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皆さん、こんにちは。

大学評価・学位授与

機構の浅野です。先

ほどの佐藤さんの報

告に絡めて、私が所

属しております機構

は、小平市にある一

橋大学の敷地にあり

ます。学生寮に加え、

入り口には放送大学

があって、機構は一

番奥まった所に建物

を構えています。先ほどの報告のようにアットホームな感じではなく、一見、首相官邸と似たよ

うな造りにはなっていますが、大学の敷地内にあるという点では、先ほどの佐藤さんに照会いた

だいたアメリカと共通しています。機構に係る余談はこの辺にして、本題に入ります。 

 

会の冒頭、司会の藤

原さんにお話しいた

だきましたように、

私は今回、アメリカ

の北東部地域の大学

において、IR とア

セスメント部署が実

施している業務の実

態というのを調査し

てきました。調査は、

メイン州立大学の本

田さんと一緒に実施

しましたので、今回共同発表ということで名前も入れさせていただいています。 

 本日の報告ですけども、まず簡単に今回の調査の概要を説明した上で、私が今回調査してきた

内容を説明させていただきます。具体的には、IR、それからアセスメント部署が実施している業
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務、それらをプロボスト、ディーンという、大学の執行部がどのように活用しているのかについ

て調査した内容です。したがいまして、業務の紹介に加え、それらが IR に関わるさまざまなかた

がた、役職の方がどのように利用しているのかについてお話をお伺いしてきたことを紹介させて

いただきます。そして、最後に調査を終えての所感を簡単にお示ししたいと思います。 

 

 まず 1 点目の調

査の概要ですが、

本年（2014 年）の

10 月の末に行って

まいりました。訪

問したのは、北東

部地域の三つの大

学ということです。

訪問した大学に関

しましては、意図

的に本田さんと調

整をして、リベア

ルアーツ系といわれるいわゆる教養教育が中心の大学とリージョナルコンプレヘンシブといって、

修士課程ぐらいまでを持っている大学、そしてフラッグシップといわれる研究、という属性の異

なる３つの大学を同じ地域で選定して、インタビューをしてきたということです。 

 調査対象者も少し分けて、データを作る側に居る IR の方々とアセスメントの方々ということ

で、IR ディレクター２名、アセスメントディレクター３名、それからデータを使う側にいらっ

しゃる学部長２名、プロボスト３名、学長１名の計 11 名にインタビューしました。３日間で 11

名という結構ハードなスケジュールですね。 

 なお、匿名性を担保するため、今回の報告では大学名や個別名称はお示しできません。最近の

米国では、事前に調査の目的の送付が求められ、IRB といふうにいわれる手続きを通じて、個人

及び組織の匿名性を必ず確保しますという約束をすることが求められるようです。そのため、個

人の氏名含めて、所属機関も匿名にしますというのを事前に約束をしているので、今回お出しで

きないという理由がここにあります。最近、本田さんとかのお話をお伺いしていると、アメリカ

の中でもこういう IR の調査をやろうとすると、結構こういうのを求める率が高くなってきてる

そうです。これは、IR 担当者が変な発言をしてしまうと、自分の大学のことをあからさまにして

しまうという問題もありますので、結構厳しく言われているということでした。 

 

  

１．今回の訪米調査の概要

• 訪米期間： 2014年10月27日～30日

• 訪問先： 米国北東部地域の３つ大学

• 調査方法： インタビュー

• 調査対象者：

3

属性 役職 人数

データ利用者

学長 １

プロボスト ３

学部長 ２

データ作成者 IR ディレクター ２

アセスメント ディレクター ３

 



H26.12.18 米国 IR 事情勉強会（於：立命館大学） 

25 
 

 

調査の実施に当たりましては、我々は 2 段階で考えました。まず一つ目の段階は、それぞれの

組織で展開している IR 業務の概要を述べていただいて、それを今年の大学評価担当者集会でも

お話ししました４象限の枠組みに分類していただきました。 

 

 

