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全体会のまとめ 

 

山形大学 学術研究院 

浅 野  茂  

 

皆さま、長時間の説明と演習で

お疲れのところ、申し訳ありませ

んが、少しだけお時間をいただい

て全体会のまとめを浅野が進行さ

せていただきます。 

本日、こちらのスライドにある

ような流れで進めてまいりました。

まず、私のほうからファクトブッ

ク・データ集を一つの連結または

結節点として、評価及び IR の業

務と今後の展開を考えてみてはど

うかということを、日米の実践事

例などを紹介しながら提案さえていただきました。次に、話題提供 2 として、実際にファクトブ

ックを作っていく上で、どういった形でデータの精度を上げるのか、あるいはどういった形でデ

ータ収集を効率的に進められるかということを考えるうえで、一つの方法または手段として「デ

ータカタログ」を大野先生にご紹介いただきました。そして、最後に藤原さんから、収集したデ

ータを目的に応じて集計、分析できるようにするためには何が必要かということを「データマネ

ジメント」という考え方の下で実施することの必要性と、データマネジメントがうまくいけば、

どのようなことができるのかというのを紹介いただきました。 

ファクトブック・データ集の効用
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組織の現状を
詳らかにする

データ収集

加工・統合

集計・分析

評価 ＩＲ

情報発信・説明責任 意思決定・改善支援

評価報告書 分析レポート
ﾌｧｸﾄﾌﾞｯｸ・
データ集

話題提供２

話題提供３

評価：データ収集は容易。
基準日、定義、ファイルの
型などの整理が必要

ＩＲ：収集したデータは目的
に応じて集計・分析できる
形に変換することが必要

話題提供１
評価：データ集 ＩＲ：ファクトブック
とは何か？事例を交えて紹介
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 ここでは、実際に皆さまに作業

していただき、グループワークで

議論いただいた結果の概要を共有

させていただきます。まず、一つ

目の作業として、演習１の作業シ

ートに書き込んでいただいた結果

を前方のパネルに貼り出していた

だきました。その際、評価系の方

はピンクの付箋紙、IR/URA の方

は水色で色分けしていただきまし

た。想定を超える付箋紙を出して

いただき、こちらとして嬉しい限

りですが、その分、共通するものを分類したり、明確な相違などを見出したりするには至りませ

んでした。その点、申し訳なく思っておりますが、ざっと大学評価コンソーシアムのスタッフで

分類し、ご発表いただいた皆さまのご意見などを踏まえ、次のスライドのように整理させていた

だきました。まず、評価系の方は、普段の業務において、主に集計データを扱っておられますの

で、○○数といった記載が多かったという印象をいただきました。IR/URA 系の方におかれまし

ても、同じような項目を挙げていただいておりますが、項目数が多かったのと、分析の視点とし

て、変数をいくつか想定し、例えば成績に影響したようなものとか、あるいは年齢、性別等、出

身や高校、所在地別にどのように分かれているのかがわかるような属性情報を想定されているこ

とが多いという印象を受けました。 

 

 次に、演習１の二つ目の作業と

して、こちらにありますファクト

ブック・データ集の構成を考えて

いただきました。評価系ですと、

教育の項目には、こちらに上がっ

ているようなデータを項目として

ご提案いただいております。同様

に、IR/URA 系の方にも、こちら

にあるような項目を挙げていただ

きました。一つ論点として挙がっ

たのは、国際の項目は教育、研究

のどちらに位置付けるのかとか、

あるいは切り離すべきか、といったことでした。実際、評価系の皆さまは分けて考えておられま

したが、IR/URA 系の方は双方に分けて検討されていました。どちらが正解ということはありま

せんし、これは冒頭にお話しましたように、何らかの形があるわけではなくて、目的に応じて、
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演習１ 作業シート１の概要
IR/URA系
• 入試 志願者数、合格者数。出身地別。

• 教職員 人数、学校基本調査。

• 成績データ 履修科目、GPA、素点。

• 就職関係データ（決定時期、職種、支援室利用）

• アンケート（授業評価、入学時、卒業時、採用企業
満足度など）

• 国家試験合格率、資格試験、TOEIC

• キャリア支援 開講科目

• ３つのポリシー

• 授業の出席状況

• 病院含めて財務の情報

• 外部資金（科研費や共同研究（教員別、分野別）

• 教員研究業績（論文数、著書、発表、書誌データ）

• 一般管理費、光熱水道

評価系
• 入学 学生数、在籍者、留学生数。

• 学生満足度、授業アンケート。

• 国家試験、資格試験、TOEIC。

• 履修行動調査。

• 教員数、TA数。

• 教員の研究業績。

• FD参加者名簿。

• 寄付金、外部資金受け入れ状況。

• 公開講座とその満足度。

• 施設利用状況、電気使用量。

• 中期計画の数値目標に関する集計
データ。
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演習１ 作業シート２の概要
大分類 小分類（項目・指標名など）

【評価系】
教育

研究
国際

入学 志願者数、受験者数、高校別。
在学中 成績（GPA）、学生の実態調査（親の収入、アルバイト、自
宅・下宿、留年者数）
卒業 就職・進学状況
教員数、論文数、科研費・外部資金、特許件数、受賞
MOU締結数。留学生数（国、大学）。協定数。

