 

４つの課題のうち、２から４の３課題に対する解決案は、前日の IR 研究会で話題に出た「IR

マインド」に通じるものがあるという意見があったため、図中に書き加え、本議論のまとめとし

た。 
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問１）データ収集における課題 ＝＞ ２）解決

Ａ

Ｉ
Ｒ
マ
イ
ン
ド

②目的が周
知

されていない

目的の明確
化

データの信憑
性？

何のために
データを出
すのか知っ
てもらう

③工夫が足
りない

データフォー
マットの定義

データ管理
方法の検討

（使いやす
く）

共通理解を
はかる

欲しいデータ
をもらうため

には

データ提供
のメリットを

周知

①組織
タテワリ

担当組織の
特定

広報？総
務？

もっとヨコの
連絡＆連携

調整

④教員の業
績

先生が入力
を渋る

提出（入力）
の動機づけ
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第７班 

北村 敏夫（熊本大学 運営基盤管理部 企画・評価ユニット ユニット長（課長）） 

垣本 謙一（京都大学 総務部 企画課 大学評価掛 大学評価掛長） 

藤原 将人（立命館大学 総務部 人事課課員［ファシリテータ］） 

山中 和則（東京藝術大学 総務課 企画評価広報室 課長補佐（企画評価・広報室長）） 

 

Ａ：教育情報の公開 

問１ データの収集における課題および原因 

 データの収集における課題として、主に以下の４点が示された。 

 先ず第１に、特定の分野においては、何をもって教員の業績と考えるのか困難な事例がある等、

必ずしも定量的に収集したり、示したりできないデータが多く存在していることである。また、

定量化できないデータを評価するような方法が確立されているとはいえないことも課題として挙

げられる。 

次いで第２に、データの提供や共有に関して関係者の協力が得られず、情報の開示に積極的に

ならないことである。たとえば、教員の教員情報システムの入力率が低いことが挙げられるが、

教育研究業績を公開することは、教員評価への使用の懸念が生じること等により教員の抵抗が強

くなっていることが想定される。 

加えて第３に、収集したデータの内容に関して、個人や部局等ごとに差異があることである。

たとえば、システム間で収集の基準日によってデータが異なる場合があることのほか、シラバス

の記述内容について教員間で精粗が見られる場合があること等、量的な側面に加えて質的な部分

についても、統一化が図られていないという課題があるといえる。 

第４に、データを集積しているシステムが、学務や会計等の業務区分に応じて学内に散在・混

在していることである。 

 

問２ データ収集の課題の解決方法 

 上記の課題を解決する方法として、何よりも先ず、データの収集や公開についての共通の理解

を得ていくことが重要であるとの意見が、共通して示された。 

すなわち、情報の公開について、単に外的な義務としてのみ捉えるのではなく、大学の社会的

な責務や学生の学びの保証等の観点から情報開示の理念を教職員で共有化することが必要である。

また、教職員の理解を得ていく過程においては、情報を公開する目的や意義・必要性、活用方法

等に関する十分な説明を行い、理解を得ていくことが望ましい。 

また、そのうえでシステム間や質的な部分で相違や齟齬のあるデータの均一化・統一化を図り、

情報の互換性や精度を向上していくことが重要である。その際には、事前に統一的な基準を明示

していくことが必要である。 

さらに、システム上の課題に関しては、職員のＩＴスキルの向上等、システムやデータに関し

て理解を有する人材の育成と配置をつうじて、データ収集等の体制を確立していくことが望まし

い。 
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＜データ収集の課題の解決に向けて＞

データ・システム・体制

情報公開に対す
る活用方法の説
明

教員の理解と協力

システムの
混在解消

ＩＴスキル
の向上

絶対的な評価方法がない
―分野の特殊性に対応する

評価のあり方検討

数値化できない業務、
数値化が困難な状況
―数値化できる情報とは何か
の特定 関係者の

抵抗感の緩和

理解方法

＜データ収集における課題と原因＞

教育情報

・（個人情報）に関する部
分に対して抵抗感がある

・教育（研究）を公開（開
示）することに対して第三
者の評価を嫌う

業績
美術 個展・展覧会
音楽 演奏会

◎何をもって業績と
するのか

テレビ出演はどのように業績
評価するか

大学名を出さない場合はどう
評価するか（アーティスト名
のみ）

・システムが混在（会計シス
テム、人事、学務等）

第７班 討議内容

Ａ：教育情報の公開

①定量的に収集したり、示したりできないデータが存在する

②関係者の協力が得られない

③データの内容に個人や部局ごとで差異がある

・シラバス・授業計画の記載
内容に差がある（部局ごと、
教員間、大学院）
・基準日により差異がある

・教員にはデータ提
供に協力的でない
（授業評価と関連し
て？）

④システムが散在・混在している

データの均一化
↓

情報の互換性、精
度向上

情報開示の
理念の共有化

―社会的責務、学生
の学びの保証

データ収集の
体制の確立

（データに関して理
解を有する人材の

育成と配置）
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第８班 

池山 尚高（公立大学法人大阪市立大学 法人運営本部 総務課 経営戦略担当 経営戦略担当係長） 

大野賢一（鳥取大学 大学評価室 准教授［ファシリテータ］） 

上條 泰（信州大学 経営企画部 経営企画課 主任） 

三上 裕司（（株）SRA 西日本 福岡営業部 課長） 

 

 グループディスカッション 

まずは，各メンバーの自己紹介及び所属する組織の現状等について説明を行った．その後，

司会及び書記の担当者を決定し，以下の検討を行った． 

 

ケース A について 

問 1 の「データ収集における課題とその原因」では，各メンバーより公立大学法人，国立

大学法人，企業の立場における状況について説明をしてもらい，議論を行った． 

まず，データを収集する際に，所在（どこの部署にあるのか？），保有（個人のパソコンか？

組織のサーバなのか？），信頼性（最新のデータなのか？），フォーマット（収集する側と収

集される側の違い），各項目の定義（実数等のデータではなく，●●率等に変換された情報）

が影響するのでは？と考え，関連する課題と原因を探ることにした． 

次に，組織間の連携について，当該部署または教員がすぐにデータを提供してくれるかと

いう点について検討したところ，各部署によって対応がバラバラであったり，評価に関して

は似たような調査（データ収集）が多かったりと，収集される側としてはうんざりしている

のでは？との意見が出た．また，収集する側としては，似ていても異なるデータ収集であり，

その都度依頼を行う必要があるという意見で一致した．あと，なかなか提出しない部署につ

いては，全学的に必要なデータであると伝えて，提出してもらうとの意見も出た． 

学外公開するデータを収集する場合は，さらに困難になるとの意見が出た．収集される側

と収集する側の認識が異なるためであり，収集時に正しく目的を伝える必要があるのでは？

との意見が出た． 

問 2 の「どのようにすれば解決できる」では，評価の部署で一元管理する場合とデータを

保有している部署で管理する場合について検討を行った．各メンバーの所属する部署の現状

を確認したが，大学別，組織別に大きな違いは無かった．また，最新データについては各部

署で保有しており，各部署が一つのテナントになっていることが確認できた．そのため，デ

ータが必要なときに各部署に依頼して収集する方が現実的であり，評価の部署で一元化する

必要は無いのでは？との意見で一致した． 

上記の中から，課題を「薄緑色（または黄色）」，原因を「水色」，解決策を「ピンク色」に

分類した．また，課題または原因において，似たような項目を近くに配置する等の工夫を行

った． 

 

ケース B について 

時間が少なくなったため，ほとんど議論できなかった．そのため，ポスターに記載できず．  
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 ポスターセッション 

第 1 分科会の参加者がポスターを眺めて行かれたが，特に質問は無かった．また，ポスタ

ーのまとめ方として，他大学でも有りそうな事例を中心に集めたため，ポスターを見ただけ

でなんとなく理解できたのではないかと思われる．ただし，もう少し具体的な解決策や収集

方法の提案等を付け加えたら良かったのでは？と考える． 
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事務部署の連携
が重要である

収集する方は
すぐ欲しい

事務同士では連
携はスムーズ？

似たような調査
が多いため

Ａ．教育情報の公開

課 題 原 因

データ収集の目
的を正しく伝えて
いる？

全学のために

必要なデータで
ある

データを学外公
開する必要性の
認識

個人のＰＣにあ
る場合もある

他の部署に再度
照会する場合も
ある

データを保持してい
る部署がわかれば、
一元化する必要は
ないのでは？

他部署にどんな
データがあるか
分からない？

各部署が１つの
テナントになって
いる

組織の規模で大
して変わらない

解決策
学校の基本データ
があれば、毎年収
集しているので、
あまり問題ない

データ収集の目
的を伝える

データの学外こう
秋を事前にチェッ
クしているところも
ある（公開ルール
の決定）

学外公開になる
と難しい

（収集することは
可）
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第９班 

小湊 卓夫（九州大学 高等教育開発推進センター 准教授［ファシリテータ］） 

冨永 裕之（国立大学法人山口大学 総務部 企画・評価課 係長） 

野田 智子（京都大学 総務部 企画課 企画掛掛員） 

原真 知子（国立大学法人高知大学 法人企画課 評価室係員） 

藤田 悠子（お茶の水女子大学 総務チーム 評価係係員） 

 

「データ収集における課題 原因とその解決策」 

 

○教員データベース 

データ収集においてよく活用されるものとして、教員データベースがあるが、この運用におい

ては多くの課題が指摘される。最も大きな課題は、教員データの収集と更新の困難さであろう。

教員データベースを構築するため、各教員に対してデータ入力依頼を行ったとても、すべての教

員がデータを入力するとは限らない。これが入力率低下を招き、データ収集を阻害している要因

である。また、一旦データを入力してもらったとしても、データを各教員自身が年度毎に更新す

る必要があり、その作業を恒常的に行わせることはさらに困難である。これらの問題は、入力し

なくとも教員個人の活動に影響は出ず、また、入力することに関し教員個人がメリットを見い出

せないことが原因と思われる。解決策としては、まず、データ入力の責任を教員個人に追わせる

のではなく、教員所属の部局に連帯的に負わせ、データの入力率に応じ、全学から部局へと配分

される予算に差をつけるという方法が考えられる。また、入力しやすい環境を整備することも重

要であろう。各大学で持つ教員データベースは、教員が入力するにはいささか難しい設計となっ

ている場合が多く、このことも入力率低下の原因として考えられるからである。 

 

