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ファクトブック・データ集とは？～解説と実践事例の紹介～ 

 

山形大学 学術研究院  

浅 野  茂 

 

引き続き、話題提供 1 を担当さ

せていただきます山形大学の浅野

です。よろしくお願いいたします。 

ここでは、事前に配布させていた

だきましたこの資料を用いて、お

話をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

まず、報告の構成といたしまし

ては、こちらにありますように、

「ファクトブック・データ集とは

何ぞや」ということをお話しさせ

ていただき、それから簡単にでは

ありますが、我々がよく参考にし

ておりましたアメリカの事例、そ

れから最近国内で進んでいます国

内の事例を紹介し、簡単なまとめ

をお示ししたのち、演習 1 の進め

方を説明いたします。 

 具体的な内容に入る前に、参考

にまでですが、事前にウェブで資料をアップした際、参考文献をいくつかお示ししておりました。

本日までに、いずれかにお目通しをいただいた方、いらっしゃいますでしょうか？皆さま、正直

に申告いただき、ありがとうございます。日頃の業務でお忙しいため、致し方ないかと思います

が、数少ない事前学習をしていただいた貴重な方が、あちらにいらっしゃいましたこと、嬉しく

思います。 

浅野 茂
（⼭形⼤学 学術研究院 教授）

⼤学評価・IR担当者集会2017 全体会 話題提供資料
2017年8⽉24⽇ ＠ ⽴命館⼤学OIC

ファクトブック・データ集とは？
～解説と実践事例の紹介～

1. ファクトブック・データ集とは？

2. 米国の事例紹介

3. 国内の事例紹介

4. まとめ

5. 演習１と進め方

構成
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では、最初の『ファクトブック・

データ集とは？』について、話を

進めていきます。こちらに、あり

ますように、大学評価コンソーシ

アムの運営メンバーでもあります

福岡大学の佐藤さんが 2009 年に

書かれた論稿の中にありますよう

に、「ファクトブックとは、その名

のとおり教育・研究・財務等に関

する大学の事実、ファクトを包括

的にまとめているもの」として定

義されています。あるいは、国内

で取り組みが始まった後に、嶌田さんがまとめられた論稿では、「その大学の運営上必要なデータ

を、経年、時には他大学との比較を、見やすい表やグラフの形に整理し、大学執行部、学部執行

部や、各現場などでの意思決定や判断の支援のために使用されるもの」という定義をされていま

す。 

 

 では、これが大学の概覧とか概

要と何が違うんだというところの

疑問も、よくお伺いします。その

点について簡単に整理させていた

だきましたのが、このスライドに

なります。まず、目的ですけれど

も、概覧に関しましては基本的に、

情報公開や広報がメインになって

いるかと思います。一方のファク

トブックは現状把握、すなわち組

織の弱み強みや特徴といったもの

が見えるようになっていくという

のが、メインになろうかと思います。次に、対象ですけれども、概覧は主として学外でであり、

ファクトブック・データ集は、どちらかというと学内の実状を示すことが多く、最近は学外に公

開されてるケースも見られます。次に、範囲に関しましては、概覧はどちらかというと単年度の

データを扱っているのに対して、ファクトブック・データ集は複数年、あるいは経年データを扱

っているという特徴があります。次に、収録している情報といたしましては、概覧は自大学の情

報が中心になりますけども、ファクトブック・データ集は他大学の情報を含みます。次に、内容

に関しましては、概覧はやはり広報がメインになりますので、画像やテキストが多いという特徴

がありますが、ファクトブック・データ集に関しましては、図表、指標などが用いられることが

1. ファクトブック・データ集とは？（1/2）

１

• ファクトブックは、その名の通り、教育・研究・
財務等に関する大学の事実（fact）を包括的
にまとめているもの。（佐藤，2009）

• ファクトブックは、その大学の運営上、重要な
データ（経年、ときには他大学との比較）を見
やすい表やグラフの形に整理し、大学執行
部、学部執行部や各現場などへ意思決定や
判断の支援のために供されるもの。（嶌田，
2015）

1. ファクトブック・データ集とは？（2/2）

２

大学概覧・大学概要 ファクトブック・データ集

目的

対象

範囲

情報

内容

媒体

情報公開、広報等 現状把握

主として学外

基本的に単年

自大学の情報が中心

画像、テキストが多い

紙媒体、PDF

学内及び学外

基本的に複数年

他大学の情報も含む

図表、指標などが多い

PDF、BIによる可視化
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多いようです。最後に、媒体といたしましては、概覧は紙媒体や PDF で公開されているのに対

