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小湊：はい。皆さん、こんにち
は。それでは、大学評価とイン
スティテューショナルエフェク
ティブネス、IR の役割をめぐっ

大学評価とInstitutional Effectiveness
－IRの役割をめぐって－

てというタイトルで、私、小湊
と佐藤、2 人で講義をさせていた
だきたいと思います。

小湊卓夫（九州大学）
佐藤 仁（福岡大学）
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佐藤：福岡大学の佐藤と申しま

報告の概要

す。今回、機会をいただいて、
小湊先生と 2 人でアメリカの調

1. 米国調査の概要
2. 南部地区基準協会（SACS）のアクレディテーション
におけるInstitutional Effectiveness（IE）
3. ジョージア州立大学（GSU）におけるIRとIE
4. エモリー大学におけるIRとIE
5. ヒューストン大学ダウンタウン校（UHD）におけるIR
とIE
6. 調査のまとめ

査に行きました。報告する概要、
こちらに書いてあるとおりです
けども、最初にどんなことを目
的に今回行ったのかをお話しさ
せていただこうと思います。
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佐藤：目的ですけれども、日本

１．米国調査の概要

の内部質保証に類する概念であ
る米国のインスティテューショ

• 目的：日本の内部質保証に類似する概念である米
国のIEの実態を明らかにする。（特にIRとの関係性）
• 期間：2014年10月26日～11月1日

ナルエフェクティブネスという

• 調査地：ジョージア州アトランタ、テキサス州ヒュー
ストン

いということを目的に行きまし

概念の実態をどうしても知りた
た。日本の大学評価の文脈で求
められてることの一つに内部質
保証をシステムを構築しなけれ
ばいけないというのがあります。
その中で IR をどう機能させるか
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というのが、日本で求められて
いるとは思います。IR、IR って

いろんな話があるんですけども、じゃあ、実際アメリカで行われている IR は、その内部質保証
システムでどう機能してるのかを見なければ、なかなか理解できないというふうに考えたんです
ね。ただ、内部質保証は英語でいくと、インターナル・クオリティー・アシュアランスという言
葉で、どちらかというとヨーロッパで使われている概念です。なので、アメリカではあんまりク
オリティー・アシュアランスという言葉は使われてないのが実情です。でも、似たような概念で、
インスティテューショナル・エフェクティブネスっていう概念があることが分かってきたので、
それは実態としてどうなっているのかということ、そしてそれと IR の関係性はどう理解できる
のかというところを 2 人で調査に行ったというわけです。
調査地ですけども、二つですね。ジョージア州のアトランタ。見にくいですね。こっちがアト
ランタで、アトランタオリンピックが 1996 年にあったのを皆さん覚えていらっしゃるかもしれ
ないですけど。もう一つは、テキサスのヒューストンていう二つに行ってきました。見ていただ
いて分かるように今回どちらかというと南部の所に中心に行っています。これは理由があります。
報告の概要の所にもあるんですけども、今回ここです。この南部地区基準協会という所をターゲ
ットに当てました。なぜこれをターゲットに当てたのかというと、南部地区基準協会は、いわゆ
る日本でいう認証評価機関みたいなものなんですけども、ここが初めてこのインスティテューシ
ョナルエフェクティブネスを評価で使い始めた団体です。1980 年代後半から使っていて、歴史
が一番長いので、ここにターゲットを当てようとなり、南部に焦点を絞って行ってきました。さ
っき言ったように一つの評価機関と三つの大学に行って、インタビューをしてきました。最初の
評価機関のところを私のほうで説明をさせていただきたいと思います。
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佐藤：南部地区基準協会ですが、

２．南部地区基準協会（SACS）

これをサックスっていう言い方
をするんですけども、ここに行

• 米国のアクレディテーション≒認証評価

ってインタビューをしてきまし

– 全米を6つの地域に分けて、それぞれに団体が存在。
– 連邦政府の認証を受ける（奨学金受給資格との関係）。
– 自己評価をベースに、基準を満たしているかを確認。

た。前提なんですけども、この
アメリカのアクレディテーショ

• インタビュー調査の概要

ンというのは、ニアリーイコー

– 南部地区基準協会本部（アトランタ）
– Dr. Michael Johnson（Senior Vice President and Chief of
Staff）、Dr. Alexei Matveev（Director of Training and
Research）
– SACSのアクレディテーションにおけるIE

ル認証評価みたいなところで理
解していただいたら分かりやす
いかなと思います。全米を六つ
の地域に分けて、六つの団体が
4

存在すると。それぞれの地域ご
とに管轄している州の大学に対

して評価を行うということです。これらの団体は、連邦政府の認証を受けますよということです。
自己評価をベースに基準を満たしてるかどうかを確認するという作業なので、認証評価に非常に
近い考え方で結構だと思います。

佐藤：インタビュー調査の概要
ですが、この南部地区基準協会
の本部に行ってまいりました。
これがアトランタにあります。
この 2 人にインタビューをして
きました。サックスのアクレデ
ィテーションを受ける IE とはど
うなるのかというのを見てきた
わけです。ちょいちょい写真が
入ります。皆さまのハンドアウ
トには写真はないんですけども、
これサックスの本部です。行っ
て気が付いたことは、大学評価
学位・授与機構とは全然違うなと（笑）。浅野さんの前で大変恐縮なんですけど。すごいアカデ
ミックな建物でして、中入ると赤いじゅうたんが敷いてあって、伝統的な建物です。でも、これ
は実はもともとエモリー大学、後で説明するんですけども、そこの大学の施設を買い取ったとい
うことです。アトランタからタクシーで 20 分ぐらいの所です。
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佐藤：まず基本的なところです

