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Outline

1. はじめに
✓ 大学評価IRマネジメントセンターのミッション
✓ THE世界大学ランキング日本版2018の概要
✓ 本調査の目的と方法

2. 報告
✓ 分野のスコアの相関分析による関係性の可視化
✓ クラスター分析による本学の特徴の可視化
✓ ピア校の平均スコアの比較による本学の特徴の可視化
✓ 改善に向けて

3. まとめ
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大学評価IRマネジメントセンターのミッション

➢ 自己点検・評価に関し，IR機能を有効活用したPDCAサイクルによ
る企画及び調査研究を行い，自己点検・評価の充実及び内部質保証
システムの構築を図るとともに，第三者評価への対応を行うことに
より，教育研究等の改善及び改革に資することを目的とする。

教育
業務・財務・
施設等社会貢献研究

評価・ＩＲ

～自己点検・評価を改革・改善へつなげる内部質保証システム（新構想模式図）～

D

PC

グローバル教育支援機構 研究推進機構 地域連携推進機構 大学本部

評価・ＩＲ 評価・ＩＲ 評価・ＩＲ

UEA URA 産学連携CD 実務家

経営
協議会

教育研究
評議会

役員会
学 長

大学評価IRマネジメントセンター

P‘従来型大学運営の限界
・基盤経費の限界、実質的な人員および若手研究者の減少

・効果的・効率的なスクラップ＆ビルトを実行するためのノウハウ、
客観的判断材料の欠如

・未来のデマンドに対応する人材育成において、アクティブ・ラー

ニングや新たなカリキュラムデザインから創出される効果の把握
が困難

・学びの多様化に伴う、学生ひとり一人の習熟度に応じた柔軟な
学習プログラムの提供が困難

・教務システム、入試成績追跡システム
・学生行動把握システム
・教育改善データバンク

・研究者データベース
・Incite研究分析ツール
・学術情報リポジトリ

・公的システム
・琉球大学研究技術マッチングサイト

・財務会計システム
・人事給与システム
・施設管理システム

・中期目標･中期計画進捗管理webシステム
（プロジェクトシートによる評価指標達成
のモニタリング）

・計画的な自己点検・評価による教育改善
活動のモニタリング

各部局等

データ間連携

データ分析

データ集積

課題抽出

経営判断情
報の確定

A

改善策提案

IRer,UEA,URA,産学連携CD等の相互連携

教育・
学習支援

国際交流・
社会連携

管理運営・財
務施設管理

研究

●競争的資金の計画的拡大、再配分の実行
●人的資源の把握・再配置・有効活用
●教育研究資源の有効活用（教育プログラム
の改廃、授業科目、クラス数の適正配置、等）
●教員のエフォート管理に基づく能力発揮機会
の拡充
●教育の内部質保証（学習成果の保証）

教育 研究
社会
貢献

業務・財
務・施設

各全学センター等

副センター長

センター専任教員

大学評価部門

ＩＲ部門

センター長

大学評価ＩＲマネジメントセンターの設置に伴う琉球大学内部質保証システムの構想図

出典：引用・参考文献１
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4大学評価IRマネジメントセンターのミッション

➢ 本学の第3期中期目標期間における自己点検・評価に関する中期計画
『教育・研究等に関する大学活動状況について外部評価結果等を活
用した分析に基づき，自己点検・評価を実施する。』

➢ 琉大共創プランベースの琉大ブランドづくりのKPIとして『THE世界
ランキング日本版』の分野項目「教育満足度」（高校教員への評判
調査），「教育成果」（企業人事及び研究者の評判調査）のスコア
を設定している。

➢ 大学ランキングの参加にあたりデータを取りまとめることと，その
ような外部評価結果を活用した分析に基づき，自己点検・評価を実
施することがセンターの業務である。

➢ THE世界大学ランキング日本版への参加は2018年が初めてであり，
当該年の結果が基準値となる。
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分野(Pillars) % 項目(Metrics) 詳細

