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（２）これまでの取組と課題

（３）今後の展望



2

（１）はじめに

① 報告者の自己紹介

② 情報活用に関する機構の目標

③ 本報告の位置付け
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大学改革支援・学位授与機構
評価事業部評価企画課

・機構が実施する認証評価の検証、認証評価機関との連携
・質保証連携、人材育成研修
・国立大学法人評価の制度設計、実施

(兼）大学ポートレートセンター事務室
・大学ポートレートの諸会議に係る事務、団体間連絡調整
・教育情報の収集・公表作業（国内・国際）
・システムの運用・調達等

・大学における情報活用の推進に関すること

（１）はじめに ①報告者の自己紹介

2017年に係を新設
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報告者の職務歴

2012年４月 出向元（国立の単科大学）評価担当係
・認証評価や国立大学法人評価の自己評価書作成
・つらかった仕事は「国立大学法人評価で使用するデータ」の提出

2016年４月 機構に出向 評価企画課国立大学評価室
・学部・研究科等の現況分析を主に担当

2017年４月 現職

（１）はじめに ①報告者の自己紹介

★大学と機構の両方の立場で評価を（一応）経験している。
★IR系の職務は経験なし。
（セミナー等で勉強。あとは想像に頼るしかない）

★取組が的外れにならないよう、皆様の意見がとても重要。
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（１）はじめに ②情報活用に関する機構の目標
機構の中期目標
データベースを用いた大学の教育情報の活用・公表の仕組みとしての大学ポートレートを、日
本私立学校振興・共済事業団と連携して、運用する。…

機構の中期計画
大学等における評価活動や教育研究活動等の改善に資するための情報を収集・整理し、提供す
る。…データベースを用いた大学の教育情報の活用・公表の仕組みとしての大学ポートレート
を、日本私立学校振興・共済事業団と連携して、運用する。

大学ポートレート（仮称）構築のための論点整理（2014年２月）
（大学ポートレート（仮称）準備委員会）
各大学が教育改善のサイクルを機能させていく上で、そのための検討、判断の材料として、自
大学の状況の把握・分析を客観的な情報に基づいて行うことは極めて重要である。大学ポート
レート（仮称）に集められる情報は、関係大学の理解の下に、そのような各大学の取組にも活
用できるようにし、我が国の大学教育全体の質の保証や向上を図っていくことが望ましい。…
各大学における教育改善のための情報の有効活用を促進するため、大学ポートレートセンター
（仮称）において、日本私立学校振興・共済事業団や他の大学関係団体の取組とも連携しつつ、
情報分析を効果的に行うことのできる人材（ＩＲ人材）の育成に取り組むことが期待される。
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●担当者の所感を述べるもの。機構としての公式な見解を
示すものではない。また、今後「こういう取組をします」
という約束を示すものではなく、色々な悩みを相談したい
と考えているところ。

●「情報活用しようとする大学を支援すること」が目的であり、
「各大学は（機構の）データを活用すべし」という意図は
一切ない。各大学のマネジメントの実情や必要性に応じて、
機構が提供するデータを役立てるものと考えている。

以上を前提とした上で、

●機構の取組について知っていただきたい。

●機構のデータ提供や情報提供の方法が、より有効なものと
なるように意見を頂戴したい。

（１）はじめに ③本報告の位置付け
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（２）これまでの取組と課題

① 機構が収集・提供しているデータ

② 「ガイドブック」の作成

③ その他
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大学

提供

提供

提供
（国立のみ）

大学基本情報
（個別データ）

法人評価データ
調査票

機構で転記

機構で転記

教育情報調査票

システム登録

機構で加工

機構で加工

大学ポートレート（公表サイト）

教育情報を社会に公表

大学基本情報
（結合データ）

機構Webサイト・分析
ツールでダウンロード
可能

データ分析集・入力データ集

分析ツールで
ダウンロード
可能

（２）取組・課題 ①機構が収集・提供しているデータ
現在は国公立大学の「大学基本情報」と、国立大学の法人評価用
データ（「データ分析集」・「入力データ集」）を提供。
きわめて基礎的なデータではあるが、統一された定義で各大学の
データを入手できるのが特長。



大学基本情報の公表

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

2012年度から2017
年度までの大学基本

情報を提供。

各大学から提供され
た情報を項目ごとに
Excelに集計して一覧

表として提供
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情報分析ツールからも
同等のデータをダウン