（１） SACSにおけるIEの定義

けども、IE、インスティテュー
ショナルエフェクティブネスっ

• 「機関のすべての側面について、ミッションと照らし
合わせながらそのパフォーマンスを測定する、組織
的・明示的・文書化されたプロセス」

て一体どういう意味ですかとい
うことです。これは文書から分

• 実際には、アセスメントとほとんど同じ意味で利用さ
れているのが現状
• 微妙な相違

かるものですけども、機関の全
ての側面について、ミッション
と照らし合わせながらそのパフ

– IE：大学全体、大学のすべての側面

ォーマンスを測定する組織的・

– アセスメント：コースやプログラム、学科単位、教育に特
化

明示的・文書化されたプロセス

• アセスメントを理解するのが先（ボトムアップ）。

です。ポイントはここの機関の
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全ての側面というのが、後で効
いてくるところです。ここら辺

を見て、あんまりアセスメントとそんなに変わらないんじゃないですかっていう質問をしたら、
実際にはほとんど同じ意味でもう使われちゃってますということは言っていました。区別をあえ
てしてない人もいるようです。
ただ、微妙な相違はもちろんありますということです。何が違うのかというと、先ほど言った
ように IE はあくまでも大学全体のものです。なので、全ての側面というのは、教育に限らない
ということです。後でも出てきますけども、いわゆる管理業務とか学生支援とか、そういったも
のが全て入ってくる。研究はまた別ですが。アセスメントは完全に教育に特化したものですし、
どの単位でアセスメントを行うのかというと、もちろん一つの授業の中でもあるかもしれないで
すし、一つのプログラム、学位プログラムの中で行われるものです。IE はあくまでも大学とし
ての IE なので、ここに大きな差があるとは言ってましたが、実際やることはほとんど一緒です
よということです。ただ言っていたのは、アセスメントを理解しないと、インスティテューショ
ナルエフェクティブネスは機能しないということ。アセスメントが先にあって、そこからボトム
アップで IE につながっていきますよということは言っていました。
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佐藤：具体的に、このサックス

（２）IEに関する要求事項①（2.5）

が IE をきちんと機能させてくだ
さいと大学評価で言っているん

• 「機関は、継続的、統合的、機関全体に渡る、研究
に基づいた計画（planning）と評価（evaluation）のプ
ロセスに従事する」

ですけども、どういうことを要

• 「そのプロセスは、（１）機関のミッション・目標・成果
の組織的なレビューを具体化しており、（２）機関の
質の継続的な改善を導き、（３）機関が効果的にミッ
ションを達成していることを示すものである」
• “2 processes, 4 characteristics of processes, 3
effects”

く三つあります。すいません、

求してるのか。要求事項、大き
この 2.5 というのは、基準 2.5 と
いう考え方なので明示している
だけです。一つ目は、機関は継
続的、統合的、機関全体にわた
る研究に基づいた計画と評価の
7

プロセスに従事してくださいと
いうことです。このプロセスと

は機関のミッション、目標、成果の組織的なレビューを具体化しており、機関の質の計画的な改
善を導き、機関が効果的にミッションを達成してることを示すものですよということです。これ
は非常に抽象的な概念で、基準として設定されてるものです。２ processes が、ここの二つのプ
ロセスです。計画と評価、プランニングとエバリュエーションを含むものです。4 characters of
processes がこの四つです。継続的、ずっと続くものですよ。統合的、いろんなものをきちんと
統合してますよ。機関全体にわたる、大学全体のものですよ。しっかりリサーチ、IR のリサーチ
に近いものですが、に基づくものですよ、という四つの特徴が踏まえられます。最後、3 effects、
三つの効果もしくは特性ですけども、組織的なレビューをきちんとやりましょう、継続的に改善
しましょう、効果的にミッションを達成したことを示しましょうというものです。これらの内容
をきちんと盛り込んだものが IE と位置づけられています。だから、評価では、これをまず示さ
なきゃいけないというのが一つです。

佐藤：もう少し具体的な中身にな

（３）IEに関する要求事項②（3.3.1）

ってくるのが、要求事項の二つ目
です。これは、機関は期待される

• 「機関は、期待される成果を同定し、それらをどの
程度達成したかを評価し（assess）、その結果の分
析に基づいた改善の証拠を提供する」
– 教育プログラム（学生の学習成果を含む）
– 管理支援サービス
– 教務・学生支援サービス
– （ミッションの範囲内の研究・地域貢献）
• 期待される成果の同定→データの収集→プログラ
ムの改善に向けたアセスメントの活用

成果を同定し、それらをどの程度
達成したかを評価し、その結果の
分析に基づいた改善の証拠を提供
しますよということです。なので、
これはどちらかというとアセスメ
ントに近い考え方だとは思います。
具体的にどういう観点を設定する
のかというと、一つは教育プログ
8
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ラム。これは学生、ラーニングア
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ウトカムを含めて、ラーニングアウトカムに関する成果を同定して、評価して、改善をしてくだ
さいとということ。
二つ目が、さっき言ったように管理支援サービスです。アドミニストレーションの部分も含め
たサービスについても、成果を決定して、評価して、改善してくださいということ。学生支援の
ところもそうですね。４つめはオプショナルなので、ミッションの範囲にある研究とか地域貢献
とかっていうのは、オプショナルでやってもいいですよということです。要は、期待される成果
をきちんと明確にして、それに基づいてデータを収集して、分析して、プログラムの改善に向け
たアセスメントを活用する、これを４つの領域でで求めているっていうのが二つ目の要求事項で
す。

佐藤：三つ目の要求事項は、これ

（４）IEに関する要求事項③（4.1）

はサックスというよりか、実は連
邦政府が求めてくるものをアクレ

• 「機関は、ミッションと一致した学生の到達（student
achievement）に関する成功を評価する（evaluate）。
基準（criteria）としては、在籍データ、滞留率、卒業
率、コース修了率、就職率、州の専門的資格試験、
学生のポートフォリオなどが含まれる。」

ディテーション団体もきちんと踏
まえなきゃいけないということで
す。さっきありましたようにアク
レディテーション団体は連邦政府

– アウトカムではなく、アウトプットを示すこと

から認証を受けるので、連邦政府

• なぜその基準もしくは指標を採用したのかを述べる
必要性

から必ずこれは盛り込んでくださ
というふうに言われます。連邦政
府が盛り込むものは何かっていう
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と、ここに書いてあることですね。
機関はミッションと一致した到達