Resources
教育リソース 34

8 学生一人あたりの資金
データ対象期間：2016年度

8 学生一人あたりの教員比率

7 教員一人あたりの論文数 論文数のデータ対象期間：2012～2016年，ElsevierのScopusによる論文数

6 大学合格者の学力 データ対象期間：2016年度，ベネッセ総合学力テストのデータ

5 教員一人あたりの競争的資金獲得数 データ対象期間：2016年度

Engagement
教育充実度 26

13
高校教員の評判調査:
グローバル人材育成の重視

データ対象期間：2016年と2017年の2ヵ年分のデータ，調査主体：（株）ベ
ネッセコーポレーション，調査期間：2017年10月5日～12月1日，調査対
象：日本の高等学校（専門高校・特別支援学校含む）
調査対象学校数：5,479校，回答学校数：2,415校（回答率：44.1%）
＊大学に関する印象調査アンケート「グローバル人材育成に力を入れてい
る」，「生徒の力を伸ばしている」という設問の大学別得票数

13
高校教員の評判調査:
入学後の能力伸長

Outcomes
教育成果 20

10 企業人事の評判調査

調査主体：日本経済新聞社と日経HRの共同，調査期間：2017年2月20日～3
月24日，調査対象：2017年2月時点の全上場企業と一部有力未上場企業
（ジャスダック等新興市場含む，外国会社は除く），対象：4,701社，回答
社数：874社（回答率：18.1%），2014年4月～2016年3月の新卒採用で正社
員として採用・入社した実績のある大学を人数の多い順に10校まで回答。＊
企業の人事担当者から見た大学の印象調査（項目ごとの獲得点数の合計）

10 研究者の評判調査

データ期間：2016年と2017年の2ヵ年分のデータ，概要：THE世界大学ラン
キングの評判調査2ヵ年の回答結果から，日本の大学研究者の回答のみ集計，
調査主体：THE※協力 Elsevier，調査期間：2016年1～3月，2017年1～3月，
調査対象：大学で教授している論文発表実績豊富な研究者，対象者：2016年
10,323人，2017年10,568人（※うち，日本の大学研究者の回答を使用），
「日本で素晴らしい教育をしていると思う大学」を6つ挙げ，大学ごとの得
票数を合算。＊研究者に対する評判調査における各大学の得票数の合計

Environment
国際性 20

5 外国人学生比率

データ対象期間：2016年度
5 外国人教員比率

5 日本人学生の留学比率

5 外国語で行われている講座の比率

THE世界大学ランキング日本版2018 メソドロジー（出典：引用・参考文献２）

➢ ランクインした大学の分野のスコアは公開されるが，項目の
スコアは非公開（自大学分のみ提供）

New
New

評判調査

評判調査

THE世界大学ランキング日本版2018の概要



出典：引用・参考文献３
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THE世界大学ランキング日本版2018の概要

