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「スピンドクターとしての IR」に関する一考察
藤原 宏司 1
概要： Volkwein（1999）がまとめた IR の役割は、概ね米国 IR の業務内容を適切に表してい
ると思われるが、「スピンドクターとしての IR」に関しては、若干疑問の余地がある。本稿で
は、筆者が勤務するベミジ州立大学（BSU）での実例を挙げながら、BSU におけるスピンドク
ターについて、実務担当者の視点から考察する。
キーワード： Institutional Research（IR）、米国 IR、広報、スピンドクター

１．はじめに
2015 年 8 月に神戸大学で開催された大学評価担当者集会 2015 2 では、大学評価や IR
（Institutional Research）に関する様々なテーマについて活発な議論があった。米国 IR
に関するコンテンツ（大学評価に活かす米国 IR の知見）もあり、そこでは、米国における
IR 人材育成プログラム等でよく読まれている文献を参考に、それらが示す知見の日本への
適用可能性が話し合われた。その中で取り上げられた文献の一つが Volkwein（1999）で
ある。
Volkwein によると、IR には情報精通者（Information Authority）、政策分析者（Policy
Analyst）、スピンドクター（Spin Doctor）、研究者（Scholar and Researcher）としての
４つの役割や機能がある。各々についての詳細は、柳浦（2009）や浅野（2015）を参照さ
れたい。これらの役割は、若干のオーバーラップはあるものの、IR の一般的な業務内容を
適切に表していると思われるが、「スピンドクターとしての IR」については若干疑問の余
地がある。
スピンドクターとは、情報を操作し、自陣に有利となるように世論等を導く専門家
（Merriam-Webster, 2011）のことで、政治やパブリック・リレーションズ（PR）の分野
で良く使われている用語である。このことから、大学におけるスピンドクターとは、学内
外に対し、
「大学の良いイメージ」を作り上げることを業務としている人達、と捉えること
ができるだろう。
では、実際に米国の IR はそのような役割を担っているのだろうか。少なくとも、筆者が
勤務しているミネソタ州立大学機構（以下「MnSCU」という）ベミジ州立大学（以下「BSU」
という）およびノースウェスト技術短期大学（以下「NTC」という）において、それらは
IR 室ではなく広報室（Office of Communications & Marketing 3 ）の管轄である。
そのため、本稿では、BSU/NTC の広報室による「学生の入学・履修状況（エンロール
メント）に関するニュースリリース」を取り上げる。IR 室がまとめたエンロールメントに
1
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ミネソタ州立大学機構 ベミジ州立大学・ノースウェスト技術短期大学 IR/IE 室 副室長
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関するデータを、彼らがどう取捨選択し学内外に情報発信したのか、その事例を紹介しな
がら「スピンドクターとしての IR」および IR の役割について、考察を試みたい。
２．BSU 30 th Day Enrollment Report
IR 室では、エンロールメントに関する詳細なレポート 4 を、学期ごとに２回作成してい
る。授業開始日から数えて 10 授業日目と 30 授業日目をデータの基準日としているが、中
でも 30 授業日のデータを基にしたレポート（以下「30 th Day Enrollment Report」とい
う）は、学内において「ほぼ公式」な物として扱われている。MnSCU の公式なデータ基
準日は学期終了 45 日後であるが、その日を待っている余裕は我々にはない。なぜなら、学
生の動向を早めに把握し、次学期もしくは次年度に向けて、速やかに改善プランを策定す
る必要があるからである。
IR 室は、2015 年秋学期（学期開始日：８月 24 日）の「BSU 30 th Day Enrollment Report」
を 10 月８日付で発表し、電子メール 5 で学内の主要関係者 6 （約 40 名）に配布した。表の
みで構成されている 4 ページのレポートのため、以下のエグゼクティブサマリー7
（Executive Summary：重要なポイントをまとめた要約のこと）をメールの冒頭に付記し
た（表１）。なお、今回のレポートは、前年同学期（2014 年秋学期）における 30 授業日の
データと比較している。
表１ BSU Fall 2015 30 th Day Enrollment Report ―Executive Summary―
1. 総売上単位数は前年度（2014 年秋学期）と比べてほとんど変化なし
2. 総学生数は 107 名増の 5,013 名
3. その要因は大学院生とパートタイム
4. 通学制