度、スチューデントアチーブメントに関する成功を評価してくださいということです。基準とし
て、例えば在籍データとか滞留率とかリテンションレートですね。卒業率とかそういったものを
使ってくださいと。ここはどちらかというと、さっきの部分がアウトカムだとしたら、データと
して出てくるアウトプットを示してくださいということです。ただ、示すアウトプットは各大学、
自由に使っていいんです。ここに挙げているのは、あくまでも連邦政府の例示です。ただ、いろ
んな基準を使うときになんでその基準をその大学でアウトプットを示すことで使っているのか、
その指標をなぜ採用しているのかをきちんと説明しなければいけません。
以上の三つが大きく分けて、アクレディテーション団体が求めてる IE の要求事項です。
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佐藤：もう少し中身の話を最後

（５）うまくできている大学は少ない？

にしたいんですけれども、この
IE を 1980 年代後半からずっと進

• IEの原則（3.3.1.1：教育プログラム）が不順守（non‐
compliance）と評価された機関の割合

めているので、もう 20 年か 30 年
近くになります。なので、ある

– 書面調査時：64%
– 訪問調査時：36%
– 理事会委員会時：23%

程度もうなじみがあるのかなっ
て思ったわけですけど、まだま

• IEに関連する原則が、全体の不順守事項に占める
割合

だ still in progress という言葉を
言っていました。まだまだ発展

– 書面調査時：22%
– 訪問調査時：46%
– 理事会委員会時：65%

途上ですよということです。
そのデータがこれなんですけ
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ども、例えばこの IE の原則、期
待される成果を同定して、評価

して、その分析に基づいた改善をするっていう部分ですが、特に教育プログラム、ラーニングア
ウトカムとかに関してこれをすると決めているのが IE の原則 3.3.1.1 です。これを実際評価をす
るときに、ノンコンプライアンスっていうのは不順守というか、きちんと満たしていませんよ、
という意味ですが、そう評価された機関の割合がどうなっているのかということです。アクレデ
ィテーション、大体皆さん認証評価のイメージで結構です。書面調査のときと訪問調査のとき、
最終的な決定のときですけども、書面調査のときには、3 分の 2 以上が引っ掛かる項目です。な
ので、基本的にそんなにできていないです。訪問調査のときでさえまだまだできてなくて、最終
決定時でもまだまだ不順守の状態があるというのを示しています。もちろんその割合は、評価が
進むごとに減っていますが、もう一個こっちのデータを見てもらえればと思います。評価機関は、
IE に限らず、これ満たしていませんよというポイントを指摘しますが、その中でこの IE に関す
る原則、さっき言ってきたものですが、どの程度の割合を占めているのかということです。書面
調査時にいろいろ指摘をした事項の 22 パーセントは IE に関する事項です。この割合が、評価が
進むごとに、どんどん高くなるんですよね。最終決定時には 65 パーセントのものが、IE に関す
るものであり、やっぱり IE がうまくできている大学はまだまだ少ないと言っていました。まだ
まだサックスとしてもこれからやらなきゃいけないことはたくさんあるということを言っていま
したいた。どうしてもアメリカだとこれは全てうまくいっているかのごとくなんですけど、全然
うまくいっていないということです。
じゃあ、次に具体的にいろんな大学でこれにどう対応してるのかっていうのを小湊先生のほう
からお話していただきます。どうぞ。
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小湊：では代わって、ジョージ

３．ジョージア州立大学におけるIRとIE

ア州立大学と、あとエモリー大
学、全然特性の違う二つの大学

• 大学の概要

なんですけれども、そこの IR と

– 州立大学、研究大学、都市型大学
– 学生数約32,000（パートタイム学生が２５％）

IE の活動、またそこの関わりに
ついて簡単にちょっと説明させ

– 人種構成：白人３５％、黒人３５％、アジア１０％、ヒスパ
ニック７％

てもらおうと思います。

• インタビュー調査の概要

まずジョージアステートです

– Office of Institutional Effectiveness（OIE）
– Peter Lyons (Associate Provost for Institutional
Effectiveness）、Charles Gilbreath (Director of Institutional
Research)他
– IEとIRの関係、IEの体制等

が、大学の概要としては州立と
いう言葉が付いているように当
然州立大学です。規模はまあま
11

あ大きい大学で、ジョージア州
の中ではいくつか有名な研究大

学はありますが、3 校ぐらいっていう話ですか。
佐藤：はい。そうですね。ユニバーシティー・オブ・ジョージアとジョージア工科・・・。
小湊：ジョージアテックですね。そのすぐ近くにジョージア州立大学があるんですが、一応研究
大学、リサーチユニバーシティーです。あと、本当にダウンタウンの中にあるので、典型的な都
市型大学です。こういう感じですね（写真参照）。キャンパスが広く緑が多いというよりもビル
が立ち並んでいるという感じの大学です。学生数が 3 万 2000。日本からすると、かなりの大規模
ですけれども、パートタイム学生が 25 パーセント居るというような特性を持つ大学です。人種
構成としては、白人と黒人がほぼ同じ割合で居ます。それぞれ 35 パーセントです。訪れてみる
と分かりますが、アジア系の、特に中国だと思いますが、学生が増えている感じです。南部にあ
るっていうこともあって、ヒスパニックも多くはないですけども、そこそこ居るということです
ね。
訪問に行った先は、オフィス・オブ・インスティテューショナル・エフェクティブネスという
まさに名前がそのままのオフィスがあったので、そこに行きました。そこの室長というか責任者
がピーター・ライアンさんという方で、日本語にうまく訳しにくいですが、アソシエート・プロ
ボスト・フォー・インスティテューショナル・エフェクティブネスと書いてあります。アソシエ
ートプロボストをどう訳すかっていうのはちょっと難しいんですけど、プレジデントが居て、プ
レジデントの下にバイスプレジデントが居ます。バイスプレジデントの筆頭格がプロボストとい
う形で、バイスプレジデントとプロボストを兼ねているという形になります。ただ実態としては、
このプロボストは、学内の教育研究に全責任を負う立場なので、日本の事実上の学長と多分変わ
んないと思ってもいいと僕は思ってます。なぜかっていうと、アメリカの大学は大学をいくつか
経営していたり、あと大学関連の不動産だとか、いろんなサービス部門を独立した企業として持
っている所も多いので、プレジデントは実はその全体の責任者なんですね。経営部門の責任者な
んです、法人部門の。だから、日本でいうところの理事長なのかもしれないんですけれども、教
育研究に関して言えば、もうプロボストが全部責任を負うという形になっているので、通常は副
学長って訳しますが、日本の副学長のイメージとは多分、随分違うと思います。そこのアソシエ
ートですから、プロボストの下にアソシエート、あるいはアシスタントのプロボストが 3、4 人
8
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居るんですけれども、その中の 1 人。アソシエートは、だから、ちょっと上の立場ということに
なりますね。結構なお偉いさんにフランクに対応していただきました。それ以外に、オフィスの
中にいくつか部門があるので、部門の責任者、担当者の方とお話をさせていただいたということ
になります。

