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ミネソタ州立の２大学における IR 業務の実際と諸活動の数量的把握について
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嶌田：ちょうど先月の今ぐらいにミネソタ州の二つの大学に行ってまいりました。両方とも、こ
の後ご紹介しますけども、キーとなるのは日本人です。僕らはそんなに英語が得意ではないので、
日本人ならいろいろ日本語で聞けるだろうみたいなわけです。要は、結局、日本の高等教育の事
情をある程度分かっている人だったら、日本の文脈を踏まえて米国の状況を教えてもらえるので、
そういう意味もあって日本人を頼って話を聞きに行ったというのが今回の話でございます。
嶌田：前提となる話を少しさせ
ていただくんですけども、要は

これまでの知見まとめ

IR ってなんですかみたいな話を

• 米国のIRは必要に迫られて業務を行っている。

聞きに行ったわけではなくて、

• 関心は学生の獲得と維持に多く向けられる。（リテンション、入
•
•
•
•

これまでいろいろ勉強会とかで

定なし、補助金）
（イメージ？とは裏腹に）地味な仕事が多い。
データベースがあることが前提。
一般の大学にはIRオフィスがある。
修士号、博士号を持つ専門職が勤務。

積み上げていった IR って多分こ
うだろうみたいなものですね。
それらをある種の前提条件とし
て、それが本当にそうなのかと

（註：ディレクターはそうだが、そうでなければ学士＋分析経験
やビジネスインテリジェンスの知見でもよい。実際、この職に
入ってから成長することもある。）

か、それは実際突っ込むとどう
なのかみたいなところを聞きに
2

行ったという話になります。これ
までの知見を何となくまとめる

と、アメリカの IR っていうのは必要に迫られて業務をやっているわけですね。例えば入学定員
とかはないですし、中堅の州立大学とかでも、1 年生から 2 年生になるときに半分ぐらい学生居
なくなっちゃうわけですから、そうすると次の年、どのぐらい学生が居なくなっちゃうのかって
ことを見越しながら学生をかき集めてこないと、大学の経営が成り立たないみたいなところがあ
ります。だから、米国の一般の大学では、「IR が大学改善」みたいな話で動いてるわけじゃなく
て、もっと地道に、数値予測とか状況把握をきちんとやっていかないと、大学はこけてしまうわ
けです。コケてしまったらどうなるのかっていうと、プログラムを閉鎖しなきゃならないわけで
すね。プログラムを閉鎖すると言うのは、要するに学科を潰すわけですから、生首を切らなくち
ゃいけないような事態も発生するわけで、そういうわけにはいかないわけです。
だから、結局、アメリカの IR って何やっているんですかっていうと、大学がコケないために
しっかり頑張ってますみたいなところがあって、非常に地味な作業が多いです。日本に伝わって
くる話だと、どうしてもなんかかっこいいコンサルティングみたいな話が多いんですけども、非
常に地味な、州政府や連邦政府からレポートを穴埋めするとかそういうところの業務が非常に多
いのですね。
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地味な仕事が多いっていうのは、まさにデータベースがあってこそで、例えばミネソタ州だと
州立の大学機構でデータベースを持っていますから、そこからデータを落としてきて、それを加
工して使う。要するに、データを使いたいと依頼してくる所のフォーマットに合わせて作ってあ
げるっていうのが仕事も多いので、そういう非常に地味な仕事が多い。たまにそういうコンサル
ティングとかもできるみたいな、そんな感じでございます。
一般の大学ではもう IR オフィスがあるっていうのが普通という感じです。アメリカでは大体そ
んな感じです。修士号、博士号を持つ専門職らが勤務っていう風に書いといたら、ウィノナの藤
枝さんから、ディレクターは多分そうだけど、ディレクターじゃなければ学士プラス、いろんな
所で分析経験とかビジネスインテリジェンスの知見があれば何とかやっていけますよとのコメン
トもいただきました。実際、この職に入ってからそういうことを勉強されて、なっている方もい
らっしゃるので、ここだとちょっとミスリードかな、みたいな感じでコメントをいただいており
ます。

嶌田：そんなわけで調査目的な
んですけども、これまで得られ

訪問調査の目的

た IR に関する知識の確認、あと、

• これまで得られたIRに関する知見の確認。

少し突っ込んだところでコスト

• コスト分析、プログラム・レビュー等の実際の業務における目的

分析とかプログラムレビューと

と手順について、聞き取りを行い、我が国で応用できる方法論を
持ち帰る。
• IRオフィスの課題とその対応について、聞ける範囲で情報を収
集する。
• 次年度以降の調査・研究について、協力依頼、連絡調整。

か、その辺のところを実際の業
務とか目的、手順とかを聞き取
り調査を行って、日本で応用可
能なものは何だろうか、それを
なんかうまく持ってきたいなと
いうところがあります。あと、
3

IR オフィスの課題にはどのよう
なものがあって、その対応をど

ういう風にやっているのか、それを聞ける範囲で質問しながら、裏話的なところを少し聞いてき
たいみたいな、という感じです。これはちょっと別件があって、来年以降いろいろ研究計画を立
てているので、その辺のところを少し手伝ってくださいというような、そちらの打ち合わせの話
もちょっとしてきた感じでございます。
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嶌田：それで、ミネソタ州、どこら辺
にあるのかっていうと、北の方ですね。

ミネソタ州の位置

ほとんどカナダですよね。非常に寒い
所でございます。この後少し実際の寒
さが出てくると思いますけれども、そ
んなところでございます。

4

嶌田：それで、ミネソタ州
の中でもミネアポリスとセ

２つの大学の位置
ミネソタ州立大学機構

ントポールっていう町がほ

（Minnesota State Colleges and
Universities System; MnSCU）

とんどくっついてて、普通

ベミジ州立大学
全学生数：6171名
• 教員数が358名、職員数は303名
• 学部生4,553名 大学院生213名
• 文理学部、ビジネス・技術・コミュニ
ケー ション学部、健康・エコロジー学
部、看護学部

ベミジ

ツインシティーっていわれ
ています。ツインシティー
っていうことで、二つの町
が本当に連続しているよう
な感じのところがあります。

ミネアポリス・セントポール
ウィノナ

ウィノナ州立大学
全学生数：8,755名
• 学部生8,254名 大学院生501名
• 新入生1,650 転入生633名
• 人文学部、教育学部、理工学部、
看護保健学部、経営学部

だから、日本で言えば高崎
と前橋みたいな感じです
か？。（違うんじゃないか、
5

という声）ウィノナですが
ツインシティから南のほう。

車で 2 時間から 3 時間みたいな感じですね。アムトラックっていう鉄道があるんですけど、1 日 1
本しかなくて、なんかちょっと使えない感じでした。この辺に空港があるんですけど、1 日 2 本
ぐらいみたいな。アメリカは、公共交通機関が日本ほど発達してないので、どこに行くのにもす
ごく大変っていうのが大体いつものパターンです。ベミジは車でどのぐらいかかるか分かんない
んですけど、大体飛行機で 1 時間ぐらい。
大野：車だと 5 時間くらい。
嶌田：5 時間、車で。飛行機だと、1 日 2 本しかなくて、昼にベミジに行って帰ってくる便と、夜
中にベミジに行って、早朝 5 時半にこのミネアポリスに戻ってくる便しかないという結構過酷な
所でございます。それで、大学の規模としては別に両方ともミネソタ州立大学機構というところ
にあって、ミネソタってユニバーシティー・オブ・ミネソタ・グループ。要するにミネソタ大学
グループとミネソタ州立大学機構グループがあるんですけども、ミネソタ大学何とか校っていう
のはいい大学、研究大学。全部？
佐藤：全部ではない。ツインシティーだけで。
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嶌田：通常、U of M と呼ばれているそっちの研究系の大学のほうと普通の大学の方で、こちら
は普通の大学のグループです。ベミジは学生が 6000 人ぐらいで、5 学部ぐらいあります。大学院
生が少ない。ウィノナも学生数が 8000、これはもうパートタイム込み込みです。学部数が五つ
ぐらいで、大学院生がやっぱり少なめ。ただ、ウィノナは確か 1850 年代に設立している結構ア
メリカの中でも古い大学ではありますので、正直あんまり困ってない印象でした。ベミジは微妙
に困ってるっていう、そんな感じの大学だと思っていただければと思います。はい。で、ウィノ
ナのほうから。じゃ、ウィノナのほう僕で、ベミジのほう大野さんが説明します。