ロード可能

• 大学ポートレートによる教育情報公表のために国公立大学から収集した大学基
本情報について、ExcelファイルをWeb公表し、ダウンロード可能としている。



国立大学法人評価に使用するデータの収集・分析出力
• 機構が情報分析ツールで「データ分析集」を作成し各国立大学に提供
• 各国立大学でも元データ（入力データ集）をダウンロードして独自の分析が可能

「指標」は44種類。
全対象数に対する割合・比率。

10



（２）取組・課題 ①機構が収集・提供しているデータ

データを収集・提供しているが…
●課題

・データの抜け、誤りが散見される。組織名の揺らぎなどが
あり、使える状態にするには手間がかかる。それをクリア
した上でも、Excelからグラフを作るまでの手間が大きい。

・そもそも、「何に役立つか」が大学としてはよくわからない
のではないか（出向元でも「大量のデータがあるな」と
いう認識だけで、活用していなかった）。

データ提出が面倒！
こんなもの二度と見たくない！

他大学のデータを見て、
何の意味があるの？

11



（２）取組・課題 ②「ガイドブック」の作成

・2017年度に現職に着任。BIツールの導入（後述）が目標
だが、2019年度くらいからになってしまう。

・そもそも、データの意義が浸透していない（というか機構が
きちんと説明していない）中で、利用環境（BIツール）だけ
整えても本質的な問題は解決しないのではないか。
大学の人がデータを見てくれないとか、データを見ても
「へえ」と思って終わりでは寂しい。

そこで・・・

「機構が提供しているデータでこんなことがわかる」、「デー
タをこのように加工できる」などを説明するガイドブックを作
ることに。

12
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「大学における情報活用ガイドブック」（2018.3）
• 機構が各大学に提供するデータ
（大学基本情報等）を、各大学
で分析に活用いただくための考
え方を解説。

• 特に、経験の少ない担当者、機
構が提供しているデータに馴染
みのない担当者を想定。

• 例えば「ベンチマーキング」を
行う際に必要な考え方、作成で
きる指標例、具体的な分析作業
の例などを紹介。

• 分かりやすい図表を作成するた
めの技法、Excelの操作のヒント
など、細かい点についても解説。
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「大学における情報活用ガイドブック」目次
第１章 情報活用の前提

１－１ 機構が提供するデータでできること
１－２ 機構が提供するデータの概要

第２章 作成できる指標例
２－１ 大学基本情報で作成できる指標例
２－２ 国立大学法人評価に使用するデータで作成できる指標例

第３章 ベンチマーキング対象の選び方
３－１ ベンチマーキング対象とする大学の選び方
３－２ ベンチマーキングする組織の単位（大学、学部、学科等）
３－３ ベンチマーキング対象とする組織の数

第４章 データの整理、分析、提供
４－１ 区分が細かいデータの整理
４－２ データの欠損や異常値の処理
４－３ データセットの選び出し方・使い方
４－４ 図表の作成・意思決定者への提供
参考１ 見やすい図表にするためのヒント
参考２ Excelでのデータ整理作業のヒント



（２）取組・課題 ②「ガイドブック」の作成
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ガイドブックをがんばって作成したが…

●課題

・事務局主体で作成したことの限界。例えば、「指標をどう
解釈するか」は学系ごとに異なるなど、解説すべきことは
たくさんあるが、踏み込んで説明するには、研究者の視点
でのきちんとした裏付けがないと示せない。
→内容を高度にする方向性。

・ちょっとボリューム過多で手に取りづらい（92ページ）。
ダイジェスト版の作成、動画の作成、Web教材化など。
→内容を分かりやすくする方向性。

・そもそもの課題である、データ加工の手間の軽減は手付かず。



（２）取組・課題 ③その他
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●質保証人材育成研修
・質保証連携事業の一環として毎年開催。

今年度はIRをテーマにして、Power BIを用いてベンチマーキ
ングを行う研修を実施（11月12日、２月１日（予定））。

●「大学質保証ポータル」の開設（2018.3～）
https://niadqe.jp/

質保証情報として

「内部質保証」、「分野別質保証」、
「質保証人材育成」、「高等教育と学位」、
「高等教育改革の動向」、「学位に付記する名称」、
「学習履歴の国際承認」、「認証評価」、
「国立大学法人評価」

