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まえがき 

大学評価コンソーシアムでは、参加者が一堂に会し、評価担当者や IR 担当者を取り巻く環境

や日常業務において直面する課題とその解決策等を議論する場として、全体会を実施してきまし

た。これまで、「評価を評価で終わらせない」など、大学評価を中核において実施してきました

が、昨今の質保証への要請の高まりや IR の急激な展開に伴い、IR 担当者をはじめとする多く

の大学関係者に大学評価コンソーシアム会員として登録いただき、積極的にご参加いただいてお

ります。こうした実態を踏まえ、今回は従来の「大学評価担当者集会」を「大学評価・IR 担当者

集会」に改めて開催する運びとなりました。 

この記念すべき節目の全体会のテーマは「評価と IR の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」を挙げさせていただきました。その所以は、大学評価も IR も、視点の相

違はあるにせよ、目的に照らして大学の現状を詳らかにすることで継続的な改善へと役立てるた

めの支援活動という点では共通している点にあります。また、評価担当者は評価書作成、IR 担

当者は大学の現状把握や改善計画の立案等を支援する際に各種データや情報を必要としますが、

双方が連携し、これらの業務を効率的かつ効果的に推進することが期待されています。そのため、

今回の全体会においては、ファクトブック・データ集とは何か、それらを継続的に作成していく

ためには何が必要か、といったことについて話題提供を行うとともに、演習を通じて実践いただ

きました。これらのことで、ご参加者いただく皆様のファクトブック・データ集に対する理解促

進を図り、日常の業務において実践いただく際の一助となれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 29 年 12 月 28 日            

大学評価コンソーシアム 副代表幹事   
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浅 野  茂   
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開催概要 

 

１．日時・会場 

平成 29 年 8 月 24 日（木）13:30－17:25 

立命館大学 大阪いばらきキャンパス A 棟中ウイング１階 AC130 

※２階は資格試験会場となっておりますので立ち入りはご遠慮ください。 

 

２．持参いただいたもの 

 【必須】事前にお配りした全体会説明資料１点（電子媒体、印刷した紙媒体のいずれも可） 

 【必須】事前にお配りした話題提供資料３点（電子媒体、印刷した紙媒体のいずれも可） 

 【任意】事前にお配りした演習１及び演習２の作業シート３点（会場で当日配布します） 

 【任意】自大学のファクトブック・データ集など 

 

３．タイムテーブル 

13:30－13:45 趣旨説明 

• 大学評価・IR 担当者集会 2017 及び全体会の趣旨、当日の進行等を説明します。 

 

13:45－14:15  話題提供１ 

「ファクトブック・データ集とは？ ～解説と実践事例の紹介～」 

浅野茂（山形大学 学術研究院（企画評価・IR 担当）） 

概要：多くの大学において、評価や IR 業務に必要なデータの収集が困難であり、収集したデータの分析

や活用に十分には至っていない、という現状がある。 

本パートでは、ファクトブック・データ集を突破口のひとつとして位置づけ、大学概要との相違点、さ

らには作成過程において評価及び IR 部門が連携する必要性と効用などについて解説する。加えて、大学

評価コンソーシアム幹事の所属機関において実践している事例を中心に紹介し、ファクトブック・デー

タ集の構成や収録項目などについて具体例を提示する。 

 

14:15－15:30 演習１ 

• 事前配布の作業様式及び当日、会場で配布する付箋紙を用いて、以下の背景と課題に沿って

個人ワーク及びグループワークを行っていただきます。 

背景 

評価大学では、学内に様々なデータが存在しており、各種委員会の根拠資料、評価

報告書におけるエビデンス、計画の進捗管理における数値目標や指標等、徐々にではあるが学

内の各種業務においてデータが活用されつつある。しかしながら、大学全体としてまとめ

た「公式データ集」のようなものはなく、各部署からその 

都度提出されるデータは毎回数値が異なっている場合もあることが多い。 

課題 

学長から「次年度、本学の新たな将来構想を発表したい。その検討をするため、学 内に散

在しているデータを使って、本学の課題や特徴を示すもの（ファクトブック・データ集）を

作ってくれ」という指示がありました。 

さて、それを作成する担当者となったあなたはどうしますか？ 
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（15:30－15:45 休憩） 

 

15:45－16:15 話題提供２ 

「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～」 

大野賢一（鳥取大学 大学評価室） 

概要：データ収集は目的を持って行われるべきであり、学内に散在するデータを闇雲に集めれば良いと

いうものではない。データの収集目的や活用方法が明確であれば、対象となるデータや保有している部

署が特定され、収集方法や管理方法も決定できる。その結果、評価や IR の部署だけでなくデータ保有

部署においても業務の効率化が図れる。 

本パートでは、これら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、機関別認証評価の自己評価

書の作成プロセスを例に各担当者の役割分担について提案する。 

 

16:15－16:55 演習２ 

• 演習１の議論の結果及び成果物を題材に、データカタログの作成を実践する個人ワークとグ

ループワークを行っていただきます。 

 

16:55－17:15 話題提供３ 

「データマネジメントの必要性と実践」 

藤原宏司（山形大学 学術研究院（IR・データ分析担当）） 

概要：学内外のデータを「収集」しても、それをそのまま有効活用できるとは限らない。その所以

は、学内であれば部署毎にファイルのフォーマットや定義が異なる場合や、担当者の交代に伴いデ

ータ項目が変更されること等の要因が考えられる。また、学外であれば調査票形式でのデータ公開

がほとんどで、しかもデータ形式が一様でないケースも見られる。ファクトブック・データ集を継

続的に作成しようとすると、データを適切に整理・加工して管理する必要があり、その際、データ

マネジメントの重要性が浮上してくる。 

本パートでは、公開データ（学校基本調査、科研費データ等）を例に、データを入手し 

たあと、それらをどう加工・分析・可視化して、評価書作成や IR の分析業務（ベンチマーク）の活用につ

なげたか、その事例を紹介する。 

 

17:15－17:25 総合討論 

 全体を通した総括を行います。 

 

４．お願い 

全体会における成果は、原則的に大学評価コンソーシアムの web サイト等で公開させていた

だきます。また、全体会における質疑応答や総合討論でのご発言内容や撮影させていただいた写

真等も公開対象とさせていただきますので、予めご承知おきください。さらに、大学評価・IR 

担当者集会全体を通して、可能な限り、内容や成果の公開等を行いますので、よろしくお願いし

ます。なお、全体会において有意義な議論を行うため、以下に示す論文等を事前にご一読いただ

くことをお勧めしました。 
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■ 情報誌「大学評価と IR」 

 土橋慶章，浅野茂（2015）「評価・IR 業務で収集した情報の効果的活用に係る一考察」，情報誌『大学

評価と IR』，第 1 号，5-14． 

 嶌田敏行（2015）「ファクトブック作成に向けた大学概要の活用について」，情報誌『大学評価と IR』，

第 1 号，31-38． 

 関隆宏，今井博英，小田美奈子（2016）「「新潟大学ファクトブック 2015」の作成について」，情報誌

『大学評価と IR』，第 5 号，44-52． 

 山本幸一（2016）「設立初期の IR  オフィスにおける意思決定支援の効果的運用に係る検討～明治

大学におけるファクトブックの作成を通じて～」，情報誌『大学評価と IR』， 

第 6 号，12-20． 

 

５．参加者について 

２日目（24 日午後）に開催した全体会「評価と IR の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」には、各セッションへの参加申し込みとセットにしたことから、計 138 名（前

年度比 16 名増）が参加しました。参加者の属性分析は、申し込み時に参加者からご提供頂いた所

属や職種等の情報を基に行いました。なお、「参加者」とは、国公私立大学及び関係機関の「通

常会員」であり、運営スタッフである「幹事」、「運営協力者」及び「監査人」の 11 名並びにオ

プションセッションの講師２名の計 13 名を含んでいます。 

職種別の参加比率は、職員が 80％（前年度比５ポイント増）、教員が 20％でした。また、職員

の職層を「部長・課長等」及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」及び「准教授・講師

等」に分けて示すと、職員の係長・係員等が 57％（前年度同数）と最も多く、次が職員の部長・

課長等で 23％（前年度比５ポイント増）でした。このことから、例年どおり、教員の参加は一定

数あるものの、実際の業務を行う職員やその上司の方々が多く参加していることが伺えます。 

所属区分別では、国立大学が 45％（前年度比 16 ポイント減）を占めており、私立大学は 36％ 

 

  

職員
80%

教員
20%

職種（N=138）

23%

57%

7%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

職員 教員

職種別詳細（N=138）

部長・課長等 係長・係員等 教授等 准教授・講師等



全体会「評価と IR の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」 

7 

  

（前年度比８ポイント増）でした。 

地域ブロック別では、本集会の開催が立命館大学大阪いばらきキャンパスであったにもかかわ

らず関東地方が28％と高いことから、交通アクセスの良い地域から多く参加していることが伺え

ます。 

地域ブロック・所属区分別と職種別をあわせて確認すると、関東地方の私立大学の教職員が

17％と最も高く、次が近畿地方の国立大学の教職員が12％でした。職員については、九州・沖縄

地区の国立大学も８%と高かった。 

 

 

 

本全体会では、「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、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・迅速化できるのかという観点から、ファクトブック・デー

タ集、データカタログ及びデータマネジメントに関する話題提供と演習を行い、テーマに対する
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理解と議論を深めていただきました。限られた時間内で、３件の話題提供、付箋紙を用いた個人

ワークやグループワーク等の演習を実施したため、質疑応答や演習の時間を十分に確保できなか

ったものの、評価業務と IR 業務の共通点及び各々の連携イメージは掴んでいただけたようで

す。 

 

 

 

 

 

■区分表（共通） 

 

地域ブロック 説明 

北海道 北海道 

東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

中部 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 

近畿 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県 

中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

その他 米国 

 

職種 職種区分 説明 

職員 

部長・課長等 
部長、課長、課長補佐、副課長、専門員、グループ長、グループリーダ

ー、総括主査、事務長、室長、次長、部長、参事、副参事、など 

係長・係員等 
係長、主任、主査、主事、専門職員、課員、係員、チーム員、職員、スタ

ッフ、所員、特任研究員、など 

教員 

教授等 学長、副学長、学長補佐、部局長、教授、など 

准教授・講師等 准教授、講師、助教、など 
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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

評価とIRの結節点としての

ファクトブック・データ集の

効用を考える
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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



大学評価・IR 担当者集会 2017 全体会 

14 

 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

10

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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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



全体会「評価と IR の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」 

17 

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。 
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演習１ ファクトブック・データ集の作成 

 

山形大学 学術研究院 

浅 野  茂 

 

時間の関係もございますので、早速、演習１に入りたいと思います。実際に演習していただく

中で、分からないことがあれば、適宜補足いたしますので、遠慮なく、お申し付けいただきたく

存じます。本日の演習 1 に関しましては、事前に大学評価コンソーシアムのホームページでもお

示ししておりますが、こちらのほ

うにもございますように、ある架

空の状況から作成しております。

背景として、評価大学では学内に

さまざまなデータが散在しており、

各種委員会の根拠資料、調査報告

書におけるエビデンス、計画の進

捗管理における数値目標や指標等、

徐々にではあるが、学内の各種業

務においてデータが活用されつつ

ある。しかしながら、大学全体と

してまとめた公式データ集のよう

なものはなく、各部署から都度、提出されるデータも毎回数値が違う状態が生じている。データ

はある程度使えるようにはなってきたけれども、組織として統一的にこうだということが示せる

ものがないという状況です。 

こういった環境の下にある大学だということを頭の片隅に置いていただきながら、今回の課題

を考えていただければと思います。課題は、ある日突然学長から「次年度、本学の新たな将来構

想を発表したい」と言われ、「その検討をするために、学内に散在しているデータを使って、本学

の課題や特徴を示すもの（いわゆるファクトブック・データ集）を作ってくれ」という指示が、

突然、担当者であるあなたに課されたというものです。 

したがいまして、本日の演習 1 では、担当者である皆さまが、どのようにしてこの学長からの

要望に応えていくかということを考えていただきたいと思います。よろしいでしょうか。この演

習課題について、質問、疑問等ございますでしょうか。 

 

質問者： 前提の確認なんですけれども、どこまでっていうことは明確な意思がないから、いわ

ゆる現状のデータが欲しいんですってシチュエーション、それとも、ここまでっていうか、

明らかに、こういうことが欲しいんだというものがあるかによって、ファクトブックの作

５. 演習１と進め方（1/3）

10

背景：
評価大学では、学内に様々データが存在しており、各種委員会

の根拠資料、評価報告書におけるエビデンス、計画の進捗管理に
おける数値目標や指標等、徐々にではあるが学内の各種業務に
おいてデータが活用されつつある。

しかしながら、大学全体としてまとめた「公式データ集」のようなも
のはなく、各部署からその都度提出されるデータは毎回数値が異
なっている場合もあることが多い。

課題：
学長から「次年度、本学の新たな将来構想を発表したい。その検

討をするため、学内 に散在しているデータを使って、本学の課題
や特徴を示すもの（ファクトブック・データ集）を作ってくれ」という指
示がありました。

さて、それを作成する担当者となったあなたはどうしますか？
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り方がかなり違うと思いますし、先ほどご質問あったように、どの部署が誰に向けて作る