嶌田：ウィノナ、こんな感じで
す。スクールカラーはこの青っ
ぽい紺色っていう感じのカラー
ですね。これ見ていただくと分
かるんですけど、実は全員にパ
ソコンを持たせるという。全員
がノートパソコンを所持してい
る、全員に買わせるっていうの
が基本的にこの大学の方針です。
そういうのって結構多いの、ア
メリカ？
大野：ちょっと少ないかな。
嶌田：少ないの？
大野：うん。
嶌田：全員に買わせて。最近増
えてますよ、日本も。
大野：うちもです。

47

嶌田敏行・大野賢一「ミネソタ州立の２大学における IR 業務の実際と諸活動の数量的把握について」

嶌田：それで、次、なんかぬるい写真なんです。ここまだ雪降ってないんですけど、結構見た目
寒いんですけど、本当に寒い感じですね。建物がこうあって、何の建物かはメモし忘れてしまっ
たのですが、キャンパスを案内してもらいました。これが本部棟でしたっけ。

大野：本部棟です。
嶌田：本部棟ですね。本部棟で、中に学長先生とかいらっしゃって、そんな感じですね。これが
中に入るとホールがあって、結構古い大学で、割とスポーツに力入れてるんで、州立大学なんで
すけどスポーツ関係のトロフィーなどを展示してるコーナーが結構かっこよかったです。当然、
ジムがこの後、この辺に付いてて、やっぱ最近は州立大学もジムがないと学生来てくんないんで
すよみたいな話をしていました。

嶌田：ちゃんとベンチとかにもウィノナマークが付いてるって辺りにちょっとこう。日本の国立
大学では、多分こういうアピールはあんまりやらないんですけど、州立大学だと日本の私学のよ
うにやるのですかね。たしかウィノナは州立大学機構が成立する前からあるので、だから私学っ
ぽい感じもするのかなっていう気もします。私学でしたよね。
佐藤：多分、師範学校です。州立の師範学校は 1800 年代にできてる。
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嶌田：はい、学長先生ですね。
嶌田：それで、ここはオフィ
大学計画・評価・調査室
(Office of Institutional Planning, Assessment, and
Research)

ス・オブ・インスティテューショ
ナル・プランニング・アンド・

副学長
Academic Affairs

• アセスメント室とIR室を統合。
• 伝統的な役割は、各学部・部署にニーズにあったデータ
関連のサポート。
• DB専門員が一般IR業務やデータ分析を補佐。

アセスメント・アンド・リサー
チ。IPAR っていう風に言って
るみたいなんですけど、ここに

室長 藤枝エリ博士
IPAR統括
(計画・ 評価・
調査部)

DB専門員

情報技術部・データ
サービス班

DB専門員

プロボストの下にくっついてて、
藤枝さんがこのディレクターで、
そこに IT の専門家が何人も居る
っていうような感じのオフィス
でございます。アセスメントと

DB専門員
２０１４年７月１２日 藤枝エリ氏 東洋大学IRシンポジウム講演資料より

15

かその辺のデータ、IR 業務とか、
その辺を一手にやっているよう

なオフィスでございます。
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嶌田：日本ではここ最近、
IR のオフィスを作れと言わ

Dr. Scott Olson学長
•
•
•

•

•

れてるとか。ただ、日本の
多くの大学が IR オフィスを

リベラルアーツとか考える力とかそういう学習成果はなかなか把握
できない。
教員も科目とかのレベルで改善を進めてくれるが、教育プログラム
や学科のレベルではなかなか動いてくれない。
日本では、IRが何をすべきか迷っている大学が多いとのことだが、
こちらでは大学間は競争なのでIRがきちんと動かないといろいろ困
る。アクレディテーション通らない、予算が来ない、パブリックにきち
んと説明できない。
学内を改善する際に、外からの圧力は必要だと思う。内側から改善
させなくてはならないだろう。ただ、どうやってカルチュアを変える
か？統廃合。
アメリカも人材育成のコースみたいなものが２０年前くらいまではな
かった。そういうのがないとなかなか勉強しようとは思わないと思う。
（→ １５年後くらいに日本もそうなっていると思うか？）

作れって言われて、作って
みたもののちょっと迷走し
ているんだけど、それに対
してヒントはないかみたい
な話からどんどん入ってい
くわけなんですけど、アメ
リカで基本的に皆さんが言
うのは、何ですかね、スラ
16

イドの上のほうからいきま
すけど、学習成果の把握と

かって日本で結構僕らも手詰まっていて、どうしているんですかって聞いてみると、リベラルア
ーツとか考える力とかそういう学習成果は実際なかなか把握できないんだよね、みたいな話はし
ていました。
教員もいろいろ改善するんだって話になって、教育プログラムごとにどういうことやってんで
すかって話をしたんですけど、実際、自分は科目とかのレベルは非常に改善進めてくれるんだけ
ど、教育プログラムとか学科のレベルになってくると、なかなか実は動かないんですよねみたい
な話を、これオフレコなのかどうかよく分かんないんですけども、そんな話をされてて、じゃあ、
アメリカも実は結構うまくいってないんじゃんみたいな感じはちょっと思いました。日本では結
局 IR が何すべきか迷っている大学は非常に多いっていう話をしたんですけど、やっぱりアメリ
カは先ほど申し上げたように、要するに学生が居なくなっちゃうっていうか、大学間がやっぱり
競争なので、IR がきちんと動いていて、きちんとデータで現状を把握してないと、やっぱ非常
に困った事態に陥ると。アクレディテーションが通んなかったりすると、本当に予算が来なくな
ったり、やっぱりパブリックである納税者に対してきちんと説明ができない、そうすると、大学
としても非常にまずいと。
で、学内を改善するときにどういうことを気を付けてんですかと学長先生に聞くと、やっぱり
外からの圧力というのはアメリカでも必要だよねって。ただ、内部から改善させなくてはならな
いというところも必要なんだけど、どういう風にカルチャー変えるのかっていう、なかなかそれ
はそう簡単に大学の中のカルチャーって変わらないので難しいんだそうで。ただ、統廃合がちら
つけばみんな頑張るんだけどねみたいな話はしました。統廃合の話が出てきたら、政治家と仲良
くするのがやっぱポイントみたいな。地元の代議士さんと仲良くしてると守ってくれるし、守っ
てくれる代議士さんが居ない所は結局統廃合でやられちゃうみたいな。それってなんか本当にオ
フレコなんじゃないんですかって話なんですけども、そんな感じのところの話をして。
やっぱりアメリカは IR の人材育成コースみたいなものが 20 年前からちゃんとあって、日本だ
とそういうのがない。そういうものがない中で勉強するっていうのはなかなか難しいんじゃない
のかと、逆に日本だと 15 年後日本はどうなっていると思うって聞かれたんですけど、今のとこ
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ろ日本だとまだ専門職化みたいな話は進んでなくて、事務系職員の人でうまく回しているような
状況ですから、この先どうなるのか正直分かんないんですけど、取りあえず現状だと事務系職員
の方がやっぱり非常に活躍されているので、そういう方にいろいろ支援になるような感じで僕ら
は動いているんです、みたいな話をしていました。