して、ファクトブック・データ集は PDF やビジネス・インテリジェンス（BI）を用いてウェブ

上で公開するケースが多いようです。双方の違いを言葉だけでお伝えするのは難しいと思い、一

生懸命、今朝方考えてみましたので、皆さまの反応を見たいと思います。まず、今まで説明して

きたことを写真撮影と絡めて、図式化して説明したいと思います。写真撮影でいうと、私のイメ

ージでは概覧は 1 人（あるいは物）で撮る証明写真のようなものとして捉えました。これに対し

て、ファクトブック・データ集は、より広角なレンズで、それも連写モードで撮っていく、そう

いったものじゃないかなというふうに感じたところです。皆さまの反応を見てると、受けがいま

いちですね。一生懸命考えたんですが、あまり響かなかったということで、今後の反省材料にし

たいと思います。拘るわけではないんですが、概覧は制限された、限定されて焦点も狭い撮影モ

ードに対して、焦点を広く、よりパノラマみたいな形で見えるように撮るのがこのファクトブッ

ク・データ集なんだろうというふうに思います。 

 

 では、実際にどのような形で展

開されているかというのがこのス

ライドで、次のいくつかのスライ

ドでアメリカの事例の紹介をさせ

ていただきます。まず、一例目が

コーネル大学のファクトブックで

す。皆さま、コーネル大学ってご

存じでしょうか。あまり、いらっ

しゃらないようですが、アメリカ

でもトップクラスの私立大学です。

恐らく日本で言うと、慶應義塾大

学さん、あるいは早稲田大学さん

と類似しているかと思います。コーネル大学は、文系から理系まで、いろんな分野でノーベル賞

受賞者を輩出していくことで知られ、世界的に見ても研究力の高い大学です。この大学のファク

トブックはこちらのリンクにアクセスいただくと同じものをご確認いただけます。本日、ご紹介

するのは Admissions の項目で、学生さんがどういった形で志願をしてきていて、どれぐらいの

学生が大学に入学してきたかという情報を、こういった形で動的に参照できるところが特徴です。

先ほどお話ししました、BI を活用しておりますので、例えば志願者数を押すと、その年度の数字

などが折れ線グラフで表示されていきます。あるいは、ここにありますように、分野ごとに切っ

ていったり、それぞれを押すとドリルダウンしていったりして、より詳細なデータが表示されま

す。これは紙媒体では実現できない機能であり、BI を用いることで実現できます。この事例は、

かなり進んでいるといいますか、先進的な取り組みとして、位置付けていただくとよろしいと思

います。アメリカには 4000 を超える多様な機関がございますので、この後、紹介するような形

で公開している大学も多数あります。 

２. 米国の事例紹介（1/3）

３http://irp.dpb.cornell.edu/university-factbook
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２つ目の事例は、ロチェスター

大学です。この大学を取り上げた

理由として、ウェブ上に公開され

てはいますが、項目ごとに PDF

とかエクセルといった、より単純

な方法で公開しているためです。

その内容は、こちらにありますよ

うに、項目ごとに表や文書のファ

イルが表示されますが、これもフ

ァクトブックと呼ばれています。 

 

 

 

３つ目の事例がこちらです。ピ

ッツバーグ大学ですが、実際にア

クセスしてみたところ、準備中と

いうことで最新版は入手できませ

んでした。2017 年度のデータは入

手可能で、ダウンロードを押すと、

しばらくたっても完了せず、何が

起こったのかと思ってダウンロー

ド後に確認したら150ページぐら

いあって、容量も 30～40Mb ある

ため、正直、お薦めできない事例

です。以上、米国の３つ事例をご

紹介いたしましたが、一つ目は先進的に BI という最新のツールを導入しているケース、二つ目

は PDF で公開をしているケース、そして三つ目は、例えは悪いですが、押してダウンロードし

ようとしても、ファイルを入手できないケースがありました。このように、ファクトブックの作

成方法や公開方法など、統一された形式や内容はなく、取組状況も大学によって異なるというこ

とをご理解いただけたかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

２. 米国の事例紹介（2/3）

４http://www.rochester.edu/provost/ir/factbooks/current.html

２. 米国の事例紹介（3/3）

５http://ir.pitt.edu/facts-publications/factbook/
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 ここから、国内の事例を紹介し