○データ収集の課題 

大学内部でのデータ収集に関しては、評価制度が整備されて以来、随分と改善されてきたが、

依然として解決すべき課題は多い。まず、事務局が部局に依頼してデータを収集する場合、必ず

しもすべてのデータが集まるとは限らない。データそのものが存在しない場合さえある。また、

部局事務の多忙さ、あるいは大学全体としてデータ収集の目的が共有されていないことなどから、

すぐにデータが集まらない場合もある。さらに、大学における部局は相対的に自立した組織であ

るため、部局のデータは部局所有であり、そのデータをどこにどのように提供するのかは、部局

の判断次第という組織上の問題が横たわっている。このことは、データ収集の際の定義付けにお

いても問題をもたらす。というのも、学内で利用されるデータ収集項目の定義が、明確に定義さ

れておらず、同一項目のデータを収集しても、定義の違いからデータの数値が揃わないことがあ

る。この点もデータ収集の困難さを生み出す要因である。これを改善するため、定義を統一化し

ようとしても、部局には本部とは異なる独自のルールがあることから、それに沿わない場合は、

部局からの反発によって思うように統一化が図れないことも多い。このような課題の解決策とし

て、データベースの構築が考えられるが、そのためには多くのコストがかかり、特にデータベー

スを改変する場合、業者に任せると多額の費用がかかる一方で、思うように改変がなされなとい
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う問題がある。 

 

○データ収集の課題に対する解決策 

 上記のような多様な課題を解決する方策として、データ収集の目的の明確化とそれに関する全

学的合意形成が考えられる。なぜデータを集める必要があるのか、データを何に活用するのか、

活用することによって大学にどのような影響が及ぶのか、などの点について、全学的に緊密なコ

ミュニケーションをとることが非常に重要となる。頻繁にコミュニケーションをとることによっ

て、データ収集に対する理解が図られるとともに事務局及び部局間での信頼関係の構築も可能と

なろう。その際、データ収集に関する大学の方針を打ち出し、必要によっては規則等によって収

集を義務化することが必要となるかもしれない。また、全学的合意のもと、組織見直しや業務プ

ロセスの改善を通じて、情報を一括して集約できる方法の構築（IR 室の設置等）が必要となる場

合もあろう。そのほか、データの整合性を確保するため、データ定義や基準日を明確化すること

も重要である。また、データベース構築を学内で内製化し、細かな改変等を柔軟に行えるように

することも考えられるが、その場合、費用の調達と人材確保という問題に注意を向けなければな

らない。 

 

○危機管理 

 データ収集の一つの目的として、危機管理のために情報を集約・一元化すると掲げることは有

効ではないだろうか。非常時への対処ということもあり、収集に関しては反発が起きにくく、そ

の結果、教員データベースの入力率は高まり、学内の各部局からもデータが集まりやすいのでは

ないか。 

 

○教育情報の公開 

 平成 23 年度より、我が国のすべての大学は教育情報の公開が義務付けられた。しかし、現状に

おいて、上記に見られる課題を抱えていることもあり、大学としてさらにどのような項目を公表

すべきかの整理がなされておらず、体系的な情報公開ができていない。多くの大学においては、

未だ大学概要等の既存情報を、ウェブページで公開することで対応しているところである。 
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部局のデータ
＝部局のもの
≠  大学のもの

定義づけ・データ
を一致しようとす
ると起こる各部
局の反発

教員ＤＢの入力率
が低い。
→入力率を査定し、

部局の予算配分を
カットするなど共生
的な手段をとること
が必要。

ＤＢの改変にコス
トがかかり改善さ
れにくい

データ収集における課題・原因とその解決策

教員ＤＢ
データ収集 教育情報の

公開教員データの収
集の困難

教員データの更
新の困難

事務や部局から
データが集まら
ない

何故データを出
さないといけない
のか、という反
発！

「教育情報の公
開」で公表すべき
情報の整理がな
されていない

→ 未だに既存の

情報（ＨＰ公開）
で対応している
現状

教員個人に入力
を要請
→限界

→ 入力は部局の
責任としておく

各部局で出す
データの不一致
（オフィシャルなも
のなのにバラバラ）

データの数値が
そろわない

部局ローカル
ルールの問題

解決策

教員の業績ＤＢの
入力率を高めるた
めには、個人の責
任だけでなく、部局
が責任を負うことと
する。

・業者ではなく、学
内でＤＢを設計し、
入力しやすいシス
テムを作る。

データの整合性が
とれない。
→データ定義、基

準日を学内で統一
する必要がある。

各部局の個人等が
持つデータについ
ても共有が必要。

・部局と評価担当
者間のコミュニケー
ション

→ 定義、基準日
の設定

→ 必要によって

は規則等により
強制化も必要？

部局がデータを提供し
てくれない。部局が反
感がある。
→何のために必要な

データなのかを説明す
るなど、部局とのコミュ
ニケーションが必要。

→ データの重要性

や最終的な目標を
全学的に理解させ
ることが重要

データの定義

＋全学の共通理
解

学内で内製化す
る（but人が必
要）

データ収集の意味
を理解してもらうた
め説明会、部局回
りをする（コミュニ
ケーション）

IRのために、情報

を一括集約できる
方法の構築（組織
見直しを含む）

データを集める

根拠を明確にす
る

ゴールを明確に
する（到達点）

事務部門（部署
間）の信頼関係
の構築

大学としての方
針を打ち出す

データ収集に対する
問題点、整合性の取
れないデータがある。
＊＊＊＊＊＊他の
データと合わない）
→データ定義、収集
時に設定、基準日

危機管理として
の情報集約・一
元化

DBの一元化、設計を
行う
→非常時の対応が

可能になる。入力率
を高めることが必要。

危機管理

課
題
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第１０班 

岡本 加緒里（京都大学 総務部 企画課 大学評価掛掛員） 

谷口 周資 （三重大学 企画総務部 企画チームチーム員） 

鶴岡 洋介（九州大学 企画部 企画課 評価係長［ファシリテータ］） 

林 未登里（鹿児島大学 総務部 企画評価課 企画係員） 

湯本 智江（徳島大学 総務部 企画・評価課 事務職員） 

 

（ディスカッションの方法） 

第 10 班は「比較的経験年数の浅い国立大学法人の若手職員」のグループ。大学の規模の違いこそ

あれ、ある程度の共通的な経験のベースを有していたことから、はじめに各人の経験をもとに「教

育情報の公開」に関するデータの収集を想定して課題を挙げ、後に分類・整理した。議論の結果、

以下の４点に課題を集約することができた。 

※青字はポスター内のキーワード 

 

 

「データの共有化が進まない」： データの共有化はいまだ進んでいない、という現状認識。必要

なデータを誰が所有しているのか、所在がはっきりとしていないものさえある。人事異動等があ

るとより複雑化する。その時の必要に応じて収集する者が必要なデータを探す。学内で共有可能

なデータベースによる管理などが有効と考えられる。 

 

「データ定義がバラバラ」： 例えデータベースが構築されても、「データの定義」の課題も大き

い。具体例として、大学評価・学位授与機構の大学情報 DB と学校基本調査の関係などが挙げら

れる。共通のデータのように見えても、微妙なところで定義や基準日に違いがあることでゼロか

ら集め直し、という場合もあり、本部及び部局の担当者双方に負担感・徒労感を生んでいる。ま

た、定義の違いは、他大学とのベンチマーキングなどの作業の際にも妨げとなる。 

 

「部局 非協力的」： データの発生源は教育研究の現場である「部局」。現場の情報は、実は部

局の担当者が自分のパソコン内で管理しているというケースが多い。管理者が現場に散在してい

る状況は、整理の仕方に担当者の恣意や「部局固有の事情」による独自の整理を生んでいる。「学

部」レベルの情報収集はある程度システム化されつつあるが、「大学院」レベルについては依然と

してブラック・ボックスの感がある。また、部局の事情に詳しい者とそうでない者の知識レベル

の格差が大きい場合は、余計に情報収集の複雑さ・困難さを実感させられる。部局（教授会）の

独立性、事務組織の縦割り、部局内の多階層（事務担当者→事務上層部→担当教員→専攻長→部

局長など）等による意思決定の遅さなどは、本部のデータ収集者にとって「非協力的」とさえ見

える場合もある。 

 

「仕事のやり方」： こうした課題は今回のテーマであるデータ収集に限った話ではなく、長年培

われた大学特有の組織文化、仕事のやり方（縦割り、官僚制）に深く根差しており、簡単には解
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決できない。またその「仕事のやり方」も個人によって異なる。 

 

以上が共通的な課題の整理。では改善がなかなか進まないのはなぜか。 

 

その原因は様々にあるが、一つは「それでも仕事ができてしまう」から。言い換えれば、改善す

るための「必要性（ニーズ）」を実感できていないからだと言える。さらに、必要性はある種の「危

機感」に裏付けられているとすれば、その（経営に関する）「危機感」がないとも言えないか？ 

とはいえ、国立大学の法人化以後、納税者に対する説明責任や、業務の合理化・効率化などの必

要性はことある毎に求められていることは皆理解しているはずである。実態としては「必要性は

解る。しかし差し当たって運営はできている。改善にあまり労力はかけたくない」といったとこ

ろか。 

 

「解決策」としては「必要性を実感すること」から始める。例えば「大学評価」は一つのテコ。

大学の運営を客観化したデータで第三者に示すことは、評価の基本姿勢。学長等執行部のリーダ

ーシップをもって、大学運営にデータを活用する感覚を定着させ、仕事の仕方・組織文化の見直

しを進めれば、上記の課題は自然と改善方向に向かう（＝「ニーズの発生」につながる）のでは

ないか。 

このほかにも、執行部体制、「IR」といった観点から具体的な仕掛けとして３つの例を挙げた。 

①「経営責任の明確化」：データに基づく運営は大学病院でいち早く進んでいる。それはデータと

それに基づく改善が即経営に直結するという緊張感があるから。経営トップは、客観性ある

データを用いて大学の状況をステークホルダーに説明する。それが良い方向に進んでいなけ

れば経営陣は責任をとる、という経営責任の明確化は組織運営の基本。 

②「データ収集・活用メリットの共有化」：改善が進まない理由のひとつは、その効率化のメリッ

トを肌身で実感できないから。そのメリットを情報収集・整理する主体が、積極的に示して

協力を仰ぐことも必要。（後ろ向きだけどこれも「IR」？）データ収集のメリットを本部・部

局間で共有することが肝心。 

③「学長等執行部のリーダーシップ強化」：人・金・時間など限られた資源を効率的に活用し最大

限の成果を生み出すのは経営の本質。学長等トップが率先してデータ重視の姿勢を学内に示

し組織・業務の効率化を牽引して行くことも重要。 
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部局
非協力的