かによっても違うんで、ちょっとそこを絞らないと、考え方が発散するように思うんです

が、いかがでしょうか。 

浅野：できれば、トップマネジメントが明確な意志を持っていると限定したいのですが、実際の

ところ、そういう大学はまれだと思います。そのため、発散するのはやむなしとして、ト

ップマネジメントが無茶振りをしてきたという前提で進めていただければと思います。 

 

質問者：現状の課題を何とか浮き彫りにして、トップマネジメントが気付くようなファクトブッ

クを作るっていう設定で、よろしいでしょうか。 

浅野：はい。その設定でお願いできればと思います。皆さま、よろしいでしょうか。個人的には、

リアリティーはあると思いますので、この設定でいきたいと思います。ご質問、ありがと

うございました。 

では、演習１で何をするのか、

何を用いるのかについて説明いた

します。まず、ワーク 1 として、

「現在、手元にどのようなデータ

がありますか」という質問に対し

て答えていただきます。最初のス

テップ 1 としては、事前に配布さ

せていただきましたスライド左側

のような作業シート 1（A4 縦長の

様式）を用いて、先ほどの質問に

対して、集計データと生データと

いうふうに分けて書いていただけ

ればと思います。もちろん、分かる範囲で結構です。補足ですが、集計データとは、学生数は何

人といった合計値なのか、生データとは、教務システムから抜き出してきた未集計のデータとい

った区分を置いております。次に、ステップ 2 といたしましては、作業様式 1 に記入いただいた

ものの中から、いくつかを付せん紙に記入いただきます。先ほど挙手いただきました、評価系の

方はお手元にピンク色の付箋紙があると思いますので、ピンク色の付せん紙に 3 から 4 枚ご記入

いただければと思います。そして IR とか URA とか、評価以外の方は、お手元にある水色の付せ

ん紙に同様に 3 から 4 枚、記入いただきます。なお、記入に当たっては、事前にラッションペン

を付箋紙同様、配置しておりますので、それを使ってご記入ください。 

では、まずステップ１として、作業シート 1 の記入と、その中から付箋紙に転記いただく作業

のための時間を 10 分とります。作業に当たって、手元にデータがない、あるいは、ちょっとイ

メージできないということであれば、自分だったらこういうものを集める、という視点から書い

ていただいて結構です。なお、記載いただいた付箋紙は、前方にありますパネルに貼りだすため、

回収させていただきます。では、作業を進めてください。 

５. 演習１と進め方（2/3）

11

Q1 現在、手元にどのようなデータがありますか？

評価系

IR/URA系

※付箋紙は回収します。次のグループワークに備え
て、各自、付箋紙にご記入いただいた内容を様式
１にマーク（下線引きなど）しておいてください。

ステップ１ 様式１に記入 ステップ２ 付箋紙に記入

演習１作業シート１

Q1 現在、手元にどのようなデータがありますか？

集計データ（帳票、集計表など）

生データ（データベースから抽出した未計データなど）

作業シート１
を参照しなが
ら、３～４項
目を選定し、
それぞれ付
箋紙に記入
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Q1 現在、手元にどのようなデータがありますか︖ 

  ※手元にあるデータが分からなければ、思いついたものを記入してください。 

集計データ（帳票、集計表など） 

生データ（データベースから抽出した未集計データなど） 
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※演習１作業１の 10 分経過。各自、記入いただいた付箋紙を前方のボードに貼りだし、評価系

及び IR/URA 系に分けて、相違点を確認。 

（評価系１） 
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（評価系２） 
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（URA/IR 系１） 
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（URA/IR 系２） 
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（URA/IR 系３） 
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 では、引き続き、演習１の作業

２に移らせていただきます。前面

に貼りだした付箋紙を記載いただ

く際に活用いただいた作業シート

１の記載内容に加え、こちらに貼

りだされた項目などを参照しなが

ら、ファクトブック・データ集の

構成と目次を考えていただきたい

ともいます。作業に際しては、事

前配布資料としてお配りしており

ます作業シート２を準備願えます

でしょうか。作業は、こちらにあ

りますように、大分類と小分類に分けて、例えば教育であれば、学生や志願者数、研究であれば

論文数や科研費、国際であれば留学生数や交流協定数などが考えられます。この構成については、

皆さまが実際に収集できるデータに依存いたしますので、先ほどの作業内容を参照いただきなが

ら、お考えいただけますでしょうか。それでは、これから作業時間として 10 分とりますので、

作業シート２に記入いただけますでしょうか。 

 

※演習１作業２の 10 分経過。各自、記入いただいた作業シート２を基に、席の前後 4 人でグル

ープワークを行い、作業シート２を完成。 

 

  

５. 演習１と進め方（3/3）

12

Q２ 学長の指示に応えるため、ファクトブック・データ
集をどのような構成にしますか？

演習１作業シート２

Q２ 学長の指示に応えるため、ファクトブック・データ集をどのような構成にしますか？

大分類 小分類（項目・指標名など）

例えば、
・教育
・研究
・国際
・社会貢献
・大学経営(財務)
など

例えば、
・教育： 学生数、志願者数・・
・研究： 論文数、科研費・・
・国際： 留学生数、交流協定・・
・社会貢献： 公開講座、委員・・
・大学経営： 資産・負債、寄附金・・
など
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Q２ 学長の指示に応えるため、ファクトブック・データ集をどのような構成にしますか︖  

 大分類 小分類（項目・指標名など） 
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浅野：はい。では、グループワークをここで終了させていただきます。その成果を評価系及び

IR/URA 系の方から、それぞれご発表いただきたいと思います。立候補者を募っても、な

かなか挙手いただけませんので、これから大学評価コンソーシアムのスタッフがマイクを

お持ちいたしますので、マイクが向けられた方に発表を 2 分程度でお願いいたします。 

評価系発表者１：まず、教育ということで、入学したところ、それから在学中、そしてその後、

という三つの区分で考えました。入学においては、志願者数、受験者数、それらは高校別

であったり、男女比であったり、それから地域別であったり、そういった種類が良いと思

いました。次に、在学中ですけれども、そこではまず成績のデータ、GPA、学生の実態調

査などが考えられます。追加でとれるデータとして、親の収入であったり、アルバイトし

てる時間であったり、そういうデータを学内で保有しているため、それを盛り込みたいと

思いました。そして、最後の区分として、卒業後の就職、進学情報などを盛り込み、これ

ら 3 点の関連が見えるような項目があると良いと思いました。次に研究ですが、教員数で

あったり、先ほどから出ておりましたけども論文等の研究の活動量であったりですね。そ

れから勤務年数、受賞、そういうことが必要なのかなと考えました。 

 

浅野 限られた時間内で、教育と研究を中心にお話をされたという感じですね。どうもありがと

うございました。では、続きまして IR/URA 系の方の班ということで、これからマイクを

お持ちいたしますので、発表をお願いいたします。 

IR/URA 系発表者１： 私どもの班では、入試から教育、研究、人事等という項目が挙がりまし

た。入試のほうでは、例えば出身地域とか、高校ランク、高校の評定平均、性別などが候

補として挙がりました。また、他大学との比較というところで、合格率、入学率、志願倍

率を表やグラフにしていくという方法を考えました。その他、教育については、在学中で

あれば先ほどの入学に関連した情報別の成績分布であったり、条件付きですが、例えば留

学をしたか否かでどのように異なるかを成績分布で示したり、フィールドワークやインタ

ーンシップなどの参加と成績の関係などを示すデータなどが出ました。就職に関しても、

大学の就職支援の状況や過去の就職状況などを、単純にデータとしてだけじゃなくて、何

かしら大学の活動と関連させた形で出していくことが良いということになりました。研究

については、論文数、受賞や表彰、著名な雑誌に掲載された論文名と概要の一覧表を出し

ていくというのがありました。その他、社会連携では公開講座や共同研究など、人事につ

いては、年齢別、給料、業績といったものもあっても良いということでした。なお、先ほ

どの成績については、通常の GPA に加えて、fGPA を使っていくことが推奨されているよ

うですので、それを収集すると良いのではないかという話で終わりました。以上です。 

 

浅野 ありがとうございます。どうでしょう、これまでの発表を聞いていただいて、皆さま何か

明確な違いを感じていただけましたでしょうか。IR/URA 系の方は、評価系の方よりも、

やや細かく整理をされたというようなイメージでしょうか。例えば、属性を挙げたり、単

なる成績だけじゃなくて、成績に影響したと考えられる要因であったりを属性別に分析し
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ていくということを述べられていたと思います。あとはここら辺ですかね。社会連携につ

いては、あまり挙がっていませんが、実際にご存知の方がいらっしゃいましたら、ご発言

いただけると、ありがたいのですが、いかがでしょうか。あちらで挙手いただいた方、お

願いいたします。 

発言者１： 大学独自の公開授業であったり、高校生や中学生を対象にした体験プログラムであ

ったりとか、社会人のみならず子どもを対象にしたものも事例とては挙げられると思いま

す。 

浅野 ありがとうございます。出前講義や開放授業も考えられますね。他にいかがでしょうか。

ここに挙がっているような項目で、評価系、IR 系にかかわらず、うちの大学だったら取り

入れると良いというものや特徴的なものがありましたら、ぜひご紹介いただきたく思いま

す。ありがとうございます。挙手いただいた方のところにマイクをお持ちいたしますので、

少しお待ちください。 

発言者２： 我々のグループでは社会貢献の項目として、地域との連携事業を実施するとか、大

学の施設の利用者数や件数、図書館を開放していれば来場者数とか、そういう項目が出て

いました。 

浅野 ありがとうございます。その他、皆さまいかがでしょうか。 

発言者３： 国際のところですと、協定校数に加えて、MOU などがあっても良いかもしれませ

ん。 

浅野 ご発言いただいた方がご所属の共同利用機関法人であれば、そうかもしれませんね。大学

とは、やや異なるところもあるかもしれませんが、研究を重視したり、国際を重視したり

する機関であれば MOU の締結数とかもあると良いかもしれませんね。他、いかがでしょ

うか。挙手いただきました方、マイクをお持ちいたしますので発言をお願いいたします。 

発言者４： 国際の項目であれば、留学生数、それと留学生がどういう大学や国から来ているか

を表やグラフで表すと良いのではないでしょうか。あと社会貢献であれば、教育学部に限

定されるかもしれませんけど、地域の小中学校への教員採用状況、教育実習生の受入状況、

その他の項目として大学の先生方が自治体や県、市町村の委員会の委員や委員長を務めて

いるか、どういう委員会に参画しているかといったことや、審議会の委員長をされていれ

ば、実際そこで出された提言、都市計画みたいなものとかも、アピールになるかと思いま

す。人事であれば、外国人研究者がどのぐらいいるか、女性研究者、女性職員、管理職が

どのぐらいいるか、流動性の観点からクロスアポイントや年俸制などの推進状況は執行部

の方々が興味あるように思えます。あと、我々のグループでは国際の項目の位置づけにつ

いて、これは執行部がどう考えるかによってですけど、国際を独立して立てるほうが良い

か、研究の下に置くのかが変わってくるという話になりました。国際共同論文数、留学制

度の関係、協定の関係を国際で 1 本立てるっていう方向もありますし、そうではなくて、

教育、研究、組織運営ところで項目立てしていくという方向もあろうかと思いました。以

上です。 

浅野 ありがとうございます。まさに、ご発言いただいたところの国際の位置付けですが、この
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取り扱いは結構、難しいですね。社会連携もそうですね。場合によっては研究と教育、双

方に関わってきます。例えば、企業との共同研究だと、どっちに入れるんだっていう話に

なると思うんですけど、それは多分大学が何を重視しているのかということと、執行部が

何をアピールしたいのか、あるいは何を読み取ってもらいたいと考えているのかによって

変わってくるのだと思います。まだ、皆さまからいろいろとご発言いただきたいところで

すが、ある程度、評価系と IR/URA 系で特徴、類似点、相違点なども出てきましたので、

演習 1 はこの辺りで終わりにして、次のセッションに移らせていただきます。皆さま、こ

こまでお疲れ様でした。ひとまず、休憩を挟んで、次のセッションを始めたいと思います。 
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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～ 

 

鳥取大学 大学評価室 

大 野 賢 一  

 

話題提供２を担当させていただ

きます鳥取大学の大野です。よろ

しくお願いいたします。 

 今回、私が説明するのは『データ

カタログによるデータの所在把握

と定義の統一』です。皆さまのお手

元にお配りしている資料（Ａ３の

横置き）は、鳥取大学で今作りつつ

ある（運営はまだ始めてないんで

すけど）「データカタログ」の例に

なります。要は、そういうものを作

ったらどうかという提案が、今回

のプレゼンの趣旨になります。そもそも、このデータカタログ、先ほど浅野さんの説明にあった

ファクトブックもそうなんですけど、これといった定義はないです。定義がない中で、データを

学内で収集したときに困った点、今後こういうふうに取り組んだらいいのかなという点を、例示

しながら説明していきたいと思います。 

 

 『本日の内容』として、「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」、

「評価の立場とIR担当の役割分担」

という４点を説明させていただき

ます。 

私は、国立大学法人鳥取大学の

大学評価室に所属していますが、

業務実績報告書、第二期中期目標

に係る評価書等、法人評価全般の

報告書を書きましたし、あと、大学

機関別認証評価でも自己評価書を

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〜

⿃取⼤学 ⼤学評価室
⼤野 賢⼀

平成29年８⽉24⽇
⼤学評価・IR担当者集会2017 全体会
⽴命館⼤学 ⼤阪いばらきキャンパス

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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書いています。それとは別に、学長特別補佐（IR 担当）という立場がありますので、評価を業務