ます。まず、最初に挙げさせてい

ただいたのが神戸大学です。その

理由ですが、ご存じの方もいらっ

しゃると思いますが、私は数年前、

神戸大学でお世話になっておりま

して、その際、ここにありますデ

ータ集の作成に従事しましたので、

その取組みをご紹介させていただ

きます。当時の神戸大学では、平

成 22 年度から「データと資料が

語る神戸大学の今の姿」の作成に

着手しました。初年度分は学内限定で公開しましたので、秘蔵版になっていますが、平成 23 年

度からすべてウェブで公開しており、内部ではデータ集というふうに呼んでいますが、先ほどの

米国のファクトブックと同様の位置づけです。最新版にあたる平成 28 年度版では、PDF で公開

しておりますので、のちほどご確認いただければと思います。特徴的なのは、ピックアップデー

タという形で、その年度の大学の特徴を表すようなものをかなりコンパクトにまとめられていて、

該当するページを示しています。このひと手間で、ある程度どこを見てほしいのかというのをア

ピールされているように思います。もう一つのこだわりは、学部数や学生数など、他の大学の公

開データと合わせて、自分たちの立ち位置が分かるようにしている点です。例えば、学部数です

と、北海道大学に次いで神戸大学は 2 番目に多いとか、学生数ですと 5 番目に多いといった形で、

特徴を表しています。 

 

 次の事例は鹿児島大学さんです。

こちらにありますように、ウェブ

上で作成、公開されているもので

す。特徴的なのは、最初のトップ

ページにありますように、基本的

なデータ項目を示されていて、そ

れぞれの項目には、例えば学部学

生の男女比を図式化されたりして

います。面白いと思ったのは、グ

ラフのいくつかを押すと、最初は

5 年間だけ表示されているのが、

法人化以降まで出てくるようにな

るというてんです。その点は、ウェブ公開の強みを活かし、データが増えていっても見やすさを

担保しつつ、場合によっては複数の年度が同時に見れるようになるといった工夫をされています。 

３. 国内の事例紹介（1/3）

６http://www.kobe-u.ac.jp/info/outline/datashiryoushuu/index.html

３. 国内の事例紹介（2/3）

７https://www.kagoshima-u.ac.jp/ir/fbu888.html
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３つ目の事例としてご紹介い

たしますのは、上智大学さんで

す。スライドの下にありますリ

ンクにアクセスいただくと、実

際のファクトブックをご覧いた

だけます。2015 年以降、多言語

化されていて、英語以外にも中

国語など、5、6 カ国語で、国際

対応もされています。本日は、

日本版をご紹介します。ウェブ

上でご覧いただけますが、特徴

をご紹介すると、基本的な情報

に加えて、ページの下に例えば年度ごとの収容定員数のグラフと、それが他大学に比べて大体ど

れぐらいの位置にあるのかのコメントも入れておられます。 

 

 以上、ここまでアメリカと国

内の事例をご紹介してまいりま

したが、ファクトブック・デー

タ集に関しましては、基本的な

形、統一された形とか構成は存

在しないのが現状です。そうな

ると、皆さまは消化不良といい

ますか、どうすればよいのかと

いう疑問を持たれるかもしれま

せん。この点は、明確な答えを

示せないため、申し訳ないので

すが、各大学がそれぞれの目的

や用途に応じて、さまざまな工夫をしながら作っているものだというふうに、位置付けていただ

くしかありません。また、作成に当たっては収集できる、あるいは手元にあるデータを念頭に置

きながら、載せることのできる項目を精査いただきながら、どのようにして執行部や他部署の皆

さまの要望に応えていくかを、試行錯誤していただく必要があるのだと思います。その際、大学

評価コンソーシアムでは、ここに参考文献としてお示ししていますガイドラインなども作成して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。ポイントは、ファクトブック・データ集を作成す

るためだけにデータを収集するとなると、作成する側、あるいは紹介される側にとって負担にな

りますので、双方に負担とならないところを探りながらやっていくということが重要である点で

す。したがいまして、まず作成する側、担当する側が、手元にあるデータや公開データなどを整

理して、できることから着手していくことを推奨させていただいています。実際に作成するとな

３. 国内の事例紹介（3/3）

８http://www.sophia.ac.jp/jpn/aboutsophia/data/factbook

４. まとめ

９

• ファクトブック・データ集の統一された型・形、構成はない。
各大学が目的や用途に応じて、種々の工夫を凝らしながら
作成している。

• 作成に当たっては、収集できる（できている）データを念頭に
置きつつ、執行部や他部署の要望に応えらえるよう調整を
図りながら、構成を練っていく必要がある。
 ファクトブック・データ集を作成するためだけにデータを収集