データの共有化が
進まない

データ定義がバラバラ
※集める側の要因も大きい 効率化の

実感なし

導入段階での
手間大

大学経営に関して、責任を取る体制がない。

効率化の
実感なし

仕事のやり方
（大学特有の組織文化、縦割り業務等）

影
響

影
響

改善しなくても
仕事は進む

無いから

○経営責任の明確化（緊張感の発生。経営改善が進ま
ない場合は、経営陣の責任を追及する等）

○データ収集・活用メリットの共有化（データ収集は
業務の効率化に直結する、のちのち役立つ等）

○学長等執行部のリーダーシップ強化（データ重視の
姿勢を示す等）

（具体的な仕掛け）

ニーズの発生

大学運営にデータを活用する感覚を持つ！

経営危機感

情報収集、活用等の

ニーズ

影響

50



第１１班 

淺野 昭人（立命館大学 キャリアセンター 次長［ファシリテータ］） 

河原 正幸（茨城大学 学術企画部 企画課 大学改革係員） 

耳川 綾乃（大阪大学 企画部 評価課係員） 

宮下 篤哉（神奈川大学 経営政策部 大学評価推進課課員 ） 

早稲田 麻美（九州大学 企画部 企画課係員） 

 

Ａ．教育情報の公開 

問１．データ収集の課題と原因 

 データ収集にあたっての課題は、大学によってデータ収集の方法そのものに、大きな違いが見

られたが、共通した課題としては以下のようなものが上げられた。一つ目には、「定量化出来ない

データ」をどのように収集するのかという点である。これは教育の成果や学習成果という、一見

評価しずらい、または中・長期的に評価すべき性格のデータをどのように扱うべきなのかという

課題である。二つ目には、データの「定義」や「共通化」を如何に図るかという課題である。特

に、データの収集を部局ごとに行う場合には、事前の定義化や共通化は不可欠であるが、「収集す

べきデータの姿が不明確」であったり、「誰が定性化」するのかが定められていないケースもみら

れる。三つ目には、「データ収集の効率化」の課題である。これは、「データ収集の方法論」が未

確立であるため、収集に膨大なエネルギーが必要になっており、キャンパス間・部局間での効率

的な情報のやり取りが上手く機能していないケースが散見される。四つ目には、個人情報の取り

扱いについてである。学外からのアクセスや教員の個人研究室からのアクセスをどのようにする

のかなど、データそのものが個人情報を直接扱うものでない場合であっても、事前にそのルール

を明確にしておくことが必要である。 

 

問２．データ収集の課題の解決法 

 問１で出された課題を解決する方法として、まず「定量化出来ないデータ」をどのように収集

するのかという点については、基準や目標を事前に自分たちで設定することが重要であるとの意

見が出された。すなわち、そもそも各大学は教育目標や人材育成像に基づき、教育・研究活動を

行っている訳で、その目標が達成出来たかどうかを評価すべきであり、そのためには目的と手段、

その成果の検証指標が事前に設定された上で取組が行われ、その結果（エビデンス）をデータ収

集することが理想である。 

 その際、有効な手段のひとつとして考えられるのが、カリキュラムマップ・ツリーの策定や、

ラーニング・ポートフォリオの導入である。組織の教育目標・人材育成像を達成するために、提

供されるカリキュラムや授業科目を整理・体系化した上で、その目標が学生に身に付いたか否か

の基準に沿って、成績評価を行うことが必要である。また、これらカリキュラムマップやカリキ

ュラムツリーに沿って学ぶ学生を、教職員が支援するためのシステムとして、また、学生自らは

自身の成長を自己省察するために、ラーニング・ポートフォリオを導入することは大きな意味が

ある。 

 また、「データ収集の効率化」を高めるためには、一部の国立大学等で導入されているデータ収
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集のための全学的システムの導入が有効である。また、これらシステムを運用するための部局を

全学組織して設置することも有益である。 
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・ＦＤを行う部署
にＩＲを行う部門
はある（立命館）

（１１班）

Ａ：教育情報の公開

問１：データ収集の課題と原因 問２：データ収集の課題の解決策

・定量化できないデータをどう集めるか（作るか） 「基準・目標」は自分たちで設定する

①定量化でき
ないデータをど
う分析するか

・「教育」の成果
は表すことが難
しい

中・長期の成果
が多く、短期指
標は無理があ
る？

・「学習成果」⇒
よくわからない
（現実問題）

①解決策
教育目標の到達状況を学生が自己省察する仕組みの導入

『 ラーニングポートフォリオ 』

・大学では、どの
ような力を身につ
けさせるべきか、
という目標がない
まま教育を行って
いる

Ｐｘ

・大学が、学生が
身に付けるべき
能力や資質を事
前に示し、それを
満たしているか否
かを評価する

・データを収集する上での
「方法論」が確立されていない

①解決策
教育目標と人材育成像に基づく、カリキュラム
マップ・カリキュラムツリーの構築が必要

（『教育目標の明確化』）

観点別教育目標による評価指標の設定
「知識･理解」、「思考･判断」、「関心･意欲･
態度」、「技能･表現」の四領域で評価

☆
そ
の
た
め
に
は
、
自
分
た
ち
で
“ゴ
ー
ル
”（
教
育
目
標
）

決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。↓

大
学
・
教
員
の
責
任・データの定義化

（難しい点）
・データの定義化

・精度の問題が
生じる（分散型
にする場合）

・業務の効率化が進んでいない システムの有効活用

②（難しい点）

・収集に膨大な
エネルギーが
必要で、業務に
追われる

・キャンパス間や他部
局間の縦割り

→収集されたデータが
分散管理されている

②解決策
・システム化
・既存データの有効活用

（改善の方法（案））
・分散型にする

・あつめるデータの“あるべき姿”が不明確
⇒Ｑそもそもだれが決めるのか？

データ「あるべき」形が
明確ではなく、その形を
だれが決めるのか？

・個人情報の取扱い

・個人情報取扱の厳格化
→教員の個人研究室や、学外から
のアクセスが出来ない
→サーバーの学内設置・・・

＜学内に置かれた室＞
・大学評価情報室

⇒ＩＲ的位置付け、教員３名
（九州）

・方法論が確立さ
れていない
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大学評価担当者集会 2011 第 1 分科会『評価と IR』まとめ 

 

九州大学 基幹教育院  小湊  卓夫 

福岡大学 人文学部      佐藤  仁 

 

小湊：今日は長い時間をかけてのディスカッション、まずはおつかれさまでした。それぞれのグ

ループでどういう議論がなされたのか、ということについては、私も十分には存じ上げて

おりませんけれど、それぞれに有意義なディスカッションがなされたのだろう、と思って

おります。今日は最後の時間を使いまして、これからみなさんが 11 グループで行った議論

のまとめをしていきたいと思います。ただ、まとめ、と言っても何か結論が出てくる話で

はないかもしれません。場合によっては、ただ、ある課題に対する解決策のきっかけだと

か、考え方だとか、そういったものがいくつか出てくる可能性もありますので、そういっ

たところを期待しながら、みなさんの報告のサマリーみたいなものを伺いたいな、と思っ

ております。まず、最初に、各グループのポスターを見て回って、どういう状況だったの

か、という報告をしてもらいます。 

佐藤：福岡大学の佐藤です。グループディスカッション中、ちょっと顔を出して、迷惑だったか

もしれませんけど、実は、これを全部まとめろ、という無理難題が僕に与えられていたの

で、いろんなところにお邪魔させていただきました。 

 

＃１ 

今から示させていただくのは、

僕がまとめた、と言いますか、

「ああ、こんなんがあるんだな」

という印象を簡単にまとめた

ものですので、これを突破口に

「いや、うちは、もっと、こん

なんがあるよ」とか「もっとこ

ういう議論もあるんじゃない

か」という点を出し合う出発点

になればいいんじゃないかと、

思っております。 
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＃２ 

まず、問１のデータ収集にお

ける課題と原因については、

だいたいこういうことがあっ

たんじゃないか、ということ

です。まず、目的で、理解と

いう書き方をされていたとこ

ろもあって、非常におもしろ

くていいなあ、と思いました。

システムがあっても入力され

ない、というのはやっぱり、

なにか目的が共有されていな

いんじゃないか、とか、何の

ためにそもそも収集するんだ

ろうか、という、その目的の

共有がまず、なされていないんじゃないか、ということですね。目的がない、プラスでさらにそ

の体制も上手くいっていない、というところも何かしらあるということです。また、部局の理解

を得ることが非常に難しい状況だとか、技術的に使いやすいデータシステムが存在しない、とい

うこともあるだろうし、一番多かったのは、たぶん、ここだと思うんですけど、誰がどこでどう

やって持っているのか、というのが、なかなか把握しきれない。個人のパソコンの中に入ってい

ると、異動があるとどこに行くかわからない、というような状況。これは別に部署間だけじゃな

くて、学部学科も同様で、学部長が代わるといきなりデータが無くなる。そういった状況もあり

得るわけですね。そもそも、集められないデータといったものもあるんじゃないか、ということ

もありました。卒業生のデータをそもそも集める基盤がない、という状況があったりだとか、あ

と、部局ローカルルールという言葉があっておもしろいなと思ったんですけど、いろんな学部で

それぞれにルールがあって、それぞれ勝手にやっているので、なかなか調整できていない状況が

あったりとか。こういった体制・組織の問題が挙げられます。 
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＃３ 

あとは、細かい方法の問題で

す。やはり大きいのは、デー

タ定義、基準日がどうも不統

一になってしまっているんじ

ゃないか、とかですね。個人

情報を扱うことになっている

んだけど、そもそもそういっ

たところの体制的なところが

できているんだろうか、とか

ですね。あと、数量データに

できないものが、大学内には

あるんだけれど、それをどう

やって集めて、まとめて行く

んだろうか、という方法的な

ところも、やはり課題として存在するんだろう、と思います。 

 

＃４ 

こういった課題を解決するた

めに、どういうところが挙が

っていたのか、と言うと、や

はり大きかったのは、目的の

明確化、というところがあり

ます。ところどころ言葉を勝

手に使ってしまっているので、

申し訳ないですが、ポリシー

というところを非常に焦点を

当てていたところがあったん

ですけれど、そのポリシーを

明確化しましょう。そしてそ

のポリシーを共有していきま

しょう、というこういう流れ

が重要なんじゃないか、ということですね。当たり前ですけど、データ定義、基準日を何かしら

設定できる機会があるべきだ、と。ここにはもしかしたら、国レベルの議論、といったものが必

要になってくるかもしれないわけですけれど、大学の多様性を考えた場合、そのバランスを上手

くどうとるのだろうか、といったような議論もあると思います。やはり組織の問題になると、学

長とか執行部のリーダーシップをどう考えるべきか、というところ。ときには、上から「やれ」

っていうことも必要なんじゃないか、ということですね。システムがあっても入力しないのは、

インセンティブがないからかもしれない。その場合、インセンティブをどうつけるか、という問
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題も出てくるだろう。もちろん執行部の理解が必要だし、その理解があってこそ、はじめてデー