としてやりつつ、IR としてどういったデータを活用するのかといった点を、経験を踏まえて少し

説明させていただきます。 

 

 こちらのスライド『評価・IR の

業務プロセス』は全体会の趣旨説

明でも出ましたので、飛ばします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『データに係わる問題点』につ

いてです。評価の報告書を作成す

る際に、一番下のほうに書いてあ

りますけれども、データを根拠資

料として収集します。収集すると

きは、主に評価部署が各部署に対

して、このデータについて過去何

年分のデータをください、という

ふうにお願いします。そうすると、

大体、集計結果が上がってきます。

それを元に報告書を書いていくん

ですが、明らかにデータが間違っ

ていたり、経年変化で見たら少しデータがおかしかったりと、頻繁に間違いがあります。そのこ

とを担当者に問い合わせると、データの定義が違っていたとか、集計をちょっとミスしていたと

いうような回答が結構ありました。こういうことがありましたので、やはりデータの定義ってい

うのをハッキリしておく必要があると思います。上に書いてありますように、曖昧な状態で図と

か表が作成されており、毎回数値が異なる場合があります。本学の場合でも、大学概要に載せた

数値データが、実際は違っていたといったことも過去にありました。評価でも当然同様のことが

起きます。 

 

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

3

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

4
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 また、様々な調査票を作成する際に、このようなデータを集計して情報に変換するんですけど、

そういったものを作ってもなかなか学内で共有されなかったり、担当部署で作ったものがそのま

ま学外に出ていったりする場合もありました。そのため、全学として、どこでどのような調査票

の作成が行われ、どういったデータが学外に出ているかということが、なかなか把握しづらいと

いう状況にありました。こういった状況を改善するために本学では色々取り組んでいますが、後

で詳しく説明します。 

 

まずは、実際どういったところ

が問題だったのかという点を、評

価初心者向けに、認証評価の例で

少し説明したいと思います。大学

改革支援・学位授与機構の大学機

関別認証評価では、こういった観

点でデータを出しなさいというも

のがあります。根拠となる資料、デ

ータ等の例も示されており、ここ

では専任教員数、研究指導教員数

等を根拠資料として出しなさいと

いうことです。 

 

実際この帳票の数値を各学部で

埋めてもらったんですが、当初は、

この専任教員という定義があまり

理解できていなかったせいか、専

属の教員数をカウントする部署が

あったり、研究指導教員と研究指

導補助教員の違いがいまいちよく

分かっていなかった部署があった

りしました。事前に、担当部署とは

打ち合わせを行っていたんですが、

結果的にこういったミスがありま

した。このような単純な集計でも

ミスは発生しており、評価に関係する部署ではちょくちょく起きている現象だと思います。 

  

 

次に、過去に発生した問題点の２つ目です。今度は「基準６ 学習成果」になります。ここで

は、卒業の状況について、少し注目していただきたいと思います。「標準修業年限内の卒業率」と

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

5

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

6

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
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「標準修業年限×1.5」年内卒業率

について、データの提出を求めら

れました。 

「標準修業年限×1.5」年内卒業

率については、普通の学部（４年制）

であれば、1.5 倍の６年かかって卒

業した率というものを求めます。

機構の定義では、上の「標準修業年

限内の卒業率」は卒業者数ですが、

下の「標準修業年限×1.5」年内卒

業率は学位を取得した者の数とい

うことで、若干定義が変わってい

ます。 

また、上については、長期履修者

はちゃんと年限を考慮して標準修

業年限に加えなさい、といった注

意書きがあります。なお、この点に

ついて担当部署とやり取りしたと

きに、この定義について少し理解

していただけなかったため、結果

として数値がばらついたといった

ことがありました。 

 このように、データを集計する

ときには、何らかの条件や設定と

いうものがされています。各部署

ではそれらを考慮して集計するんですが、評価部署には集計した結果が上がってきますので、実

際、それを検算することが難しい状態になっています。なので、各部署から上がってきたデータ

は多分合っているだろうと信じてやっていくんですよね。けど、例えば、評価の報告書を出す直

前に、最終版のチェックを各部署にお願いしたら、そのときになって初めて「これデータ違って

います」ということもたまにあります。評価部署では、なるべくそういったことが発生しないよ

うに各段階で気をつけてはいるのですが、やはりこういったことが発生するのが現状だろうと思

います。 

  

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

7

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

8

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
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 ここからは、IR の観点になりま

す。これは、昨年、一昨年の担当者

集会の全体会で、今回と同じよう

に付箋ワークをしていただいたと

きに出てきた課題や問題点を集約

した結果になります。例えば、『デ

ータ収集に関する課題』として、必

要なデータが収集できなかった場

合です。そのときに、「どの問題で

すか」という問いに対して、こうい

った４つの解を考えています。「入

手方法が分からない」、「欲しいデ

ータが存在しない」、「入手したが値がおかしい」、あとは「断られた/嫌な顔をされた」となって

います。 

 

まず『Ａ：入手方法が分からない』

についてですが、どんな状況だっ

たらどういうふうに対応すればい

いのか、という点についてまとめ

てあります。 

 「詳しそうな人に訊いてくださ

い」というのがあります。教員がデ

ータを収集するときは、どこが事

務担当なのかが分かりにくいと思

いますので、職員の方にお聞きす

るっていうのは手だと思います。

ただ、それ以外に「そもそも何を入

手すれば良いのだろう」といった場合もあります。こちらが収集したいデータが分からなければ、

クライアントである執行部だったり学部の先生だったりが、どういう情報を欲しがっているのか

を探る必要があります。その際、クライアントと必ずやり取りをすると思いますので、そのやり

とりの中で相手の求めている背景もうまく読み取ってください。つまり、話をしながら、実際に

どういったデータが欲しい、っていうことを絞り込んでいくことになります。これらは、直接的

なコミュニケーションになりますけれど、これが結構重要で、一番肝心なことになります。この

出だし（ステップ）を間違えると、全く違うデータを収集することになりますので、こういった

ところに少し時間を割いてみてはどうでしょうかということです。 

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

Aʼ︓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

9

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

10
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 次に『Ｂ：入手したが値がおかし

い』についてです。この点も先ほど

少し説明しましたが、データの定

義や基準日が変わると、当然デー

タの値も変わってきます。集計さ

れたものだと検算はできませんし、

後で説明しますが、生データと呼

ばれるリスト形式のデータについ

ても、入っている値がどんな定義

なのかという点について、はっき

りしておく必要があります。 

 あと、入手したが値がおかしい

っていうのは、そもそもその利用目的をちゃんと相手に伝えているかどうか、そこに大きな問題

があります。なぜなら、利用目的というものがはっきりしていたら、定義というものは自ずと決

まってくることが多いからです。こういった目的の部分をちゃんと設計してデータ収集ができる

と、生データの場合だったら、データベースの設計にもつながりますし、単純集計したデータの

場合でも、定義とか基準日が揃ったものが集まることになります。 

 ただ、IR の立場からすると、集計データをもらっても、その次の分析段階ではほとんど使えま

せんので、できる限り生データをもらっておくことをお勧めします。そうすれば、後々こちらで

集計もできますし、集計した結果を、担当部署に提供することもできます。なので、やはり IR と

しては、生データをもらっておきたいということになり、それが IR 活動の目的にもなろうかと思

います。 

 このような問題点は他にもたく

さんあると思うんですが、じゃあ

なぜこのような状況が発生するの

かというのを、私なりに「評価担当

者の場合」と「IR 担当者の場合」

に分けて示します。 

評価業務にはいろんな評価があ

りますが、評価でやることは決ま

っています。自己評価書を作成す

るためには、根拠資料を収集する

というのは当然ですし、エビデン

スに基づいた分析というのは、当

然やらなければいけないし、やらないとなかなか評価結果も良くならないということです。 

 根拠資料については、先ほどの認証評価の例で示したように指定されている場合もありますが、

国立大学の法人評価だと、自分の大学が立てた中期計画に対して、根拠資料を明示する必要があ

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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ります。そういったときには、自ら、こういう定義で収集し、こういったデータを元に集計して

います、ってことも明確にする必要があります。 

 IR の場合だと、そういった評価における「外圧」と呼ばれるようなものがなく、大本の目的が

明確になっていない場合があります。なので、そういった目的をより明確にしておく必要があろ

うかと思います。例えば、依頼される内容にもよりますが、IR に求められるものが、単純に集計

して現状を示すものだけでいいのか、それとも、あるデータと他のデータを組み合わせて、何か

新しい現象を発見するようなものを求められているのか、そういった目的に応じて、収集するデ

ータだったり、そのデータの形式だったり、そういったものが変わってくると思います。例えば、

学生の入試データと就職時データを収集しようとすると、入試課と就職支援課のような２つの部

署に依頼する必要がありますし、それぞれのデータを組織ごとに集計するだけではなくて、学生

個人のデータとして結合して分析する必要もあろうかと思います。 

 先ほど、ワークをしていただいた結果（付箋）を、評価系と IR 系に分類したところですが、評

価系だと、大体、単一項目の集計結果（学生数とか教員数とか）、そういったものが多かったと思

います。けど、IR 系だと、それ以外の、他の項目と組み合わせたクロス集計（複数の項目による

集計）というようなものが主だったかと思います。評価担当者と IR 担当者でデータの見方の違い

はありますが、その辺りをうまく組み合わせていけば、学内のデータっていうものを、もう少し

うまく活用できるようになるんじゃないかと考えています。 

 

 ただ、どちらもやはりデータ収

集に関しては大きな課題がありま

す。じゃあ実際にデータを収集す

る際に、どんな種類のデータを集

めて、その後データをどういうふ

うに活用するのかという点につい

て、少し説明させていただきます。 

『データを収集するとは？』と

して、主に２つあります。「データ

は、何を対象に、どこから集めるの

か」という観点。こちらは、収集の

対象とか目的、所在の把握ってい

うのがメインになっております。その後、「データは、どのように集めて、どのように蓄積するの

か」という観点については、収集の方法とか管理の方法というのが対象になってきます。疑問点

として、先ほどから少し説明していますが、「データの定義が同じものなのかどうか」、「収集した

データは実際に合っているのかどうか」、担当者が代わっても本当に同じデータが出てくるのかど

うか」です。こういった点は実際にデータ収集を行う時点で課題になってきます。 

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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個別に見ていきますと、「収集の

対象」では、加工されたデータとし

て、大学概要だったり、学校基本調

査や大学ポートレートだったりし

ます。そういったところに提出し

たデータを、調査票から集めると

いうのが手っ取り早い方法かと思

います。それ以外では、生データと

して、学生の成績リスト（例えば、

学務支援システムなどと呼ばれる

業務系システムのデータベースで

管理しているデータ）、教員の業績

リスト、そういったものがあろうかと思います。どちらを集めるかは、目的によって異なると思

います。あと、それらのデータがどこにあるのかを示す「所在把握」です。データ保有部署、調査

票の作成先、業務システムのデータフォーマット、そういったものも把握しておくと、情報を整

理してうまく使えようになるかと思います。例えば、自分の部署で人事異動があったとしても、

他部署の担当者が代わったとしても、どこにどんなデータがあるというのが分かります。 

 

 ここに、学内にある公開済みの

数量データの一覧表を、サンプル

として挙げてますので、また時間

があるときでも見ていただいたら

と思います。 

 

 

 

 

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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 では、『データの種類と質』につ

いてです。先ほどから少し説明し

ていますが、データは大きく分け

て２種類あり、「加工されたデータ」

と「生データ」があります。 

例えば、加工されたデータとは、

大学概要とか学校基本調査等の、

要は調査票に入っているデータに

なります。しかし、これらのデータ

については、相手先の部署が集計

した結果になり、こちらで集計し

ていないため、実際の集計方法は

よく分からない状況ですし、どうしてこの数値なのかということの説明も難しい状況になります。

しかし、これらのデータについてはそのまま使うことができるため、収集するまでにかかる時間

は少し早くなります。生データとは、学生の成績情報とか教員の業績リストになります。これら

のデータは、収集後にこちらで集計できるんですが、なかなかこのようなデータを提供していた

だけないということがあります。それは、例えば、データベースシステムからデータの抽出に少

し手間がかかるとか、担当部署に依頼文書を出さないとこれらのデータがもらえないとか（特に

入試データはお願いしてもすぐにもらえるようなデータではない）、収集するまでに、結構時間が

かかる場合があります。 

こういったことから、データを集めるといっても２種類ありますので、どういう目的で、どう

いうふうに集めて、どのように活用するのかといった点を明らかにしておくことが、やはり重要

になろうかと思います。 

 

次の『データの種類と質』につい

ては、ここにいろんな例を示して

ありますが、大体こういうものが

該当するんではないかなと思って

います。今回は、このスライドを飛

ばします。 

  

