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評価と IR と結節点としてのファクトブック・データ集の効用を考える 

 

山形大学 学術研究院 

浅 野  茂 

 

あらためまして、山形大学の浅野でございます。よろしくお願いいたします。ここから少し長

丁場になりますが、皆さまと一緒に、なるべく具体的な内容をお持ち帰りいただけるように、取

り組んでまいりたいと思います。 

通常この手のワークショップですと、もう少し少ない人数で実施しますため、ややライブ感等

が薄まるかもしれませんが、今回、140 名という形で、多くの方にご参加いただいています。な

るべく皆様にお持ち帰りいただくものを少しでも多く提供できるように、ある程度盛り上がって

いただけるように努めてまいります。ぜひ皆さまも積極的にご発言いただくとか、あるいは、グ

ループワーク等に取り組んでいただくということの、ご協力をお願いしたいと思います。 

 

 では、進めてまいります。全

体会の趣旨として、タイトルに

もありますけども、『評価と IR

と結節点としてのファクトブッ

ク・データ集の効用を考える』

というテーマで、今回は進めさ

せていただいています。その所

以は、先ほどお話しいたしまし

たように、もともと大学評価担

当者集会を減点としてこれまで

実施してまいりましたが、昨今

の IR との関係もありまして、

我々としても、この二つを何らかの形でフォローアップできればという形で考えてまいりました。 

大学評価・IR担当者集会2017

全体会
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次のスライドにありますように、

大学評価コンソーシアムといたし

ましては、評価を評価で終わらせ

ないということを、行動指針の一

つで掲げてきております。昨年も

このテーマを中心に、目標値の設

定であったり、組織の活動をどの

ように図るのかといったことをテ

ーマに、開催してまいりました。

その背景には、数値目標であった

り、指標の設定においては現状把

握であったり、データを把握して、

今自分たちの組織がどういう状況にあるのかといったことを、明らかにしていくということがご

ざいます。こういった作業を通じて、特にわれわれ評価コンソーシアムのスタッフに関しまして

は、ファクトブックといったもの、あるいはデータ集といったものの作成を通じて、実践をして

まいりました。 

 そこでいろいろと考えていくわけですけども、先ほどお話ししましたように、当初、われわれ

も評価を中心に関わってきましたけども、業務の流れの中で、IR 的なこともやっていくというよ

うなことが出てきます。その一つの連携の在り方として、ファクトブック・データ集というのが

あるんじゃないかというのが、われわれが今考えていたところであります。今回は、ここに焦点

を当てて、せっかく皆さま、評価あるいは IR を担当されてるかたがたにご参照いただいていま

すので、こういったファクトブックであったり、データ集の作成を通じて、どのように連携がで

きて、おのおのがそれぞれどのように効率的に業務を進められるのかといったことなどを、議論

していきたいというふうに思います。 

 

 その背景には、ここにもありま

すように、評価・IR の業務プロセ

スというのを書かせていただいて

いますが、基本的には、学内外か

らのさまざまな依頼者であったり、

指示者であったりからオーダーが

来て、ここにあるような流れで対

応していくという形になるかと考

えています。 

 まず一つ目には、オーダーに基

づいて、データや、さまざまな資

料を収集して、設計をするという

• 「評価を評価で終わらせない」→行動指針の一つ‼

• 昨年は「数値目標と指標で組織の活動をどのように測

るのか？」をテーマに設定。

• 数値目標や指標の設定において、現状把握は不可欠。

そのため、組織内外の様々なデータを収集して経年分

析、ベンチマークしたりする。この作業は、大学評価コ

ンソーシアムスタッフの多くがファクトブック・データ集の

作成を通じて実践。

• そこで、今年の全体会ではファクトブック・データ集に焦

点を当て、評価担当者とＩＲ担当者が、この作業を通じ

て、どのように連携でき、各々の業務を効率化・迅速化

できるのか、その効用などを議論したい。

1

趣旨説明

（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

評価・ＩＲの業務プロセス

2
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形です。設計に基づいて、どのようなデータが必要かを考えデータを集めていく、そして集めた