タ収集のニーズが発生するんじゃないかな、というところです。こういった大きな課題解決のな

かで、これから今後進んでいくのだと思うことでもありますが、やはり部署間の連携を強化しな

ければならない。誰がどこに誰がどこでどうやって持ってるのか、というのをそもそも知らない

限りは、データの収集は始まらないんじゃないのか。もし、データを一括して集約するんだった

ら、どうやって議論していくのか、というやはり組織間の連携強化といったところが始まってく

る議論なんじゃないかな、という風に感じました。 

 

 

＃５ 

内部質保証システムについて

は、なかなかそこまで時間が

回らなかったところが多かっ

たと思うんですけれども、い

くつかのところでは、そこま

で議論をされていたかと思い

ます。アウトカムデータの必

要性というのは、PDCA を回

すためには、どうしても必要

になってくるだろう、という

ところです。ただし、それは

やはり、指標設定が難しいだ

とかですね、でもアウトカム

データが必要なんだというこ

とが、逆にデータ収集が重要なんだ、ということをより際立たせる、というか、この両者の関係

性があります。内部質保証を進めるためにはデータ収集が必要不可欠だということから、こうし

た関係性が明確になると思います。あと、単にデータを集めることから脱却しなければ PDCA サ

イクルは回らない、というところ、これも先ほどのグループの言葉をそのままパクってしまって

申し訳ないのですが、「魂のこもったデータ」というのが僕の中で響いた言葉だったので。いわゆ

る単純にデータを集めるんじゃなくて、現場で何が起こっているのか、という、大学をよくした

いという想いから各職員の方々が働いている、そういった状況の中でデータを地道に集めていく、

ということですね。そこからまずデータを理解することによって、次につながるアクションに結

びつくのかな、というようなところですね。こういったものが、やはりデータとしては、必要に

なってくる、というような議論があったかな、というところです。もちろん、このほかにもいろ

いろ議論があるかと思いますので、いろいろ出していただければ、と思います。 

 

 

小湊：いろいろ漏れはあるかもしれませんけど、大雑把にまとめていただいたもののようです。

11 グループありますので、それぞれのグループの中でどこに重きを置いてどのように議論
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したのか、というのは、それぞれニュアンスが違うと思うんですね。ですから、このまと

めの中で、くみ取れていない部分、漏れている部分もいろいろあるかもしれません。ぜひ

この場を設定しているのですから、みなさんのほうから、今までの報告の中で、補ってお

いたほうがいい点、またはもう少し違う観点から、こういのもある、というご意見等々あ

れば、コメントでもかまいません、是非積極的に出していただきたいのですが、いかがで

しょうか。といっても、すぐにパッと手が挙がらないところが日本の奥ゆかしい文化なの

で、まずは全体をまとめたファシリテータの方から口火を切っていただこうかと思います

が、ファシリテータの方、お願いできないでしょうか。それぞれの自分たちのグループで

話された中身にもとづいて、もう少し具体的なお話がいただければ、と思いますが、いか

がでしょうか。 

 

中村：日本福祉大学の中村です。 

これまでの本学での IR部署に

寄せられる分析課題は、長・

中期経営計画から教員が必要

とする学生別の在籍、退学状

況や成績に関するデータの提

供等、経営に資する政策判断

材料の提供から、教育現場か

らの教育や業務遂行支援材料

の提供まで、幅広い分野で求

められています。そのような

状況の中で、本学に必要な分

析課題とＩＲ部署が担うべき

分析課題の整理が必要であり、

このことは逆に言えば、担当

課室が担うべき分析課題も存在するという認識でいます。どのような分析も、IR 部署に依

頼すれば解決するということでは、IR 部署は雑務に忙殺され、本来の機能は発揮できませ

ん。したがって、まずは、学術的にも明らかになっていない、かつ各大学の状況によって

も異なる、IR 部署が担うべき分析課題の範囲を明らかにすることが必要であると考えます。

もっとも、初めから IR 部署が担うべき分析課題の全てに対応できるわけではありませんの

で、IR（業務）の学内への浸透という視点からも、分析課題の中でプライオリティをどの

ように設定して、業務範囲を拡大していくのかという戦略が必要となってくると思います。 

小湊：コメントという側面からのご意見という風にお伺いしましたけれども、実は、昨日、プレ

イベントでその辺に関わる話はみなさんと議論したつもりではいますけれども、どうでし

ょう、フロアの方で今のご意見に対して、何かコメント等があれば、是非お願いしたい、

と思っていますけれども。小さなデータ、まあ、小さな、というのは、主観的ですから、

細かなデータを集めて、局所的な課題への対応、解決を支援するようなデータと、あと大

学組織全体に関わるようなデータ分析ですね、確かに、両方２つありますが、それぞれ極
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端な形でご紹介されたのかな、と思いますが、それが一つの IR という言葉で括ってしまっ

ていいものかどうか、ということに関して、疑問を少し持たれているわけですね。その辺

に関していかがでしょうか？ 

中村：IR の活動の拡大という意味では、小規模調査から大規模調査へと拡大する流れが自然かも

しれません。しかし、必要データの各課室からの収集や IR（業務）の浸透という意味にお

いては、先述のとおり戦略的な IR 業務の拡大方法があると思います。米国の大学では、政

策形成、意思決定支援のための IR という事例が見受けられますが、これは、経営幹部教職

員への IR の浸透を図る上では効果的であり、結果的にこれらの教職員から現場教職員への

浸透を図る方法も一案かもしれません。 

小湊：どうでしょうか、実際にデータを扱う IR のセクションを持っている大学は、そうそう多く

はない、と思うんですけど、その辺に関してのコメントはいかがでしょうか。 

 

小湊：それではですね、昨日、全体の話をさせていただいた立場から、少し意見だけ述べさせて

いただきたい、と思います。確かに、政策形成、意思決定支援というのは、アメリカの IR

でも目標とする一つの大きな方向性なのですけど、それが実現できている大学がどれだけ

あるか、というと基本的にはほとんど無いわけですよね。大規模な大学は十数名からのス

タッフを抱えているので、役割分担として政策形成支援を行う IR オフィス、というのはあ

りますが、数が多くないんです。ほとんど多くの IRオフィスは少人数で構成されますから、

そこで基本的に関与できないわけですよね。ただ、彼ら自身が専門職としての立場をきち

っと確定して、存在意義を示したい、という意向があるので、向こうの論文でもそうです

けど、IR の向かうべき方向性として、そういう議論がなされているのは、承知しているつ

もりです。ただ、日本は、その組織自体の中で、IR 的な機能をどう位置付けるのかという

議論さえ、なかなかこう、まだ十分に起こってきていない状況なので、いきなりその辺の

話をするっていうのも難しいかな、と。共通の土台がまだできていないのかなあ、という

気が個人的な印象としては、あります。だとするならば、じゃあまずは、IR オフィスがど

ういうデータを集めて、どこに学内で貢献していくのか、という足固めをするとなれば、

やはり学部・研究科等々、教育ユニットからの信頼を得る、というのは、一つの方向性と

してあっていいんじゃないかという気が個人的にはします。といいますのも、データを集

めて分析するというスキル自体を考えた場合に、それが例えば、理工系の先生方だったら、

そういうことを得意とする先生も多いと思いますが、それが人文社会系、特に、私学の場

合、人文社会系がわりと中心のところが多いですよね。まあ、社会調査をやられる先生方

は別かもしれませんけど、決して、みなさん統計になじみがあるのかというと、そうでは

ない中で、そういった意味での素人集団の教授会がそこまでできるのか、そして特に高等

教育の文脈を含めて分析をする、となるとなかなか荷が重いと感じられるかもしれません。

だとするならば、そこを積極的に担っていくのが一つのやり方としてあっていいのかもし

れない、という風に個人的には思いました。この辺についてどうでしょう、他にご意見あ

るかたいらっしゃいますか。 

 

小湊：無ければ、そのほかの点についても、せっかくグループディスカッションでいろいろ議論
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していただいたわけですけど、コメント等あれば、よろしくお願いしたいと思います。 

 

藤井：さきほど佐藤先生にまとめていただいたスライドで、「大学をよくしたい」という想いでデ

ータを収集する、というのが印象に残ったというのを紹介されていたのですけど、それと

関連して、私たちのグループでディスカッションを行った中では、教員の業績データの入

力がなかなか、どうしてもなかなか上手く進まない、というのがあって、それはどうした

らいいか、というのはまだ具体的な解決策が出ないまま課題として残りました。このこと

はちょっと私としても課題として考えていきたいと思っていて、さっきの「大学をよくし 

たい」という想いでデータを

収集する、という観点から行

くと、先生たちは大学をよく

したいという思いで自分の業

績を入力するようなことがあ

るのだろうか、ということを

考えました。先生たちの業績

入力のインセンティブに、「大

学をよくしたい」という想い

を活用することはありうるの

か、そうでないのか、を考え

たいと思います 

 

 

小湊：なかなか難しい問題ですよね。何が難しいかというと、私たちのグループでも少し問題に

なりましたけど、教員の活動実績を示すデータ収集、おそらくいろいろな大学が固有のデ

ータベースを持っているかと思います。立ち上げの段階では、入力率は、一生懸命がんば

って、お願いするもんで、それなりの入力率になっているんだろう、と思うんですけど、

最大の問題は、その更新率ですよね。私も名古屋大学の評価室におりましたが、あまりも

う出ちゃった大学のこと言うのもなんですけど、当時のデータ更新率はかなり低かったと

記憶しています。そういう状況です。そうすると何のためにデータベースを構築して、デ

ータを集めているのか、ということが非常にわかりにくくなる。活用したい、と思う側か

らしても活用しにくい状況があります。「想い」として教員がどういう想いを持っているの

か、というのはあるんですけど、それは置いても、データの更新をどうするのか、という

のは一つ大きな問題です。これは教員データのみならず、他のデータベースもそうですよ

ね。業務データベースは上手くいっているのかもしれませんけど。その辺について、何か

ご意見等あれば、お願いします。 

藤原：立命館大学の藤原です。私たちのグループの中で、教育情報のデータの入力の件も一つの

トピックとして意見交換がありました。入力率が低い、という問題点の他に、入力の内容

の部分でそれぞれ量とか質、とくに質が異なる部分がある。したがって、入力率だけに注

目する部分もあれば、その中身がどうなのかというところも一つ、着眼点としては、あり
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得るのかと考えます。例えば、一つの事例として挙がっていたのは、シラバスの内容に教

