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はじめに 

 

大学ポートレートの本格運用が予定されるなど、数量データを用いた分析を大学マネジメント

に活かすことができるプラットフォームの整備が進んでいます。これまでも大学評価コンソーシ

アムでは、ベンチマーク研究会を設置し、情報交換などを行ってきましたが、よりオープンな場

で IR の実践に向けた数量データの分析について議論したいと考えました。 

国公立大学については、平成 25 年の 3 月に独立行政法人大学評価・学位授与機構から学校基本

調査のデータが公表されました。我々はある意味、初めて他大学のデータを自由に使うことがで

きるようになった、という歴史的転換点に立っているわけです。またそれは、評価部署において、

IR 業務を睨み、このような公表されているデータをどのように大学運営への支援や学内の意思決

定に活用するか、ということを考えていく時期にさしかかってきたともいえます。 

例えば、米国では NCES（National Center for Education System）が運用する IPEDS

（Integrated Postsecondary Education Data System）があり、米国 IR 協会（AIR：Association 

for Institutional Research）がその利活用について、各種研修や利用者の意見の集約を実施して

いるわけですが、我が国ではまだそのような状況になく、上記のようなナショナルデータベース

を含めた学内外のデータベースをどのように活用するのかについては、ほとんど議論されておら

ず、試行錯誤を繰り返しながらノウハウを積み重ねていかなくてはならない状況にあります。こ

のような状況の中で、本年度から評価担当者同士で今後の IR 実践に向けた数量データ分析をどの

ように導入すればよいのか、ということを検討していきたいと考えました。 

そこで、まずは独立行政法人大学評価・学位授与機構のポータルで公表された学校基本調査の

データを素材に、『IR 実践に向けた数量データ分析に関する勉強会』を開催いたしました。本勉

強会では、評価の高度化、効率化だけでなく IR 実践に向けた数量データ分析に向けて、参加者の

皆様と学校基本調査のデータをどのように活用すればよいのか、その活用可能性について討論を

行いました。 

本報告書では、そのときの議論の様子などをお伝えし、次の議論に向けた下地づくりだけでな

く、自大学でのデータ活用におけるヒントを得ていただければ幸いと考えております。 

 

 

 

平成 25 年 12 月 24 日           

大学評価コンソーシアム 副代表幹事   

（茨城大学 評価室 助教）    

嶌 田  敏 行   
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実施概要 

 

１．日時と会場 

平成 25 年 5 月 9 日（木） 

神戸大学六甲台キャンパス 百年記念館会議室 A 

 

２．内容概要 

・公表された国立大学、公立大学の学校基本調査のデータをどのように活用できるのかについて、

参加者と共に考えます。そのため、講義などは設定せず、比較的少人数で話し合いをしながら考

えていく構成になっています。 

・具体的には、参加者で個別のデータ項目と実際のデータを参照しながら、これならあれに使え

そうではないか、使う際にはどのようなことに留意すべきか、あるいは、これには使えないかも

しれない、などについて全員参加型の討論を通じて考えました。 

・上記の討論の結果をもとに今後、実際に実施可能な研修などについても考えました。 

 

３．タイムテーブル 

12:30－13:00 受付 

13:00－13:30 趣旨説明・自己紹介 

・呼びかけ人を代表して嶌田が簡単な挨拶を行った後、浅野の進行で、自己紹介と趣旨説明を行

った。 

13:30－14:30 討論１ 

・在学と入り口 

14:40－15:40 討論２ 

・出口 

15:50－16:30 まとめ 

 

４．対象者 

○ 原則として、実務担当者［事務系職員等］の方を対象としました。 

・実務として、過去に数量データ処理を取り扱ったことがある方。 

・評価業務や IR 業務として、数量データを利用している経験がある方。 

・Excel で関数を使った集計作業等ができる方。 

・学校基本調査のデータが提供されている国立、公立大学の方だけでなく、私立大学の方でもお

申し込みいただけるようにしました。 

 

５．定員 

15 名（積極的なご発言ができるよう人数制限をさせていただきました。また、参加者はなるべく

１大学あたり１名とさせていただきました。） 
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６．参加費： 

・参加費は徴収しませんでした。 

 

７．事前準備と持参したほうがよい物品等 

・学校基本調査のデータについては、一通り目を通しておいていただくようお願いしました。 

http://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html 

・なるべくパソコンをご持参くださるようお願いしました。（学校基本調査のデータ自体は、プロ

ジェクターでスクリーンにも投影しますが、ご自身が見たいデータ等をご覧いただくためには、

パソコンをご持参いただくほうがよいと判断したためです。） 

・インターネット接続環境については、神戸大学情報基盤センターのご協力により、参加者全員

に提供しました。 
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○ 参加者について 

（開催当時［H25.5.9］のご所属を表記しています。） 

氏名 所属機関名 部署名 備考 

服部 雄一 東京大学 総合企画部 評価・分析課 評価情報チーム 

鈴木 誠之 新潟大学 総務部企画課学事・渉外係 

加藤 大典 三重大学 企画総務部企画チーム 

長竹 善伸 京都工芸繊維大学 評価・広報課 評価係 

高道 諒 神戸大学 企画部企画課企画評価グループ 

高田 直之 福岡教育大学 経営政策課 計画・評価室 

末次 剛健志 佐賀大学 総務部企画評価課 

加賀 悠貴 熊本大学 運営基盤管理部総務ユニット企画チーム 

林 未登里 鹿児島大学 総務部企画評価課 

西里 英夫 琉球大学 企画評価戦略室 

山崎 その 京都外国語大学 総合企画室 

高瀬 佳典 立命館大学 教学部学事課 

宮口 岳士 関西大学 学術情報事務局 システム開発課 

宇宿 悟 関西学院大学 企画室 

藤井 都百 名古屋大学 評価企画室 運営スタッフ

藤原 将人 立命館大学 教学部学事課 運営スタッフ

佐々木 基充 神戸大学 企画部企画課 運営スタッフ

難波 輝吉 名城大学 薬学部・薬学研究科事務室 運営スタッフ

嶌田 敏行 茨城大学 評価室 運営スタッフ

浅野 茂 神戸大学 企画評価室 運営スタッフ

大野 賢一 鳥取大学 大学評価室 運営スタッフ

 

○ 座席表 

  山崎 西里 長竹 鈴木 加賀 加藤   

高道             高瀬

服部             宮口

高田             宇宿

末次             林 

佐々木             藤原

浅野             難波

       大野 藤井 嶌田   
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○ 参加動機について（順不同） 

・評価の報告書の執筆ばかりやっているが分析もやってそれを反映させたい。 

・大学情報データベースの担当もしていたので、今度は大学ポートレート（仮称）として他大学

のデータも使うことが出来るので、その活用法を勉強したい。 

・学部内に散在しているデータをどのように集めて分析し、上に提案していくかということを進

めているのため。 

・学校基本調査について扱っており、IR にも興味があったので。 

・企画や評価の理論と実践どちらでも機会があれば学びたいと思っていたので。 

・目標や計画の業務を担当しているので、大学ポートレート（仮称）の可視化、さらに進めて各

部局でどのように活用できるのか、というところでのヒントを得たい。 

・企画や計画の進行管理を担当しており、IR 部門の立ち上げも担当している。経営計画の運用の

中でどのように実践していけるかに興味がある。 

・教学面での IR 業務として、部局の要望で BI ツールで分析画面作成業務等を担当している。数

量データの取扱い等について勉強したい。 

・調査統計担当なので、IR の勉強として参加した。 

・評価部署で大学情報データベースも担当しているので、このあたりをさらに詳しく知りたいと

思ったので。 

・学校基本調査と大学情報データベースの担当。学校基本情報を用いて他大学と比較を行うよう

指示を受けているが、どのように使えばよいのか、よくわからなかったので。 

・ミッション再定義業務に携わっており、今後、他大学との分析が今後必要になると思ったので。 

・評価担当。今回公表されたデータを用いれば、特定の大学やあるグループとの自大学との比較

を通じて、自大学の位置取りを知りたいと思い、すでにいろいろいじっている。 

・IR 部門がこの 4 月に設立されて担当を任された。以前、DB の見直しに携わっていたときから

IR の勉強はしていたが、さらにいろいろ知りたいため。 

・企画部門に配属されたので、今後の業務の参考になればと思って。 

・経営戦略、大学ランキング等への対応を担当しているので、IR の勉強をするために。 

・年度計画・実績報告・認証評価・ミッション再定義等担当。今年度 IR 室を作る構想が出ている

ので実践的なテクニックを勉強したい。 

・昨年度 IR 室が立ち上がったので、分析も見よう見まねで行っている。学校基本調査のデータも

いじったことはあったが、追い風？とも思っている。 
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IR 実践に向けた数量データ分析に関する勉強会について 