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？』では、

データを収集して管理する方法を

説明します。データ収集を議論す

るときによく出てくるキーワード

に、データベースというものがあ

ります。データベースというのは、

ここに書いてある定義のようなも

ので、使用するソフトであれば、個

人向けには「MS Access」というも

のがあります。他にも、ここに挙げ

ているような製品がありますが、

要は、データの定義が決まったものが、規則正しく正確なデータとして入っているというような

イメージをお持ちください。データファイル、これはよく皆さまが使われている「Excel ファイ

ル」とか「CSV ファイル」、そういったものが該当します。これらに入っているデータに関しては、

利用者がデータの定義を変更でき、比較的加工しやすいものになります。 

 

 『データベースがない／ある場

合』の IR 業務について、少しまと

めたものになります。この図は『大

学評価と IR』の情報誌に載せたも

のですけれども、データベースが

あると、右側の図になります。その

場合、担当者はデータベースにデ

ータを取りに行って、引き出して

分析だけするということになりま

す。左図のようにデータベースが

ないと、IR 部署は、各部署に依頼

してデータを収集するっていうこ

とを、依頼ごとに行う必要があります。そうなると、複数の依頼先が発生しますので、業務量が

増えていくことになります。それが、データベースがあれば１回のデータリクエストだけになり

ますので、業務というものは効率化でき、さらに各部署へ依頼していた業務の負担が抑えられる

といったメリットがあります。 

  

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）
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 その辺りを少し概念図としてま

とめたものが、『データの定義×デ

ータの種類』になります。横軸をデ

ータの定義として、「曖昧」になる

のは左側、「明確」になるのは右側

としています。使用するソフトが

データベースなら右側に行きます

し、Excel 等のソフトだと自分で定

義を変えることもできますので左

側に行きます。また、縦軸をデータ

の種類として、下側が集計値で、上

側に行くほど生データに近づくと

いうものです。データベース、Excel や Access とかの使用するソフトを並べると、大体こんな感

じになろうかと思います。 

 各部署から Excel 等でデータを集めたときに、データ定義が異なっているっていうことが多々

ありますので、Excel を使って収集する部分、こういったところのデータ定義をそろえるために、

「データカタログ」というものを作って、この部分をなるべく無駄がないように改善していきま

しょうということを目的としています。 

 

 次にまとめたものが『データの

信頼性×IR 業務』になります。今

度は、横軸をデータの信頼性とし

て、左側が「低い」、右側側が「高

い」としています。縦軸を IR 業務

とし、上側をルーティン（定型業

務）、下側をアドホック（一時的な

業務）としています。上と同じく、

データベース、Excel や Access と

かの使用するソフトを並べると、

少し位置を変えていますが、大体

こんな感じになろうかと思います。

実際、データベースというものはこの辺に相当するだろうと思います。要は、IR 業務が定型化し

た場合、データベースというものが導入されていると、業務を効率良く捌くことができると思い

ます。 

 また、データベースに入っているデータというのは、通常、データの信頼性が高くなっていま

すので、個別のデータ収集もより効率的になっていくと思います。ただ、日本の大学だと、なか

なかデータベースっていう話にはいかずに、もうちょっと手前の部分に課題があるのかなと思い

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
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ます。なので、データカタログのようなものを作って、データベースが導入できるレベルまでデ

ータの定義を明確にし、データの信頼性を高められればいいのですが、そこに持っていけるかど

うかは、IR 業務が定型化されているかどうかが一番重要だと思います。 

 

 『データベースは必要か？』につ

いてです。データベースを最初に

入れたほうがいいですかという質

問をよく聞きます。私は、評価業務

に就く前は、学内の情報処理セン

ターに所属していまして、学内の

ネットワーク管理とかサーバー構

築、データベースの設計とか、そう

いった業務をやっていました。結

論から言うと、データベースは最

初からは必要ないです。 

やはり、データベースを導入す

るとなると、先ほど説明した定型業務ができてからだと思いますし、導入に伴って多大なコスト

がかかります。【お金】なら、やはり導入費用、入れるだけで何千万円ってかかるものもあります

し、他にも年間保守費やカスタマイズ費（１回カスタマイズするごとに 100 万とか飛んでいく場

合も）があります。【人員】や【技術】について、学内の情報センター系の部署との協力が得られ

れば、サーバーの運用とか任せられるんですけど、なかなか日本の国立大学等だと、業務を持っ

ている所が導入した情報システムは、業務を持っている部署（事務）が管理するというような状

況になって居ると思います。じゃあ、その部署でサーバーのセキュリティー管理とかアクセス権

限、データベースの設定やテーブルの変更、そういったものができるのかというのと、それは難

しいと思います。実際、データベースの運用を始めると、そういった情報に関するスキルってい

うのが結構必要になってきます。また、技術的な設計も必要になりますし、担当部署の職員さん

ができるのかというと、なかなか難しいと思います。なので、やはりこういった環境づくりは学

内の体制として連携できる部署、そういったものが出来上がってから、データベースを導入した

ほうがいいのではないかと思います。 

  

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
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 ちょっと駆け足になりますけど、

『データの利活用』についてです。

実際データを収集した後の活用、

これを考えないと、データを収集

しても、単に集めているだけにな

りますので、その辺りをどういう

ふうに検討したかということです。 

 先ほどから少し説明しているよ

うに、データは、どこにどんなもの

があるかを把握し、データの定義

の統一を図ることを目的に、本学

では「データカタログ」というもの

を作成しています。他の大学だと、「データカタログ」という名称を使っていても、全く違うもの

の場合もあります。本学では、このデータカタログに収録されたデータを対象に、収集したもの

を活用するために、「ファクトブック」というものを考えております。このようなデータの収集、

蓄積を行う体制の構築と、あとはデータをいかに活用し、意思決定や改善に資する情報（データ

分析等）の提供、これらを目指すために、日々取り組んでいるところです。 

 

 『データ利活用の一例』について

です。これはファクトブック作成

の流れですが、やはり評価業務を

中心にやっていますので、評価で

集めるデータの定義を統一したい

っていうのと、評価で収集するデ

ータっていうのを、評価にだけ使

うんではなくて、データの二次利

用ということも考えたいというこ

とです。 

実際、評価等で集めているデー

タの保有部署、データ元資料と活

用先資料名等をまとめたデータカタログを作成します。そのデータカタログには、例えば、法人

評価で使う指標はこれとか、認証評価で使うのはこれというように、項目のリストを作ります。

その中から、学内外に公表する項目を何個かピックアップして作ったのが、本学で言う「ファク

トブック」になります。ただ、ファクトブックもデータカタログと同様、各大学によってそれら

の定義自体がまちまちでしょうから、各大学で、こういう形で作成すると決めて運用したらいい

かと思います。 

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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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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 『鳥取大学データカタログ』は、

配布している資料（A3 横）のよう

なイメージになります。このデー

タカタログというのは、あくまで

調査票に記入された集計値をかき

集めてファクトブックを作ろうと

いう「集計値対応型」と呼んでいる

データカタログになります。集計

値の代わりに、生データが集まる

ようなものになってくると、「デー

タ対応型」になります。例えば、こ

のデータは数値型で何桁というよ

うな細かな定義がされたものです。要は、データ対応型のデータカタログができれば、それはす

なわちデータベースの設計書にそのまま転用できますので、まずは集計値で集めて、項目リスト

と所在把握を行い、さらに詳細なものを作ったら、データベースの設計まで持っていけるという

ような流れで本学はデータカタログを作っています。 

 

 データ一覧表やデータ定義の細

かな内容とかは、配布した資料を

見てください。このスライドでは、

こういった形でコードを振ってい

ますという説明になります。 

  

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

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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 かなり時間が押していますが、

『評価担当者とIR担当者の役割分

担』についてです。これは私の個人

的な見解になりますが、評価担当

者が一番重きを置いているものは、

やはり報告書の作成ではないかと

思います。その際にデータは集め

るんですけれども、あくまで報告

書を書くための根拠として集めて

いるので、ざっくりと言えば、集計

された経年変化のデータがあれば、

実績を示す文章（テキストのデー

タ）と上手く組み合わせながら、それらをうまく解釈（分析）しながら報告書を作っている、と

いうことでないかと思います。 

 けど、IR 担当者だと、評価担当者のようにそもそも報告書を書かなければいけないわけではな

くて、データから現象を数量的に明らかにするっていうことが、主な目的になります。そのため

には、当然、データの集計、可視化、分析というものを含めて、いかにデータを分かりやすいよ

うな形で提示できるか、といった点に重きを置くことになろうかと思います。右図だと、中盤か

ら下のところが該当する部分であり、データの質がかなり良くないと、解釈（定量的な分析）ま

ではたどり着けない。こういったところも、両者の意識の違いがあるのかなと思い、ここでは上

下が異なる図で示しています。 

 

 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

ータを収集します。担当者は、担当

部署である相手先がデータの集計

を行うものと考えており、できれ

ば集計したデータを踏まえて傾向

とか分析もして欲しい、っていう

のを考えていると思います。これ

が、IR 担当者の場合だと、生デー

タさえ収集できれば、相手先がや

るよりかは自分たちで集計したほ

うが、当然、色々な分析ができます

ので、集計っていう作業は自分たちの組織がやるもんだと考えていると思います。 

 例えば、収集した複数のデータがあっても、それらを結合しようとなると、キーとなるような

共通 ID が必要になります。それぞれのデータに、共通 ID が含まれるデータの形式に統一されて

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

27

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。
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いるとありがたいと IR 担当者は考えるでしょう。 

最後に、ここでは評価担当者及

びIR担当者に意識してほしい点を

列挙しています。 

評価担当者には、単にデータが

集計されたものを集めるだけでな

く、やはり、そのデータはどのよう

な方法で集計されたのかっていう

のを、ちゃんと認識していただい

て、データ（情報）が示す意味って

いうものを見てほしいということ

です。 

 IR 担当者には、データ収集や分

析に係る目的がなかなか明確になっていないと思われるのですが、やはり、読んでいただく方に

分かりやすい分析結果の提示を意識してほしいということです。例えば、詳細な分析結果を提出

しても執行部になかなか理解していただけないのなら、まずはクロス集計等の簡単な結果を出し

ておいて、その場での議論を確認しながらどんどんニーズを掘り下げていき、最終的に詳しい分

析結果を出していくというような流れにするなど、データや分析結果の出し方を工夫するとか、

事前に関係部署とのコミュニケーションを密に行っておくとか、こういったことを重点的にやっ

ていったらどうかと思います。 

 今回の全体会テーマは「評価と IR の結節点」なので、例えば、認証評価への対応として、評価

と IR の部署が連携する場合、評価部署では目的に応じてデータ収集・蓄積を行い、IR 部署ではそ

れらデータを使って分析を行い、その分析結果を評価部署にフィードバックし、最終的に評価部

署が分析結果を踏まえて報告書を完成させる。ちょっと個人的な提案になりますけれども、こう

いった連携の仕方もあるんじゃないかなと考えています。 

 他にも各大学によって、色々な連携の仕方はあると思いますので、評価部署と IR 部署、その２

つの部署が学内にあるようでしたら、そこで共通するような業務や取組、そういったものを話し

合われて、何らかの連携を模索されてはいかがでしょうか、というのを最後のまとめとして、発

表を終わらせていただきます。 

 

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。
2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会
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演習２ データカタログの作成 

 

山形大学 学術研究院 

浅 野  茂  

 

大野先生、ありがとうございま

した。ただいまデータカタログの

概要等をご説明いただきましたの

で、これから実際、皆さまに、デ

ータカタログの作成を実践いただ

きたいと思います。演習 2 では、

演習 1 同様、事前にお配りしてお

りました資料に含まれているこち

らの作業シートを用いますので、

ご準備いただけますでしょうか。 

 

 

 作業としてお願いしたいのは、

こちらの大分類と小分類というの

は、先ほどの演習で用いました、

作業シート 2 があったと思います。

教育で、該当するデータという形

で入れていただいたと思いますけ

ども、今回は、一番得意なところ

で結構です。身近なところではな

かなか分かりにくいところがある

と思いますので、1 項目ずつ、一

行に記載いただくことを想定して

います。例えば、教育であれば、

学生数と書いていただいた場合、そのデータがどこにあって、どの定義のものを集めるのか、そ

れはどういった形（PDF、エクセル、CSV など）で保存されているのか、といったことや、それ

以外に記載できないことがあれば、それを備考として書いていただくことをお願いします。ただ、

今回は時間の都合で、本当に触り程度で申し訳ないのですが、作業時間 5 分で願いしたいと思い

ます。では、よろしくお願いいたします。 

 

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。

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。

2017年08月24日 大学評価・IR担当者集会2017 全体会

32



大学評価・IR担当者集会 2017全体会（2017/08/24）【演習２作業シート】 

１．毎年更新していく前提で、以下のデータカタログについて記入してください（個人ワーク） 

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 

       

       

       

       

       

       

       



大学評価・IR担当者集会 2017全体会（2017/08/24）【演習２作業シート】 

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 

       

       

       

 

２．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記入してください（ペアワーク） 
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（※演習２の作業時間の 5 分が経過。） 

 