嶌田：はい。次に統括副学
長って書いてましたけど、

Dr. Patricia Rogers統括副学長

プロボストです。プロボス

• LOAについては、アクレディテ ーションがあるときにやる感じ。ジ ェネエドは

トは教務だけじゃなくて、

•

ミネソタでは財務系の人も

•

•

•
•

あまり上手くいっていない。
プログラムレビュ ーは、５年ごとにやっている。教育の効果などを見ている。
自己評価と外部評価でやっている。改善・アクレディテ ーション・アセスメン
ト委員会というのがあって、そこでやることになるが、出来たのが去年なの
で、まだ機能していない。
ベミジでは、学科ごとのプログラムレビュ ーの結果を改善委員会（学部長、
副学長、教員の代表）で見て、そのまま受け入れるかどうかなどを議論す
る。それを学部長などに報告する。
ストラテジックプランニングよりもア カデミッ クプランを作るのが重要。学科
長が提案書作って、プロヴォスト経由で学長にあげる。退職教員の穴埋め
は若いのが来るのでお金が余る。それをどこにつかうかは学部長が決め
るが、それもデータが要るので、それ見ながら人事やっている。
州立大学なので、いろいろな経営計画等を機構長に出すが、 機構の方針
に合致してればOK。当然、リクアイアメントはある。
各教員はアウトカムについてどのくらい意識しているか？HLCがあるから
しっかり考えろって、こっちも言っている。

プロボストやったりするの
で、教学って書いちゃ多分
意味が違っちゃうのでちょ
っと訳変えてますけど、プ
ロボストです。プロボスト
の先生はもともとベミジに
居た方が今ウィノナのプロ
17

ボストやってるんですけど
も、じゃあ、ラーニング・

アウトカムズ・アセスメント、LOA なんですけど、これどうですかっていうと、うまくいって
ます？って聞いたら、アクレディテーションとかあると、きっかけがあるとやるんだけど、なか
なかジェネエド（General Education：教養教育）はやっぱりちょっとなかなか難しくてうまく
いってないんですよみたいな話をしていました。
プログラムレベルっていうのも、最近アメリカの方と話してみても、本当になんか数字だけを
提出している場合と、本当に学科みたいなところまでやっている所まで千差万別で、プログラム
レビューの定義って一体何なのかっていうのは、多分これアクレディテーションなんかと違うん
ですかね。
小湊：だから、サックスとかが、共通してやっているわけです。
嶌田：なんか聞くとみんな違うんですよね、答えが書いてあるのが。
浅野：多くはいいかげんでしょう。ていうのと、プログラムに対して認定団体がない場合がある
んですよ。その場合は自分たちでコンソーシアムを作ると、学会が動いて、要は外部評価しかや
れない。適当な認定団体がそもそもないプログラムがそういう風に動いてる、そういうことなん
ですよね。
嶌田：プログラムレビューですが、ここをウィノナに関しては 5 年ごとにやってられるそうです。
教育の効果などを見てるんだそうです。自己評価と外部評価でやっていて、改善アクレディテー
ションアセスメントの委員会っていうのがちゃんとあって、そこがやるんだけども、実際ちょっ
と自分が来てから作ったんで、まだ機能してないんですよねみたいな話でした。実際にベミジに
居たときには確か学部長だったと思うんですけど、学部長のときには学科ごとのプログラムレビ
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ューの結果を改善委員会、学部長と副学長と教員の代表みたいなのが入ってる所で見て、そうい
うプログラムレビューの結果をそのまま大学のものとするのか、それとももうちょっとどうする
かっていうのを少し議論するような会があって、それで最終的には学部長がプログラムレビュー
の結果を受け取って判断するような感じだったんです。
で、ストラテジックプランっていうのが、最近やっぱりここ結構多く出てくる話で、これも定
義ってあるんですか、ストラテジックプラン。戦略計画？。そういうのをどうやっているのです
か、と伺うと、先にアカデミックプランを作るのが重要だとのことでした。アカデミックプラン
が何なのかよく分かんなかったんですけども。要するにそういう大本の大学としての計画とかそ
ういうものがあって、それに対してストラテジックプランていうか、要するに実際どうすんです
かってものをやっぱ作んないと駄目でしょうとのことでした。やっぱり学科長とかは提案書作っ
てプロボスト経由で学長に上げてくるんだけど、何ですかね、結構、学部には裁量権があって、
退職教員の穴埋めとかも学部でそれぞれでやっていいんですけども、ただ、じゃあ、そういう余
った教員のポストとかはどうやって使うんですかみたいな話になったときには、きちんとデータ
見ながらやってますみたいな話でした。ちょっとこんな感じですみません。二つの話がつながっ
て、ここだけだと本当はきれてる話なんですけど、すいません。
それで、州立大学なんで、経営計画とかを機構長、要するに州立大学って一法人複数大学経営
みたくなってますから、そこにいろいろ出して、機構の方針に合致すればオッケーですみたいな。
要するに日本の国立大学って、箸の上げ下げまで結構うるさく言われるんですけども、そんなこ
となくて、基本的に方針に合っていればオッケーですよみたいな感じで、そんなにうるさくは言
われませんみたいな話でした。各先生がたがアウトカムについてどのぐらい意識しているんです
かみたいな話をしたんですけど、HLC っていうのが先ほどのサックスに相当するような認証評
価団体なんですけど、そこからしっかりしろって言われているから、僕らも言っているんです、
私たちも言っていますみたいな、そのくらいの結構軽い乗りでやっていて、結局ウィノナは学生
で困ってなくて、何ていうんですかね、優秀な学生がどんどん来るので、あまり正直困ってない
ところがあるらしくて、ただやっぱりアメリカといえどもなんか優秀な学生が普通に来ていると
ころは、IR に真剣に動かなくても結構適当な雰囲気でも大丈夫なんじゃんみたいな。だから、
やっぱりそうなんだなっていうのを強く感じたところでございます。
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それで、この辺はちょっともう

データ収集・レポートのデジタル化

急いで。ちょっとすいません、

サードパーティーのソフトウェアや学内IT部の開発したウェブ技術などを適用し、
収集したデータをデジタル化。ウェブアクセスも可能。

しゃべり過ぎたんで。データベ

各部署で収集して
いるデータ

WSU組織データの
データベース

大 学 版 の学生調査
及 び コース評価

IPAR
学生調査結果
データベース

各学部・学科でのア
セス メ ント記録

ースをいろいろやってるとい

学内での
データ共有

う。

各学部・部署
でのデータ
分析を支援

各学部・部署
でのデータ
報告書作成の
支援

２０１４年７月１２日 藤枝エリ氏 東洋大学IRシンポジウム講演資料より

18

IT チームにもいろいろ話を
聞きました。いろいろちょ

ITチーム

っと細かい話もあるんです

•

データリクエスト対応が伝統的にIRの中心になっている。データマートがある。SQL
サーバ。データはいろいろ見ることができる。ファクトブックとも言える。

けど、最近ちょっとパワー

•

コースサーベイのデータをどう集めているか？：学生のプライバシーには気を付け
ている（特定はされないように）。webで４０％～６０％回収率。全学生にパソコン持
たせているので授業の中で回答させる人も居る（もちろんそうしない人もいる）。導
入時は何をするんだ？という質問がよく来た。最近はみんな慣れた。
室長が一年空席だった。データだけはたくさんあるが、組織的改善に結びついてい
ないことも多い。どう分析していくか、というのが今後の課題。
PowerViewが最近のおすすめ：インタラクティブに話ができる、考えることができる
ツール
データマート：いろんなところからデータが入ってくるのでそれをまとめている。
ISRSだけではなく、学内データもある。クエリ。プロシージャ（結合をしていく手順）。
ISRSから自動で落としてきているデータを参照しているので、リフレッシュも自動で
行う。
データの追加はすぐできる。でも何でもかんでもいれるわけに行かない。

