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本日の内容
データ収集に係る業務の効率化を実現する方法として

「データカタログ」について説明するとともに、収集するデータ

に対する評価担当者とIR担当者の考え方の違いを示し、

各担当者の役割分担（連携）について提案する。

データに係わる問題点

データを収集するとは？

データの利活用

評価担当者とIR担当者の役割分担

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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評価・IRの業務プロセス
（調査・評価の目的を踏まえて）

収集・分析を設計

データ収集

データ分析（情報化）

報告（意思決定・改善支援）

学
内
外
の
依
頼
者
・
指
示
者

各種評価制度、学生調査
手法、学内の状況や経緯、
政策動向などの知識が必要

所在把握、入手、整理

操作、解釈

報告方法・活用支援

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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データに係わる問題点
データに関して、本学では以下のような問題がある。

データの定義が曖昧な状態で図・表が作成されており、毎
回数値が異なる場合がある。

様々な調査票の作成（データ→情報への変換）が行わ
れているが、全学ではほとんど共有されていない。

担当部署が作成したデータ（情報）がノーチェックで学外
に提供・公表されている場合がある。

評価関係の報告書作成において、データを根拠資料
（エビデンス）とする際に、結構頻繁に発生。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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過去に発生した問題点（評価）①

基準３ 教員及び教育支援者

３－１－② 学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員
が確保されているか。また、教育上主要と認める授業科目には、専任の教
授又は准教授を配置しているか。

３－１－③ 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教
員が確保されているか。

【根拠となる資料・データ等例】

・認証評価共通基礎データ様式【大学用】様式１〔提出必須〕

→専任教員数、研究指導教員及び研究指導補助教員

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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大学改革支援・学位授与機構「大学機関別認証評価 自己評価実施要項（平成30年度実施分）」より抜粋



過去に発生した問題点（評価）①

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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過去に発生した問題点（評価）②

基準６ 学習成果

６－１－① 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付

けるべき知識・技能・態度等について、単位修得、進級、卒業（修

了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論

文等の内容・水準から判断して、学習成果が上がっているか。

【根拠となる資料・データ等例】

・学部、研究科等ごとの標準修業年限内の卒業（修了）率（※１）及

び「標準修業年限×１.５」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年

分）〔提出必須〕

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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大学改革支援・学位授与機構「大学機関別認証評価 自己評価実施要項（平成30年度実施分）」より抜粋



過去に発生した問題点（評価）②

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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大学改革支援・学位授与機構「大学機関別認証評価 自己評価実施要項（平成30年度実施分）」より抜粋



データ収集に関する課題（IR）

必要なデータが収集
できましたか？

分析に
進んでください

どの問題ですか？

A：入手方法が分からない

B：入手したが値がおかしい

C：断られた／嫌な顔をされた

A’：欲しいデータが存在しない

できた

できなかった

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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A：入手方法が分からない
詳しそうな人に訊いてください。

◦ 職員の場合、教務系のデータならば教務系経験者、財務
系なら財務系の経験者など、その畑の人に聞く。

◦ 教員がデータを入手したい場合、事務同士のネットワークで
探してもらうのも手です。

◦ 兼務型IRオフィスなら、その辺は楽か？

そもそも何を入手すれば良いのだろう？

◦ クライアントとよく話してください。

◦ 話をしながら、相手の求めている背景も読みとれるとなおよい
です。プラスアルファを出そうと思うなら、ここが重要。

◦ 信頼関係の醸成もここが重要かも。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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B：入手したが値がおかしい
定義、基準日をはっきりさせよう。

◦ 利用目的がはっきりすれば、定義も自ずと決まることが多い。

◦ データベースの設計、各種学内調査の調査表作成に、IRも
加えてもらえるよう根回しも重要？

他人を信用しないのも選択肢。

◦ 発生源入力のデータベースの精度が信用できないなら、自
分たちで入れる。 → 他部署から楽になった実感があれば
パート職員くらい増員できる？ → データリクエストへの対応
業務を本務にするかどうか。