浅野：はい。皆さま、お疲れ様でした。データカタログは、実際にやり始めると相当の時間を要

します。実際に作成された大野先生は、おそらく 2 年ぐらいかけて、先ほどご紹介いただ

いたような内容を完成されていらっしゃいます。そのため、本日の演習２の短時間で作成

するのは難しいのですが、その重要性を皆さまにイメージいただくことを意図して今回の

演習に組み込ませていただきました。では、これから先ほどと同様、こちらの判断で評価

系と IR/URA 系の方から、それぞれ作業の結果を共有していただこうと思います。マイク

が手元に届いた方は、諦めて発表していただくということでお願いいたします。では、早

速、お願いいたします。 

IR/URA 系発表者： いくつか出てたんですけど、成績に関連する情報として GPA であったり、

履修状況であったり、学籍の話も結構、出ておりました。通常、4 月 1 日でとれれば良い

のですが、履修が確定するまで時間がかかりますし、学校基本調査は 5 月 1 日現在ですの

で、4 月 1 日はデータ的に難しいということになりました。また、実際のデータ定義に関

係するところで、中退や休学の基準をどこにするかというところで、例えば 3 月末日で退

学した人だけども、承認は 4 月の教授会ですと、翌年度のデータ扱いになってしまい、そ

ういう場合どういうふうにするかっていうところを決めなければならないですねという話

が班の中でたくさんありました。あと、財務系ですと、学生募集でも、いつどの時点でや

るかっていうことが、なかなか難しいという意見がありました。短期のサイクルで回すか

とか、その辺の検討も必要なのかなというような話が、ここで出てきておりまして、やは

り IR/URA 系としましては、システムを回すことでデータは作られてるけども、IR で活用

するようにシステムが作られてないから大変だよねという結論で終わりました。以上です。 

浅野：ありがとうございます。定義について、日付の問題点を議論いただいたと思いますが、そ

れ以外のところで問題点とか出ていませんか。 

IR/URA 系発表者： 今、思い当たるところでいいですか。大体、教務系のデータが多かったか

なという印象です。 

浅野：そうなるとデータベースですからデータを入手されると思うのですが、各大学で保有して

いるデータベースから CSV でもらえるのか、他の形でもらえるのかっていう議論にはなり

ませんでしたか。 

IR/URA 系発表者：どちらかというと、我々の班ではシステムありきで話が進んでおりまして、

あまりデータをもらうっていうことは議論しませんでした。システム系の人もおりますし、

現在、問題なく入手またはアクセスされている方がいらっしゃいましたので、あまりもら

うとか、そういう話にはなりませんでした。 

浅野：収集のところでは特段、苦労がない状況ということですね。はい、ありがとうございまし

た。では、評価系の方から発表いただきたいと思います。マイクがお手元に届いた方、お

願いいたします。 
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評価系発表者： よろしくお願いします。項目につきましては、教育の項目で、いわゆる学生数

だとか、開講授業数などのお話がありました。個人的に、ちょっと気になってるかという

お話をさせてもらったものについては、本当にデータとして保有してるんだろうかという

疑問でした。学校基本調査とかで回答をしているんですけれども、それはいわゆる、デー

タを直接入力して、多分、各自の PC で保有してるんですけれども、それをちゃんと活用

していますかというところが気になっているというところのお話です。あとはデータが遡

って見れない問題、例えば、先ほどの退学だとか休学だとか、基準日をうまくとっている

のかどうかというところが、気になっているというようなお話がありました。 

浅野：ありがとうございます。その他の議論として、こういうデータはうまく集まってきそうだ

とか、このデータはここにあるから集められるとか、そういうお話はありませんでしたで

しょうか。 

評価系発表者： 基本的には、学生数だとか業務のデータは、教務担当が一応、持っていますの

で、それを持ってくれば良いという話になりました。 

浅野：なるほど。ちなみに教務担当の方っていらっしゃいますか。いらっしゃれば、実態をお伺

いしても良いのかなと思ったんですが、いらっしゃらないですね。この後の藤原さんの話

に関わるかもしれないのですが、今後、いろんな意味で問題になると思います。多分、こ

れが解消されない限り、なかなか制度の高いデータを継続的に収集するのが難しいと思い

ます。少なくとも、学校基本調査とかを正確な数字で出していくのは、至難の技だと思い

ます。だからこそ、この演習で実践いただいたデータカタログのように、しっかり整理し

ていかないと、何かあったときに、どこに原因があるのかっていうのをなかなか突き止め

られないと思います。もちろん、あればすべてが解決できるということでありませんし、

実際、やるとなると結構、難しいのも事実です。先ほど、お話ししましたように、大野先

生は 2 年ぐらいかけて完成させてきておられますので、取っ掛かるとなると、かなり厳し

いっていうことが実感としてあります。その他、皆さん、お気付きの点であったり、自分

だったらここ、こういうふうに埋めたけどであったり、ご意見や感想をお持ちの方、いら

っしゃいませんか。せっかくですので、少し時間を取っても良いかなと思うんですが、い

かがでしょうか。それとも、皆さまお疲れでしょうかね。本日、非常に暑いですし。とい

うことで、これ以上引っ張ることはしませんが、このデータカタログについては、初めて

ということもあって、少し難しいと感じられた方が多いと思いますが、正確なデータを継

続的に出していこうとすると、こういうものが必要だということを頭の片隅に置いていた

だければ思います。特に、身近な問題として、担当者が代わっていくと、集める側、照会

される側で意図が伝わらず、突然、これまでと違ったデータが出てくるなんて問題が起こ

ります。照会する側とされる側をつなぐ、あるいはコミュニケーションをうまくとってい

くツールとしても活用できますので、ぜひ実践いただければと思います。では、ここで話

題提供 2 と演習 2 を終了させていただきます。残りの時間は話題提供 3 として、藤原さん

から、データマネジメントについてお話しいただきます。 
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データマネジメントの必要性と実践 

 

山形大学 学術研究院 

藤 原 宏 司  

 

山形大学の藤原です。よろしくお願

いします。僕は、アメリカの大学で IR

を約 7 年位やって、2016 年の 8 月に

山形大学へ着任しました。日本に帰っ

てきてちょうど 2 年目に突入したとこ

ろです。 

今回の担当者集会で扱っている内容

というのは、データマネジメント（DM）

と呼ばれるものと深く関係しています。

僕のパートでは、「データマネジメント

って何？」や「何故データマネジメン

トが必要なの？」ということについてお話しをします。 

 

まず、データマネジメントとは「分

析をするために必要なデータを用意

する」もしくは「データを将来に備

えて準備・整理しておく」と考えて

下さい。「他部署からデータを入手す

る」だけではデータマネジメントと

は言えません。分析をするために、

データを綺麗にする、変換する、他

のデータと組み合わせる等の作業が

データマネジメントです。 

効果的かつ効率的なデータ分析に

は、高品質なデータを準備する（しておく）ことが重要です。このスライドにある「データ分析」

というのは、今日のトピックである「ファクトブック」や「データ集」の作成というのも含みま

す。より統計解析の色を濃くすれば、退学者の特徴分析や、もっと言えば、データマイニングを

使った予測モデル構築等がデータ分析の例として考えられますが、これらの分析をしっかりとす

る（信頼性の高い分析結果を得る）ためには、高品質なデータが必要となってきます。 

高品質なデータというのは、簡単に言えば、エラーが無いデータです。大野さんのパートでも

⼭形⼤学 学術研究院（IR担当）
藤原 宏司

kfujiwara@cc.yamagata-u.ac.jp

August 24, 2017

⼤学評価・IR 担当者集会 2017 全体会
（於︓⽴命館⼤学 ⼤阪いばらきキャンパス）

データマネジメントの
必要性と実践

2

データマネジメントの必要性
 データマネジメント（DM） ≅ 分析に必要なデータ

を⽤意する（or 準備しておく）こと
 効果的かつ効率的なデータ分析には、⾼品質なデータ

を⼿際よく整理することが必要
• データ分析の例︓FACTBOOK・データ集作成、

退学者の特徴分析
• ⾼品質なデータの例︓エラーが少ない

（i.e., 藤原 宏司 vs. 藤原 宏司）
• データを⼿際よく準備︓データを分析可能な状態にする

• Data scientists spend around 80% of their time on 
preparing and managing data for analysis1.

• ⽶国の⼤学には、データマネジメントの専⾨科⽬がある

1 Press, G (2016, March). data scientists spend most of their time massaging rather 
than mining or modeling data. Forbes.
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触れましたが、統一された定義の下で作られた正確かつ信頼性が高いデータのことですね。 

ここにあるのは、実際に起きたエラーの例です。自分の名前を何回も書きたかったわけじゃな

いですよ。氏名を表示する場合、名字と名前の間にスペースを入れることがあります。全角のス

ペースを使う場合もあれば、半角のスペースを使う場合もあるようです。この例は、左の方が全

角スペース１個、右側が半角スペース２個となっています。見た目は同じでも、データ上は別物

ですね。定義と運用がしっかりしてないと、高品質なデータを作ることは難しいという点に注意

しましょう。 

 「データを手際よく準備」というところです。ここには簡単に「データを分析可能な状態にす

る」って書いたんですけど、実はここが一番難しいところなのかなと思っています。IR をやって

いる人から「データを入手できない」という相談を受けることがありますが、データを入手でき

ればすぐに分析できるかというと、多分そうじゃないと思います。大学評価コンソーシアムでは

よく、「データをどうやって入手しますか」といった悩み相談に対して、「飲みニケーション」と

か「学内の意思決定者に頼む」などのアドバイスをします。その後に、「データマネジメント」と

いうプロセスを経て、ようやくデータが分析可能な状態になります。今日の活動では、ファクト

ブックの目次やデータカタログのパイロット版を作ってきました。もしかして皆さん、「大学に戻

ってファクトブック作るぞ」と思われてるかもしれませんが、データマネジメントといういばら

の道が残念ながら待っています。 

これは去年の『Forbes』という雑誌からの引用です。データ分析そのものよりも、データ分析

に必要なデータを準備するほうに時間がかかっている、という記事でした。かなり昔の話になり

ますが、統計解析プログラミングのクラスを取りました。「プログラミング」のクラスですから、

プログラミングについて扱うと思っていたら、メインの内容はデータマネジメント。社会に出た

ら、教科書に載っているような「綺麗なデータ」を扱えることはほとんどないよ、言い方は悪い

けど、「汚いデータ」を整理整頓して分析するための準備ができる技術がとても重要だと習ったん

です。実際の英文を見ると、「massage」という面白い単語を使っています。この Press さんとい

う人は、データを準備することを「マッサージする」って言っています。データをマッサージ、

つまり、凝りをほぐして分析可能な状態にする、ということですね。 
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 データマネジメントの中には、デ

ータライフサイクルという考え方が

あります。データが実際にどう流れ

ていくのかを見ていきましょう。 

まずは、「分析計画策定」ステージ

です。つまり「プランニング」のこ

とですね。ここで、どのような分析

をするのかということを考えます。

データ分析の目的が分かれば、必要

なデータも分かります。今日の浅野

さんのパートでも触れましたね。そ

こでやったようなことです。データの所在確認が必要となってきますし、データの収集も行いま

す。 

 その後に来るのが、「データ入力、加工」です。「Data Processing」のことですが、ここで「デ

ータクリーニング」や「エラーチェック」が行われます。さっきの例で触れた、全角１個と半角

２個の問題だったり、日本の大学は Excel ファイルでデータをやり取りしますから、学生の ID

でも「数値形式」や「テキスト形式」の混在、というメチャクチャなデータが IR に来るわけで

すね。でもそれに文句を言うことはできません。じっと我慢して、データのクリーニングやエラ

ーを修正していくわけです。ここにある「データ変形」については後で説明します。 

 分析の準備ができたら、いよいよ本番です。データを集計したり、分析を実行するわけですね。

分析の結果を解釈し、レポーティングもします。 

そして「保存、再利用」です。「Preserving & Reusing」と言いますが、ここのステップで、

準備を含む今回の分析で何を行ったのかをしっかりと記録して下さい。ルーティンワークの場合

は特に、この「ドキュメンテーション」が重要になります。今辛くても、記録があれば次の年に

楽ができます。問題解決のヒントも書いておくと、将来必ず役に立つと思います。 

  

3

Data Life Cycle & Data Management (DM)

分析計画策定
• データ所在確認
• データ収集

データ⼊⼒・加⼯
• クリーニング
• エラーチェック
• データ変形

データ集計・分析
• 解釈
• レポーティング

保存・再利⽤
• データ移⾏／共有
• ドキュメンテーション
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では、今日行ってきたファクトブ

ックやデータ集に関する活動と、デ

ータマネジメント、データライフサ

イクルを対応させてみましょう。 

まず、「分析計画策定」は、浅野さ

んのパートでの、ファクトブックや

データ集の目次作成にあたります。

ファクトブックに載せたいアイディ

アがまとまっているので、それに対

応する必要なデータというのも自ず

と分かってきます。データを収集す

るためには、所在確認も重要です。大野さんのパートで触れたデータカタログですね。 

「データの入力・加工」に対応した今日の取り組みは、残念ながらありません。ここに赤字で

書いてある「データ変形」については、後で説明します。 

 「データの集計・分析」についてです。ここで、実際のファクトブックを作ることになります。

レポーティング、つまりファクトブックという成果物を公開するわけですね。神戸大学では PDF

で公開してますし、鹿児島大学だと、ホームページ上でインタラクティブなレポートを見ること

ができます。 

重要なのは、「保存・再利用」ステージにある「ドキュメンテーション」です。この時点で、あ

る程度の「データカタログ」みたいな物ができていると思いますが、作業中には想定していない

ことが起きるものです。このタイミングで、データカタログのアップデートをしておくと、来年

度、楽ができるチャンスが生まれます。将来楽をするために、面倒だけども、今、苦労しておき

ましょう。 

 