 

浅野茂（神戸大学 企画評価室）* 

 

 

 

今回は、趣旨説明（本報告書では

「はじめに」部分に掲載）にもあ

りましたように、いろいろ情報が

公開されてベンチマークなどが

できるような状態になったわけ

ですが、そこで我々として何がで

きるのか、ということをみなさん

と一緒に考えてみたいと思いま

す。 

本日、初めて大学評価コンソーシ

アムの活動に参加される方もい

らっしゃると思いますが、「参加

者と共に考える」ということを

我々は重視しています。評価機関や、ほかの機関・団体が実施する研修というのは、どちらかと

いうとセミナー形式で、みなさんがお聞きになれた内容をお持ち帰りいただくようなスタイルが

主です。我々は、みなさんとこう顔を向き合わせて、いろいろ思っていることをフランクにぶつ

け合いながら、少しずつ前に進んでいこう、というところを重視しています。もう一つは、個別

のデータを参照しながら、全員参加型の討論をしていきたい、と思っていますので、みなさん思

われたことがあれば、ぜひご発言ください。本日は、そういうスタンスでの参加をお願いします。

なお、この討論の結果は、ほかの勉強会の参考にもさせていただきたい、というところもありま

すので、その観点からも、ぜひみなさん積極的にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 現所属（H25.12）：大学評価・学位授与機構 研究開発部 
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お名前、ご所属、業務内容はご所

属でだいたい想像がつきますが、

お一人、20 秒程度で自己紹介を

お願いします。 

 

（全員で自己紹介を行った） 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、本日のメインテーマであ

る数量データ分析について説明

させていただきます。のちほど、

実際のデータを見ていきますが、

今年の 3 月に大学評価・学位授

与機構が公開した「大学基本情

報」を用いて検討していきます。

収録されている情報は、国公立

大学あわせて 184 機関分です。

そのもととなりますのは、平成

24 年度の「学校基本調査」のデ

ータです。大学別学生数・教職

員数、課程別学生数、外国人学

生数、学校施設、学校経費、卒

業後の状況という６つの項目に、計 31 のエクセルファイルがあります。内訳をみますと学生数、

教職員、卒業後の状況のファイル数が多い、という特性になっています。 

本日ご参加いただいている方の中で、実際に学校基本調査をとりまとめて、文部科学省に提出さ

れている方は、どのくらいいらっしゃいますか。実際にやっておられる方です。お二方だけです

ね。 
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以上を踏まえまして、既にご存じ

の方もいらっしゃって、特に実際

の業務をやられている方には既

知のことだと思いますが、これか

らの議論の根本にかかわります

ので、「学校基本調査」とは何ぞ

や、ということから説明させてい

ただきます。 

「学校基本調査」は、統計法に基

づき、昭和 23 年から実施されて

いて、相当古いものですね。毎年、

実施される基幹統計調査といわ

れるものです。調査対象は、学校

教育法で規定されている全国の幼稚園から大学まで、となっています。この調査には、調査系統

というのがありまして、学校調査、学校通信教育調査、不就学学齢児童生徒調査、学校施設調査、

学校経費調査、卒業後の状況調査という６つの系統があります。 

 

 

我々が所属する大学と、その他の

高等教育機関の内訳をみると、さ

きほどの６つの系統のうち、学校

調査、学校施設調査、学校経費調

査、卒業後の状況調査の４つに対

して、右にあるような様式でデー

タを集め、提出しています。さき

ほど挙手いただいた方は、このデ

ータを実際に、集めて作っておら

れるのだと思います。 

それぞれの項目の内訳を見てい

きますと、学校調査に関しまして

は、様式第７号から第１３号の７

つの様式、学校施設調査では様式第２０号、学校経費調査については、様式第２２号で調査票が

A、B の２種類あり、卒業後の状況調査については、同じように様式第３０号で調査票２－１、

２－２という形で構成されています。 
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次に、学校基本調査の定義につ

いてですが、人数に係る部分は、

５月１日という形で定義されて

います。学校経費調査などの年度

実績に相当するようなものは前

年度実績となります。 

調査票ごとに記入要領があり、

より詳細な定義等が明記されて

います。例えば、調査票の取扱い

については、 

「この調査票は，大学，短期大学

ごとに別票とし．．．」と書いてあ

りますし、記入上の注意でも、学

生数を例に取ってみますと、「外国人学生及び休学者は含めるが，現職教育．．．」というように定

義がそれぞれ書かれています。こういった定義が、それぞれの調査票の裏にありまして、細かい

規定がなされています。 

 

 

こういう形で作ったデータを今

回、大学評価・学位授与機構が「大

学基本情報」という形で公開して

います。例えば、「大学別学生数・

教職員数」は、学校調査の様式第

７号、「課程別学生数」は、学校

調査の様式第８号の８から１３

から構成されています。 

我々が大学から提出したデータ

を右側に示しております。それを

大学評価・学位授与機構では、左

側のような括りでまとめて公開

している、ということです。 
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では、この大学基本情報を使って

どのようなことができるのかに

ついて、考えていきたいと思いま

す。その参考情報として、大学評

価・学位授与機構の当時の評価研

究部で作成した「国立大学の教

育・研究活動に関する定量的デー

タ・指標に関する基盤的調査」と

いうものがあります。ここにはい

くつか指標例が示されています。

「入学状況に関する指標」という

ことで、受験倍率、定員充足率。

「教育の成果に関する指標」とい

うことで標準修業年限内卒業率、卒業率などが教育成果の指標として掲げられています。 

今回の学校基本調査と言いますか大学基本情報からは、こういったデータは簡単に計算できるだ

ろう、というふうに考えることができます。 

 

■国立大学の教育・研究活動に関する定量的データ・指標に関する基盤的調査(2009 年 3 月発行) 

http://www.niad.ac.jp/ICSFiles/afieldfile/2009/06/15/shihyo2009.pdf 
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議論１ 入口および在学生に関するデータ 

 

ここから先は、原則的に以下の web サイトに掲出された「大学基本情報」のデータ

をもとに話が進みます。従って、読者の方も、以下のサイトにアクセスし、データを

脇に置きつつ、読み進められることをお勧めします。 

 

 

 

データ１－１ 学生数 

［分類］大学別学生数、教職員数＞［対象］大学、大学院、短期大学 ＞［内容］学生数 

○ 大学の課程別、男女別の数表である。 

・大学ごとの課程別（博士後期、博士前期、学士等々）でしかデータが掲載されていないために、

機関単位での男女比、大学の規模、学部生・大学院生の比率等なら分かるが学部・学科単位での

比較はできない。 

・このデータは単独では使えないかもしれない。おそらく、学科別学生数のほうがいろいろと使

い勝手がよい。 

・正規学生について集計等を行うのであれば、非正規学生（聴講生・選科生・研究生等）につい

ては除外する必要がある。 

○ 専攻科、別科、科目等履修生について 

・専攻科は、例えば茨城大学だと、茨城大学特別支援教育特別専攻科があり、主として知的障害

児の担当教員養成を行っている。原則的に、大学を卒業していて、ある種の教員免許を持たない

と入学できない。 

・別科は、例えば千葉大の園芸別科は 2 年で園芸関係の技術を学ぶところで、高等学校長の推薦

を受けた高校卒業者が受験でき、卒業後は、学部の１年次に社会人学生として編入できるみたい

です。他にも日本語を母国後としない留学生のための別科のある大学もある。 

・研究生は、卒業したが進路未定のために、研究室に残る場合になどに使うケースがほとんどで

はないか。 

・聴講生は、現在ではあまり見られないが、一般に単位は付与されない。単位が欲しい場合、科

目等履修生となり科目ごとの授業料を支払うことで単位を得る。科目等履修生は、選科生と呼ば

れる場合もある。 

※科目等履修生が、複数学部の授業を同時に取っていたらどこの学部の学生と計上するか問題。 

→ 茨城大学では一番単位数が多い学部の所属としている、とのこと。 

 

データ活用例１－１－１：科目等履修生が占める比率を調べる。 

データ活用例１－１－２：学部と大学院の学生比率には使えるのではないか。研究系大学と主張

する際の根拠になるかもしれない。大学院重点化をしていたり、いわゆる研究大学というと、大

大学ポートレート（仮称）準備委員会のサイト 

http://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html 
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学院生が多い比率になるのではないか。（一般に大学院生が多い場合、研究力が高い場合が多い。）

例えば東北大学では、学部生：大学院生は 10：7、茨城大学では 1：7 の比程度になる。 

 

 