➢ 本学の総合スコアは50.2，分野別スコアの最高は
「教育成果」の57.0，最低は「国際性」40.4だった。



総合
順位

地区 所在地 国公私 大学名
総合
スコア

教育
リソース

教育
充実度

教育
成果

国際性

94 近畿 兵庫県 私立 甲南大学 51.6 -*2） 65.6 64.8 40.6

同*1）94 関東 東京都 私立 東京農業大学 51.6 43.9 74.7 55.0 -

96 近畿 京都府 私立 京都産業大学 51.2 - 71.2 53.0 50.7

97 中部 岐阜県 国立 岐阜大学 50.9 60.7 47.8 47.6 41.6

98 関東 東京都 私立 東京女子大学 50.6 - 69.6 51.2 49.4

99九州・沖縄 沖縄県 国立 琉球大学 50.2 51.1 51.2 57.0 40.4

100 中部 愛知県 公立 愛知県立大学 50.1 42.7 62.6 39.8 56.7

同100 中部 愛知県 私立 名古屋外国語大学 50.1 - 60.6 38.4 84.5

101-
110

九州・沖縄 福岡県 私立 福岡大学 48.6-49.9 - 75.0 46.6 -

北海道
・東北

北海道 公立
公立はこだて
未来大学

48.6-49.9 49.5 60.4 40.8 44.6

近畿 兵庫県 公立 兵庫県立大学 48.6-49.9 54.6 51.4 48.6 -

関東 東京都 私立 順天堂大学 48.6-49.9 69.2 49.7 - -

中国・四国 高知県 国立 高知大学 48.6-49.9 57.5 56.5 39.3 -

北海道
・東北

北海道 国立 小樽商科大学 48.6-49.9 - 82.0 - 51.6

九州・沖縄 福岡県 私立 西南学院大学 48.6-49.9 - 83.9 - 52.8

関東 東京都 私立 東海大学 48.6-49.9 41.1 65.2 53.0 -

中国・四国 徳島県 国立 徳島大学 48.6-49.9 62.3 46.7 49.3 -

*1）同順位 *2）各分野における順位が151位以下のためスコアは非表示

THE世界大学ランキング日本版2018の概要
➢ 本学の総合順位は99位だった。
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THE世界大学ランキング日本版2018の概要
➢ 分野別ランクでは，「教育成果」が66位と最も高く，

「国際性」が142位と最も低かった。
教育リソース

順位 大学名 スコア

同*1）93 福岡女子大学 52.6

同93 高知工科大学 52.6

95 芝浦工業大学 52.1

同96 国際基督教大学 52.0

同96 岩手大学 52.0

同98 一橋大学 51.9

同98 新潟大学 51.9

100 静岡大学 51.4

101 琉球大学 51.1

102 岩手県立大学 50.6

103 工学院大学 50.5

104 県立広島大学 50.1

105
公立はこだて未

来大学
49.5

106 埼玉大学 49.3

107 滋賀県立大学 49.2

108 岡山県立大学 49.0

109 大阪薬科大学 48.8

教育充実度

順位 大学名 スコア

同129 北星学園大学 54.0

131 新潟県立大学 53.8

132 神戸女学院大学 53.6

133 北海道教育大学 53.4

134 岡山理科大学 52.9

135 大阪府立大学 52.4

136 岩手県立大学 51.5

137 兵庫県立大学 51.4

138 琉球大学 51.2

同139 東京藝術大学 50.3

同139 名桜大学 50.3

141 室蘭工業大学 49.8

142 順天堂大学 49.7

143 島根大学 49.2

144 広島工業大学 48.2

145 宮崎国際大学 48.1

146 岐阜大学 47.8

教育成果

順位 大学名 スコア

58 静岡大学 57.9

同59 青山学院大学 57.8

同59 福井県立大学 57.8

61 岩手大学 57.6

62 昭和大学 57.5

同63 近畿大学 57.4

同63 創価大学 57.4

65 武蔵大学 57.2

66 琉球大学 57.0

67 京都薬科大学 56.9

68 長崎大学 56.7

69 学習院大学 56.2

70 成蹊大学 55.6

同71 神田外語大学 55.4

同71 芝浦工業大学 55.4

同71 東京電機大学 55.4

74 明治学院大学 55.3

国際性

順位 大学名 スコア

同134 龍谷大学 41.4

同134 白鷗大学 41.4

同136 広島市立大学 41.0

同136 和歌山大学 41.0

同138 静岡大学 40.6

同138 武蔵大学 40.6

同138 甲南大学 40.6

141 北星学園大学 40.5

142 琉球大学 40.4

143 滋賀大学 40.0

同144 佐賀大学 39.9

同144 三重大学 39.9

同146 新潟大学 39.8

同146 名古屋工業大学 39.8

同146 大東文化大学 39.8

同149 神奈川大学 39.7

同149 佛教大学 39.7

*1）同順位
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本調査の目的と方法

 問題提起
ランキングに参加したものの・・・
• ランキング結果はどのように解釈できるのか？
• ランキングから大体の強み・弱みは分かったが，ピア校と
比較するとどうなのか？

• 自己点検・評価にどのように活かせるか？

留意点
• 評判調査結果の詳細や他大学の項目のスコアは非公表のた
め，結果に寄与した要因の分析が一部困難

 目的
以下を実施することで，自己点検・評価を試みる
1. 本学のTHEランキング日本版の分野別結果の可視化
2. 弱みの改善策に向けた他大学の優れた取組（GP）の紹介
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本調査の目的と方法