その上で、二つ目の段階として、意思決定がうまくいったケースと、うまくいかなかったケー

スというのを聞くという手順でやりました。今回、時間の関係もありますし、詳細は来年の担当

者集会までにいろいろ整理をしたいと思いますが、先ほどお話ししました段階に沿って、まず業

務の概要と目的別の分類の結果がどうなっていたかというのを中心にお話ししたいと思います。 

１．今回の訪米調査の概要

4

１．今回の訪米調査の概要
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 まず IR 担当部署

の用務の概要につ

いてお話しします。

今回訪問した３つ

のオフィスは、基本

的にプロボストが

居て、その下に IR

担当のディレクタ

ーとアセスメント

担当のディレクタ

ーが居て、３～４

人程度のオフィス

でした。 

この IR 部署が展開している業務のうち、最初に出てくるのは、IPEDS です。日本の場合、学

校基本調査は年に 1 回、5 月 1 日にデータを出しますが、米国の場合、IPEDS には少なくとも年

３回に分けてデータを出しているということでした。したがって、単年度に複数のデータ提出が

求められるということです。まず、例えば秋ですと、機関の属性であったり、その他の基本情報

であったりを登録し、冬になると、どういった学生に対する経済支援を行っているのか、グラデ

ュエーションレート（卒業率）はどれぐらいなのか、といったデータを登録することになります。

グラデュエーションレート（卒業率）について、アメリカの場合、標準修了年限内に卒業する率

が日本に比べると非常に低いという実態があり、一般的には、標準修業年限の倍を取って 200 パ

ーセントというのを出しているということです。そして、翌年の春になると、エンロールメント

（学生の在籍情報）関係とか財務、ヒューマンリソース、アカデミックライブラリーといったデ

ータを登録し、年間を通して、少なくともこの３つの季節で対応しているということでした。し

たがって、秋から冬、春というのは、こういったデータ作成とデータ登録に結構な時間を取られ

ているというのが実態だそうです。その上で、これを登録したら使わない手はないので、ここに

挙げておりますコンパリソン・グループ・アップデートというデータセットを、IPEDS を用いて

作成し、自分たちの競合大学とのベンチマークをするということでした。 

 このように IPEDS のデータ登録に相当の労力を割いているというのは、今回、調査を得た示

唆の一つです。一方、利用にも限界があって、かなり活用はされていますが、IPEDS には機関単

位の情報が登録されているため、それ以下の細かいレベルの分析はできないということです。学

部あるいは学科といった下位レベルでの分析をやろうとすると、それぞれの IR オフィスが連携

し、自分たちのデータを個別に交換して対応しています。そのため、IPEDS 上でできることは、

大学対大学の比較です。また、２年制あるいは４年制の通学を基本とする一般的な大学を中心に

項目や定義が設定されているため、例えばオンライン等の遠隔教育が中心の大学などは IPEDS

のデータを使いにくいということです。 

 

２．IR - IPEDS
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 Fall Collection
 Institutional Characteristics
 Completions
 12 month Enrollment

 Winter Collection
 Student Financial Aid
 Graduation Rates
 200% Graduation Rates
 Admissions

 Spring Collection
 Fall Enrollment
 Finance
 Human Resources
 Academic Libraries

 DFR Comparison Group Update

日本の学校基本調査は単年度に一度
のデータ提出で完了するが、 IPEDSは
単年度内に複数のデータ提出が求めら
れる。

IPEDSのデータを提出した上で、各大学が

自分達の競合大学の選考基準を設定し、
競合比較（Benchmark）の報告書は関心

のあるデータ項目を独自に選定して作成
できる。
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IPEDS に次いで、業務として重たいのが、各種報告書の作成です。特に学内向けの報告書は、

先ほどの小湊先生の発表にもありましたけども、例えばファクトブックとか、あるいはより具体

化したものがあったりします。もっとも一般的なのは、日本の大学概要に類似するもので、毎年

１回作成していますが、これ以外に学期別であったり、ここにありますようにプログラムごとで

あったりと、いくつかの種類があります。最近の傾向としては、これらの資料の内容のハイライ

ト版や、より分かりやすい形で項目を絞った「ファストファクト」だとか、「クイックファクト」

と称される報告書の作成にも対応しているとのことでした。ここでは、いくつかアピールしたい

ポイントとか、保護者に対してとか、入学したい高校生に対してとか対象を絞って、かなり基本

的な数値を公開しています。ご興味のある方は、インターネットで、Fact book、Quick Fact と

いったキーワード検索をしていただくと、実施大学が出てきますので、参考にしていただければ

と思います。大学によってはクイックファクトと言いながら、実は相当なデータを公開している

所がありますので、大学によってばらつきはありますけども、IR の業務の一つなっているよう

です。 

 このファクトブックのデータを活用して、大学全体の項目を、教務、財務といった業務別ある

いは、それぞれのデータを目的に沿って集約し直したりして、そのデータを用いて別の報告書を

作成する場合が多いということです。具体的には、例えばエンロールメントですね。学生さんの

履修状況を示したようなものであったり、単位の分布状況とか、学生さんのジョブ・プレースメ

ント・レポートといって、特定のプログラムを卒業した学生はどういう所に就職しているかとい

うことであったり、今回初めて聞いたバリアー・コース・レポート（詳細は後ほど具体例で示す）、

コンテクスト・アナリスト・レポートであったりといったように、目的別にファクトブックや報

告書を作っていくというようなこともあるということでした。 
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 Factbook (Fall, Spring, Summer)
 Program Factbook/Reviews
 Fast Facts/Quick Facts

 Enrollment projection model
 Grade distribution analysis
 Job placement report
 Barrier courses report
 Campus profile report
 Competitor Analysis report