データを分析し報告をしていく、という流れになろうかと思います。その際、スライドの右側に

ありますように、それぞれのフェーズで、いくつか、バックグラウンドといいますか、情報が必

要になってくるということもあります。最初のプロセスですと、例えば評価制度が理解できてい

るか、学生調査の手法が理解できているか、政策動向が理解できているとかといったことですね。

次に、データ収集のプロセスですと、所在が把握できるとか、入手できる、あるいは整理できて

いるということがあります。また、集まったデータを分析するには、それを操作したり、解釈を

したりといったことが必要になりますし、報告業務においては、せっかく集めて分析したデータ

を、どのような形で加工したり、見せていくことが効果的なのかといったことも、考えられます。

しがって、この辺りの作業や業務において、評価と IR は非常に多くの点で共通している部分が

あろうかと思います。 

 

 その背景には、こちらにありま

すけども、評価担当者は評価の報

告書を中心に、国立大学、あるい

は公立大学ですと、認証評価と法

人評価というのがありますし、私

立大学の方におかれましては、認

証評価が中心になろうかと思いま

すけども、こういった外部からの

要請に対して、それぞれ大学の現

状、あるいは質の保証、維持、向

上といったことを報告書に書いて

いくわけです。その際、書いてる

ことが正しい、確かだということを、エビデンスを用いて証明していくことが求められますが、

説明責任のウェイトが高く、どちらかというと外から求められてることに対して、いろんな情報

を集めて現状を分析していくということがメインになります。他方、IR は、どちらかというと執

行部とか学部の皆さまからのいろんな要望に基づいて、学内の現状を把握し、明らかとなる課題

などを改善していくことがメインになり、内部志向的な要素が強いと言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 評価担当者は、評価の報告書（機関別認証評価や国立大学法人

評価の自己評価書等）の作成を通じ、大学の質の保証やその維

持・向上を目的として、報告書の根拠資料となるデータや資料を

収集している。

→どちらかというと「説明責任（accountability）」志向

例）主に評価項目に定められたデータを収集し、現状を把握する

• IR担当者は、執行部や学部等の依頼に基づき、学内の現状や問

題点等をデータにより把握し、各部署での特色、改善すべき点等

を明らかにすることを目的として、その分析のためにデータを収集

している。

→どちらかというと「改善（improvement）」志向

例）主に依頼に基づき様々なデータを収集し、加工・分析する

3

背景
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評価は、外部からの要請に対し

て説明していくっていう形ですけ

ど、IR は内部のオーダーに対して、

現状を把握して、もし課題があれ

ば、それをどう改善していくかと

いう視点で、分析をしていくとい

う形になろうかと思います。この

ように、求められてる視点という

のは、若干違うところがあるかも

しれませんが、一方で、先ほど来、

繰り返し申し上げておりますよう

に、評価と IR の業務において、

共通点が多いといえます。少なくとも、大学評価コンソーシアムの運営スタッフ間では、このよ

うに理解しております。したがって、評価担当者は報告書の作成がメインですけども、根拠資料

を作成するためのデータが必要となります。一方、IR 担当者については、学内の依頼者から来る

オーダーに沿って、いわゆる生データを中心に集めて、分析されてるケースが多いかと思います。

このように、扱うデータは異なるかもしれませんが、データを収集して分析するという基本的な

部分では共通しています。こういったことから、先ほどのスライドでお示ししましたように、業

務プロセスそのものは非常に類似しているわけですけども、現状なかなかここがうまく連携でき

ていないのかなというのが、我々の考えているところです。 

 