データ１－２：教員数（本務者） 

［分類］大学別学生数、教職員数＞［対象］大学、大学院、短期大学 ＞［内容］教員数（本務者） 

○ 分類規模が難しい 

・「学部・学科名」となっているが、例えば、大学院は全研究科を１つの大学院として集計してい

る。また、学科の単位では集計していない。 

→ 例えば、北海道大学では、大学院に所属している教員が多い。複数の研究科で部局化している

と、「大学院」というカテゴリの一カ所に入力されている（研究系大学が中心？私学では大学院部

局化は難しいので、国立固有の問題か）。 

・学部に所属していれば、学部の欄に入っている。 

・学域、学群などの教員組織が分かりにくいのは、そのまま。 

・大学院が部局化されていると学部ごとの学生教員比率（S/T 比）を計算できない。機関ごとの

総数（総学生数÷総教員数）の計算しかできない。 

・大学院が部局化されている大学で、学部相当での教員数などを見るには、教育情報の公開を行

っているので各大学のホームページを見てデータを調べるしかないが、それでは今までどおりの

方法で、今回の情報公開のメリットはないのではないか？ 

・実際、学部単位での比較を行おうと思っても、分野の構成の違いもあるので、あまり本質的に

有益な比較は出来ない。例えば、論文数などを教員ひとりあたりの数にしてみても、分野ごとに

論文生産性の違いがあるので、比較した数値の意味を解釈するのが難しい場合も多い。あくまで

目安として捉えるべき。 

・教務職員（教育職）は、事務系に入っている。 

 

データ活用例１－２－１：S/T（学生／教員）比の計算。例えば、全学、学部毎に計算する。単独

で何かを語るデータではなく、実情と組み合わせてポスト配分の際のデータとなる。ただ、学生

数を増やして教員を減らす、もしくは教員数を増やして学生定員を減らす、という判断がなかな

か難しい場合が多い。例えば、実際に定員を削減しようというような議論の際には、S/T（学生／

教員）比や、教授から助教までの比率（若手用のポストがのどのくらいあるのか）などを用意す

ると議論が感情論にならずによいのでは。 

データ活用例１－２－２：例えば、S/T 比だけではないが、読売新聞等のデータを用いて学内デ

ータを比較してみたところ、学内では分かりやすいと好評だった。組織を掘り下げると難しいが、

全体的には扱いやすいのでは？ 
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データ１－３：職員数 

［分類］大学別学生数、教職員数＞［対象］大学、大学院、短期大学 ＞［内容］職員数 

○ 定義をみてみる 

平成 25 年度学校基本調査の手引：調査票様式（高等教育機関）「記入上の注意」より抜粋 

６．職員数 本務者及び兼務者の定義は教員の場合に準じ，区分は職務内容により分類する。なお，休職者も含め

て記入する。なお，臨時職員，国立大学法人・公立大学法人・学校法人の事務専属の者及び通信教育部専任の

職員を含まない。 

兼務者 当該大学又は短期大学の本務教員で事務職員を兼ねている者及び設置者（地方公共団体，公立大学法人，

学校法人，株式会社）の本務職員で，当該大学又は短期大学の職員を兼ねている者等の数を記入する。 

事務系 庶務，会計，人事等の事務に従事している者をいい，例えば，学部，研究科，研究室に勤務していても事

務に従事している者は，この欄に記入する。図書職員で司書的職務に従事している者も含める。 

技術技能系 技術，技能に関する職務に従事している者（機器の運転操作及びこれらに準ずる業務に従事している

者で建築技術者，電気技術者，自動車運転手，工員，電話交換手等）の数を記入する。 

医療系 学生の健康管理の業務に従事している医師（教員は除く。），看護師，准看護師，助産師，薬剤師，栄養士

並びに附属病院，学生診療所及び保健管理センターに勤務する前記の職務に従事する者及びマッサージ，はり，

あん摩，診療放射線技師，歯科衛生士，歯科技工士等の数を記入する。 

教務系 学生の実験，実習，実技若しくは演習の指導をしている者で，教員でない者の数を記入する。したがって，

実際の職務内容は，助手又はこれに準ずる者で助手として発令されていない者の数を記入する。なお，教務課

などで事務に従事している者は，「事務系」欄に記入する。 

その他 前記以外の者で，守衛，巡視，用務員，労務作業員，調理師等の業務に従事している者の数を記入する。

〔医療系のうち（再掲）〕 

看護師 この欄は，「医療系」に記入された者のうち，看護師又は准看護師の免許を有し，かつ，看護師としての

職務に従事している者の数を，「学生の健康管理」に従事する看護師と，「附属病院」（短期大学には該当がな

い。）に勤務する看護師とに分けて記入する。 

学生の健康管理 学生診療所及び保健管理センターに勤務する看護師の数を記入する。 

附属病院 附属病院（国立大学の附置研究所に設置されている病院を含む。）に勤務する看護師の数を記入する。

 

・技術技能系とは、国立大学の場合、旧行政職（一）の技術職員と旧行政職（二）の技能職が混

在していると思われる。 

・事務系は、一般的な事務系職員のことである（旧行政職（一）対象者から旧技官を抜いた数？）。 

・教務系の欄はあるが、教務サービスを行っている職員ではなく、実験補助や教室の支援職員の

方が対象（おそらく旧教育職（一）俸給表の 1 級職の人は何人ですか、という意味であろう）。従

って、例えば、学生サービスに携わる職員が何人か、などをこの表から抽出しようと思うのは無

理である。 

 

データ活用例１－３－１：職員/教員比、学生/職員比などを算出することは可能。ただし、例えば、

学生１人あたりの学生支援を担当する職員数みたいなものは計算できない。独自にデータ交換を

各大学で行う必要があるが、定義も設定も困難であろう。 
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データ１－４：入学状況(入学志願者数、入学者数） 

［分類］課程別学生数 ＞［対象］大学＞［内容］入学状況(入学志願者数、入学者数） 

○ どのように活用すべきか 

・学部別・昼間夜間別の高等学校卒業年度別の入学志願者数と入学者数である。 

・現役学生と浪人生の入学状況を示しているデータと思われるが、４浪相当の学生も一定程度入

学しており、社会人を経験してから大学に来た学生も含まれるため、単純に現役と浪人生という

データではない。 

・我が国の場合、大学間での単位読み替えが簡単ではないために、他大学に移る学生は米国と比

べるとかなり少ない。３年次編入を多く受け入れることを前提に教育プログラムが組まれている

大学もあるが、このデータには編入学の学生は含まれない。このデータに含まれる他大学からの

学生は１年次生に入り直した学生のみである。 

・ストレートで入ってきた学生は何人なのか、というところについては、ある程度、そのまま読

みとれるデータであろう。 

・浪人や様々なところを経由して入ってくる学生が、どのような経緯で来たのか、ということに

ついては、なかなかそこまでプロファイルを追っている大学は少ない。 

・全体的に数字を眺めて、分からない箇所があれば、学内のほかのデータを用いて掘り下げて「な

ぜこうなっているのか」ということを解釈していけばよいだろう。 

・ある大学では、不本意入学がどれだけいるのか、というような調査を行っており、そのような

データと組み合わせると価値が上がる。 

・経年変化を見ていくと、自大学のデータだけでも、さまざまな発見があるだろう。 

○ 関連の話 

・ここには無いデータだが、歩留まり率も重要。合格通知を出した学生のうち、どの程度の学生

が入学しているかを見ると、だいたいのブランド力みたいなものが分かる。一般には、選抜度が

下がると、歩留まりも悪くなる。 

・私学は歩留まりに対してもシビアに分析している。例えば、理工系では、私立を蹴って国立大

学に流れるなど、経年でデータを追いかけ傾向を分析している。新学部などについては、かなり

情報収集をしっかりやっておかないと見誤って、大変なことになる場合がある（定員超過）。 

・国立大学ではセンター試験がある。国立 A 大学と国立 B 大学を同時に合格して、どちらに入学

すべきか悩む場面は現在はない。センターのでき次第で大学を選んでいるところもある。本来は、

「いくつかある、似たような大学から、どうやってうちを選んでもらうか」みたいな視点で分析

を行うと、データ分析の動機、ベンチマークのやりがいもあるのだろうが、国立ではセンター試

験がほとんどなので、そのようなことには熱心でない場合もある。そこは、私立大学とは少し状

況が異なるかもしれない。 

 

データ活用例１－４－１：現役の学生がどのくらい含まれるか。それ以外の学生がどのくらいな

のか。 

データ活用例１－４－２：例えば、不本意入学がどれだけいるのか、などのデータと組み合わせ

たり、執行部や現場の方々が「知りたいこと」を踏まえて、さらに学内でデータを探す必要があ
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るだろう。 