小湊：これが写真ですね。全体
を見渡した写真がなかなかない
んですけれども、こういう感じ
で本当にビル街の中にキャンパ
スの建物がどんどんと立ってい
るという形です。これはウェブ
ページから取ってきました。ア
トランタというと、実は日本人
になじみの深い企業ですと、代
表的なものにコカ・コーラの本
社があるっていうことで、これ
はウェブページにたまたまあっ
たんで、いいなと思って取って
きたんですが、これ実際ありました。これは別の角度から僕たちが写真撮ったんですけれども、
ちょうどこのジョージアステートの建物が写ってたので、これをちょっと引用させてもらいまし
たが、これと、あと CNN の本社があります。だから、結構、日本には知らない方も居るかもし
れないけど、なじみの深い、そういう街だということもあります。

9
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小湊：問題はその中身なんです

（１）IRとIEの体制

けれども、じゃあ、この実際オ
フィスはどういう体制で活動し
ているかというと、そっちは先

• Office of Institutional Effectivenessの体制
– 室長：Associate Provost
– IRやIE室を含む６つの領域を統合、22名体制
– IRは長年学務系データを扱っていたベテランがディレク
ター、そのもとで7名のスタッフ
– 主要な業務はIR、アセスメント、アクレディテーション、意
思決定支援と各種ツールの開発（データマネジメント）

ほど述べたアソシエートプロボ
スト、かなり上の責任者が付い
ているということになります。
で、IR を含むこの IE のインステ
ィテューショナルエフェクティ
ブネスのオフィスの中には、大
体六つのそれぞれ違うディビジ
14

ョンというか、領域を持ったも
のをこのオフィス全体で面倒を

見ているという形になっていましたので、結構規模が大きいです。22 名体制の組織ということ
になります。特にその中でも IR は一つの大きな部門としてあるんですけれども、この方が長年、
どうも学務系データをずっと扱ってた、何十年かって言ってましたが、扱ってた方で、いわゆる
大学の生き字引みたいな人だということのようでした。そういうベテランの方がディレクターを
務めていて、その下でアナリストも含めて、7 名ほどのスタッフが雇われているという話です。
主要な業務は IR からのデータ提供というのは当然あるんですけれども、それと先ほどアクレ
ディテーション団体の話でも出てきましたが、IE に関わる話としてはこのアセスメント。アセ
スメントの中身は、ちょっと後で説明します。あと、アクレディテーションへの対応、意思決定
支援とそれに関わるような各種ツールの開発ということをやっているということです。

小湊：どういうことかというと、

（２）IRと意思決定支援

ちょっと周辺の部分からお話し
すると、その意思決定うんぬん
の話なんですけれども、IR はあ

• IRは情報提供の機能
• OIEはデータウェアハウスから、学部長や執行部に
対して、KPIの推移を示すacademic dashboardsを提
供。各学部長のKPIによる計画遂行状況を把握（意
思決定支援機能）
• 学生、教職員関連のデータは、IPORTにより提供、
ウェブベースのデータベース+統計処理パッケージ
• 簡単なレポートはIPORTから誰でも入手可能（説明
責任+現状把握）

くまでも情報提供の機能を担っ
ている一部署であるということ
で、大学全体としてデータウエ
アハウスを持っているわけです
が、そのデータウエアハウスの
中には大学のさまざまな情報が
雑多にバーッと蓄積されます。
15

ですから、その中から必要なデ
ータをまとめて抽出するために

もう一つ仕組みを作らなきゃいけないんですね。データマートなんて言い方もしますけれども、
そういうデータマートを使って、必要な所に必要なインフォメーションを提供する、そういう仕
10
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掛けだとか仕組みを一方でこの IR オフィスは使って、使いながらデータを出していくというこ
とです。
特に計画に関わるところでいけば、このキー・パフォーマンス・インジケーターですね。主要
な計画達成、また進捗を見る主要な指標、これがいくつか設定されておりまして、これはアカデ
ミックダッシュボードです。よく向こうでは使われているやつですね。執行部を中心にして、そ
の主要なインジケーターがどういうふうに毎年、または半期ごとに推移しているのかっていうの
をパッとグラフィカルな形で見れるようなものとして提供しているということです。それによっ
て、各学部長、実はこれは話しだすと長くなるんですけれども、大学全体のその計画に対して、
それぞれの日本でいうところの学部が、その計画にどういうふうに関わっていくのかということ
に応じて、予算配分も行われていますので、その学部長にその学部全体の計画の責任があるわけ
ですね。ですから、その学部長が自分たちの立てたそれぞれの学部、または目標値に対して、今
どういう状況にあるのかっていうのをこのダッシュボードを通じて提示していくということです。
そういった意味で、この意思決定支援機能という言い方をしています。どういうものか気になる
方は見てみたいなと思うかもしれませんが、ここは残念ながら ID がないと入れないので、ここ
は見せてもらえないということですね。
もう一つは、学生、教職員関連のデータに特化した形でアイポートっていうんですかね。こう
いうデータベースがあります。実際、これも実演したものを見せていただきましたが、要はウェ
ブを通じた統計処理パッケージが伴った、何ていうのかな、ウェブベースのデータベースってい
うんですかね。そういうものがあります。これは誰でも外から見れます。どういうものかってい
うと、もう見ればすぐ分かると思うんですが、これがジョージアステートのインスティテューシ
ョナル・エフェクティブネス・オフィスのトップページですね。この下に今言ったようなダッシ
ュボードのリンクがあります。ここは残念ながら入れません。関係者でないと入れない。要は、
こういうふうな進捗状況の推移で、どこまで出てるかっていうのが見えるようになっています。
うまくいかなければ、当然アラートが発せられるという話ですね。
その次に、特にアメリカの大学の場合は、財務面を考えても学生の獲得は非常に重要になって
きますので、そこに関連するデータがこのアイポートという所に特化した形で実は見られるよう
になっていて、多分アカウンタビリティーの観点からということなんでしょうが、誰でも見られ
るようになっています。気になる方は、ちょっとここへ行ってみてください。こういういろんな
形でグラフ化されたデータが、すぐパッパッと見られるようになっています。
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小湊：ちょっと話を元に戻しま