b

a

の大学生が増えたことによる

の学生数が減っている

5. 通学制の新入生（741 名）と通学制の新転入生（262 名）の数が減っている
6. 通信制
a

c

の新転入生数が増えている

履 修 登 録 単 位 数 が 12 単 位 よ り 少 な い 大 学 生（ 12 単 位 以 上 は フ ル タ イ ム 大 学 生 ）

b

BSU の キ ャ ン パ ス に 通 っ て 授 業 を 受 け て い る 学 生 の こ と

c

インターネットを通じて授業を受けている学生のこと

総学生数は前年同学期と比べて 2.2％増加した。その理由は、大学院生（31.1%増）とパ
ートタイムの大学生（11.4%増）が増えたことにある。しかし、BSU 全学生の７割を占め
るフルタイムの大学生が 2.7%減ったために、総売上単位数にはほとんど変化がなかった
（実際は 0.4%減）。米国大学の授業料は基本的に履修登録単位数で決まる。つまり、総学
生数の増加が授業料収入の増加に結びつかなかったのである。

4
5
6
7

簡易なレポートは週ごとに（時期によっては毎日）作成している。
BSU/NTC では、学内レポートの印刷物での配布は、コスト面から推奨されていない。
学長、副学長、学部長、学科長、室長など。
IR 室では、学内レポートのほとんどにエグゼクティブサマリーを付している。
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さらに深刻な問題点として、通学制の学生（BSU のキャンパスで授業を受けている学生、
On-Campus Students）数の減少 8（5.0%減）が挙げられる。一般的に、通学制の学生はフ
ルタイムで学位取得を目的としているので、それらの減少は、総売上単位数に影響を及ぼ
すだけではなく、将来的に卒業生が減っていく可能性を示唆する。以上のことから、この
レポートをまとめたとき、IR 室は今後の大学経営に危機感を抱いた。
３．広報室による情報発信
BSU/NTC の広報室には、マスコミ対応を含む学外向け広報と、学内向け広報の２つの
役割がある。大学に関する情報を、Web もしくは印刷媒体（例えば、BSU Magazine 9 ）を
通して学内外に発信するのが広報室の主要業務である。他、大学イベント（例えば、大学
説明会）の企画運営も行っている。
IR 室が「BSU 30 th Day Enrollment Report」を作成した翌日（2015 年 10 月９日）、広
報室は「Fall Enrollment at Bemidji State University Up More Than Two Percent to
5,013」というタイトルで、ニュースリリース 10 を発表した。2015 年秋学期の総学生数が、
前年度より２%増えた 5,013 名であったことを前面に押し出している。表２にその要点を
まとめる。
表２ ニュースリリースの要点
1. 総学生数は 107 名増の 5,013 名（2.2%増）
2. 大学生及び大学院生の数がそれぞれ増えた
3. 特に大学院生の増加は顕著であり、2011 年以来最大
4. 通信制の学生数が増え続けている（2009 年秋学期と比べて 73%増）