データ活用例１－４－３：志願倍率は計算できる．しかし、北大、東大のように教養部系のとこ

ろに１年生が所属する大学とは、学部単位の単純比較ができない。 

 

 

データ１－５：学科別学生数 

［分類］課程別学生数 ＞［対象］大学＞［内容］学科別学生数 

○ ある程度使いやすいデータか？ 

・学科の年次ごとの学生数を示している。ほとんどの大学では、途中での進学判定がないので、

４年制であれば、４年間在籍していれば、４年次生となる。従って、４年次生には、４年次生向

けの学習をしている４年次生と、がんばっているけど４年を越えて在学している学生と、ロクに

大学に来ていないかもしれないけれど、とにかく４年いる学生が含まれる。 

・途中で関門を設けたり、卒論着手条件などの内規を作っている学部もあるが、仮に４年次生（卒

論着手）になれなくても、集計上は４年次生として扱ってしまっているケースも多いと思われる。 

・関門を設けて原級留置させて、厳格に上の年次に進ませない大学もある。 

・したがって、留年率の近似値は計算可能だが解釈が難しい。 

・休学している学生は、どこにカウントされているのか。休学している間は在籍期間上は進級扱

いとし、復学した場合は元（本来の学年）に戻している大学もある。表には、「上記のうち休学者

数」という項目があるが、大学によって、どのように入力するのかは異なるのでは？ 

・休学も１ヶ月単位で可能な大学と半期単位の大学もある。授業料は１ヶ月休学しても日割り計

算みたいなことはたぶんしない。 

・休学、退学は重要なデータだけれども、このような統計調査では改善に役立つデータは計算不

能ではないか。 

・ポジティブな留年や休学もありえるので、学生にとってそれが結果的によいこと（留年したと

きの経験がそのあとの人生で役に立った等）なのだとすれば、留年も休学も肯定的に捉えなくて

はならないだろう。 

・米国だと、１年次から２年次に移るときに半分の学生が帰ってこなかったりするわけで、そう

いう状況だと、このような在籍管理は死活問題なので、収入を得るため、ということはあるが、

学生をかなりしっかり見ている。 

・米国では学生の流動性が高い。日本だとセンター試験を受け直したり、３年次編入などの制度

を活用しないと、なかなか大学を移れない。学内の転学部・転学科であっても 4 年では卒業でき

ない場合が多い。 

・また４年で卒業する、という意識は日本と違いあまりない。従って、日米で標準修業年数など

を比較してもあまり意味は無い。つまり、米国の IR がやっていることを、そのまま持ってきても

役には立たない、というか、日本の大学の置かれている状況に合わせアレンジしなくてはならな

いだろう。 
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○ 議論１のまとめ 

・大学基本情報では、ざっくりと自分の大学の情況を知ることができる。 

・どこからかの分析のリクエストがあった場合でも、自主的に課題や特色を探っている場合でも

大学基本情報は活用できる。日頃、漠然と感じている何かを数値として示すことではっきりさせ

ていく作業でもある。 

・しかしながら、表示されているデータ項目間の演算で単純に終わる場合は、おそらく少ないだ

ろう。 

・従って、実際には、大学基本情報の数値を眺めたり、経年変化を見たり、他大学との比較をし

ながら、自分が本当に「知りたいこと」、クライアントが本当に「知りたいこと」は何なのか、そ

のためにどのようなデータが必要なのかを整理していくことになる。 

・また、この作業の課程で自分の中でわき出てきた疑問、このデータだけでは解釈できない「数

値」の意味を考えることで、このあとに何を調べるべきか、誰に話を聞くべきか、どう調査すべ

きかを考える。 

・その後、学内にあるデータや部局担当者の意見なども交えて、「知りたいこと」を明らかにして

いく。明らかになったことは、おそらく改善のヒントである。速やかにクライアントや上司に報

告すればよいだろう。 

・つまり、様々なリサーチの「とっかかり」を得たり、「あたり」をつけるために大学基本情報を

みていくのは有効だろう。そこから独自に掘り下げて行くセンスと行動力が IR 担当者には求めら

れるのかもしれない。 

 

 

 

 

（１３：３０～１４：３５） 

進行：嶌田敏行（茨城大学） 

：浅野 茂（神戸大学） 

書記：大野賢一（鳥取大学） 

：藤井都百（名古屋大学） 
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議論２ 卒業（修了）後の状況 

 

 

ここから先は、原則的に以下の web サイトに掲出された「大学基本情報」のデータ

をもとに話が進みます。従って、読者の方も、以下のサイトにアクセスし、データを

脇に置きつつ、読み進められることをお勧めします。 

 

 

 

データ２－１ 状況別卒業者数（進学、就職等） 

［分類］卒業後の状況 ＞［対象］大学 ＞［内容］状況別卒業者数（進学、就職等） 

○ 学科別の進路の大まかなデータ 

・まずは定義を示す。進学なのか正規雇用か非正規雇用か、就職準備、アルバイトなのかを把握

する帳票である。また、卒業者がどの年度に入学したのか、ということも分かる。 

大学院研究科等（Ａ～Ｅ） 調査票の区分により，その進路を記入する。 

就職者 給料，賃金，報酬，その他の経常的な収入を得る仕事（自家・自営業を含む）に就いた者をいう。なお，

「大学院研究科等」に区分される者で，かつ職に就いている者については，ここには含めず，「左記Ａ～Ｅのうち

就職している者」に再掲として計上する。 

「Ｆ正規の職員・従業員，自営業主等」 ①正規の職員・従業員とは，雇用の期間の定めのないものとして就職した者②自営業

主等とは，個人経営の事業を営んでいる者及び家族の営む事業に継続的に本業として従事する者をいう。 

「Ｇ正規の職員等でない者（雇用契約が 1 年以上かつフルタイム勤務相当の者）」 雇用の期間が１年以上で期間の定めのある者

であり，かつ１週間の所定の労働時間がおおむね４０～３０時間程度の者をいう。なお，労働者派遣法に基づく派遣労働者は，

「Ｆ正規の職員・従業員，自営業主等」には計上せず，「Ｇ正規の職員等でない者」又は「Ｈ一時的な仕事に就いた者」に計上

すること。 

臨床研修医（予定者を含む） 医師法第 16 条の２及び歯科医師法第 16 条の２に基づく臨床研修を受ける者の数を

記入する。また，５月１日現在，臨床研修医となることが予定されている者もここに含めて記入する。 

専修学校・外国の学校等入学者 Ａ～Ｅ以外の者で，学校，その他教育施設に入学（在籍）している者を記入する。

例えば，専修学校，各種学校，外国の学校及び職業能力開発校への入学者，研究生として入学した者がここに含

まれる。 

一時的な仕事に就いた者（雇用契約が１年未満又は短時間勤務の者） 臨時的な収入を得る仕事に就いた者であり，

雇用の期間が１年未満又は雇用期間の長さにかかわらず短時間勤務の者をいう。左記以外の者 進学でも就職でも

ないことが明らかな者について「進学準備中の者」，「就職準備中の者」，「その他」に分けて記入する。家事の手

伝いはここに含まれる。なお，「就職準備中の者」には，求職中の者並びに公務員・教員採用試験及び国家資格試

験の準備中である者が含まれる。 

不詳・死亡の者 不詳の者及び死亡した者の数を記入する。不詳とは，上記の各欄のいずれに該当するか学校で把

握していない者をいう。また，死亡とは，卒業者のうち平成 25 年５月１日までに死亡した者をいう。 

大学ポートレート（仮称）準備委員会のサイト 

http://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html 
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○ データ収集項目の課題について 

・就職データは社会的にも関心が高い。死亡は仕方ないにしても不詳のデータを減らす努力が必

要ではないか。 

・例えば、公務員試験準備中の卒業生が、公務員予備校に通っている場合、どちらに入れるのか。 

・学校基本情報の公開によって、分野別（学部別）のランキング化が可能になるので、強み・弱

みがはっきりするのではないか。 

・就職準備中の学生と一時的な仕事に就いた者は、他の項目を兼ねる場合が多いと思われるので、

データの取り方を工夫した方がよいかもしれない。 

 