ビューにはまっているって

•
•
•
•
•

言っていました。パワービ
ューって、なんかエクセル
の最近バージョンに付録で
付いてくる、要するにクリ
ックしていくと、なんかイ
ンタラクティブにできるん
ですよね。BI ツールですね。
19

ポチポチやってくと、すぐ
グラフの項目を変えたりと

か。その辺がなんか結構僕ら流行っていて、グラフなどをパッと見ながら、ちょっと黒人の学生
だけの率を出そうとか、いろいろ何年に入学した学生のグラフだけをちょっと出そうとかをポチ
ポチやりながらすぐできるっていう、そういうデータの可視化ツールみたいなのがあって、結構
うちでは活用していますとのことでした。あと、IT のスタッフがたくさん居るんで、州のデー
タベースがあるわけですけど、そこから自動的にデータを取ってくるようなスクリプト自分らで
書いて、毎日データを自分らで自動的に更新してるようなことやってて、だから、学内の人でデ
ータ必要だったら、ここのウィノナの IR オフィスのサイトに行けば、全部新しい情報そろって
るみたいな感じで。なので、いっぱいデータベースの専門家が居る所だから、うちに来ても正直
あんまり参考にならないですよね、すみません、とおっしゃってました。
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それで、もう一つ、藤枝
がディレクターなわけです

IRオフィスのミッション再定義１

けど、1 年空席だった時期

ミッション Mission

があったらしいんですね。

計画・アセスメント・調査室は、大学執行部、各部局、管理部門や学生サービスの領
域だけでなく、学外の諸機関や州民に知識ベースの意思決定や計画立案を通した
大学教育の有効性のさらなる向上のために、教育、管理運営、大学、それらに関係
する情報の発見、解釈、提供を行う。

IR オフィスが何やんのかみ
たいな話がちょっとぶれち
ゃった時期があるらしくて、

T he Office of Institutional Planning, Assessment & Research (IPAR) discovers, interprets, and provides educational, administrative, institutional
and related information to enhance effectiveness through knowledge-based decision making and planning among institutional leadership,
academic departments, administrative units, and student service areas as well as external agencies and the public.

フジエダさん来たときにい

ヴィジョン Vision

ろいろ IT のスタッフとか

計画・アセスメント・調査室は、データ管理、分析、普及実践の卓越性はもちろんのこ
と、提供するデータの整合性でも知られたい。我々は室での実践と同様のアプローチ
によるモデルを用いて、根拠、アセスメント、および大学教育の有効性という文化を
促進する。

IR の人がみんなでディスカ
ッションしながら、一応 IR

T he Office of Institutional Planning, Assessment & Research (IPAR) is known for the integrity of the data provided as well as for the excellence
in our data management, analysis and dissemination practices. We promote a culture of evidence, assessment, and effectiveness by modeling
that same approach in our own office practices.

オフィスとしてやっぱこう
20

いう風にやっていこうよと
いう話を少しミッション再

定義ってわけじゃないですけど、組んでいったっていうことがあったようです。藤枝さん、その
辺の所、IR の文献とかをいろいろ調べながら、ミッションのビジョンとか少しまとめていった
んで、結構こういうのって日本の方でも IR オフィス立ち上げたりするときに使えるんじゃない
ですかみたいな話で、ちょっと内々にってわけじゃなくて、多分オフィシャルにはしてないんで
すけど、資料いただいてきたんで、それをざっくりご紹介していただいて、ウィノナ編を終わり
にしたいと思います。
ミッションは計画アセスメント調査、これは先ほどの室の名前ですね。大学執行部、各部局、
管理部門や学生サービスの領域だけでなく、学外の諸機関や州民に知識ベースの意思決定や計画
立案を通した大学教育の有効性のさらなる向上のために、教育、管理運営、大学、それらに関係
する情報の発見、解釈、提供を行う。でも、日本の評価室とかも掲げているのもなんかこんな感
じですよね。だから、基本原則って日米あんまり変わんないのかなって。で、ビジョンは、デー
タ管理、分析、普及、実践の卓越性はもちろんのこと、提供するデータの整合性でも知られたい。
われわれは室での実践と同様のアプローチによるモデルを用いて、根拠、アセスメントおよび大
学教育の有効性という文化を促進すると。だから、どちらかというとビジョンってもっと上の階
層ですよね、こういう風に見ると。
小湊：それ大学院との有効性って、インスティテューショナルエフェクティブネスですよね。
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嶌田：多分そうなんですね。
ここエフェクティブネスし

IRオフィスのミッション再定義２

か書いてなかったんで、有

基本原則・理念 Values

効性って訳したんですけど

精度：当室は正確な情報を提供します。

も。で、バリュー、僕は価

Accuracy: IPAR delivers accurate information.

値って訳したら、藤枝さん

一貫性：当室では、データの整合性を確保するために適切なデータのコントロールと
定義を採用し、データ品質の守護者となるだけでなく、データガバナンスの卓越性を
促進するようなデータ処理者として活動します。

が基本理念とか基本原則と

Consistency: IPAR employs appropriate data controls and definitions to ensure data consistency and works with the guardians of data quality as
well as data process owners so as to promote excellence in data governance.

か理念って訳してください

コ ミュ ニケーション：当室のスタッフは、明確かつ専門家として適切なコミュニケーショ
ンの方法・方針を採用し、利用者がより深い理解のために情報を求め、使えるような
方向に導く。

っていう風に突っ込まれた
んですけども、要するにい

Communication: IPAR staff members employ clear and professional communication techniques and strategies among themselves and with their
service recipients to foster a philosophy and path of inquiry that leads to greater understanding.

くつかキーワードがありま

効率：スタッフは機能的に編成されており、大学の資産矢財源の適切な管理にたづさ
わる。

す。まず精度。当室は正確

Efficiency: IPAR staff members are well-organized and demonstrate sound stewardship of university assets and resources.

21

な情報を提供します。そり
ゃそうでしょう。で、一貫

性、当室ではデータの整合性を確保するために適切なデータのコントロールと定義を採用し、デ
ータ品質の守護者となるだけでなく、データガバナンスの卓越性を促進するようなデータ処理者
として活動します。ここは非常に重要な、データを扱ってると、確かに定義とかその辺でぐちゃ
ぐちゃになってくると、本当に。データコントロールを失敗すると結局分析できないので、確か
にそうですね。で、コミュニケーション。当室のスタッフは、明確、かつ専門家として、適切な
コミュニケーションの方法、方針を採用し、利用者がより深い理解のために情報を求め、使える
ようになるような方向に導きますと。非常に重要ですね。で、効率。スタッフは機能的に編成さ
れており、大学の資産、すいません、やは平仮名ですね。や財源の適切な管理に携わりますと。

専門性。プロフェッショナ
リティーですね。当室の担

IRオフィスのミッション再定義２

当者の持つ高い技術とその

専門性：当室の担当者の持つ高い技術とその専門性は、教育、評価、行動を通した
卓越し継続的な改善を促します。我々は学内構成員やサービスの受け手との協働し
ます。また、問い合わせや質問を引き受けます。

専門性は、教育、評価、行
動を通じた卓越し、継続的

Professionalism: IPAR personnel remain highly skilled and current in their professions and practices, promote excellence, and continuously
improve through education, evaluation and action. We use a collaborative approach in our relationships with colleagues and service recipients
to encourage inquiry and questioning.

な改善を促します。われわ

関連性：当室は、提供するデータがその要求に関連していることを保証します。
Relevance: IPAR ensures that the data it provides are relevant to their requests.

れは学内構成員やサービス

信頼性：当室は、常に、インフラの運用、サービスの提供、データの管理・分析・配布
を実行し、大学関係者の任務遂行する際に必要なデータシステムを管理する。

の受け手と協働します。ま

Reliability: IPAR consistently deploys infrastructure, provides services, manages/analyzes/disseminates data, and maintains data systems that
the university community can rely upon to carry out its mission.