表１と表２を比較してみると、このニュースリリースには「学生数が減った」等のネガ
ティブな意味合いを持つ表現が使われていないことが分かる。IR 室が指摘した、今後の大
学経営における問題点（例えば、表１の５番）等は、ここでは一切触れられていない。
表２の４番を見ると、IR 室のレポートでは、「通学制の学生数が減っている（表１の４
番）」としているところを、広報室は上手く「スピン」させて「通信制学生数が増え続けて
いる」としている。結果、間接的ではあるが、順調な大学経営を思わせ、
「大学の良いイメ
ージ」の構築に貢献していると言えるだろう。少なくともこの記事を読み、IR 室が抱いた
ような危機感を抱く人は多くないと思われる。
BSU/NTC では、IR 室ではなく広報室がスピンドクターとしての機能を果たしている。
ここで強調しておきたいのは、彼らの発表は全て IR 室が提供した事実（情報）に基づいて
いるということである。前段落で挙げた例で言えば、学生数にあまり変化がなく、通学制
の学生が減っているのであれば、その対である通信制の学生が増えているということは、

8

その理由は、通学制の新入生（7.3%減）と通学制の新転入生（5.4%減）が減ったことによる。
http://www.bemidjistate.edu/news/publications/bsu-magazine/
10 http://www.bemidjistate.edu/news/2015/10/09/2015-fall-enrollment/
9
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正しいデータの解釈だと言える。彼らは広報の専門家として、
「大学の良いイメージ」を提
供できるようなデータを選択し、事象を解釈して情報発信を行っている、という点に留意
して欲しい。
こ こ で は 深 く 扱 わ な い が 、 NTC に お い て も 同 様 の こ と が 行 わ れ て い る 。 IR 室 に よ る
「NTC Fall 2015 30 th Day Enrollment Report 11 」のデータを基に広報室が発表したニュ
ースリリース 12「Enrollment at Northwest Technical College up more than two percent」
では、学生数が増えたことのみを取り上げ、実際の総売上単位数が前年度比 2.5%減であっ
たことには触れていない。
４．まとめと考察
本稿では、IR 室と広報室における情報発信の実例を挙げ、BSU/NTC においてスピンド
クターの役割を担っているのは広報室であると述べた。筆者は、2015 年 11 月にミネソタ
州ブルーミントンで開催された米国 IR 協会（AIR）の地方支部である AIRUM の年次大
会に参加した。そこに集まった IR 関係者に、本稿で述べた「スピンドクターとしての IR」
について尋ねてみたところ、他大学においても、BSU/NTC と同じくそれらは広報室が担
当しているとのことだった。このことからも、現在の米国 IR には、スピンドクターとして
の中心的な役割は存在しない可能性が高いと思われる。
IR 室と広報室では、同じデータであっても使用目的が異なるため、発信する情報に違い
がある。以下、日米問わずよく使われている「コップの水をどう見るか 13 」の例を用い、そ
れぞれの違いについて簡単にまとめたい。
「コップに水が半分入っていた」
この事象を説明するには、
「半分しか水が入っていない」と「半分も水が入っている」の
二通りの表現が考えられる。スピンドクターとして肯定的なイメージを提供するのが業務
であれば、「半分も水が入っていた」と解釈し、情報発信するだろう。では、IR はこの事
象をどのようにレポートすべきだろうか。
結論から言うと、IR はどちらの表現も使うべきではない。我々に求められているのは事
実の提供であり、解釈は受け手に任せるべきではなかろうか。つまり、IR が報告すべきこ
とはコップの容量と、その中に入っていた正確な水の量である。
IR の役割は、大学経営における問題点を早期に発見し警鐘を鳴らすことであり、発信す
る情報を選択（または事象を都合良く解釈）し、
「大学の良いイメージ」を構築することで
はないと考える。客観的に事象を捉え、意思決定を支援するデータを迅速かつ的確に提供
することこそが、IR に与えられた責務であろう。時と場合によって、データや解釈を使い

http://www.ntcmn.edu/about/institutional_research/
http://blogs.ntcmn.edu/news/2015/10/09/2015-30th-day-enrollment/
13 この「コップの水をどう見るか」についての例は、Volkwein（1999）
、柳浦（2009）、浅野
（2015）においても取り上げられている。
11
12