２．IR – 内部報告書

Factbook（大学の機関データ年鑑）は

年度別と学期別などで幾つか作成さ
れる場合がある。

Factbookは教務から財務までの各種

データを総合的に集約しており、その
データを用いて目的別の報告書を作
成する場合が多い。
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もう一つ、IR 部署の方々が最近対応に負われているのは、このランキングですね。アメリカ

ではフラッグシップでも、タイムズ・ハイヤー・エデュケーションのランキングの話をしたら、

「？？」といった感じで、ほとんどご存じありませんでした。アメリカの場合、もっぱら U.S.ニ

ューズ社のランキングに関心が行っていて、主にこのラインキングに対応されているということ

でした。このランキングは教育のデータをメインに扱っていて、例えば大学類型別に全国版と地

域版でベストカレッジはどこかというのを出したり、大学院とか専攻ごとのランキングとかを出

したりしています。日本の朝日大学ランキングに類似しているものですが、結構、細かいデータ

を求めてくるそうです。それぞれのランキングに使うデータというのはそんなに変わりはないよ

うですが、若干データ項目の定義に差があったりするので、例えばこういった所のデータを集め

て登録をしているということで、骨の折れる作業であることには違いありません。一方、データ

を出さなければランキングに入る資格すらないことに加え、最近は先ほどの小湊先生のお話にも

ありましたけど、州政府とかもこれを見て結構、財源配分を判断するようになっているそうです。

したがって、看過できないというか無視できないという状況になっていて、逆に非常に気を使う

業務になりつつあるということでした。IPEDS は、先ほどお話ししましたように機関単位のデ

ータのみですので、ランキングが出るようにはなっていないのですが、US ニューズについては、

プログラムレベルのデータを求められ、あからさまに順位を付けられるというところもあるため、

どういった形でデータを出すのか、かなり気を使っているということでした。 

追加で出てきましたのは、コモン・データ・セットというデータセットの作成業務です。例え

ば、US ニューズのランキングであったり、それ以外の大学外からの調査であったり、複数の調

査があり、以前は個別で対応してきたようですが、非常に煩雑で骨の折れる作業であるため、大

学側が任意のコンソーシアムを立ち上げて、大学間で共通のコモン・データ・セットというのを

作成しています。項目や定義を統一したりして、かなり汎用性を確保することで、学外からの問

い合わせには基本的に対応できるような構成になっており、照会があった際には、基本的なデー

タはここで確認するよう言えるため、大学側にメリットがあるということでした。 
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 US News 
 Best Colleges（⼤学類型別に全国版と地域版でランキング）
 Best Graduate Schools（専攻ごとのランキング）
 Online Degree Programs（⼤学内のオンライン・プログラムに限定したランキング）

 Main Survey
 Tuition
 Financial Aid
 Finance
 Assessment

 Petersonʼs Graduate/Undergraduate Survey
 College Board
 Common Data Set

２．IR – 大学ランキングやガイド

上記３つのランキングでデータ項目
に多少の違いはあるが、主に左側
の分類で収集される。

雑誌ごとにデータ定義が異なり、個別で対応すると作業
が煩雑になるので、大学側がコンソーシアムを立ち上げ、
大学間で共通のCommon Data Setを作成した。これにより、
各雑誌へのデータ提出を簡略化した。
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次に、その他の業務について、お話しいたします。先ほどの小湊先生の発表にありましたけど

も、適格認定機関に出すレポートというのが結構あり、それが機関単位で出すものとプログラム

別の適格認定に出すものがあり、これらのレポート関係の業務があります。あとは、デラウエア

スタディーとか、学部別の教育コース等の分析であったり、競合校との比較のデータを作成し、

それらのデータの分析をやるとか、あとは学生さんであったり研究に対しての補助金を授与する

団体にも、それをどういうふうに使ったかというような利用実績といったものや、それがどうい

う効果を上げているかといったところの報告が必要になってきます。また、最近、学生の履修単

位と収入の分析ということで、特に州立大学で盛んに行われています。アメリカの場合、日本の

ように授業料は固定ではなくて、単位従量制といいますか、単位によって授業料が変動しますの

で、学生さんが実際に履修した単位数が大学の財務に直結するという構図になっています。その

ため、学期ごと、プログラムごとにどれぐらいの学生が登録をしていて、単位の売り上げがどれ

ぐらい計上できているかというものを出しているということです。 

 それから、NSSE あるいは CSSE という全米規模で実施される学生調査への対応があります。

加えて、昨年、ベミジ州立大学の藤原さんが講演された際に仰っておられましたが、アドホック

といって、要は学部であったり、教員個人であったり、様々な学内関係者から個別にこういうデ

ータ分析をしてほしいとか、アンケート調査をやってほしいとかっていう個別の依頼があり、今

回、調査した３大学でも、結構な作業として挙げておられました。ある大学の IR 担当者は、これ

らの業務をリストで管理しておられましたが、年間 200 件以上はあるとおっしゃっていました。

このような多数の業務を、どのように調整するのかとお伺いしたところ、それはやっぱりケー

ス・バイ・ケースでありつつ、基本的に関心を持っている教員に対しては、なるべく自分たちが

できる範囲で対応していくというスタンスはとっているそうです。 

 