○ データから見えてきたこと 

・うちの大学は就職率が悪い、という肌感覚で掴んでいる状況が、やはりデータからも分かって

くる。就職率だけでなく、その大学がある地域に就職先があるのか、みたいなところを考慮に入

れて他大学とは比較していかなくてはならないと思う。 

・必ずしも社会的に良い大学に入学したことで就職が良いとは限らない。予備校が公表している

学科別の偏差値と就職状況を比較すると興味深いことが分かることがある。 

・大学院進学者は研究系大学院に多いと思われる。大学院の男女比からみて、研究系の大学では

男子学生の比率が高く、いわゆるレベルが高くなる程、女子学生の比率が下がっていく傾向があ

るような気がしている。→ そもそも、男子学生と女子学生の大学院への進学率が違っているので

はないか。 

・一般的に、学士課程では女子学生の方が優秀との意見が学内にはある。 

・学士課程入学時の難易度が高い大学ほど、卒業生の大学院進学者が高い傾向にある。（大学院進

学率が高いのは、センター試験の得点率が８割を超えるあたりからではないか。） 

・工学単科系だが、これまでは同じ工学単科系の大学としか比較が出来なかったが、総合大学の

工学部との比較も出来るようになったのはうれしい。 

・出身高校別の就職の分析をしたことがある。これは地元集中度を見たかったから。 

就職・進学は学習成果とある意味直結するため社会的関心も集まるが、大学基本情報でもかな

りの分析が可能であることが分かった。議論の中で、自大学の状況を分析する上で有用と思われ

る作業仮説がいくつか出てきたので整理しておく。 

作業仮説１：選抜度が高い大学では、大学院進学率が高いのではないか。 

作業仮説２：大学の立地によっては地元に就職先もない場合もあり、それは就職率に対してネガ

ティブな影響をもたらすのではないか。 

作業仮説３：男女の成績が異なる（女子が一般的によいといわれる）が、それが進学、就職の状

況にも反映されているのではないか。 

作業仮説４：機関単位で見たときに選抜度が高くても、就職状況が悪い場合もあるのではないか。

作業仮説５：優秀な学生は、希望する企業に就職できる傾向があるが、本当にそうなのか。 

また、分析作業における作業の進め方のヒントとしては以下のことが挙げられる。 
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○ 仮説を立てて、それに対してデータが整合的かどうか、というのをまず見るのがよいのではな

いか。仮説とデータが整合的なら自分のなかのモデルを発展させながらデータをさらに見ていけ

ばよいし、整合的でないなら、それは何か新たな改善のヒントを探り当てた可能性が高い。 

 

 

データ２－２：職業別就職者数・産業別就職者数 

［分類］卒業後の状況 ＞［対象］大学 ＞［内容］職業別就職者数・産業別就職者数 

○ このデータをどのように見るか 

・工学部や農学部では、産業別、職業別を見ても想定していた通りになっている。しかしながら、

文学部などだと、想定した職種なのかどうかが分からない。想定外も多いのではないか。 

・学内で就職先の状況を検討する場合、他大学の似たような学部と比較するのか、それとも学内

で、それぞれの学部が想定している所に就職できているかの比率等を点検するのか。 

・就職実績のデータであれば次の世代に対するキャリア教育としてどう使うかを考える。その場

合、このデータは高校生向けの「この学部に入学すると、どのような業界に行けるのか」という

アウトラインを示すものとしては使えるが、学生に対するキャリア教育の際には「どこの企業に

どれぐらい入ったか、国家Ⅰ種、国家Ⅱ種試験の結果がどれくらいだったか」というところがみ

なさん気になるので、最前線では、他大学との比較可能な大枠のデータに加えて、自大学として

どう取り組むのかを考えるためのデータがあると効果的であろう。 

・人文学部など文科系では、このデータのみでは傾向がつかみにくい。産業別でみたときでも、

そのなかで営業なのか庶務部門なのかなどが見えにくい。理科系のほうがそういう意味では分か

りやすい。別データとの組み合わせで、分析する必要があるのでは。 

・やはり文系ではデータとして使いづらいが、例えば、経済学部などだと金融系にどのくらい行

っているのか、などまだいろいろ調べられる。 

・自分の大学は工学系だが、学科の特色と就職先はある程度の一致をみている。しかしながら、

学際的な領域では、数値がばらけているとずっと思っていたが、今日、改めて見てみると、意外

と特色が見えているような状況もあることが分かった。 

・実際、分析してみたことがあるが、どのくらいどの分野に就職していればマルなのか、という

ことが見えづらかった。業種が多く、暫定的に区分けして見てみたが現状把握までしかいかない。 

・単純にこの分野への就職は多い、こちらは少ないという比較は可能だが、実態を掴むための分

析をするには、中身を見ていかないといけないのではないか。データ上の違いは見て取れるのだ

が、本質的な違いは分かりにくい。 

○ データの特色 

・認証評価で、学生をどのように育成できているのかを確認するためには、使いやすい。ディプ

ロマポリシーの検証には、職業別データが活用できると考えられる。教員養成系では、教員養成

の人数がどれだけ増えているかとか。自大学での経年、他大学との比較。 

・専門職のビジネススクール（MBA）の学生がどこに就職するかは分からない（もともと就職し

ているため）。そういった大学では「その他」に入れているが、他大学では異なっているのではな
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いか。このような専門職大学院には若干のクセがあるので、そこは留意しなくてはならないだろ

う。 

全員での議論の結果、職業別就職者数・産業別就職者数については、以下のような作業時の留

意点が浮かび上がってきた。 

作業時の留意点１：教員養成系の教育学部を含め人材育成の目的がはっきりしている学部につい

ては、産業別、職業別の就職状況である程度、学部教育が上手くいっているのかどうかの指標に

はなるだろう。しかしながら、文学部、理学部などの学部では、実際に学生に「何になりたくて

この学部に来たのか」などを聞いてみないと、うまく行っているのかどうか判断しづらい。 

作業時の留意点２：分析結果（分野別進学状況）が、その部局が意図するものなのかどうか、ま

た、それで十分なのか（自分たちも現場の先生方も）実際には判断しづらい面もある。つまり、

例えば、農学部なら農学や生命科学分野への就職状況は学生のサクセスを示す指標になり得るが、

数値目標を立ててその達成度その指標を見るのではなく、あくまでも特色を示す指標として見る

ような状況であろう。 

作業時の留意点３：専門職大学院は社会人が多いなど、いろいろクセがある。 

 

また、議論２を通して、これら学校基本情報の活用法についてまとめると、以下のようになる。 

・入り口のデータなどとも同様に、次にどのような事を調べれば良いのかを考えるための「とっ

かかり」としては十分に使えるのではないか。実際の原因、要因はこのデータからはたぶん見え

てこない。しかし、いきなり深掘りはできないので、問を立てるための予備分析として活用する

データとしては有用であろう。 

・これまで個人的なつながりなどでしか手に入らなかった他大学のデータが簡単に手に入るよう

になったのは画期的なことである。出口というのは、大学の活動の総括である。従って、限界は

あるものの、出来る範囲で自大学の特色やがんばりを示していくことがまず必要ではないか。 

 

 

 

 

（１４：４５～１５：５０） 

進行：嶌田敏行（茨城大学） 

浅野茂（神戸大学） 

書記：大野賢一（鳥取大学） 

藤原将人（立命館大学） 
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議論まとめ 大学基本情報の活用に向けて 

 

 

浅野：このような数量データを

活用する際のポイントについて

は、大学評価・学位授与機構の

方でも分析を行っています。先

ほど言及した「国立大学の教

育・研究活動に関する定量的デ

ータ・指標に関する基盤的研究」

という報告です。私なりにまと

めてみますと左のようなスライ

ドになります。「実際に集められ

たデータがどの程度、信頼性を

有するものであるのかの検証が

必要。」つまり、出てきたデータ

を鵜呑みにせずに、そのデータ

がどのような特性を持つのか、場合によってはそれが正しいかを疑ってかかることも時に

は必要ということです。また、「得られたデータを評価や自己分析の際にいかに解釈できる

かは明らかではない。」ということがあります。つまり、いろいろとカテゴリ分けなどの問

題があって、分類されているデータは自分が知りたいことのどれに相当するのかは、個別

の大学や個別の事情をみていかなくては分からないということです。「実際に得られたデー

タから、どのような傾向が存在するかを把握し、その解釈の仕方を定性的な情報とあわせ

て検討する必要がある」というのは、平たく言うと経年比較の話ですが、その解釈の仕方

については、１つのデータだけではなかなか難しいということがあります。そのため、い

ろんな情報と組みあわせて検討する必要があります。これは次の点にも関わってきますが、

よく言われるのは数値的（定量的）なものとテキスト情報等の定性的な情報の組み合わせ

の話です。さきほどの就職のところでもお話ししましたが、定性的な情報としては教育の

目標とか育成すべき人材像などを見つつ、一方で実際のデータがどうなっているか、とい

うことを組み合わせて、初めて見えてくるものもあります。いずれにせよ、現在、稼働は

していませんが、当日の大学情報データベースには、１つのインターフェイスの中で多く

の大学の情報を持ってきて、自分の大学のベンチマーキングなどが可能となると考えられ

ていました。 

 