 データ変形について、ちょっと

説明します。データ変形とは、BI

ツールや統計分析ソフトで利用で

きるように、データの形式を変換

することです。 

学内で流通してるデータって、

左下にある「ワイド型」と呼ばれ

る形式だと思います。一般的に、

１行１ID で、横に長いデータ形式

です。公開データもワイド型が多

い気がします。利点は、データの

傾向が理解しやすいことです。ですから、学内で流通しているデータのほとんどが、このワイド

型になっています。セルを結合したり、空白行や空白列を使って、より見やすい工夫がなされて

4

今⽇の活動に照らし合わせると
データマネジメント FB・データ集

 分析計画策定
• データ所在確認
• データ収集

 FB・データ集の⽬次作成
• データカタログを参照
• 同上

 データ⼊⼒・加⼯
• データクリーニング
• エラーチェック
• データ変形

 データ集計・分析（ ≠ DM）
• 結果の解釈
• レポーティング • 成果物の公開

 保存・再利⽤
• データ移⾏／共有
• ドキュメンテーション • データカタログのUpdate

5

DMの⼀例︓データ変形（Reshaping Data）
 データ変形 = BIツール等の分析ソフトが利⽤できる

ように、データの形式を変換すること
 主なデータ形式

• ワイド（Wide）型︓横に⻑く、直感的に理解しやすい
 公開データはワイド型が多い

• ロング（Long）型︓縦に⻑く、分析ソフト等で扱いやすい
 BIツールを使うにはロング型のデータが必要

ワイド型の例
番号 性別 英語 数学
001 ⼥性 95 80

002 男性 78 86

… … … …

ロング型の例
番号 性別 科⽬ 点数
001 ⼥性 英語 95

001 ⼥性 数学 80

002 男性 英語 78

002 男性 数学 86

… … … …

変形
（Reshape）
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いるファイルをよく見ます。IR からのデータリクエストへの回答ファイルもこの形式ですね。 

 もう一つのデータ形式として、「ロング型」と呼ばれるものがあります。これはワイドとは逆に、

縦に長くなっています。つまり、一つの ID に関連する行が複数ある、このような形式が「ロン

グ」です。ここにある例は 4 行しかないので、暗算も簡単にできますし、傾向もすぐにつかめま

す。しかし、数千行もあるデータではどうでしょうか。傾向を把握することは、ほぼ不可能です。

でも、統計解析ソフトや BI ツールを使うためには、この形式でデータを準備する必要がありま

す。ですから、データ分析担当者は、ワイドとロングのデータ形式を行ったり来たりする、つま

り、データ変形に関する技術をどこかでマスターする必要があるわけですね。 

 

 公開データ、ワイド型の例として、

学校基本調査にある「大学の所在地

と出身高校の所在地」のデータの一

部をお見せします。このデータを見

ると、例えば、山形県にある国公私

立全ての大学に、他の都道府県から

何人ずつ入学したのか、みたいなこ

とが分かる、とても役に立つデータ

です。 

 浅野さんが、ある先生に「このデ

ータ、このまま BI ツールに読み込

ませたけど、動かないんだよね」と言われたそうです。さっきも言いましたが、BI ツールで使う

ためには、ワイド型ではなくロング型でデータを準備する必要があります。他にも、ツールのク

セにあわせて、オリジナルのデータを変形できるデータマネジメントの技術が必要になってくる

のかなと思いました。 

  

6

公開データ（ワイド型）の例
 16  出身高校の所在地県別  入学者数  ( 8 - 1 )

1  計

    出身高校の
所在地 計 北海道 青  森 岩  手 宮  城 秋  田 山  形 福  島 茨  城 栃  木 群  馬 埼  玉 千  葉 東  京 神奈川 新  潟 富  山 石  川 福  井 山  梨 長  野 岐  阜 静  岡 愛  知

出身高校の
所在地

大学の所在地 大学の所在地

平 成 28 年 度 618,423 20,555 4,949 4,612 10,145 3,600 4,242 7,668 14,919 9,211 9,192 33,864 29,188 76,039 43,077 9,459 4,527 5,435 3,817 4,930 9,194 9,292 16,890 38,244 平 成 28 年 度

北 海 道 18,716 13,794 357 302 150 138 78 76 146 96 89 209 240 542 250 88 49 68 22 52 82 58 193 238 北 海 道

青 森 3,309 474 1,845 280 82 203 53 34 23 21 11 29 15 33 12 22 6 1 1 3 7 5 16 11 青 森

岩 手 2,458 103 245 1,187 290 196 72 60 21 31 9 20 14 37 25 21 3 1 2 5 10 － 18 18 岩 手

宮 城 11,602 172 540 817 5,827 527 831 923 195 170 100 137 106 237 99 200 46 40 5 32 81 12 120 68 宮 城

秋 田 2,074 63 112 122 99 844 63 49 55 71 38 39 25 69 34 65 11 2 8 13 25 17 55 77 秋 田

山 形 2,824 93 89 131 557 112 856 195 72 101 30 46 39 65 26 107 10 5 2 10 53 7 72 55 山 形

福 島 3,253 30 60 117 215 70 172 1,451 247 205 61 49 34 71 38 114 5 7 3 15 33 10 67 28 福 島

茨 城 7,331 108 72 71 80 50 60 294 2,852 203 134 420 729 582 143 108 46 30 24 49 109 22 126 100 茨 城

栃 木 4,459 35 82 72 134 60 89 331 447 2,028 240 222 55 90 30 65 14 6 8 19 74 9 47 16 栃 木

群 馬 6,353 90 41 86 87 53 79 152 202 453 2,685 548 133 299 106 208 44 34 13 44 306 24 127 60 群 馬

埼 玉 30,803 362 182 171 309 154 212 660 1,364 1,193 1,392 10,495 1,918 6,468 952 706 122 71 45 245 649 51 510 204 埼 玉

千 葉 26,116 337 183 138 220 134 208 437 2,012 562 371 1,880 9,482 4,543 1,034 426 100 71 42 214 470 79 631 215 千 葉

東 京 149,860 2,155 659 615 1,165 522 661 1,773 5,153 2,689 2,424 17,008 13,433 49,926 21,526 2,121 653 480 270 1,606 2,212 574 3,461 2,104 東 京

神 奈 川 48,328 631 251 238 422 186 324 656 1,155 762 785 1,926 2,124 10,569 17,430 862 230 191 93 612 991 192 2,190 673 神 奈 川

新 潟 5,948 70 40 54 95 198 252 264 73 136 216 48 29 73 43 3,305 197 94 42 30 279 31 61 44 新 潟

富 山 2,387 19 8 1 9 13 13 6 20 19 26 18 12 41 17 93 800 360 105 9 144 117 44 244 富 山

石 川 5,895 87 14 18 14 11 35 14 33 26 92 28 18 58 32 269 823 2,353 342 27 267 199 183 246 石 川

福 井 2,285 16 1 － 4 1 5 1 6 4 8 6 3 13 7 38 110 144 1,100 5 31 94 37 238 福 井

山 梨 4,269 78 21 48 45 23 32 51 91 48 59 111 101 472 261 64 49 29 30 1,312 336 45 323 119 山 梨

長 野 3,496 62 17 7 14 5 9 22 56 39 71 85 64 175 88 100 46 37 19 133 1,568 91 110 231 長 野

岐 阜 4,608 35 4 6 4 － 7 1 9 7 6 10 8 21 14 20 84 60 55 9 105 1,752 148 1,411 岐 阜

静 岡 8,000 98 28 21 37 15 25 49 105 77 56 88 127 230 209 50 25 29 48 118 117 148 4,716 636 静 岡

愛 知 42,047 195 19 14 44 12 16 15 98 24 39 45 47 127 77 56 390 253 335 74 638 4,519 1,951 27,288 愛 知

三 重 3,149 10 1 2 4 1 2 3 6 7 4 8 2 15 10 2 10 12 9 7 25 98 85 669 三 重

滋 賀 7,295 59 2 1 20 5 3 4 28 20 13 13 11 46 31 27 61 77 114 9 47 251 130 453 滋 賀

出典︓学校基本調査 - ⾼等教育機関《報告書掲載集計》- ⼤学・⼤学院
注意︓このデータを「そのまま」BIツールで読み込んでも分析できません。

データ変形（DM）が必要
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 では、どうやってデータ変形をす

るんですか、というところです。コ

ピー＆ペースト、つまりコピペはお

勧めしません。例で挙げた学校基本

調査のデータですと、1 年分のデー

タを変換するのに、コピペが 800 回

位必要になります。この後にお見せ

する僕が作成した BI レポートです

が、14 年分のデータが含まれていま

す。コピペでこのデータを作る場合、

１万回のコピペが必要になります。

こんな作業、誰もやりたくないですよね。ですから、ソフトか何かを使って自動化を図る必要が

あるわけです。 

 ラッキーなことに、Tableau のプラグインとか、統計解析ツールをお持ちなら、STATA とか R

には、今日触れた「Reshape（リシェイプ）」ができるツールが入っていますが、それを行なうた

めの前準備が必要なケースもあるようです。一番自由度が高いのが、Excel の VBA でスクリプト

を書くことですね。慣れさえすれば、作業効率が大幅にアップします。 

 

（※）他にも、Microsoft 社の Power BI Desktop や Excel 2016 に搭載されている「クエリエデ

ィター」でもデータ変形ができます。情報提供、ありがとうございました。 

 

 

（※）このパートでは、山形大学

OIRE オフィスのウェブサイトで公

開している BI レポートについて、

実際のレポートを操作しながら説明

しました。 

  

7

データ変形︓⼿動 vs. ⾃動化
 データ変形を⼿動（例︓コピー＆ペースト）

で⾏なうのは⾮現実的
• 前述した学校基本調査データの場合、1年分のデータ変形

でさえも膨⼤なコピペが必要
• 単純作業なため、ミスが起こる可能性⼤
• エラーチェックも困難

 ⾃動化による変形作業の効率化
• Reshaping data made easy | Tableau Software : 

https://www.tableau.com/about/blog/2012/03/r
eshaping-data-made-easy-16353

• STATA（reshape）
• R（reshape2, etc）
• Excel VBA

8

OIRE Power BI Report
① Google等の検索エンジンで「OIRE」と検索

a. ⼭形⼤学 Office of Institutional Research & Effectiveness

② ③

④ パスワードを⼊⼒
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 まとめです。今日お話した「デー

タマネジメント」というのは、ルー

ティンワーク、つまり、ファクトブ

ック作成みたいな作業には必須だと

思います。データマネジメントをし

っかりとやることによって、扱うデ

ータの質や分析の質の向上へと繋が

っていくわけですね。そしてそのこ

とが、IR もしくは評価部署が学内外

へ出すレポートへの信頼度を高めて

いくわけです。 

 質の高いデータマネジメントによって、他部署への負担軽減も期待できます。完成度の高いデ

ータカタログを作れば、似たような問い合わせをする必要が無くなるかもしれません。余計な問

い合わせが減るということです。 

BI ツールの有効活用も考えた方がよいかもしれません。BI ツールの強みは、レポートのフォ

ーマットさえ決定すれば、後のアップデートが簡単、ということにあります。今日お見せした山

形大学 OIRE の BI レポートは 10 ページあるレポートですが、アップデート用、つまり 2017 年

度のデータを既存のデータに追加するだけで、レポートの更新は完了します。12 月末にデータが

公開されると思いますが、レポートの更新作業に必要な時間は 30分も必要ないと考えています。 

質の高いデータマネジメントは、評価や IR 業務の効率化に繋がる可能性が高いと思います。

これからは、「データマネジメントも重要」ということを視野に入れて業務を行っていくのも悪い

アイディアではないのかな、と思います。僕からは以上です。ありがとうございました。 

9

まとめ
 評価・IRにおけるルーチン業務を効率的に実施

するには、質の⾼いデータマネジメントが必要
 質の⾼いデータマネジメントは、

a. データの質の向上 → 分析の質の向上
b. 他部署への負担軽減（余計な問い合わせが減る）
c. 評価・IR部署における業務の効率化

 BIツールの有効活⽤も必要（︖）
に繋がる可能性⼤

ありがとうございました
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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

10

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、

11

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。

12

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

13

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

14

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。 
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平成 29 年度大学評価担当者集会（H29.8.24） 

全体会「評価と IR の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」 

アンケート結果 

 

 アンケートは、参加者 138 人（うちスタッフ及び講師 13 人）中 113 人から回答があった。内容

についてはグラフに示す通り、参加者の 89％が「理解できた」または「概ね理解できた」と回答

し、内容は参加者に対して適切だったと言える。約七割が時間を「ちょうどよい」と回答し、適

度な長さだったと言える。54％が満足度について「満足」と回答した。その理由として、グルー

プワーク形式の演習により他の参加者の考え方も分かった、自大学でもファクトブックを作ると

ころだったのでタイムリーだった、評価担当と IR 担当の役割の違いと連携の重要性が分かったと

いう意見があった。一方で、テーマが大きすぎた、ファクトブック作成の目的を絞ってから議論

すべきではないかという意見があった。また、参加者の知識・経験レベルにバラツキがあり討論

しづらい、という意見もあった。 

（藤井［九州大］） 

 

  

 

 

  