9

Accreditation Agency Report（機関別、プログラム別の適格認定への
データ対応）
Delaware Study（学部別の教育コスト分析と競合⽐較）
 Funding Agency Report（研究や教育の助成団体への報告）
Credit and Revenue Distribution Reports（学⽣の履修単位と歳
⼊の分析）
NSSE/CCSSE（学習実態調査）
Other Ad-hoc data collection and analysis（臨時のデータ分析や
アンケート調査など）

２．IR – その他
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次にデータ分析の実践例ということで、バリアー・コース・レポートというのをこれから別の

エクセルファイルで紹介させていただきます。これが何ものかといいますと、基本的な考えとし

ては学生の進学を阻害している科目が何であるかを特定するための分析です。スライドを見てい

ただきながら、実際の表がこういうふうに使われていますということで紹介させていただきま

す。 

 アメリカの大学ではコースと呼ばれる個々の授業科目があって、この表では、それぞれの授業

科目を、どれぐらいの学生さんが履修し、そのうちどれぐらいの学生さんが単位を取得している

かを学期ごとに確認するために作成したものです。今回の例は５年程度のデータをとっていて、

それぞれの学期にどれぐらい学生さんが単位を取ったか取らないかを比率で示しています。その

うえで、Success かそうでないか大きく分けます。例えば A、B、C、D という単位の種別があっ

て、D が不可だとすると、C までが可ですので、その A、B、C の平均を取ったものを Success

とします。D は不可ですが、放棄も含んでいると思われます。このように、実際に履修した学生

のうち、どれぐらいが Success のカテゴリーにあり、どれぐらいがそうでないかをわかるように

します。そして、一般的には、Success Rate と呼ばれる平均値（概ね 70%前後）を基に、この値

を上回っているか、下回っているかを判断していきます。そのうち、下回っている場合、それが

例えば、担当教員が成績を厳しく付け過ぎているのかどうか、あるいはカリキュラム上、前段に

配当される科目の内容が対応していないあるいは簡単過ぎて、接続の問題が起きているのかどう

か、ということを主に判断するそうです。逆に、上回っているのは、Success Rate という観点か

らは特に問題視しなくてもよいのかもしれませんけど、学習成果の関係からいくと、あまりにも

成績評価基準が緩い（安売りしている）と、適格認定で指摘されるため、これも問題として捉え

ていきます。 

 もう一つ重視しているのがこの放棄の数値を表すセルです。途中で履修をとりやめてしまった

10

Barrier courses report
学⽣の進学を阻害している科⽬がないかを特定
 各科⽬の学⽣の単位取得率をSuccess Rateとして計算
 全科⽬の平均をとり、これを基準値として設定
 5年程度の履修データを基に、経年データを⾒て、以下の科⽬を特定

 Success Rateを上待っている→成績付けが⽢い可能性があり
 Success Rateを下回っている→成績付けが厳しいか、先⾏履修科⽬に問題あり

 併せて、学⽣が履修を放棄した科⽬の率（Withdrawal）を参考に、教員の指導
が適切に⾏われているか、といったことを確認。
 上記のデータを学科⻑が教授会で報告して共有し、改善策を検討

２．IR – データ分析の事例
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学生が、例えば 10 パーセントを超えるような場合、履修している学生に対して担当教員が適切

な指導をしてないという可能性もあり、この値を一つの目安にしているということです。こうい

った複数の数値を基に、５年ぐらいのデータを分析すると、年度によって多少の凸凹はあるにし

ても、全体の傾向を把握することで、いろいろなことが見えてくるそうです。 

 以上、今回の調査で新たに得たバリアー・コース・レポートについて、説明させていただきま

した。なお、この分析は大学によってどのような水準や、どのようなやり方が実施するのかは異

なります。例えば、Success Rate を 80 パーセントというふうに機械的に設定する大学もあれば、

全体の平均をとって、それを判断基準とする大学もあるため、一様ではないということです。 

 こういったデータがどのように使われるのかについては、のちほどディーン（学科長）の所に

出てきます。特に、プログラムの主任責任者である学科専攻長は、教授会でプログラムはこうい

う状況にあるという報告をし、改善策を検討していくということでした。なお、先ほどの資料で

示した科目一覧を作成する際、担当教員の氏名は削除しているそうです。教授会に報告する際、

担当者の氏名をさらすわけにはいかないので、あくまでもコース番号と科目のタイトルを出して、

こういう状況ですよという説明にとどめ、個人に対する攻撃ではなく、学科として改善策を検討

していくということでした。もちろん、上記で示したデータに他のデータを組み合わせれば、誰

が担当しているかを判別することはできるとのことですが、一応、匿名性には配慮しているとい

うことでした。 

 