※国際共著論文は国際の下におくか、研究の下におくかは、大学
により異なる

【IR/URA系】
入試

教育

就職
研究
社会連携

人事
地域貢献

出身地域、高校ランク、性別。これらのクロス集計。
合格率、入学率、志願倍率の他大学との比較

入学状況別の成績分布。条件（留学有無、奨学金）別の成績分布。
GPAを使うか、fGPAを使うか。
キャリアセンターを使ったかどうか
科研費、受賞。

公開講座。履修証明プログラム。開放授業。インターンシップ。市町
村の委員会への参画やその成果。

年齢、給与、業績 のクロス。外国人、女性、年俸制・クロスアポイ
ントメント。

地域連携事業数。施設利用者数。施設を貸している（有料の場合
は収入実績）
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都度、それぞれの大学で判断して設定していただくしかないということが惹き起こしている一つ

の現象だとも言えます。 

 

 以上のような作業に続いて実施

いただいたのがデータカタログの

作成です。ファクトブック・デー

タ集の項目や構成が決まったとし

て、継続的に実施していくとなる

と、各項目に収録する情報を基と

なるデータをどのような定義、タ

イミングで収集し、それぞれをど

こから入手してくるのか、入手す

るデータはどのような形式である

かなどを整理していく必要があり

ます。こういったことを進めてい

く上で一つの参考となる考え方として「データカタログ」を紹介し、実際に作成いただきました。

その作業結果を取りまとめたのが、こちらのスライドになります。初めて作業される方が多く、

難しいと思われる方が多かったと思います。記載いただいた内容としては、教育系のデータは教

務関係の部署から入手されるケースが多く、こういったデータに対して IR/URA系の方は比較的、

容易にアクセスできてるという特徴も見られましたが、やはりデータの定義がいまいち良く分か

らない、あるいはどういった基準でデータが集計されているのかがわからないという共通の問題

点も上げられました。 

 

 このようなことを踏まえ、私の

ほうで本日のまとめを簡単に整理

させていただきました。今回、フ

ァクトブック・データ集をテーマ

に取り上げてまいりました。企画

側の意図といたしましては、こち

らにありますように、このプロセ

スそのものは、繰り返し申し上げ

ておりますけども、評価も IR も

共通する部分があります。しかし

ながら、日常業務においては、評

価であれば集計データを、IR であ

れば生データをそれぞれ集めていると思います。また、評価であれば計画で何々をするといった

ことに対して、例えばある学部・研究科では、年度ごとにこんな状況でしたよってことをまとめ
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演習２の概要
項目名 保有部署 データ作成時期

（基準日）

データ形式 データ定義 備考

GPA

学生数 教務 DB シ ス テ
ムから抽出

中退者 教務 日付 （承認
日でカウント
するのか？）

学生募集

学生数 保有してい
るのか？？

さかのぼっ
て入力する
ことになって
いないか？

ちゃんとした
データベー
スになってい
る か ど う
か？

学校基本調
査

教務データ 教務担当

ファクトブック・データ集の効用
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組織の現状を
詳らかにする

データ収集

加工・統合

集計・分析

評価 ＩＲ

情報発信・説明責任 意思決定・改善支援

評価報告書 分析レポート
ﾌｧｸﾄﾌﾞｯｸ・
データ集

H28 H29 ・・ H33
学部 10 13 ・・ 16

研究科 23 25 ・・ 30

計画１ ○○を××する。

集計データ 生データ

□□の実施結果
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ることはできるわけですね。対する IR/URA 系の方は、恐らくオーダーそのものがよく分からな

いため、集計データでは対応できないという問題に直面されると思います。故に、生データが必

要になり、これを持っていればですけども、例えばあるときにはこういうふうに使えるし、ある

ときにはこういう積み上げの棒グラフで使うみたいなこともできるわけですね。このように、基

本的にデータを集めるというところは共通していますので、評価あるいは IR/UA が双方で連携し

合うと、例えばこういった表も、直接、評価から担当部署に照会するのではなく、一度、それぞ

れで確認しあうことで、有効活用できる可能性が広がります。また、IR/URA 系の方が直面され

るデータ収集の問題も、学外に対して説明していく際に必要であるという理由で評価側から照会

すると収集できる可能性が高まるという利点もあります。この辺りを、少し意識していただいて、

双方が連携を取る形で進めていただくと良いのかなと考えております。このことによって生まれ

る効果としては、照会される部署の負担軽減があります。 

本日、限られた時間ではありましたが、ファクトブック・データ集の作成作業を実践していた

だく中で、これまでお話ししたようなことの重要性を認識いただけたら今回の全体会の目的は達

成できたと思います。なお、せっかくの機会ですので、本日の話題提供 1 でご紹介いたしました

鹿児島大学様でファクトブック作成を実際に担当された田中さんが全体会に参加されておられま

すので、具体的な実践事例について、話題提供いただきたいと思います。その際、作成するに至

った経緯、収録項目等をどのように決められて、どういうふうに集められて、現在、どのように

運用されているのかというようなことをご紹介いただけると、皆さまにご参考いただけると思い

ます。あと、可能であれば非常に困ったところ等も、差し支えない範囲でお話しいただけると良

いのかなと思います。では、田中さん、よろしくお願いいたします。 

 