員間で差がある。これを、データ収集の一方で、中身の部分をどう見ていくのかというこ

とも課題として挙げられていたかと思っております。また、教員業績のデータからは少し

離れてしまうのかもしれないのですが、佐藤先生にお示しいただいたハンドアウトの中で、

運用の特殊性みたいなことが挙がっていたかと思うのですが、これに関しても芸術系、あ

るいは音楽系の大学に於いては、何を以て教員の業績として見るのかということで、なか

なか数値化しづらい、客観化しづらい部分ということも多分にあるのかと思っております。

これは、そういう学系の学部を有していない大学に於いては、なかなか理解しづらい部分

があるかもしれないんですが、そういうところは改めて確認が図れたのかという印象は持

っております。 

小湊：はい、ありがとうございました。教育情報の公開という観点から、それぞれの大学の特徴

を示すデータ項目を見るとずいぶん差がある、というコメントもございましたけれども、

中途半端なのですが、時間が 40 分きっかり、ということで、本当はもう少し話を広げなが

ら、だいたいどの辺に合意が取れそうか、というというのを探っていきたかったんですけ

ども、ごめんなさい、時間がもうあまりありませんので、みなさんからのご意見というの

は、ここで一旦、中断させていただきたいと思います。一旦、中断というのは、このあと

終わった後ですけど、それぞれのグループごとにファシリテータの方を中心としまして、

みなさま方、ポスターを作っていただきましたが、ポスターの中身をこちらでまずデジタ

ルデータに起こします。起こして、報告書に載せようと思っています。そのときにそうい

う内容でいいかどうか、また補足した文章の説明等々必要であれば、ファシリテータの方

を中心にグループの中で、少しメールのやりとり等でですね、資料を作っていただこうと

思っておりますので、そこで今日言えなかったご意見等があれば、是非盛り込んでいただ

ければ、と思っております。では、長丁場になりましたけれども、これで第一分科会を終

了したいと思います。どうもみなさまおつかれさまでした。そしてありがとうございまし

た。 
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分科会Ⅰのアンケートのまとめ 

 

１．議論できたこと、できなかったこと 

 まず議論できたことについては、非常に多様な意見がありました。それぞれの参加者が

受け取ったこと、感じたことが非常に多様であることを示していると思います。今回のよ

うなワークショップの成果としては、非常に評価できると考えます。具体的なものとして

は、次のようなことが挙げられています；データ収集の難しさ、その難しさの理由、解決

に向けては中々動けないこと、所属大学間の違い、IR に関するお互いの認識。 

一方で、議論できなかったこととしては、具体的な事例の共有が指摘されます。内部質

保証まで議論する時間がなかったこととも関係すると思いますが、実際に課題解決に向け

て何をしているのかという実践の共有、そして望ましい実践のあり方については議論がで

きなかったという意見が多かったです。 

 

２．次回議論すべきこと 

 この点については、上述の議論できなかったことがそのまま当てはまる意見で占められ

ていました。すなわち、お互いの実践の共有です。より具体的な課題の解決に向けて、何

をすべきか、どの大学でも苦労していると思いますが、この点を次回の議論のポイントと

にできると思います。 

 また、会の進め方とも関係しますが、全体共有の仕掛けを作ることも重要だと考えます。 

 

３．今後の要望 

 今後は、ワークショップ形式で行くかどうかまだ未定ですが、ワークショップのやり方

や時間配分についてご意見をいただきました。これらを参考に、次回の企画を立ち上げた

いと考えます。 

 

（佐藤 仁） 

 



第 5 回大学評価担当者集会分科会Ⅰ「評価と IR」（2011/09/16） 

ご協力ありがとうございました。 

アンケートのお願い 

 

本日は、ご参加していただき、ありがとうございました。本分科会は、次年度も継続的に「評価

と IR」を検討していくことを企図しております。つきまして、本日の分科会及び今後の議論につい

てのご意見をいただければと思います。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

１．今回の分科会において、十分に議論できたこと、もしくはできなかったことがあれば、お書き

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．今回の分科会を踏まえて、次回ではどんなことを議論すべきだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他、「評価と IR」について、また分科会の運営等についてご意見がございましたら、お書

きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊以下は無記名でも結構です。 

ご所属（         ）  お名前（           ） 



所
属

議論できたこと/できなかったこと 次回の議論への希望・要望 その他、ご意見等

定量化できないデータについて議論できま

した。

各大学でデータの分析項目も違ってくると

思いますが、共通のものがあると思います

ので、その辺りを参考までに聞きたいで

す。

実際に考えていることは、他大学でもほぼ

同様であるということは分かった。今回、

テーマがＩＲで少々アカデミックな議論に

なりがちであったが、次はより実務的な内

容にできればと思います。

ＩＲの実現（実質化）について必要なこ

と。

データ収集の困難さがよくわかった。各グ

ループのポスターを参考に今後に活かした

い。

公

各大学でIRに関し、情報収集の困難さやそ

の原因について、理由の共有ができた。

又、解決策に関し、各大学で理想（？）は

持っているが、実際の行動に着手できない

ことも理解できた。

もし（アメリカも含め）どこかで、成功事

例があれば、その事例を共有してみたい。

又、ないのであれば、どこかでＩＲについ

て挑戦した例があれば情報をいただきた

い。

私

ＩＲ、教育情報、エンロールマネジメント

等、キーワードの意味と課題が見えたよう

に思います。そして、何よりもデータを情

報にする「魂」が教員職員に必要で、ＰＤ

ＣＡのエンジンになると確信できたこと、

また最初はベタで属人的ではあるが各部署

との良い関係性をまずは作って、継続的な

システムにしていくことがよかろうと思い

ました。

この集まりには、初めて参加しまし

たが、ＩＲはあくまで「支援」する

我々の役割というスタンスが感じら

れ、策意的に大学を動かすことを倫

理的によけようとしているの感じ

て、すがすがしかったです。又きま

す。よろしくお願いします。

いくつかの課題認識の共有はできたわけだ

が、それに対する対応策の実例が次にない

と、学内での展開のとっかかりになりにく

い。そのてんで、グループ内でも他大学の

事例を少しは聞けたが。典型的な課題につ

いては、優良事例を今後普及するのが望ま

しいと思います。

国

与えられたテーマに関して、現状生じてい

る課題、及び課題解決のための基本的な方

向性についてはかなり議論できたが、その

方向性を具体化するための方策については

あまり議論が進まなかったように思う。

現状生じている課題に関する議論は、様々

なところでかなり進んでいると思うので、

今後は、それを解決するための具体的な方

策に関わる議論にシフトすればよいのでは

ないかと思う。

データ収集の課題についてはかなり具体的

なところまで議論できたが、解決策につい

て、もっといろいろアイデアを出す時間が

あればと少し残念だった。しかし、他大学

の状況など多くの情報が得られてよかった

と思う。

・データの収集における課題及び解決策に

ついて

今回のディスカッションおよびポスター

セッションを通じて、多くの大学でデータ

の所在が分からない、データの定義が明確

化されていないといった課題を抱えている

ことが分かった。過ぎに解決策を見つける

のは難しいが、データの一元化や定義の明

確化といった目標を持っていることは理解

できた。

今回議論したことを受け、具体的な解決の

道筋を議論できればよいのではないかと考

えている。
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所
属

議論できたこと/できなかったこと 次回の議論への希望・要望 その他、ご意見等

私

国立大学3名、私立3名のグループでした。

両者の置かれた環境があまりにも異なるこ

とを感じました。国立の場合、法人評価後

も国による予算配分に大差はなかったとの

こと。経営を学生による授業料に依存する

私立は、食うか食われるか戦々恐々とした

環境。その感覚の差を知れたのは良かっ

た。

情報の公開によるその結果について

どのような影響が出てきたかを知り

たい。特に生き残りに必死な私学に

とって、入学者への影響はあったの

か（議論というより、知りたいこと

ですね。スミマセン。）

私

問１、問２について、実際に直前した課題

を素材にしながら議論しました。問３につ

いては議論ができなかったが、問１、問2
の課題を解決していくなかで、マネジメン

トサイクルがうまく回っていくのではない

かという意見交換ができました。

問２について、全体会の意見交換が十分に

図れなかったと思います。解決に向けての

まとめについて、参加者で考える時間をも

う少しとってもよいかもしれません。ま

た、ファシリテーターや司会の方から各グ

ループの議論の内容の報告をすると、全体

の議論状況の把握が促されたかもしれませ

ん。ポスターセッションで十分できたとは

考えておりますが、その上でという意見で

す。

グループ人数が少ないと作業負担が

大きくなるかもしれません。ポス

ター作成に少し苦慮いたしました。

国

データ収集の難しさ、その解決策をグルー

プで議論でき、各大学で抱える悩みは、国

公私で共通するものだということ分かっ

た。

データの活用やいかに改善に結び付けてい

くか、議論する必要があると思います。

教育情報の公表は重要であるが、Ｉ

Ｒの役割としてはそこだけに限定さ

れるものではないと思います。もう

少し幅広くテーマを設定できても良

かったと思います。

具体的な解決策まで議論ができなかったの

で、今回でた意見を具体化していく方向で

あれば継続性があるのではないでしょう

か。

よく似たメンバーでグループを作る

という方法は良かったと思います。

その上で、各グループの意見の共通

点、異なっている点を知ることがで

きたのが参考になりました。

教員の業績データベースや資料収集におけ

る問題点について、各大学の課題を共有

し、解決策を議論できたことは大変有益

だった。ポスターセッションの際、すべて

の班を回ることができなかったため、後日

のまとめをいただけるので嬉しい。

ＩＲシステムのＩＲ担当部署について、実

際に業務を行っている大学のシステムや望

ましい体制について考えたい。

ポスターセッションの時間がもう少

し長くてもよいと思いました。解説

担当で全て回ることができなかった

ため。

これまでやってきたデータ収集から評価、

改善の流れとＩＲの違いについて、漠然と

ではあるが、分かったように思います。内

部質保証システムについて議論できなかっ

た（時間が足りない）ことが残念。

グループ討議で参加者の意見を聞け

たことが参考になった。

来年度以降も九州大学で開催してほ

しい

公

情報公開にしても大学の質保障にしても

「何のためにやるのか」といった明確な方

針を立てることが重要であること、言いか

えれば学長のリーダーシップによりガバナ

ンスを発揮することが重要であることが分

かった。そして、国立、公立、私立を問わ

ず、そのことが大学という組織では不十分

であることも共通理解できた。

評価結果を効果的に活用するにはどうすれ

ばよいか

他大学の執行部もＩＲ室を作りさえすれば

必要なグラフがすぐに入手できるという幻

想を持っていることが分かった。

執行部も参加させよう。ＩＲで何が可能か

ではなくて、基本データの収集がどれだけ

難しいかを学習させる。

今回議論できなかった事項として、情報を

収集する側と収集される側とに温度差があ

り、情報を収集される側から信頼を得る

（協力的になってもらう）ためには、どの

ような方法が有効か、議論を行ってみた

かった。

ＩＲの課題解決に向けた各大学の具体的取

り組みや実際に起きた問題点等の様々な情

報の共有と大学間の連携を強化するための

ディスカッション

今回参加させていただいて非常に有

意義でした。運営に携わった方に感

謝します。ありがとうございまし

た。
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議論できたこと/できなかったこと 次回の議論への希望・要望 その他、ご意見等