 次の説明に入る

前に、ここまで IR

部署の業務につい

て説明してきまし

た。ここまでの説明

に対して質問とか

何か事実確認等あ

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。 

特にないようです

ので、つつけますが、いつでも戻りますので、適宜、止めていただければと思います。 

では、アセスメント部署の業務の説明にうつります。アセスメント部署の業務は、これまでお

話ししてきた IR 部署とは異なります。先ほどの佐藤さんの発表にありましたように、IR とは少

し視点が違います。今回、３名の方にお話をお伺いしましたが、アセスメントの担当者は通常、

IR のように、どこかから、まとめてデータを落としてきて、それをつないで使うというのはない

ようです。この業務自体の特性と関係していくわけですけども、例えばプログラムレベルの学習

成果の診断であれば、まず自分でその調査の設計、測定、集計、分析をするという対応が一般的

なようです。同様に、ルーブリックであったり、e ポートフォリオであったり、あるいは統一試

験、卒業生アンケートなど、プログラム・レビューに必要なデータを自ら設計、収集し、それら

11

アセスメント担当者は個別対応でデータを集める必要がある。
 Program level outcome（学科の学習成果の診断）
 Gen Edu value rubric（⼀般教養教育のルーブリック）
 Electronic portfolio（Eポートフォリオ）
 Standardized Test（統⼀試験、批判的思考、情報リテラシーなど）
 Graduate Survey（卒業⽣アンケート）
 Program Review（学科の⾃⼰点検の⼀部で、学習成果の測定と結果の

活⽤を報告するよう求められる）
アセスメントでは、改善のために収集した情報や改善の進捗状況を説明
責任として外部に報告するという発想。
対照的に、IRは外部への説明責任のデータを学内の改善に活⽤すると
いう流れ。

３．アセスメント
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のデータを分析します。そのため、IR がやっているような業務とは一線を画しているということ

でした。 

 一方、アセスメント部署では、さきほどの報告にありました IE との関係がより密接になってい

るようです。アセスメントは、基本的に学内の改善のために収集することになります。特に、昨

今の適格認定では、IE について基準が設定され、その進捗状況を報告することが求められ、説明

責任のために用いられます。つまり、外部報告書にこれらのデータを盛り込んでいって、それを

改善に使うという発想が強いそうです。対照的に IR は、IPEDS やランキングに集めたデータか

ら学内に改善提案をしていきますが、アセスメントは逆で、IE のために収集したデータを説明責

任にも使っていくという視点があるということでした。 

 

とは言っても、

先ほどの報告で言

及のあった IE が進

んでいないという

状況とも関わって

いて、実際にアセ

スメントの担当者

も嘆いていました

が、学科別にその

温度差が非常に激

しいという問題は

あります。特に理

系の所はよいのですが、文系の所では難しいということ、あるいは、今回調査した大学のうち、

フラッグシップに分類される研究大学では、なかなか浸透しないということでした。例えば、世

界トップテンに入るような研究者が居て、その研究者の担当する科目の学習成果を測定し結果が

望ましくないとしても、その研究者の改善を促すのは難しいという問題があります。学長といえ

ども、その研究者には何も言えないとか、そういう裏事情があるということでした。 

 あと教養教育です。アメリカでは、ジェネラルエデュケーションと呼ばれる一般教育の学習成

果の測定が非常に難しいということです。アメリカの大学でも、一般教育を何のためにやるのか

というところは、実際には結構ぶれていて、目標設定が難しく、測定するための設計が非常に難

しいということでした。もちろん、すべての教員がアセスメントに対して批判的に捉えているわ

けではなく、実際に危機意識を持ち、アセスメント業務に関心を持つ教員も居るため、こういっ

た教員の個別要望に対応しながら、少しずつ、理解者や協力者を増やしていくということでした。 

 次に、具体的な取り組みとして今やっている事例を一つ紹介いただきました。これはLinked In

という研究者のネットワーク形成のための SNS を使って、大学院生と産業界とのマッチングを図

っていく一方で、ここにデータがポートフォリオのように残っていきますので、修了者の雇用状

況を把握する情報として活用しているということでした。これは最近のアメリカの大学で頻繁に

問題沙汰される卒業あるいは修了後の進路の把握への対応が強く求められるようになっていくこ

とを受け、大学、あるいは大学院を修了した後に学生がどういう職に就いていったかというのを

12

学科別にアセスメント活動への温度差がある。適格認定を契機にテコ⼊れする場
合もある。
 Gen Eduの学習成果の測定は難しい。⼀般教育の分類と学部学科の構成が必

ずしも整合しているわけではなく、⼀般教養教育のIdentity crisisが起きている。
 プログラム・アセスメントでも学科別のIdentityの 確⽴が最重要課題。教員を巻