① 満足

61

54%

② 概ね

満足

40

35%

③ どちら

ともいえ

ない

9

8%

④ や

や不満

足

1

1%

0%

無回

答

2

2%

満足度（N=113)

① 長い

2

2% ② やや

長い

27

24%

③丁度

よい

71

63%

④やや短

い

7

6%

0%

無回答

6

5%

時間（N=113)

① 理解

できた

38

34%

②概ね理

解できた

62

55%

③どちら

ともいえ

ない

4

3%

④やや理

解できな

かった

2

2%

0%

無回答

7

6%

内容（N=113)
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アンケート結果の詳細 

  全体会について 

id 属性 内容 時間 満足度 理由 テーマへの意見 
1 公立         演習作業はやる前から目的がわからなかったが、やった後も何か発

見があるわけでもなく意図が不明だった。時間がもったいない。（わり

とあたりまえに集めるべきデータがでてくるだけで、わざわざグループ

ワークをするほどの内容でない。演習作業２の保有部署なども難しか

ったからでなく、発表する意味がよくわからないので積極的に発表し

なかったのだと思います。）単純にデータを集める際に苦労した点や

うまくいった点を話しあったがその方が役に立った。 

2 公立           

3 私立 ④やや

不満足 

④やや短

い 

②概ね理

解できた 

WS の結果について、より深掘りした検証をする時間があると

良かったと思う。といってもやむを得ないと考えますが..． 

課題となるテーマであって非常に良かったと思います。 

4 国立 ③どちら

ともいえ

ない 

③丁度よ

い 

③どちらと

もいえな

い 

ファクトブックを始めて聞いたので、具体的にどうしてよいか

いまいち想像できなかった。 

  

5 未記

入 

③どちら

ともいえ

ない 

②やや長

い 

④やや理

解できな

かった 

評価・IR に関する知識がほとんどないので、全体的にお話

が難しく感じました。 

  

6 未記

入 

③どちら

ともいえ

ない 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

ワークのテーマが大きくて少し難しかった。（網羅的に１人で

作ることが目的ではなかったと思いますが。） 

データマネジメントの話をもう少し詳しく聞きたかった。 

7 未記

入 

③どちら

ともいえ

ない 

②やや長

い 

①理解で

きた 

目的があいまいだった。現実的にそうなるのは分かるが、目

的が曖昧なまま進むのは問題があるのではないかと思う。 

演習で他機関の担当者と意見交換でき良かった。 

8 国立 ③どちら

ともいえ

ない 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

量的には充実しています。しかしながら、質的に深まったか

を自問自答すると、懇親会のほうが濃い議論ができます。 
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  全体会について 

id 属性 内容 時間 満足度 理由 テーマへの意見 
9 私立 ③どちら

ともいえ

ない 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

どうせやるならもっと時間をかけてじっくりやりたかったです。

今回の時間では中途半端すぎて、もっとコンパクトな内容で

短時間でも良かったのではと思いました。 

  

10 私立 ③どちら

ともいえ

ない 

④やや短

い 

①理解で

きた 

演習のグループワークが消化不良になってしまった。 良かったと思います。 

11 私立 ③どちら

ともいえ

ない 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

演習１は学長の指示が曖昧で、時間やグループワークのこ

とも考えると具体的な指示をもとに、何のデータが必要か、

検討すべきでは、と思った。 

少し、つめこみすぎではないかと感じた。 

12 国立 ③どちら

ともいえ

ない 

③丁度よ

い 

①理解で

きた 

すでにデータカタログもファクトブックもつくっていたので。 参加者のレベル、状況が大きく異なるので、なかなか難しいと思いま

した。 

13 未記

入 

②概ね

満足 

③丁度よ

い 

③どちらと

もいえな

い 

    

14 公立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

IR を担う部署が本学では明確でないので、そこの改善が必

要だと感じた。 

データカタログがあると非常に便利だと、勉強になりました。 

15 国立 ②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

基本的な用語解説から、情報の扱い方の説明後、複数回の

演習を入れる流れはとてもわかりやすかったです。 

データ収集、利用についてわかりやすかった。 

16 私立 ②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

演習をもう少し短縮化し、いくつかの大学での取組状況をよ

り多く聞く機会がほしいと感じました。 

  

17 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

  IR 側の視点、評価側の視点の双方を知ることができ、見聞を広めるこ

とができた。 

18 国立 ②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

  データカタログについては、必要性を日頃から感じていたため、事例

を紹介いただきとても参考になりました。 
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  全体会について 

id 属性 内容 時間 満足度 理由 テーマへの意見 
19 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

①理解で

きた 

本学では IR と評価が同じ室に所属しており、その連携を検

討しているため、参考になりました。自己点検・評価のプロセ

スでの IR の活用は出来ないでしょうか。 

特にございません。 

20 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

④やや理

解できな

かった 

大きなテーマであり、分からないことが分かったようなもやも

やがどうしても残るため。 

グループ討議でのテーマが広いため、深まらなかった感じがある。 

21 国立 ②概ね

満足 

    他大学の事例を紹介していただき、参考になった。   

22 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

３つの事例とグループワークがバランスよくミックスされてい

た。 

参考になる事柄が多かった。 

23 未記

入 

②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

講演とグループワークとが交互にあったことで、具体的な実

践につなげられたことがよかったと思う。 

評価と IR とをどちらもやっている人はあまりいないと思うので、協力が

できるという視点は新しかったと思う。 

24 公立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

    

25 公立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

    

26 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

①理解で

きた 

  ファクトブックやデータカタログは重要なテーマで大変ためになりまし

た。ただその分ワークの難易度が（時間配分に比して）高かったような

印象を受けましたので、ある程度事前課題として参加者に準備を求め

た方がより効果的なワークができたのでは、とも思います。 

27 国立 ②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

  興味があったテーマで大変ためになった。 

28 関係

機関 

②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

自身の業務経験の乏しさから、演習にあまり書き込みができ

なかったと感じた。 

評価担当とIR担当がどう違うのか、理解できてよかったと思います。両

方の特性を併せ持つことが理想かと思いました。 
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  全体会について 

id 属性 内容 時間 満足度 理由 テーマへの意見 
29 私立 ②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

    

30 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

データカタログの作成は難しい部分もあったが、これから本

学でも考えていこうと思った。 

  

31 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

③どちらと

もいえな

い 

とても充実した内容でしたが、演習問題について初心者に

はなかなか書くことが難しい内容でした。他の方から多くの

事を教えていただくことができ、有意義な時間を過ごすこと

ができました。 

  

32 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

講義内容も満足ですが、他大学の方とも情報交換ができて

有意義でした。神戸大学や鹿児島大学事例も参考になりま

した。 

  

33 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

③どちらと

もいえな

い 

演習のやり方が少しわかりづらかった。   

34 私立 ②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

昨年度より DataBook を作成しはじめたが、内容や目的が定

まらない部分が多かった。今回、話題提供やワークで様々

なお話を聞くことができ、参考になった。次年度に活かした

い内容であった。 

  

35 私立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

    

36 他 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

①理解で

きた 

    

37 私立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

    

38 私立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

ファクトブックの内容が良くわかり、取りかかろうと思った作成

は IR 室の今年度の活動計画の１つであり、データの所在把

握はかねてからの悩みであった。とても参考になった。 

続編を是非。 
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  全体会について 

id 属性 内容 時間 満足度 理由 テーマへの意見 
39 私立 ②概ね

満足 

④やや短

い 

②概ね理

解できた 

もう少し他大学の方々とのテーマを絞った意見・情報交換の

場が欲しい。 

IR をどのようにして、活用・運用して大学改革を進めていくか？を IR

の立場から考えたい。 

40 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

①理解で

きた 

  テーマ内容からやむを得ないのかもしれませんが、IR に関わってから

教員寄りの意見が内容に色濃く反映されていたように思います。事務

方の話（発表）をいれることでバランスが取れるのではないでしょうか。 

41 私立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

データマネジメントについて触れていただいて良かった。 ファクトブックを作成しようと考えていたので、とてもタイミングが良かっ

た。 

42 私立 ②概ね

満足 

④やや短

い 

②概ね理

解できた 

    

43 私立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

グループワーク、個人ワークと座学の時間配分が適切と感じ

たため。 

  

44 国立 ②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

    

45 国立 ②概ね

満足 

    整理できているようで、できていなかった評価と IR の役割に

ついて、各説明者の説明やグループワークで少し整理でき

たから。 

評価と IR の結節点をテーマに、各大学で進められているファクトブッ

ク、データ集を用いた企画は、今後の業務を進める上で、大変参考な

り、とてもよかったと思う。 

46 私立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

①理解で

きた 

内容が豊富でたいへん良い会でした。ただし PPT は文字が

多く詰め込み過ぎの感がありました。もっと簡素な資料で言

葉を明瞭にするとベターです。 

たいへん具体的で良いと思います。 

47 未記

入 

②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

少し難しい内容でした。 少し進んだ事例のように感じられた。 
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48 国立 ②概ね

満足 

②やや長

い 

①理解で

きた 

既に知っていたことが多かったので、長く感じました。データ

テーブル、データフィールド等、もう少し専門的な知識を使

っても良かったと思います。 

データマネジメントの話はとても興味が持てました。 

49 国立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

①理解で

きた 

  特にデータマネジメントの話題提供について、本額的にはタイムリー

な話題であり、聴けてよかったです。DB 構築を視野に入れたデータ

蓄積について大変参考になりました。 

50 私立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

    

51 他 ②概ね

満足 

②やや長

い 

②概ね理

解できた 

具体的な話が多く、BI ツール等についても実際に役立つ部

分が多かった。 

  

52 私立 ②概ね

満足 

③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

    

53 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

学内でも整備が発展しない IR ですが、ビギナーとして今後

も勉強し業務に活かしていきたいと感じることができたため。 

  

54 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

説明がとてもわかりやすく、参考になりました。他大学のファ

クトブックを見て、さらに勉強したいと思います。演習がもう少

し時間が欲しかったです。 

  

55 関係

機関 

①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

評価から、IR からそれぞれの共通点と差異を示しながら、各

大学がファクトブック構築に向けて知の共有を行っている

が、すばらしかった。 

大変タイムリーなテーマ設定であったと思います。個別の発表もすば

らしかったです。 

56 国立 ①満足 ②やや長

い 

②概ね理

解できた 

予定時間よりも時間が延びることがあったので。全体会終了

後、新幹線で帰る予定にしているのですが、出発時刻まで

あまり余裕のないスケジュールを組んでしまったことを反省し

ています。 

評価初心者の私にとっては少し難しいテーマで、演習の際になかな

か自分の案を出すことが難しかったです。IR と評価の担当者のデータ

の捉え方の違い、というものが分かって良かったです。 

57 未記

入 

①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

説明＋演習の組み合わせはメリハリがあって良かった。 データマネジメント、とても参考になりました。 
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id 属性 内容 時間 満足度 理由 テーマへの意見 
58 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

本学でも今年度 Factbook を作成する予定で、実践的なアド

バイスが得られたと感じている。 

本学にとってはタイムリーなテーマでありがたかった。 

59 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

評価、IR の異なる観点からファクトブック作成、活用のプロセ

スを理解することができたため。 

実務担当者連絡会など参加者の関心が高いファクトブックが扱われ、

考え方、解説、実例、手を動かす作業での体験、グループワークがバ

ランスよく組み合わされていた。 

60 公立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

  IR と評価を分けて性格を議論されたことは非常に良かった。 

61 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

    

62 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

今まで漠然としていた大学 IR について、全体像や実践する

上でのポイントなどを知ることができました。 

IR と認証評価について、親和性があることやお互いの立ち位置を新

たに理解することができた点も今回の集会に参加してよかったと思う

点です。 

63 公立 ①満足 ②やや長

い 

①理解で

きた 

具体的な内容だったので、分かりやすかったです。今後の

業務に活用できそうなものも多く、非常に満足のいく内容で

した。 

初心者にも、わかりやすいし、イメージのしやすいテーマでした。 

64 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

  IR 初心者として、今後、ファクトブック作成にあたっての課題

等がわかった。 

特になし 

65 関係

機関 

①満足 ②やや長

い 

②概ね理

解できた 

評価担当と IR 担当がどのように連携しあえば、より効率的で

負担の少ない業務にできるかを学ぶことができたので。大学

の規模によって、データやインフラが違うと思うので、より細

かい内容についても知ることができればよいと感じた。 

IR と評価との関わり合いについて、難しさを感じていたので、とても勉

強になりました。 

66 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

内容がかみ砕かれていたので、とても分かりやすかったで

す。各セッションの時間設定やまとめもシンプルで、その分、

多くのことを吸収できました。 

ファクトブックの作成はタイムリーな話題でしたので、有難く拝聴してお

りました。 
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67 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

具体的な IR 業務について詳しくご説明いただいたことで、

何をすればよいのか、どのようなスキルが必要で、何に気を

つけなければいけないのか、ということを学ぶことができまし

た。（ファクトブック、データカタログの作成、データマネジメ

ントの必要性など） 

ファクトブックの作り方を個人ワーク、グループワークを通して学ぶこと

ができたので、実務で実践して見たいと思います。話題提供→演習

（附箋紙を使ってブレスト＆マッピング）という流れは、インプットした情

報や知識をアウトプットできるので、とても有意義な時間でした。 

68 国立 ①満足 ②やや長

い 

②概ね理

解できた 

新しい知識が得られ、これから学習＋必要な範囲が分かっ

た。 

  