田中：鹿児島大学の企画評価課という事務職員の田中と申します。よろしくお願いします。本学

では、平成 23 年からファクトブックという冊子体を作っております。この冊子体は、平成

16 年に国立大学が法人化したことをきっかけに、法人化以降の情報について整理したもの

です。ファクトブックとして持ち運びができるよう、A5 サイズで作っておりまして、昨年、

平成 27 年までこのような冊子体で作成しておりました。ただ、ページ数が 300 ページを超

えており、毎年、発行する経費をねん出していくのが困難な状況になってまいりました。

そこで、WEB 上で公開する方式がないかということで、作成に取り掛かったのが、本日、

ご紹介いただいたものです。ファクトブックに収録する情報は学校基本調査や大学概要等

で公表してる公開情報を中心に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が収集してい

る大学情報データベースの過去のデータを活用しています。こうしたデータをファクトブ

ックで見せようとしたときに、紙上だと、人数と表と二つを付けないといけないんですが、

WEB 上でですと、こういう、いろんなところで動的に見せることができます。最新のもの

はこちらの鹿児島大学のトップページから入っていただければご確認いただけます。収録

している項目は、教育であれば入学志願、志願倍率などがあり、全ての情報を見ていただ

くには、それぞれの項目をクリックしていただけると、下に展開されます。まず、過去 5

年分を最初に見えるようにし、マウスのポインターを持っていくと、法人化以降の全ての
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数値が見えるようになっています。余談ですが、構築に当たって、ある業者さんにシステ

ム化をお願いしたところ、とんでもない見積金額が出てきましたので、内製することにし

ました。その際、活用したのは「Google Chart Tools」という、Google さんが無償で提供

してるツールです。それを使い、棒グラフの他、ベンチマークなども行っています。作成

時にエクセルや CSV のテキストデータを直接、HTML を書き換えるという手間はかかり

ますが、一回、サイトを作ってしまうと、以降は新しい情報を追加していくだけでよいの

で、お金もかからず運用できるようになります。実際、昨年、私が作成したあとは、年度

の情報更新を事務補佐の方にやっていただいています。なお、Google Chart Tools につい

ては、インターネット等で検索していただければ、使い方も含めて、かなり公開されてお

りますので、比較的、容易に導入いただけると思いますし、ある程度、データがあれば、

いろんな見せ方もできると思います。私からの説明は以上です。 

浅野：田中さん、ありがとうございました。これまで、我々が企画させていただいておりますイ

ベントに参加いただく方から、なかなか学内でデータが集まらず、手詰まり感が強く、そ

こから進めないっていうケースを多く伺います。田中さんにご紹介いただいた事例は、学

内にある既存のデータや学校基本調査等の公開データです。このようなデータを活用しな

がら、自大学の立ち位置が分かるようにされたというお話しだったと思いますので、学内

のデータが集まらない時に、まず公開データの活用に目を向けていただくことをご検討い

ただければと思います。見せ方については、さまざまかと思いますし、学内限定のものも

あっても良いと思いますが、評価及び IR/URA 系の方が、大学の現状を詳らかにしていく

上で、一つの方向性として捉えていただければ幸いです。実際、実践していこうとすると

様々な問題に直面されると思いますし、先ほど大野先生や藤原さんから紹介いただいた「デ

ータカタログ」「データマネジメント」といった、新しい考え方を参考に、事態が少しでも

好転することを願っております。日本の大学においては、まだまだ発展途上のことも多く、

今回の全体会の趣旨説明でもお話ししましたけれども、大学評価・IR 担当者集会という名

称変更した第 1 回目の企画として、本日のテーマを挙げさせていただきました。時間の関

係で消化不良になってしまった部分もあるかと思いますし、こちらの不手際で十分な対応

ができていないこともあると思います。それらは反省材料として残りますけれども、微小

ながら皆さまにお持ち帰りいただけるヒントや気づきを提供できたことを願っております。

本日は、お疲れ様でした。そして、長時間にわたり、お付き合いいただき、ありがとうご

ざいました。 

藤原（将）：浅野先生、それから大野先生、藤原先生、ご協力いただきました皆さま、ありがとう

ございました。浅野先生がまとめで述べておりましたように、皆さまの大学でも日々の教

育実践において直面される様々な課題に対して、継続的な改善が求められており、その改

善をさらに推進したり支援したりするということで、大学評価や IR が関係しているという

ふうに思います。そうした大学評価、それから IR、それぞれの現場で培われている現状把

握、それからデータの有効活用、そういったことの考え方について、あるいはその方法に

ついて、本日の全体会のテーマとして触れさせていただきました。皆さま、ぜひ、この全
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体会で得られた知見を、明日、ご参加の方は、明日の実践セッションを含め、実践につな

げていただけるとありがたいかな、というふうに考えております。皆さま、長時間お疲れ

さまでした。 