6

藤原 宏司「「スピンドクターとしての IR」に関する一考察」

分けるのは、大学経営陣を混乱させるだけではなく、IR に対する信頼を低下させる恐れが
ある。これらは、日本の IR にも当てはまるのではなかろうか。
謝辞
査読者の方々には、貴重なご示唆をいただきました。深く感謝申し上げます。また、編
集委員会の皆様には校正をしていただきました。重ねてお礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。
引用文献
浅野茂（2015）
「IR の４つの顔（または立ち振る舞い）」大学評価担当者集会 2015 全体会
講演資料.
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/2015/acc2015/conference/h270827_asano_4faces.pdf
柳浦猛（2009）「アメリカの Institutional Research：IR とはなにか？」
http://www.postsecondaryanalytics.com/whatisir/
Spin Doctor. (2011). In Merriam-Webster.com.
http://www.merriam-webster.com/dictionary/spin%20doctor
Volkwein, J. F. (1999). The Four Faces of Institutional Research. New Directions for

Institutional Research, 1999 (104), 9–19.
＊オンライン文献および脚注にある URL の最終閲覧日は全て 2016 年１月４日である。
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学業を中断する学生の予測モデル構築について
藤原 宏司 1
概要：米国の IR 室では、在籍継続率や修了率等の分析を行っていることが広く知られている
ものの、具体的な分析内容を取り上げている日本語文献は多くないと思われる。そこで本稿で
は、小規模短期大学における「学業を中断するおそれがある学生」を判別予測したデータマイ
ニングモデルの構築プロセスを紹介することとした。
キーワード：IR（Institutional Research）、米国 IR、データマイニング、予測モデル（Predictive
Model）、学業継続・修了率（Persistence and Completion Rate）

１．はじめに
大学評価コンソーシアムでは、様々な勉強会や研修会を通じ、国内における大学評価や
IR（Institutional Research）活動の事例収集だけでなく、米国 IR の理念や体系等につい
ても紹介をし、議論を深めてきた。しかし、紹介されている事例は主に一般的な言及にと
どまり、具体例は未だ少ないと思われる。例を挙げると、米国の IR 室が行っている数量デ
ー タ の 分 析 事 例 と し て 、 入 学 者 数 の 予 測 （ Enrollment Forecasting ） や 在 籍 継 続 率
（Retention Rate）の分析等が紹介（例えば、嶌田ほか, 2015）されているが、詳しい内
容や手法については触れられていない。
そこで本稿では、在籍継続率関連の分析例として、
「学業中断のおそれがある学生」を判
別予測するデータマイニングモデル（以下「予測モデル」または「モデル」という）につ
いて述べる。まず、ある学生が表１に示す３条件を全て満たす時、「学業を中断している」
とし、それ以外を「学業を中断していない」と定義する。
表１. 学業中断に関する定義
以下の条件を「全て」満たす時、その学生が「学業を中断している」と定義する
1.

自大学（入学した大学）に在籍していない

2.

他大学（転学先の大学）においても在籍していない

3.

（自他大学問わず） 学科プログラムを修了していない

米国の大学には、在学できる年限に上限がない。日本の大学と異なり、学業中断後の再
開可能性があるため、表１のように定義した。これを在学年限に上限がある日本の文脈に
即して考えると、「学業中断」は「中途退学」に近いのではなかろうか。
ミネソタ州立大学機構（以下「MnSCU」という）ノースウェスト技術短期大学（以下
「NTC」という）は、学生数 1,200 名前後の小規模短期大学である。NTC は、同じく MnSCU
1