生データをもらっておけば、用途に応じてデータを加
工すればよい。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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なぜこのような状況が発生する？
評価担当者の場合
• 大学機関別認証評価にしろ、国立大学法人評価にしろ、法令
で定められているため、自己評価書を作成するために根拠資料を
収集すること（目的）は明確。

• 根拠資料が指定されている場合もあるが、データや情報を収集す
る必要あり。

 IR担当者の場合
• 執行部や学部等の依頼によるため、求められるもの（目的）が
明確でない場合もある。

• 依頼内容により収集するデータ形式が異なったり、複数の部署か
ら収集する場合もある。また、収集したデータを単に集計するだけ
ではなく、加工・統合する必要あり。

どちらの担当者（業務）でも「データ収集」は必要だが、対象と
するデータの「種類」や「その後の活用」が異なる？

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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データを収集するとは？
データは、何を対象に、どこから集めるのか？

→収集の対象（目的）、所在把握

データは、どのように集めて、どのように蓄積するのか？

→収集方法（形式）、管理方法

疑問点：
データの定義は同じもの？

収集したデータは正しいの？（データの正確性）

担当者が代わってもデータは同じもの？（データの信頼性）

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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データは、何を対象に、どこから集めるのか？

収集の対象

◦ 加工されたデータ（集計値）：大学概要、学校基本調査、

大学ポートレート等

◦ 生データ：学生の成績リスト、教員の業績リスト、個別のア

ンケート結果等

所在把握

◦ データの保有部署、上記調査の作成先、業務システムの運

用先等で作成されるデータ及びフォーマット

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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（参考）学内にある公開済の数量データ

自大学の経年データ 他大学のデータ 短評

１）大学概
要

○：通常、５，６年分なら容
易に入手可能。（印刷物として
も存在する）

△：国立大学に限って言えば入手
しやすい。ただし一般にPDFである。

国立大学に限って言えば、掲載内容
は似通っている。公立、私立との比較
はやや難しい。

２）学校基
本調査

○：通常、５，６年分なら容
易に入手可能。（一般に数年
間は保管しているため）

△：簡単には入手できないが、グ
ループごとの平均値等はwebで入
手可能である。

国公立は大学基本情報として公表す
るとのことである。

３）大学
ポートレート

△：１～３年分程度のデータし
かないため、経年比較は難しい。

△：多くのデータが比較可能である
と考えられるが、詳細は不明である。

大学ポートレートセンターのwebサイト
等も見あたらないため仕様が不明であ
る。

４）教育情
報の公開

△：散逸していなければ、入手
可能。（過去のデータを保管して
おく必要性がないため）

△：単年度ならば入手可能だが、
フォーマットが異なることも多い。

このデータは当該年度のものしか公表
されていない可能性が高そうである。

５）学外か
らの調査依
頼

△：調査を回答した部署には、
数年分は残っているはず。

△：公的機関の調査の場合、集
計済のデータは公表される場合が
多い。

学校基本調査と比べると回収率は低く
なることが多い。

６）自己点
検評価書

△：叙述資料が大半である。用
いる数量データも異なる。

△：同じ認証評価機関で受審し
ていても用いるデータは異なる。

認証評価等では、例外的に共通の数
表があるので、公表されていれば比較
は容易である。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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情報誌「大学評価とIR」第１号 嶌田（2015）より



データの種類と質

データは大きく分けて２種類

◦ 加工されたデータ（集計値）

例）大学概要、学校基本調査、大学ポートレート等

データの集計方法や結果の真偽について、こちらで十分な説明がで
きない

既存のものが利用できるため、収集は早い（部局間の壁がある場
合も）

◦ 生データ（数値、テキスト）

例）学生の成績情報、教員の業績リスト、アンケート結果等

データの集計方法や結果の真偽について、こちらで説明ができる

業務システムへのアクセス権限の付与、保有部署への依頼文書等
が必要となる場合が多く、収集するまで時間かがかる

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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データの種類と質