 では、この二つの部分を、今回

のテーマを通じてどのように連携

させていくのかというところで、

少し考えていきたいと思います。

繰り返しになりますが、評価も IR

も組織の現状をつまびらかにして

いくという点では変わらないとい

えますが、現状としては、こちら

にありますように、データを集め

て、加工・分析・集計していくと

いうところで共通しているものの、

評価は根拠資料を作って情報発信

をしたり説明責任を果たしたりするというところがメインに、一方 IR はアウトプットが集計結

果やグラフなどがメインになり、分析レポートを個別に出していくっていうことをやっておられ

ると思います。この過程において、評価担当者は先ほどお話ししましたように、集計データを扱

っておられますので、ある程度集めやすいというところがあろうかと思います。一方、IR に関し

• 評価業務もIR業務も「改善に資する支援活動」と考える

と、共通点が多いが、データの活用という観点で異なる

のでは？

• 評価担当者は、評価報告書の作成がメインであり、

データは根拠資料の１つになっている。 → 集計デー

タがあればよい？

• IR担当者は、依頼者への分析データ（情報）の提供がメ

インであり、集計データだけでは分析が難しい。 →

生（詳細）データがないと分析ができない？

• スライド２で示したように、業務プロセスは類似している

が、現状は連携できていないのでは？

4

評価とIRの共通点とは

組織の現状を
詳らかにする

評価とIRの結節点

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

5

データ収集

加工・統合

集計・分析

根拠資料・
エビデンス

集計結果、
グラフなど

集計データ
収集が容易

生データ
収集が困難

単純な整形
汎用性が低い

複雑な整形
汎用性が高い
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ましては、生データを扱いますので、他の業務システムからいただいてくることになりますが、

他の部署で管理されてる学生系のデータとかになると、なかなか集まらないという問題に直面さ

れているかと思います。 

 次に、業務上の問題点として、評価担当者が収集する集計データは汎用性が低い、あるいは、

使い回しが利きにくいという実態があるかと思います。それに対して、IR のデータというのは、

もともと生データですので、属性さえあれば、違った角度から、例えば性別で集計していくとか、

年齢別で集計していくとか、そういったことが可能になるため、汎用性がある程度高いといえま

す。この二つの業務の「良いとこどり」をして進めていくうえで注目しているのが、ここにある

ファクトブック・データ集ということです。 

 ただ一方で、先ほど来、繰り返

し言っていますけども、なかなか

うまくいっていないという所があ

ろうかと思います。そこで、連携

が図れる業務として、認証評価で

あったり、教育の内部質保証であ

ったりが考えられます。したがっ

て、データの活用を見据えて、そ

れぞれが持ってるデータをなるべ

く有効活用して、いろんなことに

対応できれば良いと思います。 

 

 

その際、こちらにありますよう

に、集めたデータを活用して分析

しようとすると、データマネジメ

ントといったものも必要になって

まいります。現状、多くの場合、

集めたデータは、そのまま分析で

きないため、それを分析できるよ

うな形式に変換していく作業が必

要になり、ここでは「データマネ

ジメント」として位置付けていま

す。この後、詳細を説明いたしま

すけども、ファクトブック・デー

タ集というのを説明した後に、データカタログ、データマネジメントといったことについても、

少し説明をさせていただこうと思います。時間の関係で、このスライドの詳細説明は省略いたし

ます。 

• 各ステップにおいて、評価担当者とIR担当者が扱うデー

タに違いはあれど、似たような業務を行っているため、

この部分において連携が図れるのではないか？

連携が図れる業務例： 認証評価への対応、教育の内部質保証

システムの構築、大学の中期目標・中期計画の進捗管理等

• データ（情報）の活用を見据えて、集計データにしろ、生

データにしろ、適切なデータを収集できれば、それぞれ

の業務（集計・分析）を効率的に進められる。

• 集計・分析結果を、「改善」志向により自己評価や認証

評価に使用したり、定期的かつ継続的に依頼主に提供

できるようになれば、データ（情報）への感度が高まり、

組織内での活用にも寄与できる。

6

評価とIRの特徴・課題

• データ（情報）を活用する際、「目的に沿って集計・分析でき

るよう、収集するデータの所在や定義を整理したり（データ・

カタログ） 、収集したデータを加工・統合したり（データ・マネ

ジメント）する」ことが必要かつ重要となってくる。

• データ・カタログ、データ・マネジメントの実践事例の一つとし

て、「ファクトブック・データ集」がある。イメージとしては、以

下のものがある。

① 評価担当部署が評価報告書作成のために収集した（今後に向

けて収集する）データを再利用する形で作成

② 学内の大学概要や学校基本調査等の学外に公表されたデー

タを再利用する形で作成

③ 目標・計画に設定された指標のモニタリング結果により作成

④ 大学の研究力として、科研費やジャーナル等による他大学との

ベンチマーク結果により作成

7

データ（情報）の活用策
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 ここまで説明して参りました点を踏まえ、今回のテーマを設定させていただきました。ポイン