私大の話も聞けて興味深かったが、いろい

ろ事情が違うので日々の業務には直接活か

せない。国立大と私立大を分けて議論して

みるのもいいのでは？と思った。

理論より評価業務の改善や活かし方につい

て

データ収集の際の問題点

→どの大学も私立、国立関わらず同じよう

なものが挙がった。

解決策へ向けた取り組み（まだ実現されて

いないものでもあっても）

→それを実践するための具体的体制につい

て

議題Ａ、問1・問2（の途中）までの議論で

した。問３は時間が足りなくて議論できま

せんでした。

議論の題目をしぼった方がよいのでは？ 時間配分が難しかった。

国

ＩＲとは何か、他大学の方がどのように考

えているのか、あるいは自分の認識するＩ

Ｒが正しいか、という総論的な話をした

かったです。データ収集という所に焦点が

絞られていたので、話したいこと聞きたい

ことが一致しなかった。

今回のような特定の議題を取り上げること

と、総論をしっかり論じることの両方が必

要だと思う。そのような意味で昨日のプレ

イベントは私にとって非常に良かったで

す。今日だけ参加していたとしたら私には

あまり充実感がなかったと思う。

大変なご苦労をされていることと思

いますが、ぜひ続けていただきたい

と思います。

・目的の共有化

・ＩＲの役割は深くは議論できなかった。

各大学とも、抱える問題や課題の共有化は

できていると思うので、実際の助法の分

析、活用方法という始動に向けての話し合

いがしたい。

全体討論の時間が短かったので、ま

とめと今後の方向性の確認がした

かった。

国

他大学の方と議論しながら、ＩＲを深めて

いくことは良かった。

議論できたこと：ＩＲの問題点のあぶりだ

し。

できなかったこと：上記の解決策

今回の分科会で問題点となったことへの解

決策。他大学での解決策（1年後の対応状

況）をお聞きしたい。

このような会を設けていただいてあ

りがとうございました。次回もよろ

しくお願いします。

私

教育情報の公表に特化ししたおかげで、

データ収集にかかる課題とその解決方法に

ついて、体系的に整理して議論できた。

トップのリーダーシップの発揮について

は、効果的な解決策は見いだせなかった

が、データ収集に関わる者の大学をよくし

たいという気持ちが大事という点につい

て、大いに共感した。

今回は、データと情報との違いについて、

明確に分けて議論できなかったので、次回

はデータの情報化について議論したい。

ファシリテーターの方の絶妙なかじ

取りのおかげで、議論が効率よく進

められて、理解が深まった。感謝し

ます。

できたこと：提示された論点に関する課題

共有と解決策の策定

できなかったこと：各大学におけるＩＲ機

能・ＩＲ実務に関する情報交換

評価をどう活用するのか、集めたデータを

どう意味あるものにするのかというがＩＲ

だと思う。望ましい又はあるべき日本型Ｉ

Ｒについて事例紹介なども含め議論した

い。

「評価とＩＲ」に関して、あまり情

報交換されなかったなという感想。

評価担当者だけではなく、ＩＲ担当

者ももっと来てもらうとバランスが

とれるのではないか。

データ収集に苦労している状況がわかり、

大学全体に共通していると理解した。ＩＲ

体制を構築している大学の現状がうかがえ

れば大変参考になると思われた。

特になし（来年も参加したいと考え

ている）

他大学の例も交えて議論できたので良かっ

たです。もう少し解決策に時間がかけられ

たらと思います。

いろいろと運営にご尽力いただきあ

りがとうございます。継続して参加

していきますので来年もどうぞよろ

しくお願いします。役職（階層別）

の分科会があってもよいかと思いま

す（意見交換にもつながりまたいし

きづけになるかと）。

各大学の具体的な取り組み事例について

ＷＳそのものに不慣れな参加者もい

るかと思いますので、そう言う方が

うまく議論に加わっていけるような

工夫があればより実りのある議論が

できるのではないか、と感じました

（アイスブレイクの時間を長めに取

るなど）。
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議論できたこと/できなかったこと 次回の議論への希望・要望 その他、ご意見等

国

分野の特殊性が共通理解としてあることを

認識できたので、他大学の動向を参考にし

つつも、独自路線を目指してよいことが分

かり、参加してよかった。

議論できたこと：データ収集に関する課

題、原因、解決

議論できなかったこと：内部質保証システ

ムについて

データの分析、活用

「評価とＩＲ」に関しては今後もい

ろいろな議論をすべきではないかと

思います。なかなか議論が出ないも

のなので。

私
できたことは課題の共有。できなかったこ

とは課題に対する解決策の議論。

日本版「ＡＩＲ」のような組織を立ち上げ

るとよいなあと常日頃から思っている。大

学間でデータ交換システムできるとよいと

思う。

大学におけるＩＲが抱える課題を共有化で

き、参考になった。報告書は可能であれば

全ての班のものを見学したかったが時間の

都合で見られなかったので残念だった。

部署間のデータ共有の方法。情報への交

換。利用の効率化。分析とデータ発生元へ

のフィードバック。

「評価とＩＲ」というテーマでしたが、お

題が「教育情報の公開」と「内部質保証シ

ステムの構築と支援」ということだったの

で、評価にもＩＲにも関連するような議論

があまりできなかった印象があります。大

学の自己評価機能をどう高めるとか、ＩＲ

機能を確立させるためにどうすべきかと

いったような議論を期待していました。

教員の業績入力（の促進）について 定量化できないデータの分析方法について

国

自大学で抱えているデータ収集の問題点

が、他大学でも共通しているものだという

ことを改めて認識した。原因・課題は承知

しているので、解決策に重点を置いた議論

を深められればなおさら良かったと思う。

今回の議論のまとめを冒頭に行った上で、

データの活用方法（どのようなデータが大

学運営に必須なのか、また対外的に大学と

して公開すべき義務があるものなのか）。

時間が限られているのがもったいな

いです。

私

データ収集について、先に話せたが、国立

大と私大の違いを感じました。内部質保証

については、時間が足りなくて、教育効果

が上がる分析についてまで話す機会がな

く、残念でした。

互いが抱えている問題は共有できたが、そ

の解決策についてはアイデアにとどまり、

今後どうすべきかは結局のところ、本務校

に戻って考えるしかないのか・・・と頭を

抱えてしまいますので、今回の諸々の課題

について、という発展したかの話題提供が

あってもよいのではないでしょか。

大変参考になりました。エビデンス

に基づいた自己点評価（体制）を形

作っていくために、多くの課題を抱

えています。有効な情報等、メーリ

ングリスト等で配信をしていただけ

るようなことが今後もあれば・・・

個人的には嬉しく思います。
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平成 22 年 4 月 26 日 中央教育審議会大学分科会質保証システム部会 

「教育情報の公表の促進に関する諸施策について（審議経過概要）」より抜粋 

 

2．教育情報を公表する基本的な考え方と公表が望まれる情報 

教育情報を公表する基本的な考え方としては，次の 3 つが挙げられる。 

 

(1) 公的な教育機関として，学生，保護者，社会に公表が求められる情報 

第一として，大学は，学生や保護者が，適切に情報を得られるようにするとともに，学校教育

法で定められた目的を実現するための教育研究等を行う公的な教育機関として，その活動や取組

について，社会への説明責任を果たすことが求められる。そのための政策手段は，法令による義

務化とし，各大学が取り組む教育情報の公表は，法令に定める基準を満たしているかという観点

も踏まえて，認証評価で確認される。こうした考え方に基づき，現行の大学設置基準の規定や学

校基本調査の調査項目等も踏まえ，以下の項目を公表の対象とする情報として挙げることができ

る。 

公的な教育機関として，学生，保護者，社会に公表が求められる情報（法令により義務化する事項の考え方） 

1.教育研究上の基本となる組織に関する情報： 

学部，学科，課程等の名称 

2.教員組織及び教員数並びに教員の保有学位，業績に関する情報： 

教員数，教員が教育を担当するにあたっての専門性に関する情報（教員の保有学位又は職務上の実績等） 

（「教員数」は，「学校基本調査」の最新値に準じて整理する。「職務上の実績」は，教員の専門性に関するものを

示す。） 

3.学生に関する情報： 

入学に関する基本的な方針，入学者数，収容定員，在学者数，卒業者数，卒業後の進路（進学者数，就職者数，

主な就職分野等） 

（「入学者数」「在学者数」「卒業者数」「進学者数」「就職者数」は，「学校基本調査」の最新値に準じて整理する。

なお，働き方が多様となっている状況において，起業や資格取得準備等を行う者等を各大学の判断で公表するこ

とも考えられる。） 

4.教育課程に関する情報： 

授業科目の名称，授業の方法及び内容並びに一年間の授業計画の概要 

5.学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準に関する情報： 

学修成果に係る評価，修業年限及び修了に必要な修得単位数，取得可能な学位（「修業年限及び修了に必要な修得

単位数」は，必修科目，選択科目及び自由科目の区分ごとの修得単位数をあわせて示す。「取得可能な学位」は，

学科・専攻ごとに，付記する専攻分野の名称とあわせて示す。） 

6.学習環境に関する情報： 

所在地，主な交通手段，キャンパス概要，運動施設の概要，課外活動の状況 

（「キャンパスの概要及び主な交通手段」は，キャンパスマップ，アクセスマップ等を示す。「運動施設の概要」

は，運動施設の機能と規摸を公表する。「課外活動の状況」は，学生のサークル・団体等の活動状況等を示す。）

7.学生納付金に関する情報： 

 資    料 ２
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授業料，入学料その他の費用徴収，利用できる授業料減免の概要（「授業料，入学料その他の費用徴収」は，費用