 方法
THEのサイト（引用・参考文献３）からエントリー校の全体・分野別
ランク・スコアを収集，ベンチマーキングのために大学分類
コードを結合

✓ 分野のスコアの相関分析による関係性の可視化
✓ クラスター分析による本学の特徴の可視化
✓ ピア校の平均スコアの比較による本学の特徴の可視化

 報告
自己点検・評価の責任者である執行部や，センター員と結果
を共有することで，本学の自己点検・評価に活用

96 近畿 京都府 私立 京都産業大学 - 71.2 53.0 50.7 51.2

97 中部 岐阜県 国立 岐阜大学 60.7 47.8 47.6 41.6 50.9 Gグループ 重点支援1

98 関東 東京都 私立 東京女子大学 - 69.6 51.2 49.4 50.6

99 九州・沖縄 沖縄県 国立 琉球大学 51.1 51.2 57.0 40.4 50.2 Gグループ 重点支援1

100 中部 愛知県 公立 愛知県立大学 42.7 62.6 39.8 56.7 50.1

総合順位 地区 所在地 国公私 大学名 教育リソース 教育満足度 教育成果 国際性 総合 財務分析分類 重点支援分類
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2. 報告
✓ 分野のスコアの相関分析による関係性の可視化
✓ クラスター分析による本学の特徴の可視化
✓ ピア校の平均スコアの比較による本学の特徴の可視化
✓ 改善に向けて
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分析結果の概要 12
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⚫ 本学は総合で99位，分野別で教育成果が66位にランクインした。

⚫ 相関分析の結果，リソースと評判の関係の全てが一対一ではないこ
とが示された。

⚫ クラスター分析の結果，本学は４分野のバランスがいいクラスタに
分類された。

⚫ 国立大学のベンチマーク（Gグループ）と比較すると，
⚫ 企業・研究者からの評判を反映する「教育成果」分野のスコア
が高かった。

⚫ 「教育リソース」と
高校教員からの評判を反映する「教育充実度」分野のスコアが
低かった。

⚫ 「国際性」分野の「外国人学生比率」と「日本人学生の留学比
率」分野のスコアが低かった。



○分野のスコアの相関分析による関係性の可視化

⚫ 「教育リソース」，「教育充実度」，「教育成果」，「国際性」の
すべての分野で150位内にランクインした62大学を対象に相関分析を
実施した。
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14

分野
(Pillars)

項目(Metrics)
Resources
教育リソース

Engagement
教育充実度

Outcomes
教育成果

Environment
国際性

Resources
教育リソース

• 学生一人あたりの資金
• 学生一人あたりの教員比率
• 教員一人あたりの論文数
• 大学合格者の学力
• 教員一人あたりの競争的資金獲得数

―

Engagement
教育充実度

• 高校教員の評判調査:
グローバル人材育成の重視

• 高校教員の評判調査:
入学後の能力伸長

―

Outcomes
教育成果

• 企業人事の評判調査
• 研究者の評判調査 .61 ―

Environment
国際性

• 外国人学生比率
• 外国人教員比率
• 日本人学生の留学比率
• 外国語で行われている講座の比率

.56 .35 ―

範 囲 意 味

|r| = 0.7 ~ 1.0 かなり強い相関

|r| = 0.4 ~ 0.7 中程度の相関

|r| = 0.2 ~ 0.4 弱い相関

✓ 「教育リソース」と「教育成果」に中程度の相関（.62）
✓ 「教育充実度」と「教育成果」の評判間に中程度の相関（.61）
✓ 「教育充実度」と「国際性」に中程度の相関（.56）

➢ リソースと評判の間が全て一対一の関係ではない。
➢ 評判間の相関は，教育力に起因する何かしらの第３の変数による
疑似相関の可能性が示唆される。

0

50

100

0 50 100
0

50

100

0 50 100

0

50

100

0 50 100

r = .12

r = .62

r = .02

r = .61

r = .56 r = .35

分野のスコアの相関係数表



○クラスター分析による本学の特徴の可視化
• 対象となる集団の中から互いに類似するものを集めて

クラスター（＝集団）を作り，分類するための統計分析。
• 手法は先行研究（引用・参考文献４）に従った。

⚫ 「教育リソース」，「教育充実度」，「教育成果」，「国際性」の
すべての分野で150位内にランクインした62大学を対象にk-means法
（予めクラスター数を設定する方法）によるクラスタ分析を実施した。

⚫ 「ハイスコア型（13大学）」，「国際性型（9大学）」，
「教育充実度型（20大学）」，「バランス型（20大学）」の
４群にクラスタリングされた。
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クラスタ 特徴 大学