するのは、作成側及びデータを照会される側の双方にとって
負担となるため、まずは作成側の手元にあるデータや公開
データなどを整理し、できるところから着手することを推奨。
（大学評価コンソーシアム，2013a；2013b）

• 図表や指標などに解説や補足を入れると、何を読み取って
欲しいかが伝わりやすくなる。
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ると、データを集めて、成形をして、報告書にまとめるところで力尽きるケースが多いんですが、

そこはもうひと踏ん張りしていただいて、例えば上智大学さんのように、あるいは私の前にいた

神戸大学のように、ある程度、何を読み取って欲しいのかのメッセージや解釈のポイントを加え

てあげることで、図表や指標から何を読み取ってほしいのかをハイライトすると、さらに良くな

ると思います。 

 以上、ファクトブック・データ集という形で、急ぎ足でご説明いたしましたけども。これから

演習に入ります。その前に、これまで私が説明してきたことについて、事実確認、質問などあり

ましたら、お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。このままいきますと、どんどん飛ば

していって、皆さまにワークをしていただくという形になりますので、もし、その前にこれだけ

は確認しておいたほうがいいといったことがありましたら、お受けしたいと思いますが、いかが

でしょうか。あるいは、ここが分かりにくかったとか、ここをもう少し説明してほしいとかって

いうこともいただければ、対応したいと思いますが。 

 

質問者：丁寧なご説明をありがとうございました。質問は、このファクトブックは誰にどういう

ものを見てほしいっていう、そういう視点があるものか、それともかなり広範囲に、それ

こそ受験生や保護者から文科省まで、いろんな範囲にファクトというのを見せるのか、ち

ょっとその辺が、ターゲットというのがよく見えなかったんですけど、そこはいろんな大

学を見て、どういうふうに考えられるんでしょうか。 

浅野：ご質問、ありがとうございます。直接お答えできるか分かりませんが、冒頭に大学評価コ

ンソーシアムの運営メンバーは、かなりこの取組みに従事しているということをご説明い

たしました。例えば、今回ご紹介できなかった新潟大学さんとか明治大学さんは、学内の

改善という形で重きを置いておられますので、外部には公開もされていません。そうなり

ますと、ご質問いただいたことの目的に立ち返るわけですけれども、何のために作るかと

いうことでいきますと、新潟大学さんや明治大学さんは、学内の改善をメインにしていま

すので、外部にアピールするというよりは、自分たちの課題を中心に見せていくという形

で作成されているかと思います。国内の事例でご説明いたしました神戸大学に関しまして

も私が在職していた当時は、どちらかというと学内向けでありました。そのため、平成 22

年度にたたき台を作った段階では、基本的に学内に限定して使っていただくっていうこと

をやっていました。しかしながら、使っているデータや収録している項目は外部に公開し

ても問題ないだろうという判断がございましたので、外部に公開していくことになりまし

た。したがいまして、まずターゲットとするのはどこかといいますと、学内か学外かで大

きく分かれ、学内であれば、やはり執行部や学部の先生方がメインターゲットになるかと

思います。次に、何のために作るかというところでいきますと、とにかく大学でいろんな

議論をしていく中で、今われわれがいる現状はどうなのかということに対して、その拠り

所になるようなものというのがあればいいかなというところが大きいと理解しています。

特に、大学の教育に携わっておられる先生方におかれましては、ご自身の教育については、

かなり情報をお持ちでありますし、日常の活動の中で状況を把握されていまが、大きな組
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織になりますと、例えば学科数が何個あるのかとか、学生数がどれぐらいなのか、どれぐ

らいで推移しているのか、入学者がどれぐらいいるのか、どの都道府県から来ているのか

ということに対して、瞬時に答えられず、議論する際に憶測で話すことになってしまいま

す。こういった状況を打破する上で、拠り所にしていただけるものとして、ファクトブッ

ク・データ集が位置付けられるのではないかというのが、私個人の考えているところです。 

 

質問者：ありがとうございました。要は、エビデンスとして、確かな証拠としての共通の理解と

なるための土台づくりをというふうに理解しました。 

浅野：はい。定義として引用しました佐藤さんが述べておられますように、要は事実ですよね。

ファクトとして、大学がどういう状況にあるのかというのを整理したのが、ファクトブッ

ク・データ集として位置付けられると思います。その他、皆さま、いかがでしょうか。何

か基本的な質問を含めてありましたら、お受けしたいと思います。ご質問等、ないようで

すので演習１に移らせていただきます。 