徴収の種類，金額及び納入時期等を示す。「利用できる授業料減免の概要」は，減免対象の種類と要件，必要手続

等を示す。） 

8.学生支援と奨学金に関する情報： 

学内の学生支援組織，利用できる奨学金の概要（「学内の学生支援組織」は，就職支援，メンタルヘルス等学生生

活に関わる組織及びその機能を示す。「利用できる奨学金の概要」は，奨学金の種類や要件，申込み方法等を示す。）

 

これらは，すべての大学に求められる内容であり，このことを踏まえて，教育研究活動の公表

を規定する学校教育法第 113 条等に基づき，その施行規則で，公表を義務付ける項目を明確化す

ることが適当と考えられる。その際，後述の「教育力の向上の観点から公表が求められる情報」

のうち，既に公表等が義務化されている事項をあわせて規定し，教育情報に関する公表が求めら

れる事項の一覧性を高めることが適当である。また，こうした取組が認証評価を通じて確実に確

認できるよう，認証評価の基準を定める省令を改正することが適当である。 

  

(2) 教育力の向上の観点から公表が求められる情報 

 第二として，基本的な組織等に関する情報のほか，教育情報の積極的な公表を通じて，教育力の

向上を図ることが重要である。学生がどのようなカリキュラムを通じて，どのような知識・能力

を身に付けることができるかなど，実質的な教育情報を分かりやすく公表し，大学の特色ある教

育活動を積極的に発信することが求められる。そのための政策手段は，法令による努力義務化を

図るとともに，例えば各種の競争的資金等の申請の要件とするなどにより，情報の公表を推進す

ることとし，各認証評価機関が大学を評価する際の参考に供されることが期待される。こうした

考え方により，公表の対象とする情報として，以下の項目を挙げることができる。 

 

教育力の向上の観点から公表が求められる情報（法令による努力義務とする事項の考え方（既に大学設置基準等

で義務化されている項目を含む。）） 

1.学部・学科・課程，研究科・専攻ごとの教育研究上の目的 

2.教育課程を通じて修得が期待される知識・能力の体系 

・どのようなカリキュラムに基づいて，どのような知識・能力を身に付けることができるのか 

3.学修の成果に係る評価や卒業の認定に当たっての基準 

 

これらのうち，1・3 は，(1)で整理した「公的な教育機関として，学生，保護者，社会に公表が

求められる情報」としての性質も併せ持つため，既に大学設置基準等に規定されている。これに

関しては，法令上の関係規定を整理しつつ，(1)とともに適当な改正を行うことが必要である。ま

た，2 に関して，各大学では，教育課程を通じて修得すべき知識・技能の体系を明らかにする取

組が，自主的・自律的に進められている。こうした取組をさらに促進する観点から，可能な限り

その実施を目指すことを促すことが適当である。このほか，教育力の向上に関連する情報として

は，各大学が取り組む教育研究水準の向上のための取組（各種評価の結果を踏まえた教育改善，

特色ある教育研究活動の状況，教職員の職能開発の状況等）が考えられるが，これらの情報につ
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いては各大学が自らの判断により，積極的に公表していくことが望まれる。 

  

(3) 国際的な大学評価活動の展開や我が国の大学情報の海外発信の観点から公表が

考えられる情報（国際的な大学評価活動に関するワーキンググループで現在審議中の事項） 

第三として，積極的な教育研究への取組を国際的に示すことを通じて，大学教育の国際競争力

の向上を図ることである。(1)及び(2)で述べた観点から教育情報を公表していくことは，国際的に

各大学の質を保証していくためにも重要である。その上で，各大学の国際的な教育研究活動の戦

略的な発信に取り組むことが考えられる。その場合の具体的な対応は，各大学の戦略にゆだねる

べきである。例えば， 

•大学院教育，とりわけ博士課程の教育に重点を置く大学， 

•国際的な教育研究活動や学生交流に特色を発揮する大学， 

では，海外からの学生を受け入れ，また，我が国の学生を海外に送り出すに当たり，大学でどの

ような知識・能力を身に付けることができるのかなど，学位プログラムや学生支援に関する情報

等を積極的に公表することが考えられる。このことは，アジアを含めた外国の大学と組織的・継

続的な教育連携を加速するためにも不可欠の課題である。 

 国際的な大学評価活動に関するワーキンググループでは，こうした考え方に基づき議論を行っ

ており，現時点までに，公表が考えられる対象とする情報の例（案）として以下の項目を挙げて

いる。このワーキンググループは，今後，大学が戦略的に公表する際に参考となるような項目を

議論して整理する予定である。 

  

（参考）国際的な大学評価活動の展開や我が国の大学情報の海外発信の観点から，各大学の戦略に基づき公表が

考えられる情報の例（案） 

以下の項目は，各大学の戦略に基づいて発信すべき状況を定める際の参考として作成した項目例である。なお，

これらの項目は，英語を含む外国語で発信することが想定される。 

(1) 教育活動の規模と内容 

1.基本的な情報 

（指標の例） 

•修業年限期間に卒業する学生の割合 

•教員の構成に関する情報 

•教員当たり学生数（フルタイムとパートタイム教員） 

•各授業の平均学生在籍数 

•インターンシップの機会の提供状況 

•中途退学率 

•卒業後の進路状況（進学率，就職率，資格取得の状況等） 

（明確な方針に基づく教育課程とその水準） 

•修得すべき知識・能力の明確化と，それを体系的に修得できる教育課程 

•上記に基づく学修成果を明示するのにふさわしい学位の名称 

•計画的な履修方針に基づいた授業科目名や，その体系（いわゆるナンバリング）とシラバス（学内の関連する学
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問分野で共通化） 

•単位認定，学位認定，成績評価の基準（大学として統一方針） 

2.学位授与数 

3.外国人教員数 

4.研究成果の生産性や水準 

•論文数・論文被引用数 

•海外研究機関との共同研究・連携に関する情報 

•その他優れた研究成果を示す指標等 

5.教育外部資金の獲得状況 

(2) 教育の国際連携の状況 

•協定を締結している海外の大 

•上記大学との教員・学生交流や単位互換，ダブル・ディグリー等に関する実績を示す指標 

•国内外の大学によるネットワークへの参加状況等 

(3) 大学としての戦略 

•明確な目標の設定 

•国際的な諸課題への取組の姿勢 

•情報を収集，分析する機能の充実 

(4) 留学生への対応 

•入学手続に関する項目：入学要件（年齢・学歴）及び卒業資格要件，渡日前入学や独自の現地入試実施，日本留

学試験の利用状況等 

•入学後の生活に関する項目：宿舎整備，日本語指導，カウンセリング，学内文書の英語化，経済的支援等 

•入学後の教育に関する項目： Ｔ Ａ ， Ｒ Ａ によるサポート， 留学生のＴＡ，ＲＡとしての活用 

•学位取得に関する項目 

•学位取得後の就職等の状況に関する項目：大学における学生支援の体制，就職後の進路，海外におけるインター

ンシップを含む企業との連携状況，ＯＢ会など卒業後のネットワーク形成状況等 

•英語による授業のみで学位を取得可能なコースの設置状況等 

(5) 外部レビュー等の実施状況 
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１．大学評価・学位授与機構 

○大学評価基準：平成１６年１０月（平成２３年３月改訂） 

 

基準８ 教育の内部質保証システム 

８－１ 教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図る

ための体制が整備され、機能していること。 

８－２ 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、教育の質の改善・向上を図るため

の取組が適切に行われ、機能していること。 

 

趣旨 

この基準では、教育の内部質保証システムについて評価します。 

教育の目的を達成するためには、教育の状況について継続的に点検・評価し、その教育の質の

保証を行うとともに、絶えず改善・向上に取り組むことが求められます。そのためには、教育の

取組状況や、大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果を点検・評価し、その結果に基づい

て、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、実際に機能していることが必要です。

点検・評価に際しては、大学内外の関係者の意見を採り入れることも重要です。 

また、教員に対する研修や相互授業参観等のファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）※）、

教育支援者及び教育補助者への研修等、その資質向上を図るための取組が適切に行われ、それら

が機能していることが必要です。 

 

基本的な観点 

８－１－① 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点

検・評価し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、

機能しているか。 

８－１－② 大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・向

上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

８－１－③ 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で

活かされているか。 

８－２－① ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や

授業の改善に結び付いているか。 

８－２－② 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質

の向上を図るための取組が適切に行われているか。 

 

 

 

 

  

 資    料 ３
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○自己評価実施要項 

 

基準８ 教育の内部質保証システム 

８－１ 教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて教育の質の改善・向上を図るため

の体制が整備され、機能していること。 

 

８－１－① 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点

検・評価し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、

機能しているか。 

 

【関係法令等】 

・学校教育法第109条第１項（自己点検・評価及び認証評価制度） 

・学校教育法施行規則第166条 

 

【留意点】 

○ 教育活動の状況及び学習成果に関するデータや資料を収集・蓄積する担当組織、責任体制、収

集・蓄積の状況を分析。 

○ 教育活動の状況及び学習成果を自己点検・評価及び検証するための取組について、自己点検・

評価及び検証の実施体制、具体的な検証事例等を分析。 

○ 評価結果を質の向上や改善に結び付けるための継続的な取組（継続的な方策の立案から実施ま

でのプロセス、ＰＤＣＡサイクル等）が実施されているかを分析。 

○ 大学院を有する場合は同様に分析。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・データや資料を収集・蓄積する担当組織、責任体制等が確認できる資料（文書管理規則、文書

保存規則等） 

・教育活動の実態を示す資料・データの収集・蓄積の状況、又はこれらの資料・データを活用し

て作成した報告書等 

・自己点検・評価の実施組織、責任体制等が確認できる資料・学習成果の把握状況や自己点検・

評価及び検証に向けた活動状況が確認できる資料 

・評価結果を質の向上や改善に結び付けるための取組についての実施組織、責任体制等が確認で

きる資料 

・具体的な検証・評価事例、改善事例等 

 

 

８－１－② 大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・向

上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

 