た、問い合わせや質問を引

適時性：当室はタイムリーに要求されている情報を、サービスの受け手に供給する。

き受けます。関連性。当室

T imeliness: IPAR furnishes its service recipients with the information being requested in a timely manner.

は提供するデータがその要

有効性：当室は、大学の理念や教育目標や目的の達成を推進するために、さまざま
な部局のアウトカム・アセスメントに貢献し、意思決定や洞察に有効なデータを分析・
提供をします。

求に関連してることを保証

Effectiveness: IPAR promotes the institutional mission as well as educational goals and objectives through outcomes assessment across all
institutional units and providing data and analysis to inform decision-making and promote insight.

22

します。信頼性。当室は常
にインフラの運用、サービ

スの提供、データの管理、分析、配布を実行し、大学関係者の任務遂行に際し、必要なデータシ
55

嶌田敏行・大野賢一「ミネソタ州立の２大学における IR 業務の実際と諸活動の数量的把握について」

ステムを管理します。適宜性。当室はタイムリーに要求されている情報をサービスの受け手に供
給します。そして有効性。当室は大学の理念や教育目標や目的の達成を推進するために、さまざ
まな部局のアウトカム、アセスメントに貢献し、意思決定や洞察に有効なデータ分析を提供しま
す。

この今挙げたような 10 個
ぐらいの所が、10 個のバリ

IRオフィスのミッション再定義２

ューというか基本原則とか

主な機能 （Major Functions）

理念で、私はこういう観点

• IT/データサービスチームと協力して、タイムリーに、学内外の関係者に明確に定義

で、自分たちで IR オフィス

された正確で一貫性のあるデータを提供する。
• 大学のアセスメントと計画の活動を支援するために、データの集約、定期的な分析

を運用しようと考えた際に、

を提供する。
• 効果的で、全学的で、統合された戦略計画だけでなく、進捗管理も支援する。

重要なキーワードになるの

• 教育プログラムや学生支援プログラムにおいて、体系的かつ意味のあるアセスメ

かなっていう風に思ったと

ントの実行を支援・促進し、継続的な改善活動を奨励する。
• 機関別や専門領域別のアクレディテーションについても支援します。

ころで、この辺は藤枝さん

T o provide clearly defined, accurate, and consistent data to internal and external stakeholders in a timely manner, in partnership with IT/Data
Services Team.
T o provide data summaries and analyses on a regular basis to assist institutional assessment and planning activities.
T o support effective, holistic, and integrated strategic planning as well as progress monitoring.
T o facilitate and assist with the systematic and meaningful assessment of academic and non-academic programs and to promote continuous
improvement efforts.
T o provide support to institutional and specialized accreditation.
Note: T he language for the mission, vision, and values is heavily borrowed from the Office of Institutional Research and Effectiveness at the
University of Colorado Denver - Anschutz Medical Campus (weblink). Goals and objectives were derived from Posey, J.T . & Pitter, G.W. (2012).
Integrating the Functions of Institutional Research, Institutional Effectiveness, and Information Management. Professional File (Association for
Institutional Research), 126.

が来日した時にでも講演し
てもらえばいいのかなとは
思っております。主な機能
23

は、読んでおいていただけ
ばそのままかなと思います

ので、もうベミジ編に。

大野：はい。では、続けてベミジの話に行きます。ちょうど 1 年前にベミジの藤原さんがここの

56

H26.12.18 米国 IR 事情勉強会（於：立命館大学）

立命館に来られてお話をされて、その後、実際 IR でデータ分析等されてまして、指標をどうい
う風に使うか、アメリカのベミジの指標を単純に日本国内に持ってきてそのまま使えるのかって
言ったら、なかなかちょっと難しいというところです。ちょうどウィノナに行った次の日だって、
その 2、3 日ぐらいなんですけど、ここに書いてあるように最低がマイナス 19 度だったという同
じ中の州でも全然気候が違うと。

これは BSU の中の雰囲気なんですけども、れんが造りになってました。行ったらいきなり雪景
色になってたと。で、真ん中がキャラクターになってますけど、ビーバーですね。

近くにベミジ湖がありまして、その湖畔に大学があるんですけども、ここの水温が高くて外気温
が低いので霧が出てきて、あれはちょうど朝日なんですけれども。こちらがベミジの正門になり
ます。夏にはこの辺で記念写真撮ったんですけども、もう冬で、ちょっと記念撮影も寒かったの
で、とっとと写真だけ撮って逃げたっていう。
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学内をちょっと動きまして、これが昨年行ったときより新たにできたオブジェです。関係するも
のが全部ここに集約されているという。

ちょうど行ったときにベミジ湖が凍り始めていたところで、こちら湖岸なんですけども、だんだ
ん中央に氷が伸びているところでした。何回か嶌田さんが氷のほうに乗ってました。
こちらが藤原さんですけど、この部屋でずっと缶詰め作業で、実際指標の作り方を画面を見な
がら、一から手順を追って、その中で日本とアメリカの高等教育の違いっていうものを踏まえな
がら、少し日本への指標の転用可能性というものを議論してきました。
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こちらがパトリックさんということで、
アソシエートバイスプレジデント。ア
カデミックの担当で、こちらが IR オ
Dr. Douglas Olney
Director of Institutional Research & Effectiveness

フィス長のダグさんで、このお二人の
所にも実際指標の議論をした後で、結
果をとりまとめてプレゼンもしまして、
その後、意見等もいただいています。

Dr. Patrick Guilfoile
Associate Vice President of Academic Affairs
34

実際の復習になるんですけれど

ベミジ州立大学のIR室

も、ベミジ州立大学、BSU と近

• ベミジ州立大学（BSU）とノースウェスト技術短期大学（NTC）

スト技術短期大学、NTC と、こ

くにあるんですけどノースウエ

は、2つの異なる高等教育機関であり、アクレディテーションも
別々に受けている。

れが二つの異なる高等教育機関

• 学長を始めとする執行部のメンバー及び主要な部署を共有し

なんですけれども、アクレディ

ており、IR室もその部署の一つである。
• IR室では、MnSCUのIT部門で独自に開発された大規模な統
合型データベース（ISRS： Integrated Statewide（Student）
Record System ）で管理されたデータを用いて、IR業務を
行っている

テーションも別々に受けてると。
ただ、学長をはじめいろいろ執
行部のメンバーとか周辺の部署
は共有しておりまして、IR も当
然二つを見てると。IR 室では、
35

先 ほ ど か ら 出 て い ま す
MnSCU(ミンスキュー)の IT 部

門が独自に開発した大規模な統合型データベースである、ISRS というデータベースがありまし
て、そこのデータを持ってくるという業務を日常行っておられます。
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なぜ指標が必要なのかというこ

なぜ指標が必要なのか？

とで、これも前回ちょっと報告

• 州政府からの補助金が全収入の1/3 程度に圧縮され、入学

政府からの補助金が従来の全収

もあったんですけど、要は州の

生の確保や在学生の在籍継続率を向上しなければ大学経営
の破綻に直結する可能性がある。

入の 3 分の 1 程度に圧縮された

• NTCでは、２つの教育プログラムの閉鎖と、スタッ フの削減（19人→11

ので、それで収入を上げるため

人）を行った。
• http://blogs.ntcmn.edu/news/2014/12/01/northwest-technicalcollege-unveils-master-academic-plan/