き込んで、彼らの意⾒を集約し、このプログラムでどのような学⽣を育てたいのか、学
⽣の成⻑には、どうすればよいかを議論してもらう。
教員はアセスメントを批判的に⾒る傾向があるが、実際にアセスメントの活動に関

わることで、その意義を⾒出してもらう。
 Linked-inを⽤いて、学⽣の専攻やキャリア志向を発信し、産業界とのマッチングを

図っている。修了者については、現在の雇⽤状況を把握する情報として活⽤し、
現役学⽣には就職先情報として活⽤。

３．アセスメント – 現況
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追跡する一つの手段として用いているということでした。 

 

次に、データ利

用者側の説明にう

つります。まず、

プロボストです。

先ほど、小湊先生

の報告にございま

したように、アメ

リカの大学のプロ

ボストは、実質的

には日本の学長に

近い権限を有して

います。最終決定

者は学長ですが、教育については、予算、あるいは人事も含めてプロボストが権限を有しており、

権限はかなり強いということがいえるかと思います。 

 

 

 今回、３名のプロ

ボストにお話しを

お伺いしてきまし

た。お三方に共通し

ていたのは意外で

したが、とにかく

教員との合意形成

に持っていくのが、

最も大変な仕事だ

ということを繰り

返しおっしゃって

いました。では、プ

ロボストは実際、何をやっているかということですけども、重視しているデータはアトラクショ

ン、恐らく日本で言うところの志願動向が挙げられていました。プログラムに対して、どれぐら

い興味を持っている学生が居るのかについて参考とする数値です。加えて、入学した学生を実際

にどれぐらい留まらせること（リテンション）ができたかということと、どれぐらいが登録した

かというデータです。これらのデータは、財政に直結しますのでどれぐらいの非常に重視され、

骨の折れる仕事とされる、合意形成においても重要な意味を成します。IR やアセスメント部署か

らいろんなデータが来るわけですけども、これだけでは意思決定しない、というスタンスが重要

となってきます。すなわち、データを見ただけでは判断しないと点で、プロボストは共通してい

て、データは解決策を検討する重要な要素ではあるけども、データだけで判断できるわけではな

13

役職では“Vice president of Academic Affairs”とも称され、業
務内容を鑑みた捉え⽅としては“Chief Academic Officer”の⽅が
より適確に表している。
カリキュラム、プログラムの新設や閉鎖、⼊学者数の推移、教育課程、
卒業率まで、⼊⼝から出⼝まで学⽣の教育全般について掌握。
最終決定者は学⻑だが、教育については、予算も含め、かなりの権限
を有している。
業務を遂⾏する上で、教員との合意形成が不可⽋。教員評議会は
教員集団としての意思決定をプロボストへ提⽰するものの、場合によっ
てはプロボストの権限で最終決定がなされる。

４．プロボスト（学務筆頭副学長）

 

14

最も重視している情報は、attraction, retention, admission, 
financial aidに関連する情報。
基本的に教員を説得するのは、⾻のいる仕事。彼らは、⾃分の専⾨
分野以外については、あまり関⼼を持たない。教員は⼤学の事情を無
視しているのではなく、本質を理解できていない場合が多いので、気⻑
に交渉しながら説得するしかない。
データから多くの知⾒や洞察を得ることはできるが、これだけで改善や意
思決定はしない。データは、現状を知るために必要で、解決策を模索
する上で重要な情報ではあるが、いろんな要素を加味して判断する必
要がある。

４．プロボスト（学務筆頭副学長）
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いということでした。 

 

次に、ディーンが

実際に学部の意思

決定でデータをど

のように用いてい

るかについてお話

しいたします。最も

重視しているのは、

スチューデントコ

ースエバリュエー

ション、いわゆる

授業評価といった

ものや、エンロー

ルメントレポート、それから NSSE の結果、プログラム・レビューの結果や予算とかいうところ

です。例えば、授業評価では、特に否定的な回答をする学生さんの回答を注意して確認し、改善

の芽がないかを検討しているとのことでした。つまり、満足していないという回答があれば、な

ぜ満足していないかということを学科長と各教員で確認をし、改善を必要に応じて促すというこ

とのようです。エンロールメントレポートに関しましては、高低は別にして、履修をする可能性

がある学生さんが居るのに履修をしていないというケースがあると、それは学生さんにとっても

不利益につながるだけでなく、プログラムにとっては収入に直結しますので、なるべく学生さん

に登録してもらえるよう、先生方にも指導していくということです。その意味でディーンは、

個々の授業を担当されている教員とプロボストのつなぎ役になっています。プロボストと教員が

直接議論して、何かをすることはまれなケースで、基本的にはプロボストとディーンでいろいろ

考えて、それを下に落としていくという形で考えているそうです。例えばディーンの権限の一つ

として、プログラム内での人事権は有しますが、プログラムを越えて教員を調整する際、余裕の

あるプログラムから定員を動かしたりするのはプロボストが対応し、全体としてマネジメントし

ていくということでした。 

 