ハイスコア型
（13大学）

４分野でスコアが高い大学。
旧帝＋旧文理科＋一工＋早慶
＝100%SGUタイプA（トップ型）大学

京都，東京，東北，九州，北海道，名古
屋，大阪，筑波，広島，一橋，東京工業，
慶應，早稲田

国際性型
（9大学）

「国際性」スコアが高く，高校教員か
らの評判が高い大学。
≒90％がSGUタイプB（グローバル化
牽引型）大学

国際教養，上智，国際基督教，東京外国
語，長岡技術科学，立命館，立教，同志
社，関西学院

教育充実度型
（20大学）

高校教員からの評判が高い大学。
≒25％がSGUタイプB（グローバル化
牽引型）大学

神戸，千葉，九州工業，横浜国立，お茶
の水女子，明治，首都大学東京，関西，
芝浦工業，近畿，青山学院，中央，新潟，
津田塾，学習院，宇都宮，金沢，熊本，
山口，長崎（赤字はGグループ*1）大学）

バランス型
（20大学）

４分野のバランスがいいクラスタ
≒10％がSGUタイプB（グローバル化
牽引型）大学

東京農工，豊橋技術科学，東京海洋，京
都工芸繊維，大阪市立，横浜市立，電気
通信，福井，秋田，名古屋工業，佐賀，
埼玉，静岡，宮崎，愛媛，高知工科，岐
阜，琉球，愛知県立，公立はこだて未来

16

*1）詳細はp30 参考（2）を参照のこと

➢ 本学は４分野のバランスがいい「バランス型」に分類された。
「ハイスコア型」や「国際性型」にはスーパーグローバル大
（SGU）が多く含まれることから，本事業が大学の特徴化・ブラ
ンディングに寄与する要因として考えられる。