69 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

評価と IR を担当しているが、両者の棲み分けがクリアになっ

た。 

IR の立ち上げ、実践例 

70 国立 ①満足 ①長い ②概ね理

解できた 

    

71 国立 ①満足 ①長い ①理解で

きた 

講義資料が皆さんとてもわかりやすく、丁寧に作成されてい

て、初心者にはありがたかったです。 

  

72 私立 ①満足 ④やや短

い 

②概ね理

解できた 

ファクトブック作成は大変興味があり、その作成法について

の話題提供が良かった。 

ワークショップ形式で他大学の話も聞けて良かったです。 

73 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

ワークを通じて自分で考えながら学ぶことができた。 大変満足です。 

74 私立 ①満足 ②やや長

い 

②概ね理

解できた 

データカタログ、ファクトブック作成にあたっての注意事項、

労力などがわかった。特にデータ定義の大変さとその手法

の一端が知れてよかったです。 

  

75 私立 ①満足 ④やや短

い 

②概ね理

解できた 

内容が充実していただけに、もう少し詳細に説明して、ワー

クの時間をさらに作ってほしかった。 

大変興味のあるテーマだったので非常に役に立った。この規模の集

会を参加費を取らず開催して頂き、本当にありがとうございます。大変

有意義であり今後も参加させて頂きます。 

76 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

IR の活動内容が理解できた。 IR を進めている大学の事例を多めに聞かせてほしい。 
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77 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

IR の共通理解ができた。   

78 私立 ①満足     沢山の情報（アドバイス）が聞けたので、大変勉強になりまし

た。 

話題提供が３つ、演習２つとファクトブック等に関する内容をそれぞれ

に詳しく聞くことができ、また演習１で参加者の生データ（附箋を使っ

た）も見れて良かったです。 

79 関係

機関 

①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

評価、IR それぞれの立場からの見方、考え方を知ることがで

きよかったです。データ定義や蓄積方法についてのお話も

あったので、今後、自分の部署でデータを収集する際に注

意すべきことが明確になったため１－１のように回答しまし

た。 

双方の視点を知ることができ、非常に勉強になりました。データに対

する考え方について取り上げていただきたこともよかったです。 

80 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

基本から説明があったので、わかりやすかった。 ファクトブックについてよくわかりました。 

81 未記

入 

①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

    

82 私立 ①満足 ②やや長

い 

②概ね理

解できた 

目標としていた「新たな知見の獲得」が達成できました。 実践的なテーマや報告でしたので、自大学で ＜原文ママ＞ 

83 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

初めて参加させていただきましたが、分かりやすく説明いた

だき理解できました。 

特にありません 

84 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

話題で挙げられたものが、本学でも今後必要になってくるも

のであり、情報共有いただくことで効率的にできるように考え

ました。 

昨年も感じたところですが、タイムリーな話なので助かります。 

85 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

日頃は自分の大学にばかり目が行ってしまいがちなので、

他大学の事例などを知ることが出来たのが良かったです。 

本学では、評価と IR が分離している（研究 IR に関して）状況にあるの

でファクトブックを結節点にというのはとても興味深かったです。 
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86 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

グループワークは時間がちょうど良いぐらいであると思うが、

ワークショップ２の内容（データカタログ）について、共通の

知識がないときびしいものがある（データカタログをシステム

のデータ要件と思われていた方がいた為） 

  

87 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

評価と IR の観点から現状や課題などにをわかり易く説明さ

れた。 

良かったと思います（特に意見はありません） 

88 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

ファクトブックの内容が良くわかり、取りかかろうと思った   

89 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

分かりやすかった。 実際の取組事例をできるだけ紹介してほしい。 

90 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

質問されているから、またお礼の気持ちで参加者がしなくて

はらないから。 

大変タイムリーで、とても有益だった。 

91 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

ワークを交え、具体的な内容まで議論しながらの形だったの

で、非常にわかりやすかった。 

  

92 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

評価と IR の連携のあり方、アプローチの違いなどがよく理解

できました。 

今後も続けてほしい。 

93 公立 ①満足 ②やや長

い 

①理解で

きた 

演習をはさむことで講演内容をより深く理解できた。 データベースの構築やデータ集の作成に取り組んでいるところだった

ので、非常に有意義でした。 

94 国立 ①満足     ファクトブックに対する、各大学の取り組みを理解することが

できただけでなく、生データや集計値に対する位置づけも

整理できた為。 

グループワークを通じて、他大学と意見交換できるため、有意義だと

思います。 

95 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

  データマネジメント、ファクトブックを自学で考える上で参考になった。 
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96 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

実際の業務に取り入れるための演習等もあり、展開が多くと

ても面白い構成でした。 

IR と評価の共通点の多さや、アプローチの違いについて知ることがで

き、とても勉強になった。相互協力による業務改善や大学運営向上が

見込まれると思うので実務につなげたい。 

97 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

国内の大学の取り組みとして鹿児島大学のファクトブックを

取り上げて頂き、説明の時間も頂きありがとうございました。 

今回のテーマ「ファクトブック」では、今後の展開を考えている時期で

ありタイムリーな話題で参考になる所も多かった。 

98 私立 ①満足 ②やや長

い 

①理解で

きた 

  ワークショップがあったのはよかった。 

99 国立 ①満足 ②やや長

い 

①理解で

きた 

    

100 公立 ①満足 ④やや短

い 

①理解で

きた 

山形、鹿児島大学が活用されているツールを学べた。是非

本学でも活用したい。 

IR 部署の立ち上げ事例を教えて頂きたい。特に苦労した話を中心

に。 

101 国立 ①満足 ②やや長

い 

②概ね理

解できた 

なぜ長いと感じたかは正直分かりません。可能であれば休

憩は 10～15 分取れたらいいなと思います。 

  

102 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

講義とワークが組み合わされており、理解を深めることがで

きた。 

本学でも取り組もうとしていた内容であったので、大変参考になりまし

た。 

103 公立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

本学でも、評価と IR の担当が分かれていて、それぞれにデ

ータに対する考え方が違うことは認識していたが、その点に

ついて分かりやすく整理されていて理解が深まった。 

データマネジメント、ファクトブックを自学で考える上で参考になった。

データクリーニングや整理は、他部署の方になかなかわかっていただ

けない点で、分析よりも時間がかかり、また神経と労力を使うため苦労

していた。この点の重要性や心構え（忍耐!!）を紹介していただき良か

った。引き続き取り上げて欲しい。 

104 他 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

似たような境遇・課題を持つ方々から話を聞き、ヒントになっ

ていたり相互共有できたこと。情報提供の中で、今自分が抱

える課題に対する貴重な情報を得られた。 

  

105 国立 ①満足 ②やや長

い 

①理解で

きた 

ファクトブックやデータカタログの作成に着手したところで、と

ても参考になった。 

同上 
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  全体会について 

id 属性 内容 時間 満足度 理由 テーマへの意見 
106 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

話題提供をしてくださった３名の先生方の説明がとても丁寧

だったためです。グループワークでも他の大学の方々のお

話を伺うことができてよかったです。 

今回のテーマは、評価担当者と IR 担当者の両方に関係する素晴らし

いものだと思いました。 

107 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

概要とファクトブックの違いを知ることができたし、さらにはど

うやってデータを集めたらよいか、さらにデータマネジメント

の必要性も改めて理解できたから。 

非常に良い 

108 未記

入 

①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

説明が分かりやすかった。業務にも活かしたい。 業務に直結できそうである 

109 未記

入 

①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

どのテーマ（ワーク）も大変参考になりました。 ・他大学の事例をもう少し細かく聞く機会を持てれば、と思いました。 

・国立、私立、IR・評価、学生数規模等で IR 体制が違うので、ワークに

よってはグループ分けを意識されると良いかもしれません。 

110 公立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 

・基本的な内容から説明いただいたので理解が深まった。 

・グループワークによって他大学の事例を聞くことができ参

考となった。 

  

111 国立 ①満足 ③丁度よ

い 

①理解で

きた 

本学はファクトブックを作成していないので参考になった。 他大学の事例について、スクリーンで HP を直接紹介してくださり、理

解が深まった。 

112 未記

入 

①満足 ②やや長

い 

①理解で

きた 

各々の話題提供のつながりが分かりやすく、ミニワークも良

いタイミングで生じていたので、飽きなかった。 

評価と IR の双方にまたがるテーマで、それぞれの立場の違いが分か

るものとなっていたので良かったと思います。 

113 私立 ①満足 ③丁度よ

い 

②概ね理

解できた 
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アンケートのお願い 

本日は、ご参加いただきありがとうございました。来年度以降も継続的に大学評価・IR 担当者集会を企画

しております。つきましては、ご参加いただいたセッション及び集会全体に対してご意見をいただければと思い

ます。ご協力よろしくお願いいたします。 

 アンケート結果は、原則的に、大学評価コンソーシアム web サイトの活動報告や報告書で公表させていただ

きます。お名前は公表しません。ご所属は国公私立、関係機関の別のみ公表されます。＊無記名でも結構で

す。 

 

お名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ご所属 国立・公立・私立・他（機関名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

 

１．全体会［C］（24 日午後）について、おうかがいします。 

１－１．全体会について該当する番号に丸をつけてください。 

満 足

度： 

①満足 ②概ね満足 ③どちらともいえな

い 

④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

内容： ① 理 解 で き

た 

②概 ね理 解 で

きた 

③どちらともいえな

い 

④ や や 理 解 で

きなかった 

⑤ 理 解 で き な

かった 

１－２．１－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

１－３．全体会のテーマ・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

 

２．懇親会［B］（25 日）について、感想、ご要望があればご記入ください。 

□参加した                     □参加しなかった 

 
 

 

 

３．大学評価担当者集会全体を通して、以下の点についてご自由にご記入ください。 

良かった点 

 

悪かった点 

 

来年取り扱って欲しいテーマ・内容等 

 
 

その他ご意見・ご要望等 

 
 

 

 

裏面もご回答ください 
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４．評価初心者セッション［E］（23、24 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。           □不参加 

４－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

満 足

度： 

①満足 ②概ね満足 ③どちらともいえな

い 

④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

内容： ① 理 解 で き

た 

②概 ね理 解 で

きた 

③どちらともいえな

い 

④ や や 理 解 で

きなかった 

⑤ 理 解 で き な

かった 

４－２．４－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

４－３．本セッションの企画「情報交換タイム」についてご意見をお聞かせください 

□参加した                     □参加しなかった 

 

 

５．評価・IR の実践・課題共有セッション［R１］（25 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。   □不参加 

５－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

満 足

度： 

①満足 ②概ね満足 ③どちらともいえな

い 

④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ①長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

課題 

解 決

度： 

①課題は解

決できた 

② 概 ね 解 決 で

きた 

③どちらともいえな

い 

④あまり解決で

きなかった 

⑤解決できなか

った 

５－２．５－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

５－３．本セッションの構成・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

６．IR 初心者・初級セッション［R2］（25 日）に参加されたかたへ、おうかがいします。          □不参加 

６－１．本セッションについて、該当する番号に丸をつけてください。 

満 足

度： 

① 満足 ②概ね満足 ③どちらともいえな

い 

④やや不満足 ⑤不満足 

時間： ① 長い ②やや長い ③丁度よい ④やや短い ⑤短い 

課題 

解 決

度： 

①課題は解

決できた 

② 概 ね 解 決 で

きた 

③どちらともいえな

い 

④あまり解決で

きなかった 

⑤解決できなか

った 

６－２．６－１で回答された理由をお聞かせください。 

 
 

 

６－３．本セッションの構成・企画についてご意見をお聞かせください。 

 
 

 

ご協力ありがとうございました。お帰りの際にスタッフまでご提出ください。 
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◆ この分科会のプログラム構築については、以下の科学研究費補助金を使用しました。 

平成２７年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ｂ） 「大学の評価・IR 機能

の高度化のための実践知の収集・分析とその活用に関する研究」 （課題番号：15H03469、研究

代表者：嶌田敏行） 

平成２９年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ｃ） 「IR を活かす学内デー

タ管理に関する研究：統合型データベース構築への第一歩として」 （課題番号：17K04603、研

究代表者：藤原宏司） 

 

○ 当日のスタッフ 

浅野 茂*（山形大学 学術研究院 教授） 

大野 賢一*（鳥取大学 大学評価室 准教授） 

小林 裕美*（徳島大学 国際課 課長） 

小湊 卓夫*（九州大学 基幹教育院 准教授） 

末次 剛健志*（佐賀大学 企画評価課 係長［ＩＲ主担当］） 

山本 幸一*（明治大学 教学企画部 評価情報事務室 副参事） 

藤井 都百*（名古屋大学 評価企画室 講師） 

藤原 宏司（山形大学 学術研究院 教授） 

藤原 将人*（立命館大学 教学部学事課 課長補佐） 

 

○ 準備スタッフ 

佐藤 仁*（福岡大学 人文学部 准教授） 

嶌田 敏行*（茨城大学 全学教育機構 准教授）  

関 隆宏*（新潟大学 経営戦略本部評価センター 准教授） 

土橋 慶章*（神戸大学 企画評価室 准教授） 

 

［*は大学評価コンソーシアム幹事/監査人］ 

 

 

このセッションの実施、成果のとりまとめ、報告書作成にあたり、参加されたすべての方に感謝

申し上げます。 
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