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これまでの知見まとめ

• 米国のIRは必要に迫られて業務を行っている。

• 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
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。

（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。）
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訪問調査の目的

• これまで得られたIRに関する知見の確認。

• 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
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。
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ミネソタ州の位置
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２つの大学の位置

ミネアポリス・セントポール

ベミジ

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

ミネソタ州立大学機構
（Minnesota State Colleges and 
Universities System; MnSCU）
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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



ウィノナ州立大学
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大学計画・評価・調査室
(Office of Institutional Planning, Assessment, and 

Research)
副

学
長
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IPAR統括
(計画・評価・

調査部)

情報技術部・データ
サービス班

DB専門員

DB専門員

DB専門員

• 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。

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

室長 藤枝エリ博士
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Dr. Scott Olson学長

• 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？）
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Dr. Patricia Rogers統括副学長
• 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
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。
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データ収集・レポートのデジタル化

IPAR
学生調査結果
データベース

大学版の学生調査
及びコース評価 各学部・部署

でのデータ
分析を支援

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。

各学部・学科でのア
セスメント記録

各学部・部署
でのデータ

報告書作成の
支援

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

学内での
データ共有

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 10



ITチーム

• 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。

• 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。
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IRオフィスのミッション再定義１

ミッション Mission
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。

The 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. 

ヴィジョン Vision
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。

The 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.
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IRオフィスのミッション再定義２

基本原則・理念 Values
精度：当室は正確な情報を提供します。
Accuracy: IPAR delivers accurate information. 

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。
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.

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。
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.

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

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.

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。
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.

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

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。
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.

IRオフィスのミッション再定義２
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IRオフィスのミッション再定義２

主な機能 （Major Functions）
• 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
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。

• 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
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。

To provide clearly defined, accurate, and consistent data to internal and external stakeholders in a timely manner, in partnership with IT/Data 
Services Team.
To provide data summaries and analyses on a regular basis to assist institutional assessment and planning activities.
To support effective, holistic, and integrated strategic planning as well as progress monitoring.
To facilitate and assist with the systematic and meaningful assessment of academic and non-academic programs and to promote continuous 
improvement efforts. 
To provide support to institutional and specialized accreditation.

Note: The 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. 15



ベミジ州立大学
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ベミジ州立大学のIR室

• ベミジ州立大学（BSU）とノースウェスト技術短期大学（NTC）
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。

• 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
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
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なぜ指標が必要なのか？

• 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

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。
• 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
人）を行った。

• http://blogs.ntcmn.edu/news/2014/12/01/northwest-technical-
college-unveils-master-academic-plan/

• 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。
• BSU内における学科間で比較

• MnSCU内における他大学の似たような学科間で比較（CIP）
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CIP
（Classification of Instructional Programs ）
• CIPとは、教育プログラム分類法であり、米国教育省の全米
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
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ベミジ州立大学の指標

2013-2014 Program Indicators (Explanation)

1. FTE-FYE - Ratio of student credit enrollment to full time faculty FY2013
2. Cost - MNSCU Cost study summary information FY2012
3. Size: Upper- Average section size for upper division and graduate courses
4. Degrees Awarded - Degrees awarded in FY 2013
5. Placement - Job placement or continuing education after graduation
6. Grad Rate - Six year grad rate for Fall Juniors
7. Review Status - Completion of program review and assessment 

documents
8. Job Prospects Summary and Minnesota Employment Projection search

Cost Recovery Report 2010, 2011, 2012, and 2013 (Academic Cost vs. Tuition 
Revenue)

http://www.bemidjistate.edu/offices/research_effectiveness/data_books/ 20



指標の活用例

• 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
ま転用することは難しい。

• 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。
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米国の単位制について

• 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
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。
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日米の単位制の違い

■アメリカの場合

２単位：

１コマ１時間（実際は５０分）×週2回×１５週＝３０時間

■日本の場合

２単位：

１コマ２時間（実際は９０分）×週１回×１５週＝３０時間
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説明資料（ BSU Data Book 2013 ）
• Accounting

• Department/Program Course Enrollment by Level
• MnSCU Allocation CIP: 5203
• FY2013だと、Summer 2012 + Fall 2012 + Spring 2013となる。
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語句の説明
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

Percent Full 学生履修率

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
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指標の計算例

授業名 週のコマ数 履修者 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

ある学科で、以下に示す３つの授業を行っていたとする。

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)

※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。
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指標の計算例

② Duplicated Headcount （その学科が提供した授業を履修
した学生の合計）

=50 + 40 + 70 = 160 (人)

③ Number Sections（その学科が提供した授業数）
=3

④ Average Section Size（１授業当たりの学生数）
=Duplicated Headcount / Number Sections
=160 / 3 = 53.3 (人 / section)
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指標の計算例

• Percent Full（学生履修率）
=Duplicated Headcount / sum(MAX_class_size)
=160 / (60 + 40 +80) = 88.9 (%)
※MAX_class_sizeは、授業の定員を示す。

• Percent Earned Credits（単位修得率）
=（D以上の成績をつけた学生数） / Duplicated Headcount 
=（省略）

※D以上の成績をつけた学生数は、ISRSから算出。
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指標の計算例

⑤ Credits Offered（総コマ数）
=3 + 2 + 3 = 8 (コマ)

⑥ Faculty FTE Needed（必要なフルタイム教員数）
=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。

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）

=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。

29



指標の計算の注意点

• 授業について、米国では「Credit（単位）」、日本では「コマ」で考
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。
• 実験・実習（Lab）がある授業は、その分の単位が講義（Lecture）の方に
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。

• 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。
• 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
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。

鳥取大学 地域学部 医学部 工学部 農学部

学部生数/教員数 13 6 16 12
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教育プログラムのレビュー

• BSUの執行部である教学担当副学長補佐が指標７「Review 
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。
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まとめ

• MnSCUのISRSのような統合型データベースなしに、IR業務
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。
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