ミネソタ州立大学機構 ベミジ州立大学・ノースウェスト技術短期大学 IR/IE 室 副室長
メール：kfujiwara@bemidjistate.edu
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に属しているベミジ州立大学（以下「BSU」という）と経営陣や主要なオフィスを共有し
ている。IR/IE 室（Office of Institutional Research and Effectiveness、以下「IR 室」と
いう）も、その共有されているオフィスの一つで、BSU および NTC における IR 業務に
責任を持つ。
NTC では、学業継続・修了率（Persistence and Completion Rate）の改善を目的とし
たパイロットプロジェクトを、2013 年度に実施した。MnSCU における 2013 年度は、2012
年夏学期（５月中旬から８月上旬）、2012 年秋学期（８月下旬から 12 月中旬）、2013 年春
学期（１月上旬から５月上旬）からなる。学業継続・修了率とは、在籍継続率と修了率
（Completion Rate）を統合した指標のことで、これについては第２章で詳しく述べる。
図１にパイロットプロジェクトの概要をまとめる。

NTC学生

予測モデル

予測結果

介入プログラム

（2012年秋学期）

（2013年1月上旬）

（学業中断のおそれ）

（2013年2月）

翌年秋学期において、
対象となる学生に学
業を中断するおそれ
があるか（あり・な
し）を予測

・カウンセリング
・個別学習指導
・グループワーク等

あり

あり

アウトカム

なし

・在籍継続率の改善
・修了率の改善
・学業継続・修了率
の改善
・学生の安定的確保

なし

実施担当：BSU/NTC IR室

実施担当：NTC学生部

図１. パイロットプロジェクトの概要（初期計画）

まず IR 室が構築した予測モデルを、2012 年秋学期の学生に対して 2013 年 1 月上旬に
適用し、翌年秋学期（2013 年秋学期）開始時点での学業中断のおそれ（あり・なし）を判
別予測した。その後、「学業中断のおそれがある」と判定された学生に対して、NTC 学生
部（Student Services Division、以下「学生部」という）が、2013 年春学期（2013 年 1 月
中旬）にコンタクトを取り、カウンセリング、個別学習指導、グループワーク等からなる
介入プログラムへ招待した。学業を中断する学生を減らし、学業継続・修了率の改善およ
び学生の安定的確保を意図したプロジェクトであったが、残念ながら期待していた効果（ア
ウトカム）を得ることはできなかった。その理由は後述する。
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本稿では、上記パイロットプロジェクトにおいて、筆者が担当した予測モデルを構築・
選択・適用したプロセスを紹介したい 2 。なお、学生部が実施した介入プログラムの詳細は、
IR 室が直接関与していないため、割愛する。
２．学業継続・修了率（Persistence and Completion Rate）とは
MnSCU では、学業継続・修了率と呼ばれる指標を用いて、MnSCU に属している７つ
の大学と 24 の短期大学における学生の在籍継続状況や学位取得状況の把握および比較分
析を行っている。指標算出時に測定の対象となる学生群（cohort）は、IPEDS 3 が定める在
籍継続率や修了率を求める際の定義に従い、学位取得を目的として秋学期 4 に入学したフル
タイム新入生（12 単位以上履修登録している新入生）である。以下、これら学生を「IPEDS
新入生」と呼び、測定学期における IPEDS 新入生の学業継続・修了率を、式（１）のよう
に定義する。

学業継続・修了率

在籍継続学生数＋転学継続学生数＋修了学生数
IPEDS 新入生数

（１）

式（１）にある「在籍継続学生」とは、入学した大学（自大学）に継続在籍している学
生を指し、これを基に計算される指標が在籍継続率である。式（２）に４年制大学におけ
る在籍継続率の計算式 5 を示す。「転学継続学生」とは、他大学へ転学し、そこで学業を継
続している学生を意味する。最後の「修了学生」とは、自他大学問わず、何らかの学科プ
ログラムを修了した学生のことである。

在籍継続率

在籍継続学生数
IPEDS 新入生数

（２）

他 大 学 へ 転 学 し た 学 生 の 在 籍 お よ び 学 科 プ ロ グ ラ ム の 修 了 状 況 は 、 National Student
Clearinghouse 6 の学生追跡データベースを利用し確認している。学生データは社会保障番
号（Social Security Number）にひも付けされているため、このような追跡が可能である
が、それら学生の情報がリアルタイムに公表されない（例えば、2011 年 IPEDS 新入生の
他大学における 2012 年の在籍情報等は、2013 年まで分からない）という問題もある。
在籍継続率は、学生の自大学における学業の継続状況を示す指標であるが、学業継続・
修了率は、測定時点での学生の所属大学を考慮しない。
「学業を継続している」もしくは「学
科プログラムを修了している」状態にある限り、どの大学に在籍していようとも（自大学