○ピア校の平均スコアの比較による本学の特徴の可視化

⚫ 重点支援①（地域貢献型*1） ）大学の平均スコアと本学のスコアを
比較

⚫ Ｇグループ大学（医科系学部その他の学部で構成され，A～Fのいず

れにも属さない国立大学法人*2） ）の平均スコアと本学のスコアを
比較

➢ ピア大学と比較したところの，本学の強み・弱みを明らかにした。

17

*1）詳細はp31 参考（3）を参照のこと
*2）詳細はp30 参考（2）を参照のこと



国立大学ランキング
（151位以内にエントリーした国立大学は62校）

総合
順位

地区 大学名 スコア

41 関東 茨城大学 54.9

42 中部 静岡大学 54.8

43 北海道・東北 岩手大学 54.4

44 中国・四国 鳥取大学 54.1

45 九州・沖縄 宮崎大学 53.5

46 中国・四国 愛媛大学 53.4

47 中部 富山大学 53.4

48 中国・四国 香川大学 51.9

49 中部 岐阜大学 50.9

50 九州・沖縄 琉球大学 50.2

51 中国・四国 高知大学 48.6-49.9

52 北海道・東北 小樽商科大学 48.6-49.9

53 中国・四国 徳島大学 48.6-49.9

54 北海道・東北 福島大学 45.4-48.2

55 中部 三重大学 45.4-48.2

56 北海道・東北 室蘭工業大学 45.4-48.2

九州・沖縄地区ランキング
（151位以内にエントリーした同地区大学は17校）

総合
順位

国公私 大学名 スコア

1 国立 九州大学 85.0

2 私立
立命館アジア
太平洋大学 68.5

3 国立 九州工業大学 66.3

4 国立 熊本大学 62.8

5 国立 長崎大学 61.1

6 公立 福岡女子大学 56.6

7 国立 佐賀大学 56.4

8 国立 鹿児島大学 55.4

9 国立 宮崎大学 53.5

10 公立 北九州市立大学 53.2

11 国立 琉球大学 50.2

12 私立 福岡大学 48.6-49.9

13 私立 西南学院大学 48.6-49.9

14 国立 大分大学 45.4-48.2

15 私立 福岡工業大学 44.6-45.3

16 私立 宮崎国際大学 42.6-44.5

*1）151位以内にエントリーした国立大学は62校 *2）151位以内にエントリーした九州・沖縄地区大学は17校

18➢ 国立大学では50位*1），九州・沖縄地区では11位*2）だった。



総合
順位

重点支援①
内の順位

Ｇグループ
内の順位

大学名

19 ー*2） 1 金沢大学

21 1 ー 長岡技術科学大学

28 2 ー 横浜国立大学

31 3 2 熊本大学

33 4 ー 豊橋技術科学大学

37 5 3 山口大学

39 6 ー 京都工芸繊維大学

41 7 4 長崎大学

42 8 5 山形大学

43 9 ー 新潟大学

同 *３）43 10 6 信州大学

49 11 7 福井大学

51 12 8 秋田大学

53 13 ー 名古屋工業大学

60 14 9 佐賀大学

61 15 10 群馬大学

63 16 ー 宇都宮大学

64 17 11 鹿児島大学

同64 18 ー 埼玉大学

66 19 ー 茨城大学

総合
順位

重点支援①
内の順位

Ｇグループ
内の順位

大学名

68 20 ー 静岡大学

71 21 ー 岩手大学

72 22 12 鳥取大学

73 23 13 宮崎大学

74 24 14 愛媛大学

75 25 15 富山大学

80 26 16 香川大学

84 27 17 岐阜大学

86 28 18 琉球大学

同86 29 19 高知大学

92 30 ー 小樽商科大学

93 31 20 徳島大学

同93 32 ー 福島大学

95 33 21 三重大学

97 34 ー 室蘭工業大学

101-110 35 22 大分大学

101-110 36 23 島根大学

111-120 37 24 山梨大学

111-120 38 ー 浜松医科大学

111-120 39 ー 滋賀大学

*1）151位以内にエントリーした重点支援①校は40校，Ｇグループ校は24校
*2）当該グループに含まれないことを示す *3）同順位

19➢ ベンチマークの重点支援① *1）大学の中では28位，Ｇグルー
プ *1）大学の中では18位だった。



Ｇグループ大学の平均スコア（×）と
本学スコア（ ）の比較

重点支援①大学の平均スコア（×）と
本学スコア（ ）の比較

本学スコア

×補正後平均値

―補正後中央値

本学スコア

×補正後平均値

―補正後中央値

補正後平均・中央値：スコア「－」の大学について，スコア表示のあるうち最も低い大学と同値と仮定した場合の平均値・中央値

20➢ 国立大重点支援①，Ｇグループのいずれと比較しても，本学
の「教育充実度」と「教育リソース」の低さが目立つ。



「国際性」の
指標ではない

21➢ THEのWebサイトに公開された「国際性」指標をピア校の平
均スコアと比較した

出典：引用・参考文献３



補正後平均・中央値：スコア「－」の大学について，スコア表示のあるうち最も低い大学と同値と仮定した場合の平均値・中央値

本学スコア

×補正後平均値

―補正後中央値

本学スコア

×補正後平均値

―補正後中央値

Ｇグループ大学の平均スコア（×）と
本学スコア（ ）の比較

重点支援①大学の平均スコア（×）と
本学スコア（ ）の比較

外れ値の影響で平均値が
高くなっているため，
代表値を中央値として
本学スコアと比較

× ×

22➢ 国重点支援①，Ｇグループのいずれと比較しても，本学の
「外国人学生比率」と「日本人学生の留学比率」が低い。



分析結果の概要（再掲）

⚫ 本学は総合で99位，分野別で教育成果が66位にランクインした。

⚫ 相関分析の結果，リソースと評判の関係の全てが一対一ではないこ
とが示された。

⚫ クラスター分析の結果，本学は４分野のバランスがいいクラスタに
分類された。

⚫ 国立大学のベンチマーク（Gグループ）と比較すると，
⚫ 企業・研究者からの評判を反映する「教育成果」分野のスコア
が高かった。

⚫ 「教育リソース」と
高校教員からの評判を反映する「教育充実度」分野のスコアが
低かった。

⚫ 「国際性」分野の「外国人学生比率」と「日本人学生の留学比
率」分野のスコアが低かった。
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改善に向けて１：分野に関連した本学の取組