（３）アセスメント

すが、要は今見てきた話はいわ
ゆる典型的な IR の活動の一つの

• Academic Assessment

在り方ですね。特にこういう大

– 学位プログラム毎の学習成果に関する調査

規模な州立大学になると、ほぼ

• Academic Program Review（APR)

間違いなくデータウェアハウス

– 学部レベル（センター等も含む）で自己評価を行い、学内
から選出された委員の訪問調査を経て、全学のプランニ
ングに活用
– 7年ごとに実施

やダッシュボードを持ってるん
ですね。問題はちょっと IE に焦
点を当てるとすると、先ほども

• Administrative Review（AR)

インスティテューショナルエフ

– APRと並行して実施、大学の管理組織が対象

ェクティブネスっていうのは、
16

現場レベルではよくアセスメン
トじゃないのってのは以前から

私たちも聞いていたんですが、じゃあ、実際にどういうことをやっているのかということです。
通常、日本でアセスメントというと、学生調査という言葉が使われます。そこでいう学生調査
っていうと、一般的なイメージとしては、恐らく卒業生の調査であったり、山田礼子先生たちが
やってるような新入生のいろんな特性が分かるような調査であったり、場合によっては授業アン
ケートみたいなものも入ってくるかもしれませんが、実はそういうのとは全然違います、ここで
いうアセスメントはですね。それはなぜ違うかっていうと、先ほど言ったようにサックスが求め
てるアセスメントっていうのがあるわけですね。先ほどの話はちょっと抽象的だったので、ここ
で少し具体的な話をさせていただきます。
大きく三つ、実はこの IE オフィスではやっていると。一つがアカデミックアセスメント。要
するに教育に関するアセスメントですね。じゃあ、教育に関するアセスメントをどういう単位で
やってるかっていうと、まず原則、学位プログラムごとに学習成果に関する調査をやるというわ
けです。
どういう調査をやっているのかというと、実はフォーマットがあるんですね。エモリーもこう
いうのがありますが、これはジョージアステートのフォーマットです。見て分かるように組織的
にやんなきゃいけないので、ここですね、プログラムのミッション、またはスチューデント・ラ
ーニング・ゴール、またアウトカムズですね。そういったものをまずきちっと明記しなさいと。
どういうものか。ここはラーニングアウトカムズですね。それに対してどういう教育を行ってい
るのかっていうのを具体的に書きなさいと。次は計測して自己評価しなきゃいけないんですけど、
アセスメント・メソッズ・アンド・ターゲッツになってますから、例えばどういう指標を使って、
どういう手法を使ってそれを評価するんですかというのをここに書くようになってる。その結果、
何が分かりましたか、要は到達度はどうだったんですかというのが、このリザーブズの部分です
ね。そして、その結果を踏まえて、当然 100 パーセント到達するなんてことは普通あり得ないわ
けですから、じゃあ、そういうものを踏まえながら今後の改善策、またはどういった所に着目し
ながら教育をさらに推進していくかというのを例えばここに書きなさいということですね。で、
実際に何か改善があれば、その改善の結果をここに書きなさい。あと、それに関連する資料があ
れば、それをちゃんとリストアップしてくださいと、そういう話です。ですから、学生調査とい
12
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っても学生個々人の調査じゃなくて、大学側が提供する教育プログラム全体が本当に効果のある
ものなのか、つまり、自分たちが立てたゴールに対して、本当にそこに向かってちゃんと動いて
いるのかどうか、またはちゃんと到達できているのかどうかというのを調べる調査という意味で
す。そういうのがこういうところで、この二つで求められているんですね。
あとはアカデミック・プログラム・レビューというのがありますけれども、これも各学部レベ
ルです。さらにそれには学生支援等々も含むさまざまな支援機能を含むセンターも当然含まれま
す。これが自分たちの単位でまず自己評価を行い、学内から選出された委員、インスティテュー
ショナルエフェクティブネスのコミッティーというのがありますけれども、そこが委員を選ぶわ
けです、学内からですね。そして、サイトビジット、訪問調査をやって、実際どういう状況なの
か、課題が何なのかというのを明らかにした上で、それを全学の、大学全体のプランニングに活
用するために行われているのが、この APR、アカデミック・プログラム・レビュー。これ自体
はアクレディテーションの周期と一緒で、7 年ごとにやっぱり実施してますが、どうもいろいろ
読んだり聞いたりしていると、大体 2 年かけてます、ここに関してはですね。