15

最も重視している情報はstudent evaluation , enrollment report,
NSSE, annual program report, budget。

 Student course evaluation（学⽣の授業評価）では、特に否定的な
回答をする学⽣の回答を注視し、学科⻑を通じて各教員に改善を促す。

 Enrollment reportからは履修登録していない学⽣を洗い出し、プログラ
ムの教員に履修登録を促すよう指⽰（EMの取り組み）。

ディーンは、プログラム教員とプロボストのつなぎ役。それぞれのプログラムの状
況を俯瞰し、問題があるプログラムについては、プロボストに報告し、⼀緒に
改善策を検討する（例えば、教員数が不⾜しているプログラムに対して、他
のプログラムから定員を動かす等）。

５．ディーン（学部長）
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 今回の調査を終

えて実際に感じま

したのは、IR とア

セスメント部署の

業務というのは、こ

れまで説明してま

いりましたように、

まず説明責任に対

応していくという

ことが一つの大き

な要素になってい

るということです。

この際に収集したデータや情報を使って、学内の改善をどう促すかっていう風に視点が写ってい

くわけですね。一方でアセスメントに関しましては、IR 部署が作成したデータとかを参考にし

ながら、自分で設計、収集したデータと組み合わせて、学内の課題をプロボストやディーンに報

告し、彼らが実践した改善事例を基に、適格認定はじめ、各種の報告に活用するという所に重き

を置いているように感じました。 

 

一方で、データ

を利用する側のプ

ロボストとディー

ンについては、日本

とは異なる権限を

付与されていると

ともに、双方の役割

分担がかなり明確

になっています。こ

の点は、日本の大

学と大きく異なる

ように思えます。特

に今回の調査では、従来、言われている学長、プロボストのみならず、ディーンも結構権限を持

っていて、プログラムの実質的なマネジメントを担っているという新たな発見がありました。一

方、IR とアセスメント部署の業務に関しましては、本日、お話ししましたように、データやその

利用について、見ている視点の違いもありますが、求められる専門性も違っていて、展開してい

る業務も基本的には異なっているという風に捉えたほうがよいと思います。 

 最後に、日本の大学への示唆を考えたときに、アメリカの大学の意思決定の構造は大きく異な

るということを念頭に置いておく必要があると思います。アメリカの大学では、教育全般に係る

意思決定は基本的にプロボストの権限で行います。また、教授会の位置づけも、従来の日本とは

異なります。アメリカの場合、教授会は諮問機関ではありますが、最終決定権は有しません。日

16

５．調査を終えての所感

IR

アセスメント

 

17

役割分担がかなり明確で、業務も区分されている。
 学⻑
 プロボスト
 ディーン
 IR
 アセスメント

⼤学の意思決定はプロボストは全学的な取り組み、教授会は教育課程と棲み分
けされている。教員評議会（Faculty Senate）で投票による否決は取るが、こ
こでの決定が全学の最終決定ではなく、プロボストへの提⾔に留まる。
学⻑やプロボスト等の意思決定者は、データだけでは判断していない。そのため、

IR担当者が作成したデータが直接、意思決定につながらない場合もあり、IR担当
者としては、せっかく作ったデータが活⽤されないという不満を少なからず持っている。

５．調査を終えての所感
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本の大学においては、本部が提案したことに対して教授会が否決するということが起こるわけで

すけれども、アメリカではプロボストへの提言にとどまります。そのため、仮に教授会が否決し

たとしても、プロボストがそれを実行しなければいけないというわけではありません。昨今の法

改正を受けて、今後、日本の大学でも教授会の位置づけはアメリカに類似していくことになるこ

とが想定されますが、当面、日米でのコンテキストは相当違うということを理解しておく必要が

あるように思えました。 

 一方、今回の調査でも共通して出てきたのは、学長、プロボスト、あるいはディーンは、IR や

アセスメント担当者から出てくるデータだけでは判断していないということです。したがって、

IR やアセスメント担当者が作成したデータは、直接、意思決定にはつながらないということが結

構あるわけです。故に、IR やアセスメント担当者は、せっかく自分が作ったのにデータが活用さ

れていないという不満を持っているという実情もあるようです。時間の関係もありますので、こ

こで終了します。 

 