には入学者の確保とリテンショ
ンということで、在学生の在籍

• 大学の経営としてどうするのかを考えた結果、コストに関する

指標を使っている。

継続率、そういうものが向上し

• BSU内における学科間で比較

ないとそもそも大学の経営が破

• MnSCU内における他大学の似たような 学科間で比較（CIP）

綻する可能性があるというとこ
36

ろで、そういったために指標を
使って見ていこうと。実際、

NTC では二つの教育プログラムの閉鎖っていうものをしたと。スタッフの削減を 19 名から 11
人に減らしたということも実際やられたということで、細かい所はこちらの URL を見ていただ
いたら出てるという風に藤原さんから少し資料提供をいただいています。
実際に大学経営をどうするかというのを考えたときに、そういったコストも含めていろんな指
標を使っていると。BSU の中において学科間の比較を行うために、当然指標で比べますし、
MnSCU における他大学の似たような学科間で比較、ベンチマークを行っていると。

ただ、MnSCU ではこの CIP っ

CIP
（Classification of Instructional Programs ）

ていうものを使って同じような、

• CIPとは、教育プログラム分類法であり、米国教育省の全米

比較しています。CIP はここに

似たような学科っていうものを

教育統計センター（NCES: National Center for Education
Statistics ）によって開発されたもの。現在は、CIP 2010に改
訂されている。
• http://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/Default.aspx?y=55

書いてあるとおりなんですけれ
ども、実際、日本の大学で、あ
る大学の同じ学部とか学科を比
較しようとしたときに、当然な
かなか比較が難しいと。要はそ
れは学科名、学部名だけだと、
同じことをやっているかどうか
37

は分からないし、書いてある名
称と実際中でやっている教育課

程、そういったものが全く違うときがあるんですけれども、アメリカの場合では、教育プログラ
ム分類法の CIP ということで、米国教育省の全米教育統計センターによって開発されたもので、
これに基づいて学科ごとにコードが振られていると。なので、プログラムの名称が変わったとし
ても、この CIP コードが同じものを比較すれば、ベンチマークができるようになっていると。こ
こが日本とアメリカの大きな違いでして、これがあるからベンチマークができるんだということ
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が前提にあるというふうなことをおっしゃってました。

ベミジの指標にちょっと入りま

ベミジ州立大学の指標

すけれども、ここに七つ、八つ

2013-2014 Program Indicators (Explanation)

ぐらいをメインに指標を使って

ありますが、大体この上の七つ

1.

FTE-FYE - Ratio of student credit enrollment to full time faculty FY2013

2.

Cost - MNSCU Cost study summary information FY2012
Size: Upper- Average section size for upper division and graduate courses
Degrees Awarded - Degrees awarded in FY 2013
Placement - Job placement or continuing education after graduation

3.
4.
5.

7.

Grad Rate - Six year grad rate for Fall Juniors
Review Status - Completion of program review and assessment
documents

8.

Job Prospects Summary and Minnesota Employment Projection search

6.

ると。FTE、FYE、ここは ST
比になりますけれども、この後
でまたちょっと説明します。コ
ストということで、MnSCU の
中で他の大学とも比較するため
のコストになってます。こちら

Cost Recovery Report 2010, 2011, 2012, and 2013 (Academic Cost vs. Tuition
Revenue)
http://www.bemidjistate.edu/offices/research_effectiveness/data_books/

が平均クラスサイズとディグリ
38

ーアワードです。学位取得者数。
プレースメントなんで就職率。

進学率も含めていると。グラデュエートレートですね、卒業率。で、レビューステータスという
所で、こちらが教育プログラムのレビューの指標になっています。こちらはちょっと別なやつだ
と言われていまして、コスト・リカバリー・レポートというところで少し教育に掛かるコストを
比較している指標があると。こちらも全部 URL に書いてあるデータブックで公表されているの
で、こちらに見ていただいたらという風に言ってました。
指標の活用例として、なかな
か先ほど言いましたように高等

指標の活用例

教育の背景が分からないと、そ

• 日米の高等教育の背景が分からないと、米国の指標をそのま

のまま転用が難しいということ

ま転用することは難しい。

で、実際缶詰めしてでも少し意
味合いを教えてもらおうという

• まずは、指標の１つである教員１人当たりの学生数を示す

「ST比（Student FYE per Faculty FTE）」で、どのような計算
をしているのかを確認してみる。

ことで、もうべたな作業をずっ
としてきました。今回、ちょっ
と分かりやすいかなということ
で、この ST 比の所でどういう計
算をしてるかっていうのを少し
39

かみ砕いて説明をしていきたい
と思います。他にこういうも

の・・・。
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嶌田：じゃあ、軽くやる。なん
か単位の話をしてたら、結構話

米国の単位制について

がかみ合わないんですよ、アメ

• 米国の大学では、連邦政府の定義に準拠する形で単位時間

リカの人と。要は何コマでみた

を設定しており、一般的に、セメスター制（15週間）における1
単位は、1週間に50分の講義に加えて最低限120分の学生自
身による課外学習という構成になっている。
• つまり、学期において必要な1単位あたりの学習時間は、最低
でも2,550分（（50+120）×15）になる。オンラインのコースも、
講座形式と同じだけの学習時間を確保する形で行われなけ
ればならない。
• この単位時間の設定基準は、大学、大学院ともに同じである
が、大学の授業より大学院の授業の方が、学生に要求される
課外学習の時間は当然多くなる。

いな話をしてたら、コマってな
んですかみたいな話で。なんか
聞いてくと、日本の単位制って、
1 単位 45 時間の学習もって 1 単
位とするという風に、要するに
15 時間の、例えば 2 単位ものだ
ったら、30 時間の授業時間に 60
40

時間の自習時間があるわけなん
ですけど、アメリカの単位って

その自習時間は基本的に入ってないって言ってました。
嶌田：要するに、あくまでも自宅学習っていうのは、基本的にやることが期待されているけど、
明確に何時間っていうのは別にアメリカの単位制は考えてなくて、勉強しないと当然単位取れな
いんだから、あくまでも授業を何時間教員がやっているかっていうことを重視して、単位制は計
算しているみたいな話をしていて、なんで日本は学生がやってもやってなくても単位出すんだろ
うとか言われて、いや、それはそうなんですけどみたいな。だったら、その中に学習時間を入れ
るのはおかしくないかっていう風に言ってました。だから、ちょっとこれもちゃんと、何ですか
ね、情報とか調べたわけじゃないんですけども、なんかその単位の中に学生の自習時間が含まれ
てるって話をすると、みんな、ふん？っていう顔をしてたので、ちょっと日米そこは違うのか。
日本はもしかすると非常に過保護にやってるのかなってところで、これは引き続き調べてみよう
と思ってるんです。
大野：これは藤原さんが調べた結果ですよ。
嶌田：以前、僕らが実際試算したものは、フジエダさんはちょっと違うかも、みたいな話を。
大野：そういったやりとりが実際にありまして、昨日か一昨日ぐらいに藤原さんがくれたのがこ
のスライドなんですけれども、アメリカの大学でも一応こういった形で単位の設定してあると。
セメスター制 15 週における 1 単位は、1 週間に 50 分の講義を最低限 120 分の学習、自身による
課題学習という構成に一応なっているというところで、1 単位当たりの学習時間は最低でも 2550
分。50 分プラス 120 分が加わって、15 週。みんなトータル、この時間数なんだと。ただ、オン
ラインのコースでも同じように時間は必要になっているということで、この辺りは一応設置基準
で決まっているというんですけれども、大学院は授業時間は当然要求されるだろうから、この辺
は大きくなるよねって言ってはいたんです。ただ、ちょっとこの辺もまだもう少し掘り下げて確
認する必要があろうかと思いますので、この辺はまた後日報告できたらなと思います。
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大野：ですので、単位のところも
日本だと 1 コマ 2 時間、実際は 90