小湊：あともう一つが、先ほど

（４）IE

佐藤さんのほうからもありまし
たが、大学全体についてエフェ
クティブネスを問うという話な

• IEの中核を担うのはAPRとAR
• APRは最初の1年目で自己評価と訪問調査、2年目
で1年目の結果を踏まえた検討とアクションプラン
の作成

ので、アドミニストレーティブ
レビューというのもある。要す
るに管理部門も含めて、このア

• 学部長はアクションプランに基づく年次報告書を提
出し、APR委員会からフィードバックを得る

カデミック・プログラム・レビ
ューは教育に特化してますけれ
ども、管理部門の大学の組織に
関しては、ここの部分でやはり
17

自己評価を行う。当然、大学の
ミッションに対して自分たちの

資源配分が適切に行なわれているか、狙ったとおりの効果が上がってるかどうかというのを事務
レベルもちゃんと見られているという話です。こういうことをやっている。ですから、IE の中
核を担うのは、あくまでもベースとなるこのアカデミック・プログラム・レビューとアドミニス
トレーティブレビュー、この二つなんですけれども、基本的には教育のユニットに対しては各デ
パートメントが責任を負ってますから、学部長はそのアクションプランに基づく年次報告書を提
出し、このアカデミック・プログラム・レビューの委員会からきちっとフィードバックを得て、
さらに改善計画を作っていくということをやっているということになります。
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小湊：次にエモリー大学ですけ

４．エモリー大学におけるIRとIE

れども、ちょっと時間ないので
急ぎます。エモリーはいわゆる
南部地域のアメリカの名門私立

• 大学の概要
–
–
–
–

名門私立大学（南部のハーバード）
THE世界ランキング（2014‐15）：93位
学生数14,236名（パートタイム学生が８％）
人種構成：白人４５％、アジア１７％、黒人１０％

大学です。本当かどうかは知り
ませんが、ウィキペディアには
確かにこう書いてあるんですけ

• インタビュー調査の概要

ど、南部のハーバードと言って

– Office of Institutional Research, Planning, and
Effectiveness (OIRPE)
– David M. Jordan (Director)
– IRとIEの関係、体制等

ますが、これも確かに行ってみ
ればすごいハイソな大学でした。
世界ランキングでも、日本の大
18

学は到底及ばない、うちの大学
なんかはもう足元にも及ばない、

93 位です。学生数はやっぱりかなり絞られていて、1 万 4000 名。それでもちょっと規模は大き
いかなと思います。大学院があるのでっていうことだと思います。パートタイム学生はさすがに
少ないです。全体の 8 パーセントしか居ない。人種構成を見て明らかですね。白人が半分近く居
て、ここも多かったですね。特に中国系の方だったような気がしますが、アジア系が 17 パーセ
ント居ます。学費だけで 400 万円から取る大学なんですけれども、結構居ました。
インタビューはオフィス・オブ・インスティテューショナル・リサーチ・プランニング・アン
ド・エフェクティブネスという所に行ってきて、ディレクターのジョーダンさんという方にお会
いして、ちょっといくつか話を聞いてきました。これもウェブページから取ってきましたが、も
うアメリカの典型的な教養系の大学のキャンパスですよね。もう周りが森に囲まれていて、統一
感のあるこういうきれいな建物が並んでいるわけです。そのどっか一画にこのサックスがあるわ
けです。タクシーで 5 分ぐらいでしたかね。（佐藤：はい。）
小湊：確かエモリーまで
はね。ほぼ同じ敷地内に
ある。で、向こうに見え
るのがダウンタウンとい
うことです。

14
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小湊：これがエモリーの正門ということですが、こういうのがあったのでたまたま撮ってきたと
いうだけです。大体こういう感じの緑がいろいろ広がっている勉強するにはいい環境だなと思い
ました。これが最近ちょっとうわさのエボラ出血熱で感染した人が感染症センターに隔離されて
たわけですが、実はこれ一番最初の患者、確かエモリーの付属病院だったと思いますが、たまた
ま同じキャンパス内にあったので、カシャッと。これは裏門のほうですかね。正門は向こうだっ
たと思いますけども、撮ってきました。

小湊：これがそのオフィスがある建物ですね。先ほどのサックスの建物と似てて、やっぱりきち
っと、何ていうのかな、格式と伝統を感じるような、ちょっと日本の特に国立大学ではほぼ絶滅
しかけたような建物でした。やっぱりちょっと襟元が正されるという感じですね。
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小湊：このオフィスですけれど

（１）IRとIEの体制

も、先ほどのジョージアステー
トと比べると、結構小規模です。

• OIRPEの体制

それでも所長以下 5 名のスタッフ

– Assistant Vice Provostが室長以下、5名のスタッフ
– IR、戦略計画、アセスメント、アクレディテーションに主たる
責任を負う
– IRは情報提供のみならず、コンサルテーションも実施（レ
ポートの書きかたや質問項目の設定等）
– IEに関わるものとして、学習成果の調査やAcademic
Program Assessmentを実施

が居ると。担ってるのが IR と、
あとストラテジックプランニン
グと、アセスメントとアクレデ
ィテーション。ほぼ重なってい
ます、ジョージアステートと。
IR はジョージアステートの場合
は情報提供というところに力点
24

が置かれてましたが、ここはち
ょっといろんな事情があって、

コンサルテーションも実施しています。じゃ、何のコンサルテーションをやってるかというと、
レポートの書き方だとか、アセスメントなどの質問項目をどう設定すればいいのかということ。
なんでこういうことをやっているかというと、要は研究大学なので、かなり分権化された大学で
す。つまり、日本でいうところの学部自治が相当強いんですね。だから、言うこと聞かないので、
実際にフォーマットを作って、先ほどのジョージアステートで見せたようなフォーマットを作っ
て、じゃ、これに沿って自己評価してくださいというふうにやるんですが、どうすればいいのっ
ていうような質問が飛んでくるので、そういう意味ではコンサルテーションやっているというこ
とです。