「国立大学の教育・研究活動に関する定量的データ・指標に関する基盤的研究」 

http://www.niad.ac.jp/ICSFiles/afieldfile/2009/06/15/shihyo2009.pdf 

 

浅野：本日、みなさんといろいろお話をさせていただく中で、私も普段から意識しているところ
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ではありますが、まずはデータを見て何ができるか、ということをまずは自分で考えなく

てはならないわけです。難波さんは、IR マインド、評価マインドというような言葉を使わ

れていますが、ここに実際お集まりの方は企画とか評価の方が多く、この考え方が大学の

中に浸透していけば行くほど議論に深まりが出てくるのだと思います。なぜなら、日常の

業務で様々な部署が取り扱っているありきたりのデータは、現場の人がその実情一番分か

っていらっしゃるんですよね。それを我々のように本部の人間が見たところで、本来の現

場とは違った見方をする危険性がある、というのもあります。そのため、まず自分が何を

したいかをしっかり考えて、研究ではよく言われるのですが、自分で仮説を立てて、それ

を検証するということが重要かな、と思います。特に本日取り上げたデータに関しまして

は、これまでブラックボックス化されていたものが、ようやく明るみに出てきて、まだ単

年度しかありませんけど、これが５年、１０年と蓄積されてくるといろんなことが出来る、

というところはあるかと思います。私が個人的に思っているのは、今まで出てきたデータ

でもそうですし、みなさんの議論を聞いていて確信しましたのは、単年度のデータであっ

ても、自分が思っていることがどうなのか、というのを直感的に確認することができると

思います。たとえば、大学の規模の話、大学院重点化の話、学生さんの就職状況の話です。

ああいったものも自分が本当に思い描いていた自分の大学の実情なのか、という問題と、

自分がライバルだと思っている大学ではどうなのか、ということを比較していくと、それ

なりに実情は見えてくるという部分はあると思います。その上で、深掘りをしていく、と

いうプロセスが次に待っていて、より詳細に個別の大学の調査をする、あるいはデータの

特性を知っていく、ということになると思います。我々が、常に心掛けなくてはならない

のは、データというものは怖いもので、危機管理の部分もあるわけですね。データは見方

によっては、いろんな解釈が出きるわけですね。特に我々のような立場で、企画や評価に

活用しようとすると、それなりに根拠を示す、ということも必要になってきますが、一方

で、それがどのように見られるのだろう、というのも考えながら、そのデータを解釈して

いく、ということが必要かなと思います。そのため、用いるデータの特性であったり、限

界であったりというものをしっかり見極めていく必要があります。先ほど少しお話ししま

したが、専門職大学院の就職先というのは、実は大学によって分類の仕方が違っていると

いう問題もあります。この場合、そういったものをしっかり理解するといった部分や、職

員数であっても分類が違うといったものは、特性として出てきますので、単にデータだけ

を見て判断するのではなく、データを管理しているところに確認をしながら、さらには他

大学でどのような状況にあるのかを見ながらとらえていく必要があります。一方で、限界

もあるわけです。個表ではなかなか見えないものは、他の何かと組み合わせないとだめだ、

という点です。あるいは、さきほどの浪人学生の観点なども、現役でどれくらい入ってく

るのか、というところは見えますが、それ以外のところは見えないわけですね。そういっ

た限界といったものも、しっかり認識しておくことが重要だと思います。もう一つは繰り

返しになりますけど、公開されている学校基本調査のデータというのは、あくまでも「き

っかけ」であってですね、その単一のデータを使ってガシガシ何かが出来る、というもの

では、現状、少なくともないということです。これが複数年積み重ねていくと、傾向や位

置づけなども見ることが出来ますので、個別の調査票でもいろいろなことが出来るように
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なってくると思いますが、現時点では、個別の調査票で、何か高度なことができるか、と

いうと、たぶんそこまではなかなか厳しいという問題はあるかと思います。しかしながら、

そうは言いつつも先ほどの話にもなりますが、可能な限り、あたりをつけて深掘りをして

いく、ということも必要ですし、他の情報源から持ってくるといったことも重要かと思い

ます。本日、時間の関係で触れていませんけど、もしかすると既にみなさんご存じかもし

れませんが、「学校経費」という区分の調査票もあります。そこには学部・研究科ごとに教

育・研究費をどのくらい使っているか、というようなデータも出てきます。そういったデ

ータを比較していくと、自分の大学がどのくらい教育にお金をかけているのか、他の大学

と比較して、それが高いか低いか、といったお金の面での計算も可能になってきます。ま

た、それが学生数という他の調査票と組み合わせると、学生１人あたり他の大学はだいた

いどのくらいの経費を投じているのか、とか、いろんなことがお金を絡めて見えて来る部

分もあります。今回、意図的に外しておりまして、我々の中でもそこは詰め切れていない

ので、消化不良で終わってしまうところもありましたが、このデータも今日の勉強会をき

っかけにみなさんも見ていただければ、と思います。実際、我々もアメリカで調査をして

みると IPEDS（米国：中等後教育情報システム）などでは、実はそこがメインなんですね。

要は、いい先生方を引っ張ってくるには、どのくらいの給与レベルを設定すればいいか、

とかそういうデータをすごく分析していて、他の大学だと、だいたいこのくらいの先生だ

と、このくらいの給料を払っている。だから、このくらいの先生を引き抜こうとするので

あれば、このくらいの給与に設定しなくてはならない、というような分析が出来るように

なってきているわけです。ただ、現在の日本の調査票ではそこまでの分析は出来ません。

先ほどの学校経費のデータと教員数を組み合わせれば、教員１人あたりのだいたいの給与

がどのくらいか、という推計値であれば、算出できるかもしれません。そういったところ

も見つつ、今後、いろんな分析可能性が出てくるかと思っています。 

 

・まずは何ができるかを見極める。 

・データが独り歩きしないよう、用いるデータの特性、限界についてもしっかり理解し、読者に

それを適切に伝えるなど、慎重にレポートを作成する。 

・単一のデータ源に依拠するのではなく、可能な限り複数のデータ源を確認する。それは、デー

タの不正確さを補うためでもあり、多面的に分析や解釈を行うためでもある。 

・仮説を立てて、それを検証する、というステップで１つずつ明らかにしていく。 

・今後、データが蓄積されていけば、学校基本情報の活用可能性も高まるだろう。 

 

末次（佐賀大）：実務担当者としては、やはり就職の部分で学部別で横並びで見た場合、仮説とし

て、いい大学に入ったら就職率も良いかと思っていたんですね。そういう傾向はあるには

あるのですけど、必ずしもそうでもなかったということが発見できたわけです。そこでま

た別のデータを持ってくることで、例えば、前期日程のボーダーラインが高くても、就職

者の割合がいいところもあれば悪いところもある。そういうところをなんでこうなんだろ

う、というところで背景を探ってみようと思ったわけですが、そういう「きっかけ」には
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非常に重要だと思います。そういうことを考えることがベンチマーキングとしても非常に