日米の単位制の違い

分で、週 1 回やったら 15 で、30

■アメリカの場合

時間で 2 単位になると。アメリカ
の場合は 1 コマ 1 時間で、実際は

２単位：
１コマ１時間（実際は５０分）×週2回×１５週＝３０時間

50 分で、週 2 回とか 3 回とかあり
ますので、それで 15 週やったら

■日本の場合

30 時間で 2 単位出すというよう
な形で、ちょっとこの辺りのコ

２単位：
１コマ２時間（実際は９０分）×週１回×１５週＝３０時間

マとか単位の話が、最初指標の
計算を少し突っ込むときに話が
41

ずっと食い違わなかったので、
この辺だけで半日とかそれぐら

いかかったというところであります。

大野：その作業をするときに
BSU のホームページで、BSU デ

説明資料（ BSU Data Book 2013 ）

ータブック 2013 として、データ

• Accounting

が経年で各学科ごとに出てます。

• Department/Program Course Enrollment by Level

ホームキャンパスとオフキャン

• MnSCU Allocation CIP: 5203
• FY2013だと、Summer 2012 + Fall 2012 + Spring 2013となる。

パス、ローディビジョンとアッ
パーディビジョンっていうこと
で、教養教育と専門教育という
ような形で細かくデータが出さ
れています。ここにありますよ
うに、ここでも MnSCU アロケ
42

ーション CIP コードが 5203 とい
うことで、CIP コードが振られて

ますので、この 5203 と同じようなものをある他大学の学科と比べると、同じような内容を当然
教育プログラムとしてやってますので、比較ができるということになってます。ちなみにこの
2013 というものだと、サマーの 2012、秋の 2012 と春の 2013 のデータを足し上げたものが 2013
のデータとして入ってるというような見方になっています。
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大野：先ほどのこちらに書いて
ある単語の少し説明を入れてい

語句の説明

きますと、クレジットは単位数

語句

説明

Credit

単位数

Total FYE

フルタイム学生数

Duplicated Headcount

その学科が提供した授業を履修した学生の合計（重複
あり）

Number Sections

その学科が提供した授業数

Average Section Size

１授業当たりの学生数

業料がガツッと払ってる固定制

Percent Full

学生履修率

なんですけれども、アメリカだ

Percent Earned Credits

単位修得率

Credits Offered

その学科が提供した総単位数

Faculty FTE Needed

必要なフルタイム教員数

FYE-FTE Ratio

フルタイム教員１人当たりのフルタイム学生数

です。先ほどの 1 単位。浅野さ
んの話にもありましたように日
本は前期、後期ということで授

と単位当たりを売ってますので、
この辺りで全部カウントしてい
く必要があると。で、FYE とい
43

うことで、ここがフルタイム学
生数。先ほど、学生さんもフル

の場合もあるし、パートの場合もありますんで、一応ここフルタイム学生数に換算して使うとい
う指標になってます。で、デュプリケーテッドヘッドカウントってことで、その学科が提供した
授業を履修した学生の合計で、当然重複も入ってますという言葉を使ってます。ナンバーセクシ
ョン。その学科が提供した授業数。アベレージセクションサイズで、1 授業当たりの学生数。あ
と、ここは直接ちょっと使わないんですけども、パーセントフルということで、学生履修率とい
うか、授業を開放してて、どれだけ学生が埋まったかっていうような授業充足率というようなも
のです。パーセントクレジットっていうことで、単位取得率を出してますし、クレジットオファ
ード。その学科が提供した総単位数と訳していました。で、ファカルティーFTE ニーディッドっ
ていうことで、必要なフルタイム教員を出しています。ここは最終的なフルタイム教員 1 人当た
りのフルタイム学生数っていうことで、これは日本の ST 比に相当するものになってます。

大野：ちょっと順番に上からず
っと説明していきますけれども、

指標の計算例

例えばっていうことで、今ここ

ある学科で、以下に示す３つの授業を行っていたとする。
授業名

週のコ マ数

履修者

の学科では三つ授業を行ってい

定員

数学概論

３コマ

50人

60人

微分積分

２コマ

40人

40人

線形代数

３コマ

70人

80人

たとします。授業名がこれで、1
週間に 3 コマ、2 コマ、3 コマし
ますと。履修者は 50 名で、定員

① Total FYE（フルタイム学生数）
=Credits / 31
=((3×50)+(2×40)+(3×70)) / 31
=440 / 31 = 14.2 (人)

が 60 名のところでこの三つを開

※学部生の卒業要件が124単位なら、修業年限の４年間で
割ると、年間31単位になるため。
※日本の場合、ほとんどの学生がフルタイムであるため、無
理にフルタイム換算にしなくてもいいかもしれません。

イム学生数というのは、クレジ

放していたというときにフルタ
ット割る 31 と。ここの 31 ってい
44

うような数字は学部、ここの学
科の学生さんの卒業要件が 124 単

位だったら 4 年で割って、年間 31 単位取るからっていうことで 31 で割っていると。これは大学
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によって指標の作り方が少し違うようですので、クレジットでそのまま計算するときもあります
し、こういったもので割って、年間当たりの数を出しているということがあるという風に言われ
ていました。日本の場合は、学生が要はほとんどフルタイム在籍してますので、無理にフルタイ
ム換算しなくてもいいんじゃないっていうようなアドバイスをいただいてます。で、クレジット
ということで、3 コマ掛ける 50 人と 2 コマ×40。3 コマ×70。これを足し合わせたものを 31 で
割ると、大体フルタイムで換算すると 14.2 人が居るという計算になるものです。

大野：次に授業を履修した学生
数の合計というのが、ちょうど

指標の計算例

こちらの縦の履修者、これを合

② Duplicated Headcount （その学科が提供した授業を履修

計で足したものになります。50、

した学生の合計）

40、70 を足したんで 160 人とい

=50 + 40 + 70 = 160 (人)

うことで、当然学生に関しては
③ Number Sections（その学科が提供した授業数）

授業ばらばらでも受ける学生は

=3

ありますんで、重複ありという
④ Average Section Size（１授業当たりの学生数）

ことになります。ナンバーセク

=Duplicated Headcount / Number Sections
=160 / 3 = 53.3 (人 / section)

ション、その学科が提供した授
業数は 3 授業になりますので 3 と。
45

平均セクションサイズ、1 授業当
たりの学生数は、こちらの 3 割る

160 になりますので、53.3 というような数字が出てくる。

大野：1 授業当たりの学生数が出
すと。この辺りは直接 ST 比には

指標の計算例

関係ないんですけども、クラスの

• Percent Full（学生履修率）

上限に対して何人受講したかとい

=Duplicated Headcount / sum(MAX_class_size)

うことで、88.9 パーセント埋ま

=160 / (60 + 40 +80) = 88.9 (%)
※MAX_class_sizeは、授業の定員を示す。

ってますと。こちらが単位習得率
なので D 以上で成績を付けた学

• Percent Earned Credits（単位修得率）

生数を割っていくんですが、ここ

=（D以上の成績をつけた学生数） / Duplicated Headcount
=（省略）

ちょっと求めてないので省略をし

※D以上の成績をつけた学生数は、 ISRSから算出。

ます。

46
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大野：クレジットオファードと
いうことで、総コマ数は 3、2、

指標の計算例

3 ということでこの表のこちら

⑤ Credits Offered（総コマ数）

を足し合わせた数になっていま

=3 + 2 + 3 = 8 (コマ)

す。要は単位の合計したもので
⑥ Faculty FTE Needed（必要なフルタイム教員数）

すので、8 になりますと。ファ

=Credits Offered / 20
=8 / 20 = 0.4 (人)
※フルタイム教員が年間20コマの授業を教える必要がある場合。

カルティーFTE ニードというこ
とで、必要なフルタイム教員数。
こちらも上の所のやつを 20 と割

⑦ FYE-FTE Ratio（フルタイム教員１人当たりのフルタイム学

生数）

ってます。というのが、BSU も

=Total FYE / Faculty FTE Needed
=14.2 / 0.4 = 35.5
※フルタイム学生数は、実際の学生ではなく、教員数も、実際の人数で
はなく、必要なフルタイム教員を示す。