小湊：IE に関わるものとしては

（２）IE

ジョージアステートと一緒です
ね。アカデミック・プログラ

• Academic Program Assessment

ム・アセスメントと、ここでは

– 毎年実施、定められたフォーマットに従い、学部学科ごと
に自己評価を行う

こういう言い方をしていました
が、これを実施しているという

– 学習成果を明記、それを測る指標を設定、結果、改善事
例等を記す

ことで、この辺の話が中心でし

• Administrative Units Assessment

た。アカデミック・プログラ

– 学習サポートも含む管理部門の評価

ム・アセスメントは、先ほどと

– 組織のミッション・目標とする成果・関連する全学の目標
を明記、指標を設定、結果と活用事例を記す

一緒ですね。毎年、1 校の実施し
ているもので、定められたフォ
25

ーマットに従い、表がこの学部
ですね。デパートメントごとに

自己評価を行う。そして、ラーニングアウトカムズっていうのをきちっと明記して、それを測る
指標を設定し、その結果と改善事例っていうのをきちっと示すということですね。
また同じようにアドミニストレーティブ・ユニッツ・アセスメント。言い方は違いますが、先
16
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ほどのアドミニストレーティブレビューと一緒です。学習サポートをするような部門も含む管理
部門全体の評価を組織のミッションに対して、実際どれだけ効果が上がってるのかというのをや
はりアセスメント、レビューをしていくということです。
取りあえずこれだけでちょっと分からないと思うので、実際見てもらえたらと思いますが、例
えば今からお配りしますけれども、これがエモリーのストラテジックプランニングですね。7 年
間の地域目標計画みたいなのを立てていて、それに対して毎年度の年度報告所を出してるんです
が、中身ご覧になってもらえれば分かりますが、日本の国立大が使ういわゆる行政文書化したも
のとは全然違う。本当に中身がいい。あと、気になる方は、いかに指標を使ってるかというとこ
ろで見てもらえたらと思うんですけども、例えばダッシュボードのような表記っていうのが、ち
ょっとこうなるんです。ピアインスティテューション、競合する有名市立大学です、アメリカの。
それと比べて自大学が大体どのぐらいの位置付けにあるのか、それがこの 1 年間でどのぐらい変
化したのかみたいなものもやっぱり持ってるということです。
あともう一つが、ちょっときょうはお話しあんまりできませんでしたが、サックスが求めてる
のはこういうレビュー、アセスメントを通じてエンハンスメントプランっていうのを作りなさい
と。これも実は求められてるんです。そのエンハンスメントプラン、特に教育面が中心ですけれ
ども、それをまとめたものがこれということなので、ご覧になってください。

佐藤：ちょっと休憩って入れたいんですけ
ど。あまりに研究っぽい話をすると疲れる
ので、ちょっと休憩を入れたいと思って、
すいません、写真をあれこれ入れちゃいま
した。
ここからわれわれはヒューストンに移動
しました。このライスユニバーシティーっ
ていう、これもウィキペディアによるとヒ
ドゥンアイビーって呼ばれるらしくて、い
わゆる北東部のアイビーリーグという私立
の名門の集団があるんですけど、それとは
違って隠れたアイビーリーグ。どこまで信ぴょう性があるのかわかりませんが、その一つです。
ここがちょっとアポ取ったんですが、どうしても日程が調整できなかったので断念したんですけ
ど、せっかくだったので大学構内を 2 人で散歩してきました。
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佐藤：こういう感じです。ここに IR のオフィスがあるんですよね。ここにプレジデントも居る
本部です。ライス大学っていうのはアメリカンフットボールが非常に強いんですね。スタジアム
がありました。これ大学専用のアメフトのスタジアムです。これ僕、自分の講義でもネタで使っ
たんですけど、収容人数が 4 万 7000 人です。国立競技場と一緒なんです。で、いろいろ調べて、
このアメフト部に掛かる予算も全部調べました。年間 12 億円なんですよね。なので、そういう
規模で動いている大学を見ると、なんかせせこましくわれわれが大学を調査しに来たことが、何
かあほらしくなってきたよねって話を一緒に散歩をしながら話していました。で、アメフト部の
コーチの年俸が 6000 万です。6000 万でもアメフトの中ではまだ安いほうで、もっと強いチーム
だと 3 億とかなんですよね、1 人のコーチ雇うのに。アメリカのカレッジスポーツは、やっぱり
規模が違うなということを感じながら、散策してきました。すいません、ちょっと休憩で。最後
もう残りわずかで、行きます。

佐藤：もう一個行った所がヒューストンに
あるヒューストン大学ダウンタウン校です。
ここはエモリーとかライスとかとは全然違
います。いわゆるどちらかっていうとレベ
ル的にもそんなに高くない大学の州立大学
です。修士のコースも五つしかないので、
基本的にアンダーグラデュエートの大学で
す。

18
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佐藤：パートタイムが半分っていうことを見てもらうと分かるように先ほどのエモリーとは状況
が全く違いますし、人種構成もやっぱり全然違います。アメリカはその辺が非常に明確に出てて、
エモリーで小湊先生と 2 人で昼飯を食堂に食べに行ったんですけど、すごいビュッフェみたいな
感じなんですよね。お金を払いに行こうと思ったら、お金の払い方がよく分からなくて。よくよ
く考えてみたら、タダだったんですね。なんでかっていうと、学生は学生証にピッて通せばよく
て、それは昼飯代も全部学費に入っているからなんですよね。僕らはそれを知らずに勝手に取っ
て、お金払いに行ったら、「何、君たち？」みたいに言われて。わからなかったので、僕はクレ
ジットカードをパッとやったら、「もういいよ、ただで食っていきなさい」みたいな。やっぱり
違うな、エモリーという感じだったんですけど。（小湊：お金の掛け方が全然違う。）

佐藤：ここの大学は、そうでは

５．ヒューストン大学ダウンタウン
校におけるIRとIE

なくて、食堂に行くとファスト
フードだらけで、ここでピザを
食べるという感じです。どちら

• 大学の概要
– 州立大学、修士大学
– 学生数：14,439（パートタイム学生が51%）
– 人種構成：ヒスパニック43%、黒人25%、白人18%

かというと、こっちのほうがア
メリカの大学では、一般的だと
は思います。

• インタビュー調査の概要

で、ここは IR オフィスに行っ

– Office of Institutional Research
– Carol Tucker (Director of Institutional Research)、 Lea
Campbell (Director of Academic Assessment)
– IRとIEの関係性、IRの業務