大事である、と思いました。 

林（鹿児島大）：末次さんが言われるベンチマーキングというのは、次にそのベンチマーキング

から導き出された結果についてどこにボールを投げるのでしょうか。例えば、学内の IR に

対する期待・需要を掘り起こすにはどのようにされているのですか。 

末次：基本的に役員など権限がある方に説明して、場合によっては会議などで学内に周知を図る

わけですね。IR 室の役割としてはおそらくそこまでで、実際にどうするか改善策を考える

のは現場だと思うんです。おそらく役割分担を考えると、データを見せて「きっかけ」を

つくるところまでが、IR の仕事だと思うんです。 

林 ：改善をしていくのは実際には現場だと思うんですけど、それは動くまでずっと投げかける、

というやり方なのですか。 

末次：そこで現場が、「確かにマズイ」と思えば動くでしょうし、そうでなければ、たぶん、それ

までだと思います。 

林 ：また違う角度からボールを投げるわけですね。 

浅野：今、林さんが、言われた話は IR の研究でも 80 年代に盛んに言われていた議論です。IR は

改革推進者なのか、それとも改革の材料を投下するだけなのか、などいろんな議論があっ

て、当初は後者が主流でした。改善までをやるべきだ、という議論が多かったわけですが、

最近は、「そこは違う。改善は、やはり上の役目であって、あくまでもそこに対して資料や

議論の材料をしっかり出して、それにもとづいて判断してもらうのが IR の仕事だ」と言わ

れてきているわけです。おそらく、日本の大学でもそうならざるを得ないという気がしま

す。要は、理事が自ら IR をやっているならば、それは済む話ですが、自分で課題を見つけ

てきて、データを起こして、対応策を出す、ということがご自身のなかで完結すればよい

ですが、そうはなっていません。そうなると、下にいる者としては、「こうなっています。

でも判断はそちらですよね」ということで、あくまでも意思決定を支援する立場になると

いうことだと思います。 

林 ：やっぱりそれは、執行部に投げるんですか。現場に投げると、頼んでもいないのに余計な

ことをする浮いた存在になりかねない、というのもあるんでしょうか。IR の取組として、

もちろん改善に対して影でサポートして材料を提供するわけですね。その後どうするか、

というのが、本部サイドでやっていてとてもイメージがしづらいです。現場が PDCA を回

していくための提言の仕方です。ボールをまず執行部に投げて、それが部局に行くのか。

そういうのをどうされるのが一番いいのでしょうか。もちろん、１つだけではないと思い

ますが。 

浅野：参考になるかどうか分かりませんが、一昨年、私たちも米国の IR の調査に行ったわけです

が、淡い期待としては、アメリカではデータにもとづいてガシガシと意思決定をやってい

るのでは、というのを思っていったわけです。でも、実際に行ってみると、ものすごく人

間くさいことをやっています。今の案件に絡めてお話ししますと、５つの大学に訪問した

のですが、みなさんおっしゃるのは、課題が出てきたら、まず自分たちでいろんなデータ

を照らし合わせて検証する。検証した結果、仮に悪い結果だとしたら、執行部に上げるの

ではなくて、該当する現場の部局長に持っていくわけですね。「我々が、この課題について
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検証したところ、実はこうなっていました。どうしますか。」あるいは「これについてどう

考えますか。」ということをまず部局長なら部局長、担当者なら担当者に聞いて、判断を仰

ぐわけです。本日のお話でもありましたように、そもそもデータの解釈の仕方が違ってい

るのかを確認するということかもしれません。そういう中で、担当理事と一緒に改善策を

考えるステップに持っていくわけです。そういうステップを踏んで、部局の尊厳を維持し

ているわけですね。そこを飛ばして執行部に投げてしまうと、執行部は「ほれみたことか」

みたいに、それをタネによからぬことをやる可能性もあるわけです。だからこそ、そこは

慎重にやらないといけないと思うんです。やっぱり、おおもとになっている改善の芽が見

えている関係者の同意をまず得て、そこからしかるべきところに持っていくのが、本来あ

るべきところなのかな、というのがアメリカの事例から感じました。 

末次：可視化したら、こういう傾向が出てきたんですけど、というのは、比較的言いやすいと思

うんです。ですが、解釈を IR のほうで加える、ということについては、相当慎重にやらな

ければならないと思います。IR に対する信頼性に関わる問題になっていくと思います。い

ろいろ考えながら進める必要があるな、というのは肌で感じています。 

 

浅野：大学基本情報を使って何ができるか、ということや、今後こうしたらいいんじゃないか、

というようなご提言があればどうぞ。自分のパソコンで一人でデータ見ているときには何

も思わなかったことでも、みなさんの意見を聴きながら見ていると「分かった」というの

があると思うんです。 

藤原（立命館大）：少し感じたのは、ここから出てきたものを、学内にどう示していくのか、とい

うときの１つにきっかけになるようなものが学校基本情報だと思います。いろいろ話を聞

いていて、こういうことで見れるよね、という意見もあれば、これはやはり見えづらい、

これだけでは分からない、というのも結構あったと思いました。例えば就職率なんかは、

わりと議論が深まったようにも思います。あくまでも数値的にみて、就職率がいい悪い、

というようなことと、分野別に見たら、ちょっと踏み込んでこういう見方が出来るよね、

というのはあるんですけど、例えばですね、就職した後の学生の満足度がどうだったのか

など、さらに踏み込んだそういうものとの組み合わせの中で、じゃあ学生が実際にどうだ

ったのか、とか、そういう広がりを持たせていくような必要性もあるように思えました。

もうちょっと先の話なってしまうのかもしれませんが、その辺がこの学校基本調査では、

十分に踏み込んでみれないところかなあ、と思います。ただ、あくまでも基幹データなの

で、それはそれとして見る必要がありつつも、学内でどういう風に次につなげていくのか、

みたいなことを考えたり、学生の成長だとか卒業後の実態だとか、そのようなものを把握

していこうというような意味に於いて、ではこのデータがどう意味付いていくのか、みた

いなそういう見方をしていく必要があるのかな、と。既にそういうことをやっておられる

大学もあるのかもしれませんが、本学もその辺が悩ましいところだと思っていて、調査統

計は学事課でやりますし、でも一方でキャリアセンターで就職満足度などの調査をかけて

いたりですね、あと通常の学生アンケートだとか、学生実態調査などは別の部門がやって

いたりなど、いわゆる学生の実態を把握しようとしても、トータルでなかなか把握できな

かったりとか、そういう課題もあったりします。こういう直接的なデータだけではなかな
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か把握が困難な部分もわりとあったりしますので、そのへんをどう考えたらいいのかな、

というのを思いながら、みなさんの議論を聞いておりました。 

浅野：私の方から、限界を知るということについて少し補足します。実際、もとになっている学

校基本調査の情報は大学としてあまりチェックはかけていないと思います。現状の登録の

仕方にも問題があると思うのですが、各学部・研究科で作ったデータがそのまま文科省に

行ってしまうわけですね。そのため、大学として全体で集めた合計がこれだ、というのが

どこにもないわけです。学校基本調査のデータを集計したりすると、他のデータとずれて

いたりします。したがって、まずそれぞれの大学が出しているデータは確かなものかどう

かということは慎重に考えた方が良いかもしれません。少なくとも学生関係に限って言え

ば、学校基本調査の帳票作成プロセスが各学部・研究科で作ったものがそのまま行きます。

例えば、教職員数などですと、人事課で全体を把握していますから、それが出て行くと思

います。私学さんですと学事課などで、一括で作られますか。（高瀬［立命館大］：そうで

すね）。国立ですと学部の教務担当者がそのまま文科省のサイトにデータを登録することも

多いです。もう一つは、だいたい５月末にデータを提出して、だいたい８月くらいに速報

値が出てくると思います。その間、システム上では修正は出来ないのですが、大学がもし

エラーを見つけた場合、あるいは文科省で異常値を確認した場合、直接、文科省に電話を

して、システムの値を直接書き換えてもらうようです。そのため、大学が提出したデータ

と、学校基本調査の最終的なデータとはずれが生じていることがあります。この大学基本

情報では、各大学が作ったデータが基本となりますので、最終的に文部科学省が確定させ

た値とは多少ずれていることも考えられます。それは、国立大学が大学情報データベース

に出していたデータもそうですが、そういう問題があることを知っておく必要があります。

この辺を頭の片隅においていただくと、データに差が生じたときに、こういうことが影響

しているのだろう、というところで説明できる気がします。 

 

嶌田：重要なところは浅野さんにまとめていただいたのですが、基本的には、何ができるかを見

極めることが重要です。例えば、データベースシステムがないから IR ができないとか、部

局さんが協力してくれないから IR ができない、というのはあると思うのですが、まず自分

たちは何ができるのか、というところを考えなくてはならないと思うんです。できること

からやっていくことが重要だと思います。学校基本調査のデータが不完全であろうと、取

っつきにくいデータばかりでなかろうと、ある程度のところまでは分かるわけです。そう

いうことをやっているうちに、学内であそこに課題があるんじゃないか、みたいなことが

自分の中でもはっきりしてくるわけですね。そういうことを理事や現場の方に話して「確

かにそうだな」とか「実は他にも課題があって...」みたいな話を聞いてくれば、さらに次に

何を調べればいいのか、というのが見えてくると思うんですね。そういう意味でも学校基

本調査からは、とっかかりとして、まず全体像を漠然とやってみて、その結果をいろんな

かたとお話ししてみれば、話せば話すほど「いや実は..」という話は出てきます。つまり、

何が困っているのか、ということをはっきりさせてあげるわけですね。そうすると、自ず

と分かってもらえます。現場の方や意思決定をしなくてはならない上の方が、何らかの判

断や意思決定をするときに、「あいつらのデータがあると、役立つよね」というような存在
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になっていくと、大学の意思決定や運営も行き当たりばったりから、少しはエビデンスに