分野 本学の取組の一例

Resources
教育リソース

• 高大接続改革，入学前サポート
• URAの活用等による外部資金獲得支援の強化
• 基金獲得戦略に基づく施策の推進

Engagement
教育充実度

• 琉大URGCCの推進
• 地域創生副専攻の開設による，地域貢献人材の育成
• アドミッション部門等による高校教員との連携強化
• 広報戦略及びアクションプランの見直し，UI開発

Outcomes
教育成果

• キャリア科目の精選
• 留学生への就職支援体制の整備

Environment
国際性

• 海外の大学との連携強化を推進
• 独自の奨学金制度やクォーター制を活用した留学生
の受け入れ，送り出し

24
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改善に向けて２：ランキングを高めるための施策 25

出典：引用・参考文献５



改善に向けて３：
教育充実度の高い大学に対するランキング活用状況のヒ
アリング調査

26

教育充実度の高い国立大学2大学を訪問し，主として以下の点
についてヒアリング調査を実施

1. ランキングデータの分析について
2. ランキング結果の活用について

改善に向けて４：
大学評価IRマネジメントセンターメンバーとの意見交換

IR部門の教員企画員らと教育充実度の改善施策について，
データを基に意見交換を実施



➢ 本学の第3期中期目標期間における自己点検・評価に関する中
期計画『教育・研究等に関する大学活動状況について外部評
価結果等を活用した分析に基づき，自己点検・評価を実施す
る。』

➢ 本学が実施する教育・研究活動について大学ランキングの評
価結果を活用した分析に基づき自己点検・評価を実施した。

➢ ピア校との比較により強みや弱みを可視化し，執行部と共有
することで，現状の把握のみならず，目指す方向性を再確認
できた。

➢ ランキング結果を適切に自己点検・評価に活用するためには，
メソドロジーや提出データの性質を理解することが重要（引
用・参考文献４）。

27
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1. 琉球大学大学評価IRマネジメントセンター公式HP

https://factbookdb.jim.u-ryukyu.ac.jp/raimc/

2. Times Higher Education × Benesse 大学改革カンファレンス2018

(2018) THE世界大学ランキング日本版2018概要説明配布資料

3. THE 世界大学ランキング 日本版

https://japanuniversityrankings.jp/

4. 鎌田浩史（2018）ランキングを扱うときに注意すべきIR担当者の視点，

大学マネジメント， Vol.13, No.11 ，pp.18-25．

5. 横山俊介（2018）対外コミュニケーションと学内コミュニケーションに

ランキングを活用する方法，Between，5-6月号，pp.18-19．
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分野 Pillars 項目 Metrics 2018割合（%） 2017割合（%）

教育リソース
Resources

学生一人あたりの資金
8

34

10

38

学生一人あたりの教員比率 8 8

教員一人あたりの論文数 7 7

大学合格者の学力 6 6

教員一人あたりの競争的資金獲得数 5 7

教育充実度
Engagement

高校教員の評判調査:
グローバル人材育成の重視

13

26

13

26
高校教員の評判調査:
入学後の能力伸長

13 13

教育成果
Outcomes

企業人事の評判調査 10
20

7
20

研究者の評判調査 10 13

国際性
Environment

外国人学生比率 5

20

8

16
外国人教員比率 5 8

日本人学生の留学比率 5 0

外国語で行われている講座の比率 5 0

参考（1）：THE世界大学ランキング日本版2017と2018の指標30



参考（2）：国立大学法人の財務分析上の分類
区分 大学 分類の定義

Aグループ
13大学

北海道大学，東北大学，筑波大学，千葉大学，東京大学，新潟大
学，名古屋大学，京都大学，大阪大学，神戸大学，岡山大学，広
島大学，九州大学

学生収容定員1万人以上，学部等数概ね10学
部以上の国立大学法人（学群，学類制など
の場合は，学生収容定員のみ）

Bグループ
13大学

室蘭工業大学，帯広畜産大学，北見工業大学，東京農工大学，東
京工業大学，東京海洋大学，電気通信大学，長岡技術科学大学，
名古屋工業大学，豊橋技術科学大学，京都工芸繊維大学，九州工
業大学，鹿屋体育大学