て、インタビューをしてきまし
た。今までと違うところは、こ
こは IE オフィスというのと IR オ
30

フィスとが全く別で存在をして
います。エモリーとジョージア

ステートはどちらかっていうと IE オフィスの中に IR の機能、ディレクターが居てっていう、部
門が分かれて。ここは全く別に存在するっていう所なので、その関係性はどうなっているのかと
いうことを中心に聞いてきました。これがキャンパス。完全都市型のキャンパスなので、非常に
味気のないキャンパスで、すぐにダウンタウンがある大学です。
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佐藤：で、IR と IE の体制ですけ

（１）IRとIEの体制

ど、IR オフィスは 2 人のスタッ
フとアシスタントが居て、基本

• IRオフィス

的に外部向けのレポートを作成

– 2人のスタッフと0.5人のアシスタント
– 外部向け：州や連邦政府へのレポート作成（義務）

することとか、内部向けのファ
クトブック、卒業率レポートを

– 内部向け：ファクトブック、卒業率レポート、滞留率レポー
トの作成

作る所です。IE オフィスのほう

• IEオフィス

は 4 人スタッフが居るんですけど、

– 4人のスタッフと0.5人のアシスタント
– 2009年頃に設置された新しい組織

まだ新しい組織なのでこれから
ですって話はしていました。基

• 両オフィスともに、プロボストオフィスに位置づく。ボ
スは、AVP Academic Affairs

本的に両オフィスともプロボス
34

トオフィスという、先ほど小湊
先生の説明にもありましたが、

そこのオフィスに位置付くもので、ボスは学務担当のアソシエートバイスプレジデントです。

佐藤：時間がないので簡単に。

（２）IRとIEの関係

ここの大学に行って非常によく
分かったことは何かっていうと、

IR

IE

基礎となる材料（デー
タ）を提供

それを基に、ナラティブ
な作業を行う（評価書
やレポート等）

IR と IE の関係です。こっちとこ

推測するためのデータ
を提供

「問い」を考える

“what”に答える

“why”, “how”に答える

っちはそれぞれ対応してるので、
見ていただきたいんです。IR と
いうのはあくまでも基礎となる
材料を提供するだけです。IE オ
フィスは、それを元にナラティ
ブな作業を行う。評価書を作っ
たり、レポートを書いたりです。
35

なので、IR はあくまでも推測す
るためのデータを提供している

だけです。IE は問いを考える。なぜこうなっているんですかとか、これはどうしてこうなるん
だろうっていうことです。なので、IR が基本的に今 what に答える。どうなっていますかってい
う what に答える作業をするのが IR。IE はそうではなくて、その what の裏にある why、なぜそ
ういう状況なのか、how、どうやってそういう状況になったのかっていうところに答えるのが IE
です。だからオフィスも分かれているということ。基本的に連携はしているけども、IR は基本
的なデータを提供して、IE はそれを基にいろいろいじくるというのが前提かなっていうのが非
常に見えてきたところです。
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佐藤：最後、すいません、調査

６．調査のまとめ

のまとめを簡単にします。まず
一つは、小湊先生もおっしゃっ

• SACSの影響が大
– 3.3.1.1 educational programs, to include student
learning outcomes
– 3.3.1.2 administrative support services
– 3.3.1.3 educational support services
• IEは、目標に照らして成果を検証するプロセスとし
て理解されるが、南部の大学では評価のプロセス
を明確に示している→結果は大学内部にあっても
ばらつきが存在
• IRとIEの関係：IEのプロセスにIRがデータ提供で関
与するというのが共通してみられる

たように南部の場合、サックス
の影響が非常に大きいです。ア
クレディテーションの IE の要求
事項が結構大きいです。これに
対応しなきゃいけない。もう一
個、南部の場合は州政府も結構
力が強いので、テキサス州とジ
ョージア州はそれぞれ高等教育
36

機関に対して結構厳しい要求を
します。特に州立大学のジョー

ジアステートとヒューストン大学のダウンタウン校については、州に対してもレポートを出さな
きゃいけない。そこでもこういうアセスメントは徹底的に求められるので、そういった外部の圧
力は非常に強いことが分かりました。
IE とは結局何だったのかということですけども、目標に照らして成果を検証するプロセスと
して理解されるというのが一般的です。ただ、南部の大学では評価のプロセスを明確に示すよう
なことをしています。どういうことかというと、プロセスを非常に明確にしているんですけど、
出てくる結果の部分は、先ほどあったように学部自治がエモリーの場合は非常に強かったので、
ばらばらなんですよね。こういうことをやってくださいっていうプロセスは大学で共通してます。
でも、出てくる結果はばらばらです。アセスメントの結果もばらばらです。中身もばらばらって
いう状況になるということです。
最後に先ほど言いましたように、IR と IE の関係はどうなるかというと、IE のプロセスに IR
がデータ提供を通して関与するという関係性です。ただ、これは今回の調査だけの話なので、一
般化できるものではないかもしれませんが、IE の概念が非常に大きいのかなと思います。その
中の機能として IR があって、IR はデータを提供し、IE でそれをいじくって考えるっていう構図
が見えてきたということです。すいません。少し時間をオーバーしましたが、以上で報告を終わ
ります。
＜質疑応答＞
質問者*：ジョージア大学のところで、おっしゃっていただいたアセスメントレポートは、どな
たが書かれていますか。
小湊：基本は各学部ごとに求められてるので、学部長の責任でまとめられているんです。
質問者：ありがとうございます。
小湊：あんまりその辺、突っ込んで聞かないでください。なんか言ってたじゃん。
佐藤：でも、基本はやっぱり学部で書く。ただサポートはいろいろする。
*通常ですと、ご本人に確認するのですが、メモを取り忘れてしまいましたので、そのまま掲載させていただいております。
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