＜質疑応答＞ 

藤原：そうしましたら、浅野先生のほうからのお話をいただきましたこと、大きく IR とアセス

メントと。私の印象に残ってるのは、外から中への矢印の向きが向くのが IRで、中から外

に向かってというのがアセスメントだというようなそんなことだとか、あとは組織の中で

も相当の職務をこなしているというのが伺えるということ。あと、職に応じて、それも役

割分担が明確であるというようなことを含めてお話をいただいております。お話の中で、

ここは確認をしておきたいということがありましたら、一つ、二つお受けしたいと思いま

すが。小湊先生、どうぞ。 

小湊：さっき出てたバリアーコース・レポート。あれは誰に対する報告ですか。 

浅野：基本的にはディーン、場合によってはプロボストです。 

小湊：ディーンに提出するということですね。 

浅野：はい。 

小湊：じゃ、多分、日本の、うちの大学ではそうなんだけど、学部データだとああいうふうに整

理されたデータはないんですけど、大体あの先生の授業はこうだみたいなものがあって、

単位取得率が低いのがあると、そういうのがやっぱり問題となってくる。私は現在、ちょ

っとマネジメントに関わっているので、そうなんだと思って聞きました。実際、そのデー

タを見ながら、先生とちょっと話に行ったりだとかっていうのはあるんですけれども、そ

ういうのは割と組織化されているっていう、そういうレポートになっているわけですか。 

浅野：そうですね。少し補足させていただきますと、先ほどお話ししましたように、日本の大学

だと多分、成績の厳格化という観点であったり、学習成果や単位の実質化の観点であった

り、といったところで語られることが多いと思いますが、アメリカでも半分はその側面は

あるにしろ、半分はやっぱり学生が単位を履修しない、あるいは出ていくと、単位の売り

上げが落ちるという問題があるわけですね。 

小湊：最初はお金で判断するということですか。 

浅野：実は、そのような質問を本田さんに投げかけたら、いや、そうじゃないと。お金は二の次

だという前提でお話をされていましたけれども、プロボストやディーンのお話をお伺いし
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ていますと、やはり最終的に行き着くのはお金が絡んでくると思います。故に、本部から

の依頼や指示に否定的な先生がたも無視はできないわけですね。単位の売り上げが下がる

と、自分の給料に直結しますし、赤字状態が続くとプログラムを閉鎖しないといけないと

いう事態に発展しますから、より強制力が働くんだと思います。特にこっちですね。

Withdraw（放棄または履修取消し）が出てきたときにそれは単位の売り上げが減るという

ことになりますから。 

小湊：じゃあ、意外に強く見られるような状況だと？ 

浅野：そうですね。ただ、Success に至っていない科目があるとすれば、その学生さんは次に進

級できないという問題もあります。本田さんのお話を踏まえると、アセスメント担当者は、

この数値が最終的にはグラデュエーションレートの低下につながっていくという視点で見

ているので、可能な限り、原因を特定し、改善しておきたいという側面は強いのだと思い

ます。 

小湊：じゃあ、そういうのを見ながら、学生の学習支援を行っているとかっていうのを判断した

りしていることがある、ということですね。 

浅野：はい、あるということですね。例えば、Withdraw が高い原因が、経済的な事情だとする

と、先ほどのファイナンシャルエイドとかとセットで議論をしたりして、なるべく学生を

大学にとどまらせる方策を検討していくのだと思います。 

小湊：そこで気になってるのが、だから、エンロールメントマネジメントの一環だっていうふう

に理解できるわけだけど、いろんな部署が関わらざるを得ない、そういうアラートとかさ

れると。だから、ディーンに対してこうするっていうのは、その責任者に対して何とかし

てくださいという意味では分かるんだけど、エンロールメントマネジメントをやろうとす

るとディーンだけじゃできないわけで、そうするといろんな部署との連携を取らなきゃな

らない。それを誰がコーディネートしてるのかって、いつも気になってたわけです。 

浅野：それは、案件によると思うんですね。全学的な話になってくると、やっぱりそこにはプロ

ボストが登場してきますし、個々のプログラム、例えばこれはプログラムの一つの問題だ

とするならば、それはプログラムコーディネーターレベルでまず議論をしてもらって、そ

れでも難しいようだったらディーンが出ていく。最終的にはプロボストが出ていくってい

う形で、段階的にやっているっていうことはお話をされていました。 

小湊：じゃあ、さっき話したエモリー大学も、ファカルティデベロップメントに関するオフィス

は、プロボストオフィスの下にあるんです。IE オフィスも実はその下にあるんです。だか

ら、最終的にはプロボストが全体を統括しながらいろいろ差配してるんだろうなと思いま

す。組織図を見るという意味では想像できるんだけども。これもだから多分同じだと思う

んです。 

浅野：そうですね。ただ、このバリア・コース・レポートを見て、プロボストがいきなり教員の

ところに怒鳴りこんでいくっていうことはないそうです。まず、プログラムコーディネー

タとディーンが議論をして、なんでこうなっているんだっていう事実を確認した上で、コ

ーディネーターが直接教員と話をして改善を促し、改善されない場合、ディーン、プロボ

ストが段階的に対処していくという構造になっているんだと思います。 

小湊：ありがとうございます。 



浅野 茂・本田 寛輔「米国北東部地域の大学における IR・アセスメント業務の実態」 

38 
 

藤原：他、ご質問ありましたら、お受けしますけれども、いかがなんでしょうか。よろしいです

か。そうしましたら、浅野先生、ありがとうございました。 

浅野：はい。どうもありがとうございました。 
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