医科系学部を有さず，学生収容定員に占め
る理工系学生数が文科系学生数の概ね2倍を
上回る国立大学法人

Cグループ
8大学

小樽商科大学，福島大学，筑波技術大学，東京外国語大学，東京
芸術大学，一橋大学，滋賀大学，大阪外国語大学

医科系学部を有さず，学生収容定員に占め
る文科系学生数が理工系学生数の概ね2倍を
上回る国立大学法人

Dグループ
4大学

旭川医科大学，東京医科歯科大学，浜松医科大学，滋賀医科大学 医科系学部のみで構成される国立大学法人

Eグループ
11大学

北海道教育大学，宮城教育大学，東京学芸大学，上越教育大学，
愛知教育大学，京都教育大学，大阪教育大学，兵庫教育大学，奈
良教育大学，鳴門教育大学，福岡教育大学

教育系学部のみで構成される国立大学法人

Fグループ
4大学

北陸先端科学技術大学院大学，奈良先端科学技術大学院大学，総
合研究大学院大学，政策研究大学院大学

大学院のみで構成される国立大学法人

Gグループ
25大学

弘前大学，秋田大学，山形大学，群馬大学，富山大学，金沢大学，
福井大学，山梨大学，信州大学，岐阜大学，三重大学，鳥取大学，
島根大学，山口大学，徳島大学，香川大学，愛媛大学，高知大学，
佐賀大学，長崎大学，熊本大学，大分大学，宮崎大学，鹿児島大
学，琉球大学

医科系学部その他の学部で構成され，A～F
のいずれにも属さない国立大学法人

Hグループ
9大学

岩手大学，茨城大学，宇都宮大学，埼玉大学，お茶の水女子大学，
横浜国立大学，静岡大学，奈良女子大学，和歌山大学

医科系学部を有さず，A～Fのいずれにも属
さない国立大学法人
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参考（3）：国立大学法人運営費交付金の配分における
「３つの重点支援の枠組み」の分類

区分 大学 分類の定義

重点支援①
55大学

北海道教育大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，帯広畜産
大学，旭川医科大学，北見工業大学，弘前大学，岩手大学，
宮城教育大学，秋田大学，山形大学，福島大学，茨城大学，
宇都宮大学，群馬大学，埼玉大学，横浜国立大学，新潟大
学，長岡技術科学大学，上越教育大学，富山大学，福井大
学，山梨大学，信州大学，岐阜大学，静岡大学，浜松医科
大学，愛知教育大学，名古屋工業大学，豊橋技術科学大学，
三重大学，滋賀大学，滋賀医科大学，京都教育大学，京都
工芸繊維大学，大阪教育大学，兵庫教育大学，奈良教育大
学，和歌山大学，鳥取大学，島根大学，山口大学，徳島大
学，鳴門教育大学，香川大学，愛媛大学，高知大学，福岡
教育大学，佐賀大学，長崎大学，熊本大学，大分大学，宮
崎大学，鹿児島大学，琉球大学

主として，人材育成や地域課題を解決する
取組などを通じて地域に貢献する取組とと
もに，専門分野の特性に配慮しつつ，強
み・特色のある分野で世界ないし全国的な
教育研究を推進する取組等を第３期の機能
強化の中核とする国立大学を重点的に支援
する。

重点支援②
15大学

筑波技術大学，東京医科歯科大学，東京外国語大学，東京
学芸大学，東京芸術大学，東京海洋大学，お茶の水女子大
学，電気通信大学，奈良女子大学，九州工業大学，鹿屋体
育大学，政策研究大学院大学，総合研究大学院大学，北陸
先端科学技術大学院大学，奈良先端科学技術大学院大学

主として，専門分野の特性に配慮しつつ，
強み・特色のある分野で地域というより世
界ないし全国的な教育研究を推進する取組
等を第３期の機能強化の中核とする国立大
学を重点的に支援する。

重点支援③
16大学

北海道大学，東北大学，筑波大学，千葉大学，東京大学，
東京農工大学，東京工業大学，一橋大学，金沢大学，名古
屋大学，京都大学，大阪大学，神戸大学，岡山大学，広島
大学，九州大学

主として，卓越した成果を創出している海
外大学と伍して，全学的に世界で卓越した
教育研究，社会実装を推進する取組を第３
期の機能強化の中核とする国立大学を重点
的に支援する。
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