などの解説を掲載。過去の研修の動画もある。

https://niadqe.jp/


（２）取組・課題 ③その他
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●各種情報収集

・IR等に関するシンポジウム、セミナー、勉強会への出席。

・大学関係者からの意見聴取。
例えば、「部局におけるベンチマーキング」をテーマに
部局長等と意見交換。本部のIR機能のみならず、部局での
データ活用を想定した支援を行うことも意義があるのでは
ないかとの問題関心から。
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（３）今後の展望
① BIツールによる分析環境の提供

② 大学担当者との連絡体制の構築

③ データの充実

④ その他



（３）今後の展望 ① BIツールによる分析環境の提供
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●課題（再掲）
・Excelで作業する手間の軽減
・部局等でも簡易に活用できる環境

→BIツール（Power BI）を利用した分析環境を提供したい
（2019年度～）

※ ポートレートシステムのリニューアル作業にあたり、業者と連携して準備中
※ Excelも引き続き提供。特に、独自にBIに取り込んで利用する担当者も想定

して、取り込みやすいロング型データの出力も目指したい。

機構 ExcelをPower BIに取り込み、
基本的なレポートを作成

大学本部・部局

Web上で発行・共有

Excelを利用することも
可能
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Power BIで作成したレポートのイメージ

②分析が見られる

①選ぶ
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Power BIで作成したレポートのイメージ

①大学を選ぶ

②学部を選ぶ
③分析が見られる
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Power BIによる分析環境の提供に関して、ぼんやりと考えて
いる事項
・部局等向け → Webページに埋め込んで発行してはどうか。

※ アカウント認証は設ける。Power BIをダウンロードしないで閲覧できる
状態が望ましい。

・本部・IR等担当者向け → 上記Webページのほか、Power BI
Serviceでデータを共有することで、ある程度カスタマイズ
しながらレポートを作成してはどうか。また、Excelから
独自のBIに取り込んで使ってもらうことも。

・軌道に乗ってきたら、大学担当者向けに使用方法の研修会
などを定期的に開催してはどうか。

・学部長会議などの場で、学系の現状についての分析を提示
するなどしながら宣伝してはどうか。

（３）今後の展望 ① BIツールによる分析環境の提供



（３）今後の展望 ②大学担当者との連絡体制の構築

●ユーザ連絡会（仮称）の発足
・初めから完全なものは作れない、また、最適な提供の在り方

は時とともに変化していくはず。
→実際にデータに触れている大学担当者にお知恵をいただき、

要望をもとに継続的に改善を図れる体制を作りたい。
※ 何かを変更するには、大学の要望や同意に基づくことが不可欠。

例えば、

＞「○○の分析ができるようにBIの提供環境を整備したほうがよい」
＞「○○のデータを大学間で共有したい」
＞「こういう情報を大学に提供するのが有益ではないか」

※ 全てに応えられるとは限りませんが…。 23



（３）今後の展望 ③データの充実

データそのものを充実させることも重要。例えば、

●公立大学実態調査との連携
・公立大学協会が「公立大学実態調査」としてデータを収集し、

公立大学間でExcelで共有している。
→実態調査のデータをポートレートセンターに提供いただき、

BIツール上で比較・分析ができる環境を整えてはどうか。
（今年度のデータから連携開始予定）

今後、
・公立大学実態調査の利用状況を見ながら、公立短期大学実態

調査（全国公立短期大学協会が実施）についても同様の提案
を行ってはどうか。

・国公立間でデータを共有してはどうか。
※ 大学の要望があり、かつ合意を得られることが大前提。 24



（３）今後の展望 ④その他

●大学から要望を伺っているデータは色々ありますが…。

例えば
・CIPコードのようなプログラム別の学生数など
・扱いやすい教員数その他

△ 本務教員：所属が教育組織と分離している場合
△ 専任教員：B/M/Dで重複するのでヘッドカウントが分からない

→各大学のデータを集める機関として、定義等も含めてデータ
共有を充実させる責任をもっていることは理解。
が、大学の負担への配慮や、大学ポートレートや評価など
データを集めている事業との兼ね合いもある。
（事業と無関係にデータの新規収集や定義変更はできない）

25



（３）今後の展望 ④その他

●色々考えているが、外的要因による軌道修正があるかも…。

例えば
・教育情報の公表義務付けの範囲拡大。
・大学ポートレートに求められる役割の変化。
・評価システムの変化。
・IR等の強化を望む意見の高まり。
・学校基本調査の調査内容の変更。

……

これらにより、活用に供するデータが変化したり、活用のプ
ラットフォームとして機構が果たすべき役割・目指す方向性が
大きく変化したりすることがありうる。

26