【留意点】 



3 
 

○ 学生や教職員からの意見聴取の内容・方法のほか、その実施状況を分析。 

○ 学生の意見の聴取の方法としては、代表的なものとして「授業評価（アンケート）」が挙げら

れるが、このほか、「達成度調査」、「満足度評価」、「学習環境評価」等が考えられる。これ

らはあくまでも例示であり、学生や教職員からの意見聴取が行われているとともに、教育活動に

係る自己点検・評価の結果を教育の質の改善、向上に結び付ける継続的な取組（継続的な方策の

立案から実施までのプロセス、ＰＤＣＡサイクル等）を分析。 

○ 意見聴取の結果を教育の質の改善、向上に結び付けた具体的事例を分析。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・学生による授業評価報告書等 

・学生及び教職員からの意見聴取状況（体制、組織、活動内容等）が確認できる資料 

・学生及び教職員の意見が自己点検・評価報告書、外部評価報告書等に反映されている該当箇所 

・評価結果のフィードバックの状況（体制、組織、活動内容等）が確認できる資料（具体的検討

事例等） 

・評価結果を改善に結び付けた具体的事例等 

 

 

８－１－③ 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で

活かされているか。 

 

【留意点】 

○ 学外関係者からの意見聴取の内容・方法のほか、その実施状況を分析。 

○ 例えば、卒業（修了）生、就職先等の関係者等が考えられるが、これらはあくまでも例示であ

り、学外関係者の意見が、教育の状況に関する自己点検・評価の結果等に基づき、教育の質の改

善、向上に結び付ける継続的な取組（継続的な方策の立案から実施までのプロセス、ＰＤＣＡサ

イクル等）を分析。 

○ 教育の質の改善、向上に結び付けた具体的事例を分析。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・学外関係者からの意見聴取状況（体制、組織、活動内容等）が確認できる資料 

・学外関係者のニーズの具体的事例等 

・学外関係者の意見が自己点検・評価報告書、外部評価報告書等に反映されている該当箇所 

・評価結果のフィードバックの状況（体制、組織、活動内容等）が確認できる資料（具体的検討

事例等） 

・評価結果を改善に結び付けた具体的事例等 
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８－２ 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、教育の質の改善・向上を図るための取

組が適切に行われ、機能していること。 

８－２－① ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や

授業の改善に結び付いているか。 

 

【関係法令等】 

・大学設置基準第25条の３（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

・大学院設置基準第14条の３（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

・専門職大学院設置基準第11条（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

 

【留意点】 

○ ファカルティ・ディベロップメントの実施内容・方法及び実施状況（教員参加状況を含む。）

を分析。 

○ ファカルティ・ディベロップメント自体が、学生や教職員のニーズを把握し、組織として適切

に実施されていることを分析。 

○ ファカルティ・ディベロップメントの後、どのような方法（システム）で改善に結び付けるの

か、また、把握された問題点等に対する具体的改善事例を示しつつ機能状況を分析。 

○ 「ファカルティ・ディベロップメント」という名称を用いることにはこだわらない（名称では

なく、教員が授業内容・方法を向上させるための取組を行った結果、授業にどのような改善が見

られたかを分析）。 

 

【根拠となる資料・データ等例】 

・ＦＤ活動（教育方法等の研究・研修、教員相互の授業見学等）の内容・方法及び実施状況・Ｆ

Ｄ研修会等への教員の参加状況 

・授業評価報告書の該当箇所等、教育の質の向上や授業の改善の状況が確認できる資料 

・具体的改善方策の内容（カリキュラムや授業方法改善例等） 

 

 

８－２－② 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質

の向上を図るための取組が適切に行われているか。 

 

【留意点】 

○ 研修等の方針、内容・方法及び実施状況等から分析。 

【根拠となる資料・データ等例】 

・教育支援者や教育補助者に対する研修等の方針、内容・方法及び実施状況が確認できる資料 

・教育支援者や教育補助者のニーズの具体的事例等 
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２．大学基準協会 

○「大学基準」 

［内部質保証］ 

10 大学は、その理念・目的を実現するために、教育の質を保証する制度を整備し、定期的 

に点検・評価を行い、大学の現況を公表しなければならない。 

 

○ 大学基準の解説 

10 内部質保証について 

大学は、社会の負託を受けた組織体であることに鑑み、組織運営と諸活動の状況について積極

的に情報公開し、社会に対する説明責任を果たすことが必要である。 

また、大学が、自律的な存在として機能するためには、自らの活動を点検・評価し、その結果

を公開するとともに、改善・改革を行うことのできる組織でなければならない。大学の質を保証

する第一義的責任は大学自身にあることから、大学は自らの質を保証する（内部質保証）ための

組織を整備するとともに、内部質保証に関する方針と手続きを明確にする必要がある。 

また、内部質保証システムを十全に機能させるためには、自己点検・評価の客観性・妥当性を

高めるための工夫を講じるとともに、自己点検・評価の結果を改善・改革に繋げることが重要で

ある。 

 

○ 点検・評価項目 

１０ 内部質保証 

点検・評価項目 評価の視点 

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、

その結果を公表することで社会に対する説明責

任を果たしているか。 

自己点検・評価の実施と結果の公表 

情報公開の内容・方法の適切性、情報公開請求

への対応 

（２）内部質保証に関するシステムを整備して

いるか。 

内部質保証の方針と手続きの明確化 

内部質保証を掌る組織の整備 

自己点検・評価を改革・改善に繋げるシステム

の確立 

構成員のコンプライアンス（法令・モラルの遵

守）意識の徹底 

（３）内部質保証システムを適切に機能させて

いるか。 

組織レベル・個人レベルでの自己点検・評価活

動の充実 

教育研究活動のデータ・ベース化の推進 

学外者の意見の反映 

文部科学省および認証評価機関等からの指摘事

項への対応 
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○ 平成23年度大学評価 評価に際し留意すべき事項 

大学

基準 

点検・評価項目 留意すべき事項 

10  

内 

部 

質 

保 

証 

 

（１）大学の諸

活動について

点検・評価を行

い、その結果を

公表すること

で社会に対す

る説明責任を

果たしている

か。 

基

盤 

①自己点検・評価を定期的に実施し

ていること。 

達

成

度

①情報公開に積極的に取り組み、当該

大学に対する理解向上のために努力

している。その際、下記事項について

は、特に適切な配慮を行っている。 

・当該大学を設置する法人は、その法

人の財務関係の書類を、教職員・学

生・父母等の関係者が閲覧可能な状態

にするとともに財務に関する情報を

積極的に公表することによって、当該

大学に対する理解向上のために努力

しているといえる。 

 基

盤 

②自己点検・評価の結果を、ホーム

ページへの掲載等を通じ、当該大学

以外の者に対して公表しているこ

と。 

 

 基

盤 

③公的な刊行物、ホームページ等に

よって、受験生を含む社会一般に対

して公表する情報が、法令上求めら

れる事項（※）を中心としたもので

あること。 

※【法令上求められる事項】 

Ａ 学校教育法（同法施行規則）によ

るもの 

・大学の教育研究上の目的に関する

こと 

・教育研究上の基本組織に関するこ

と 

・教員組織、教員の数並びに各教員

が有する学位及び業績に関すること

・入学者に関する受入方針及び入学

者の数、収容定員及び在学する学生

の数、卒業または修了した者の数並

びに進学者数及び就職者数その他進

学及び就職等の状況に関すること 

・授業科目、授業の方法及び内容並

びに年間の授業の計画に関すること

・学修の成果に係る評価及び卒業ま
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たは修了の認定に当たつての基準に

関すること 

・校地、校舎等の施設及び設備その

他の学生の教育研究環境に関するこ

と 

・授業料、入学料その他の大学が徴

収する費用に関すること 

・大学が行う学生の修学、進路選択

及び心身の健康等に係る支援に関す

ること 

・教育上の目的に応じ学生が修得す

べき知識及び能力に関する情報 

Ｂ その他法律、政令、府省令、条例

等によるもの 

２）内部質保証

に関する 

システムを整

備している 

か 

 達

成

度

②方針は、自己点検・評価、その結果

に基づく改善・改革といった、ＰＤＣ

Ａの各段階における責任主体・組織、

権限、手続を明らかにするなど、質保

証を組織的に行う大学の姿勢を明確

にしたものである。また、その方針に

沿い、内部質保証システムを恒常的か

つ適切に機能させている。 

その際、下記の点にも留意している。

・学外者の意見を聴取するなど、内部

質保証の取り組みの客観性・妥当性を

高めるための工夫が見られること。 

・文部科学省及び認証評価機関からの

指摘事項に対して、適切に対処してい

るといえること。 

３）内部質保証

システム 

を適切に機能

させている 

か 
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３．日本高等教育評価機構 

○ 大学評価基準 

 

基準４． 自己点検・評価 

領域：自己点検・評価の適切性、誠実性、有効性 

 

本基準の趣旨 

自主性・自律性を重視する大学の本質からして、大学の質保証は、第一義的に大学自身の責任

と考えるべきです。したがって、認証評価の本旨は、自己点検・評価の実施状況と結果の活用状

況を評価することによって、自己点検・評価の質を高めようとするところにあると考えます。 

また、認証評価のために行う自己点検・評価であっても、本来の自己点検・評価として、教育

の改善向上に資するとともに、社会への説明責任を果たし得るよう、大学の自発性と責任感を持

って実施することが期待されています。 

 

基準項目 評価の視点 エビデンスの例示 

（評価の根拠となる事実） 

４－１． 

自己点検・評価の 

適切性 

 

4-1-①大学の個性・特色に即した自己点

検・評価項目の設定 

4-1-②自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③自己点検・評価の周期等の適切性 

・大学独自の評価項目及びその趣旨、領域、評

価項目、評価の視点 

・IR(Institutional Research)機能の構築の現

況及び計画、IR の活用状況を示 

す資料 

・自己点検・評価のための組織及びその学内の

位置付け等に関する資料 

４－２． 

自己点検・評価の

誠実性 

 

4-2-①エビデンスに基づいた透明性の高い

自己点検・評価 

4-2-②現状把握のための十分な調査・デー

タの収集と分析 

4-2-③自己点検・評価の結果の学内共有と

社会への公表 

・自己点検・評価の客観性・適切性を示す資料

・自己点検・評価及び認証評価の結果の共有と

社会への公表の状況を示す資料 

４－３． 

自己点検・評価の

有効性 

 

4-3-①自己点検・評価の結果の活用のため

の経営サイクル（PDCA）の仕組みの確立 

・自己点検・評価及び認証評価を改善・向上に

つなげる仕組みとその運営並びにその結果の

活用状況を示す資料 
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