データの質を左右するものとして４項目

◦データの定義

例）データカタログ、データベース設計書等

◦データの正確性

例）入力値のチェック、プルダウン等による入力のルール化、
複数人によるダブルチェック体制等

◦データの信頼性

例）データ追加・変更・削除処理のマニュアル化、データのク
リーニング・クレンジング方針の決定等

◦データの鮮度

例）更新の頻度、業務の定型化、定期的な報告等

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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データは、どのように集めて、どのように蓄積する
のか？

収集方法や管理方法を、以下の２種類で区分。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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区分 説明
データベース 生データを対象とし、各データの定義及び項目は管理者により

事前に決定されており、データの正規化（データの重複を無くし、
データの管理を容易にすること）を行うことで、複数のデータを組
み合わせて使うことが可能なもの。
主なデータベースとして、MS Access、MS SQL Server、

Oracle Databese、MySQL、PostgreSQL等がある。

データファイル 生データ及び加工されたデータを対象とし、各データの定義及び
項目は利用者により随時変更可能であり、データの重複が可能
なもの。
主なデータファイルとして、テキストファイル、CSVファイル、MS

Excel等がある。

情報誌「大学評価とIR」第１号 藤原・大野（2015）より



データベースがない／ある場合

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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情報誌「大学評価とIR」第１号 藤原・大野（2015）より

IRオフィスが出すデータリクエスト
（データが分散管理されている場合）

IRオフィスが出すデータリクエスト
（データが統合管理されている場合）

 

各担当部署

学生データ
（教務関係）

IRオフィス

（データ収集・分析）

各担当部署

教員業績データ

各担当部署

人事・給与データ

各担当部署

学生データ
（入試関係）

リクエスト

結果あり

結果なし

 

Oracle 
D/B

• First-Year Experience
• デモグラフィックデータ
• 在籍状況と成績データ
• 高校の時の成績データ
• 学生寮データ
• etc.

各担当部署

専用入力・閲覧画面
（個別データ入力・修正用）

IRオフィス

MS Access / SQL
（一覧参照・分析用）

ISRS
ISRSの管理・運用はMnSCU
のIT部門が担当
 D/B用アカウント
 アクセス権限
 ロール設定（グループ）

外部アクセス

Web入力・閲覧画面
（学生・ゲスト用）

リクエスト

結果あり

アクセス（入力・閲覧等）



データの定義×データの種類

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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データの定義曖昧 明確

デ
ー
タ
の
種
類

集計値

生データ
データベース
［組織レベル］

（SQL Server、Oracle）

データファイル
［集計値］
（MS Excel）

データベース
［個人レベル］
（MS Access）データファイル

［生データ］
（MS Excel）



データの信頼性×IR業務

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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データベース
［組織レベル］

（SQL Server、Oracle）

データベース
［個人レベル］
（MS Access）

データファイル
［生データ］
（MS Excel）

データファイル
［集計値］
（MS Excel）

データの信頼性低い 高い

IR
業
務

アドホック

ルーティン



データベースは必要か？
最終的には、あった方がIR業務が効率的・効果的に行える。

ただし、以下の条件が整ってからでも遅くない。

• IR業務の大半が、定型業務（ルーティン）である。

• 定期的にデータ（分析結果）の提供先がある。

• 複数の利用者（職員や役員等も含む）が、最新データをリアルタイ

ムで共有する必要がある。

データベースには、多大なコストがかかることを忘れずに。

• 【お金】導入費、保守費、カスタマイズ費等

• 【人員】サーバ管理者、データベース管理者、データ運用者等

• 【技術】システム設計、データベース設計、情報セキュリティ等

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会

22



データの利活用
このような問題点を改善するために、本学では評価

業務及びIR業務において、以下に取り組む。

データ（情報）の所在把握と定義の統一
鳥取大学データカタログ

評価業務で収集するデータや外部に公表されている
データ（情報）の利活用
鳥取大学ファクトブック

「継続的なデータ収集・蓄積体制の構築」と「意思
決定や改善に資するデータ分析の提供」を目指す。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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データ利活用の一例
（ファクトブック作成のフロー例）