トは、評価担当者と IR 担当者が、どのようにして連携できるのかという具体的な形として、フ

ァクトブック・データ集の作成を取り上げ、そのうえで、各々の業務をいかに効率化、迅速化で

きるのかという、この二つの論点を挙げさせていただいております。 

実際の業務においては、様々な困

難や障壁等はあるかと思いますけ

ども、データを有効活用するため

にどういったことができるのかと

いうことで、この後の話題提供 3

点、それから演習という形で、皆

さまにグループワークを行ってい

ただき、その結果を共有しながら、

一緒に考えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 こちらが、全体会の構成であり

ます。まず、話題提供 1 として、

浅野から『ファクトブック・デー

タ集とは』というタイトルで、解

説と実践事例をご紹介いたします。

その後、演習 1 として、『ファク

トブック・データ集の構成を考え

てみよう』という二つのワークを

実施し、休憩を挟みまして、話題

提供 2 として、鳥取大学の大野先

生からデータカタログの解説と実

践事例の紹介と演習 2 という形で

1 セッション組ませていただき、最後に、話題提供 3 として、山形大学の藤原さんから『データ

マネジメントの必要性と実践』という形で紹介させていただきます。この話題提供 3 は今回、時

間の関係上、演習は難しいため、話題提供 1 及び 2 の演習結果を踏まえ、最後に総合討論の時間

を取りたいというふうに考えております。 

 それぞれのセッションの位置付については、先ほどからお話ししていますように、プロセスそ

のものは共通していますので、このファクトブック・データ集という共通のアウトプットに向け

て、それぞれがどう連携できるかというところをメインに考えていきます。その考え下で、話題

提供 1 を通じて、このファクトブック・データ集が何ぞや、というお話を簡単にさせていただき、

• 今年は、「ファクトブック・データ集の作成」に焦点を当て、

そのプロセスであるデータの収集・管理及びその有効

活用について、以下の点を議論したい。

① 評価担当者とＩＲ担当者がどのように連携できるのか

② 各々の業務をいかに効率化・迅速化できるのか

• 評価担当者とIR 担当者が取り扱うデータの違い、目的

に応じた効率的なデータ収集・管理方法、データを有効

活用する際の障壁等について、話題提供者による講義

や演習を通じた参加者によるグループワークの結果を

基に討議を行う。

8

全体会のテーマ

全体会の構成

時 間 概 要
13:45～14:15 話題提供１ 【浅野（山形大学）】

ファクトブック・データ集とは？～解説と実践事例の紹介～

14:15～15:30 演習１
ファクトブック・データ集の構成（目次）を考えてみよう

15:30～15:45 休憩

15:45～16:15 話題提供２ 【大野（鳥取大学）】
データ・カタログによるデータの所在把握と定義の統一
～データ収集に対する評価担当者とIR担当者の違いとは～

16:15～16:55 演習２
データ・カタログを作成してみよう

16:55～17:15 話題提供３ 【藤原（山形大学）】
データ・マネジメントの必要性と実践

17:15～17:25 総合討論

9
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話題提供 2 として、評価や IR で

収集したデータは、いろんな整理

をしないといけない実状がありま

すので、その整理をする際の参考

として「データカタログ」を取り

上げ、最後に、話題提供 3 として、

集めたデータをどのようにして加

工・統合していくのかというのを、

データマネジメントという視点か

らお話をしていただくという形に

なります。 

 以上、全体会の趣旨について、

ご説明させていただきました。 

 

 

 

 

 

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