もとづいた科学的な経営になっていくのかな、と思います。そういうところに我々IR 担当

者が貢献していけると、さらに学生のためになる大学経営に近づくのではないか、と思い

ます。今回、学務系の方もいらっしゃいますが、我々評価系は教育現場、教育改善の現場

から遠いので、遠いからこそ言えること、というのを学務系の方と仲良くしながらいろい

ろ話していくことが重要だと思います。たぶん、そういう意味では IR 業務は人と話をする

仕事なのかな、とも思います。 

浅野：今日の話とは直接関係がないのですが、IR の実務的なところでみなさん悩んでいらっしゃ

るということで１つお話しさせていただきます。一昨年の米国 IR 調査に嶌田さんと行った

のですが、実際に行ってみるとかなり参考になることがありました。日本の方がよくおっ

しゃるのは、結局執行部が何をしたいのかよく分からない、執行部がなかなか指示を出し

てくれない、ということです。実は、アメリカでも IR の発足初期段階は、同じような経験

をしていたようです。アメリカでは、その打開策として何をしているかというと、執行部

が何を考えているのか、何に困っているのか、こういうことに興味があるみたいだ、とい

うことを常に探るため、アンテナを立てているわけです。このようにして、執行部のデー

タニーズに対する感応性を重要視してきましたし、研ぎ澄ましてきたわけです。このよう

に、とにかく受け身になるのではなく、現場に出て行って、ニーズを探ってくるといった

ところに、ひとつ突破口があるのかな、という気がします。その上で、アメリカの IR 担当

者が共通しておっしゃっていたのは、まず、データの客観性にはこだわらなくてはならな

い、ということです。信頼性にも関わってきますが、自分たちが出すデータや分析はきち

んと裏付けや根拠をとって、説明できる状態で出さないと、一回でも重大なミスをしてし

まうと「あいつらの言うことを聞いたってマトモなものがでてこない」って話になってし

まいますので、そこは慎重にやらなくてはならないと思います。だた、一方で、データが

必ずしも自分が思っている仮説になじまないという場合もありますし、あるいは仮説とは

逆のことになっている、大学にとって不利ものになっていることもあるわけですが、アメ

リカの IRの方々の常に意識しておられるのは、データについては常に中立性を持つべきだ、

ということです。データはこういう風になっている、という路線は結果にかかわらず外さ

ないということです。それがないと、結局、執行部側に寄ったり、部局側寄ったりしてし

まうわけで、その立ち位置は難しいのですけど、データには中立であるべきだ、というの

は共通していらっしゃいました。執行部が何を考えているのかを踏まえて客観的なデータ

を集めてきて、中立性を保ってレポートする、というのが長期か短期かは別としても IR 普

及の１つの突破口になると思います。こういうことをやっていくことで信頼性を勝ち取る

ことにもなるでしょうし、信頼性を得ることにより、大学のなかで IR が広がっていくと私

は思っています。 

嶌田：そうですね、上の人があまり聞いてくれなくても、これは、とおもったものはレポートに

まとめて、とりあえず持っていって、ってやっていると、そのうち上の方も困ったときに

「そういや、あいつらが昔、レポート出してたな」と思い出してもらって、実際読んでみ

たら「結構、いいこと書いてるじゃん」となればしめたものです。ですので、振り向かれ

なくても、きちんとしたものを示し続けて、振り向いてもらえれば、と思います。データ
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についても「あいつらが出してくるデータやレポートはバイアスがかかってないし、正確

だ」という信頼感を学内で勝ち得れば、あとはデータでみんな判断するわけですね。持論

をいくら持ち出しても正確性の高い客観的データの前では、なかなか難しいわけです。 

浅野：信頼性を勝ちうる、という意味では、我々が調査した大学でも 10 年から 15 年はかかって

いるとのことでした。日本では IR もようやく軌道に乗り始めたところですので、同じレベ

ルのものを求めても適わないわけです。信頼の積み重ねは、時間に解決してもらうところ

も重要かもしれません。そういう長期トレンドで臨みながら、我々も業務を行っていくこ

とが重要かと思います。 

嶌田：自分的には、これだけのメンバーが集まっているので、いろんなすぐに使えるハウトゥー

が貯まって、ホクホク顔で帰れるかな、と思っていたのですが、だんだん見ていくにした

がって、なかなか手強いな、という状況になってきましたが。。。 

浅野：今回限りではなくて、これがスタートですので。 

嶌田：今後とも、よろしくお願いします。おつかれさまでした。 

 

 

まとめ 

・IR は意思決定支援が仕事で改善は大学執行部や現場が行う。 

・そのための支援、みんなが改善を図りたい気持ちになれるように仕向けていくことが重要であ

る。 

・課題を改善するために誰に何を示すと話がきちんと回るのか、というところも見極めなくては

ならないだろう。 

 

 

 

 

（１５：５５～１６：３０） 

進行：浅野茂（神戸大学） 

書記：大野賢一（鳥取大学） 

藤原将人（立命館大学） 
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感想・改善要望 

 

・人数的にはこのくらいの人数で良いと思うが、議論するときには（今回は隣の方と話す感じに

したが）グループディスカッションにしたほうがよいと思った。 

・ＩＲを名乗る組織がなくとも，事実上，ＩＲと言える取組や業務を実際に進めておられる大学

は案外多いことが分かった。 

・今はまだ，ＩＲの統一的な定義付けは確立しているとは言えない状況ではあるが，大学間で，

ＩＲとはどういうものかという共通認識は醸成されつつあるのではと思った。 

 

（みなさまからのご意見は IC レコーダーで録音していましたが、平行して片付けをしながらでし

たので、雑音によりすべてを聞き取れませんでした。申し訳ありません。） 
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おわりに 

 各大学においては、教育の質保証を実質化する動きが加速的に進み、各種研究会等において、さまざまな工夫

された取り組みの成果報告が行われ、それぞれの大学が自校の文化・風土に合った環境づくりに取り組むという

流れが定着してきたように感じられる。このような流れとともに、これまで大学が正面から向き合うことに距離

を置いてきた“大学マネジメント”の仕組みも教育の質保証に向けた取り組みとあわせて、大きく流れが変わろうと

している。これらの動きを実質化するための機能のひとつとして、IR の取り組みも活発化してきた。 

 大学評価コンソーシアムは、このような時代の流れを的確に捉え、大学評価文化の醸成、大学間の連携、協力

を通じて大学経営の改善・充実に役立つ大学評価の実現に貢献することを目的として生まれた“大学評価に関する

実務的側面からのアプローチ”を基軸としたコミュニティである。最近は、教育の質保証を実質化するためのツー

ル開発、知識、技術の修得を目指し、IR をテーマとして位置づけ、さまざまな学びの場を提供してきた。 

 今回の企画である「数量データ分析に関する勉強会」は、参加者の多くが日常的に大学教育・大学運営の改善

に力を注いでいる大学職員であった。大学における教育の質保証の担い手は、教教員だけではなく、大学職員は

それを支える立場として、日々の業務に取り組んでいる。評価に関する業務は、教員と職員が協働して行う融合

的な営みである。データの収集、分析、解釈、改善計画の立案・実行・評価・改善の流れの中で、その組織運営

マネジメントを支えるのは大学職員が得意とする領域である。今回の学びの機会は“データの活用”に主眼を置

いたものであったが、この学びを通じて、IR の営みにおいては、「データが語る（語っている）」ことを前面に

出して、わかりやすく表現された信頼性の高いデータを送り届けることが重要であること、そして、「データに

ついての共有者を増やし、データの価値を高めていく」ということの理解を深める機会にもなったと考えている。

このようなマインドを持って大学運営を支えていくのが、大学職員に求められる使命であろう。 

 大学の営みに対しての解釈は、学生、教職員、社会と多面的な視点で行われている。教育の営みを示すデータ・

情報を駆使して、それぞれの立場を一にして、対話ができるようにすることも将来的な評価の取り組みの一部に

なってくると思われる。まずは、その場をいかにしてつくり上げていくかという段階で、IR の機能が活かされて

くるのではないかと考えられる。 

 まだまだ、数量データですべての大学の営みを語ることは難しいと思われるが、大学の存在意義を自ら積極的

に示す指標開発の取り組みが必要になってくるだろう。そのために学んでおくことは、問題点に対して「問いを

立てる力」である。「問いを立てる力」は、まず、自らの業務を理解し、諸課題を認識するというどのような場

面においても必要とされる基礎的素養である。その力を身につけるためには、①日常業務の中で感ずる疑問や課

題に対して強い改善意識を持つこと、②大学の内部環境・外部環境の動向に関心を持つことである。 

 そして、次の段階では、課題解決に向けて、組織としての意思決定を行うことになるが、どのような調査・分

析（収集すべきデータ、分析手法の検討）を行うのか、組織の風土・文化も考慮し、効果的な意思決定を支援す

る手法を確立させていくことが重要であると考える。 

 今後の大学評価コンソーシアムの諸活動においては、大学の教育研究諸活動の可視化を実現するための能力開

発にも注力して、より実践的な知識と技術、そして経験を積むことができる場として、活動を進めていきたい。 

 

 平成 25 年 12 月 13 日                 

大学評価コンソーシアム 幹事            

（名城大学 薬学部・薬学研究科事務室 事務長）    

難 波  輝 吉   
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