含め、MnSCU のところだと、
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フルタイム教員が年間 20 コマ授
業を教えるっていうことが契約

で定められているので、最低でも年間 20 コマ教えてるということで 20 で割って、少し比率を出
していると。8 コマを 20 で割ると、一つの授業を教えるのに 0.4 人が必要であるというような指
標になってます。これらの数字を用いて、フルタイム教員 1 人当たりのフルタイム学生数を実際
求めてるんですけども、ここが要はニーディッドになりますので、必要なっていう風になってま
す。実際の教員数ではなく、必要な教員数になってますけど、これで割ると 35.5 という数字が
一応出てきますと。
これは実際ベミジで使ってる ST 比の話になってきまして、フルタイム学生数は実際の学生で
は当然ないですので、教員数も実際の人数ではない。必要なフルタイム教員になってますんで、
実人数ではないと。やはりホームキャンパス、オフキャンパスっていうのでありますので、フル
タイム換算をしているというところが少しアメリカと日本の違いのところですね。

大野：クレジットのところで日
本と食い違ったので、少し注意

指標の計算の注意点

が必要だったというのと、ここ

• 授業について、米国では「Credit（単位）」、日本では「コマ」で考

もまだちょっと未確定な話では

えている。単位制の違いは、嶌田さんの説明のとおり。
• 実験・実習（Lab）は、単位数としてカウントしていない。

あるんですけども、BSU だけか

• 実験・実習（Lab）がある授業は、その分の単位が講義（Lecture）の方に

もしれませんし、MnSCU の中だ

組み込まれる、という感じで管理されている。
• これはもしかすると、MnSCUだけのケース かもしれません。

けかもしれないんですけども、

• 日本の場合、「ST比」は、実際の「学生数 / 教員数」を示すこと

が多い。

実験実習はラボと呼ばれ、単位

• アメリカでは、フルタイムとパートタイムの学生が混在しているため、今回

数として一応カウントをしてい

のような計算を行っていま すが、日本の場合だと、その必要はないかもし
れません。

ないと。これはいわば講義とセ
鳥取大学
学部生数/教員数

地域学部
医学部
工学部
農学部
13
6
16
12

ットなので、実際こちらは要は
48

ゼロクレジットで、講義のほう
にプラス加算したやつで、実際

講義が 3 クレジットだったら、こちらで 2 該当するんだったら、講義のほうが 5 クレジットで、
66
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ラボはゼロで、要はデータベースにはそういうふうな値が入っているというような言い方をして
ました。ただ、これは本当にここだけの話なのか、全米に全部関係するのかはちょっと分からな
いので、日本みたいに教務系のシステムだと、多分この辺りも単位が 1 単位とか入ってるはずな
ので、この辺はもし指標をそのまま持ってきて日本で換算しようとすると、少し注意が必要かな
というところです。
日本の ST 比になると、学生数と教員数、実数を表してるんですけども、やはりこれはアメリ
カのフルタイムとパートタイムの学生が混在するんでこういう風にしてますけども、日本はもう
全部実数でもいいかと思いますということでコメントはいただいてます。鳥大の場合だと大体こ
んな感じになるんですけれども、多分こっちですね、ST 比、要はこの数字が重要というよりか
は、この数字もそうですし、アメリカの BSU のときもそうなんですけども、要はその数字のカ
ットオフポイントと、この数字より良かった、悪かったっていうのが多分出てくると思います。
財務的に見たら、1 人の教員がたくさん教えてるほうが当然効率がいいと。ただ教育面からいう
と、1 人当たりの持ってる学生数が小さいほうが教育の質は上げやすいということで、要は財務
面から見るか、教育面から見るかっていうその水準っていうものが大事なんだと。BSU では当
然その水準も含めて指標を考えているから、指標を作っただけでは駄目で、その指標と併せてそ
の指標により良い悪いの判断できる水準、判断水準というのも併せて考えないと、指標を作って
もなかなか経営陣は判断できないから困るよねって。じゃあ、その水準ってどうやって決めるの
っていったら、やはり過去のデータを見て、大体、損益分岐点っていうのがここだっていうのを
データを見て、経験を踏まえて、執行部と話をしながら決めていくんだというようなところが、
一番ちょっと手間がかかるという風に言ってました。

大野：あと、教育プログラムの
レビューということで、BSU で

教育プログラムのレビュー

も一応こういったデータが公表

• BSUの執行部である教学担当副学長補佐が指標７「Review

されてます。これは教学担当の

Status」で確認している。
• これは、各学科のアセスメントのアクティビティの評価のこと。

副学長、さっきのパトリックさ
んですけれども、実際指標７の
レビューステータスというとこ
ろで確認して、このポイントを
全部付けているんだと。これは、
これだけで付けているんではな
くて、他の七つの指標を見て、
49

それを足し合わせながら総合的
に判断しているんだと言われて

いましたので、各学科からアセスメントのアクティビティー評価になると言われて、公表はして
いるんだけども、若干、試行的要素は強いという風に言われていました。
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大野：やっぱり二つの大学に言
われているのは、こういった指

まとめ

標の計算は、統合型データベース

• MnSCUのISRSのような統合型データベースなしに、IR業務
•
•

•
•

なしに IR やるのは大変だけどど

をやるのは大変。
IT部門との連携は必須。
ウィノナ州立大学のIRオフィスのミッションについて、日本にお
けるIR室の事例をもとに内容を整理すれば、これからIR室を
立ち上げる大学にとって有益な情報となるのでは。
ベミジ州立大学の指標について、日本の大学におけるデータ
を使い、適用可能性の検討を始めている。
日本において、学生の獲得が深刻な状況にならないうちに、
IR業務を普及させ、効率的・効果的な意思決定ができる体制
を整えていた方がよい。

うするのっていうのは、アメリ
カで言われました。要は、ない
と IR の業務ができないよねって。
収集するところから始めないと
いけない。データの定義もそろ
ってなかったら、データの定義
もそろえないといけないという
50

ことで、この辺りがやっぱりあ
るのとないのは全然大違い。こ

こがもうスタートが違うっていうことは、痛感したところです。やっぱりウィノナのほうは IT
が強いんですけども、ベミジでもデータベースとかその辺りの関係のところは全部 IT のほうが
連携してますので、日本でやるにしてもやはりデータベース、特にデータベースデベロッパーと
呼ばれるところが結構キーになってくると。IR と IT のセットというのは必須でしょうと。
先ほど嶌田さんのほうから話があった IR オフィスのミッションについても、もう少し日本の
実情に合わせて内容を整理すれば、これからちょっと IR オフィスを立ち上げるというときに少
し有益な情報になるのかなという風に考えてて、この辺はちょっと継続的に考えていこうとして
います。ベミジの指標についても、もう少しうちの大学とかの学内のデータを使って、さっき言
った細かい所の高等教育の背景とかの違いも吸収しながら、少し指標っていうものをうまく活用
できないかなということで、これも今検討を始めた段階になってます。またなんかいい結果が出
たら、別の所でも発表したいとは思いますけれども、これら二つは今少し始めたところです。た
だ、共通して言われたのは、今、特に IR、困ってない、要は学生も定員管理できてて、国立大
学の場合は学生は来るし、卒業率も高い。90 何パーセントもあるような国立大学だと、困って
ないかもしれないんだけれども、将来的に学生の獲得が深刻な状況が来るかもしれない。だった
ら、今のうちに IR っていうものの業務を普及させながら定着させて、将来的に効率、効果的な
意思決定ができるような体制はもう整えて、準備してたほうがいいんじゃないかと。来てから動
いたら遅いよねっていうことは、ちょっとアドバイスとして受けてます。ちょっと時間が過ぎま
したけども、以上で報告を終わります。
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