対象となるデータ

や根拠資料

•データ元資料名：学校基本調査（文部科学省）、大学情報データベース（大学改革支

援・学位授与機構）、大学ポートレート（大学ポートレートセンター）

•活用先資料名：国立大学法人評価（文部科学省）、大学機関別認証評価（大学改

革支援・学位授与機構）、鳥取大学ファクトブック

データカタログ

•定義：「いつどの部署で、どのようなフォーマットでデータを作成しているのかをまとめたもの」（嶌

田ほか、2015）

•目的：学内におけるデータの所在を把握し、使用するデータ・指標の定義を統一する

ファクトブック

•定義：「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である。」（嶌田、2015）

•目的：経年データを可視化することで、大学全体を数量的に俯瞰する。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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鳥取大学データカタログ
完成形のイメージ（当日配付します）

データカタログには、以下の２種類があると考えている。
集計表対応型：既存調書の集計データが対象

データ対応型：生データが対象

本学では、評価業務で収集したデータを活用（２次利
用）するため、「集計表対応型」から着手。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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鳥取大学データカタログ
データカタログは、以下の２つで構成される。
 データ一覧表：データ・指標の項目、所在、基準日等をまとめ

たもの（データの所在把握）

 データ定義書：各データの定義と収集フォーマットを定めたもの
（データ定義の統一）

データ一覧表で割り振る項目

番号は、以下のルールで作成。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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項目番号 説明 備考
１～２桁目 種別番号 数字２桁
３～５桁目 項目番号 数字３桁
６桁目 区分記号 英字１桁

種別番号 種別名
01 教職員
02 入試
03 学生
04 学習成果
05 進路
06 学生支援
07 研究
08 社会貢献
09 国際交流
10 財務

区分記号 区分名
A-Z データ
a-z 指標

※種別名については、「新潟大学ファクトブック2015」
項目一覧を参考に作成



評価担当者とIR担当者の役割分担

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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報告書

解釈（定性的

な分析）

集計・可

視化

データ

報告書

解釈（定
量的な分

析）

集計・可視化

データ

評価担当者 IR担当者

データ（情報）に対する意識の違い



評価担当者とIR担当者の役割分担
評価担当者の場合
• 自己評価書を作成するために集計されたデータ（特に過去
数年分の経年データ）を収集したい。

• 分析結果（コメント）もあればさらに良い。

IR担当者の場合
• データの正確性や信頼性が高く、分析可能なデータを収集
したい。

• 共通IDをもつ複数のデータがあればさらに良い。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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評価担当者とIR担当者の役割分担
評価担当者には、以下の点を意識して欲しい。

• 収集するデータの絞り込み、関係部署とのデータ定義の共
有、提供されたデータ（情報）が示す意味、データ（情
報）から考える改善支援策

IR担当者には、以下の点を意識して欲しい。

• データ収集や分析に係る目的の明確化、関係者へのデータ
提供、分かりやすい分析結果の提示、関係部署とのコミュニ
ケーション

評価担当者（部署）とIR担当者（部署）の連携例と
して、自己評価書の作成において、データ収集・蓄積は評
価部署が担当し、データ分析はIR部署が担当し、分析結
果を評価部署へフィードバックする、など。
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演習２（個人ワーク）
演習１のQ2で考えたファクトブック・データ集の構成

（演習１作業シート２）を基に、毎年更新していく
前提で、データカタログについて記入してください。
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31

大分類 項目名 

（小分類） 

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 

       

       

       

       

       

       

       

大分類 項目名 

（小分類） 

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 

演習２作業シート（個人ワーク）



演習２（ペアワーク）
個人ワークの結果（作業シート）を隣の人と共有し、

他大学における状況を確認してください。

その後、自大学におけるファクトブック・データ集の継
続的な作成手順について議論してください。

※議論した内容は、演習２作業シート（ペアワーク）
欄に記入してください。
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