本稿は、2013 年 5 月にカリフォルニア州ロングビーチで開催された米国 IR 協会（AIR）の年次大会
において、BSU/NTC の IR 室長である Douglas Olney 博士と共同発表（Fujiwara and Olney, 2013）
した内容の一部を再構成したものである。
3 Integrates Postsecondary Education Data Systems の略。
（http://nces.ed.gov/ipeds/）
4 その数ヶ月前に始まる夏学期に入学し、翌学期となる秋学期に継続在籍している学生も含む。
5 https://nces.ed.gov/ipeds/glossary/index.asp?id=772
6 http://www.studentclearinghouse.org/
2
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は）その学生に対し何らかの貢献ができたとする考え方で、米国の短期大学では在籍継続
率よりも学業継続・修了率が使われている。
米国の短期大学は、高等教育への門戸を広げることが、そのミッションの一つとされて
おり、入学基準も４年制大学に比べるとかなり緩い。例えば NTC では、高校を卒業して
いる、もしくは GED 7 と呼ばれる高等学校卒業程度認定試験に合格した出願者の入学は、
無 条 件 で 許 可 さ れ る 。 こ の よ う な 入 学 形 式 を 、「 オ ー プ ン ・ エ ン ロ ー ル メ ン ト （ Open
Enrollment）」という。加えて、授業料が 4 年制大学に比べてかなり安く設定されている
ため、まずは短期大学で一般教養などの基本的かつ共通の単位を取得後、卒業を待たずに
４年制大学へトランスファー（単位読み替え）をし、学費を節約するという学生も少なく
ない。このような理由から、あらかじめ他大学への転出を目的として入学する学生への貢
献度をより公平に評価するために、学業継続・修了率が広く使われているのではなかろう
か。
ここで表１を見ると、式（１）は式（３）のように書き換えることができる。学業継続・
修了率の改善は、学業を中断する学生を減らすことと同義である。

学業を中断していない学生数

学業継続・修了率

IPEDS 新入生数

（３）

学生が学業を中断していない状態を、学生にとっての「成功」と捉え、学業継続・修了
率を「学生成功率（Student Success Rate）」と呼ぶ大学もある。
３．パイロットプロジェクトの背景
NTC において実際のプロジェクトがスタートしたのは、2012 年の春学期（2012 年度 8 ）
であ る 。 2010 年 の 「 IPEDS 新 入 生を 対 象と した 翌 年秋 学期 に おけ る学 業 継続 ・修 了 率
（SFPCR 9 ）」は 51％であり、2009 年の SFPCR（67%）と比べ急激に値が悪化した。加え
て、MnSCU に属する他短期大学の平均 SFPCR が常に 65％から 70％の間にあったこと
から、早急な改善策の構築が求められていた。
図２は、総授業料収入に直結する FYE 10（フルタイム換算学生数、全学生の履修登録単
位数の合計を 30 で割った値）の過去８年間の推移を示したものである。2011 年度の FYE
が 918 であったのに対し、2012 年度の FYE は、前年度比約８％減の 848 まで落ち込んで
いる。この FYE の減少傾向は 2012 年度以降も続くことが財務部（Office of Finance and
Administration）と IR 室の両方から予測されていた。
総授業料収入と FYE の関係は式（４）のようになる。
総授業料収入

FYE

30

（１単位あたりの授業料）

General Educational Development の略。（https://ged.com/）
MnSCU における 2012 年度は、2011 年夏学期、2011 年秋学期、2012 年春学期からなる。
9 Second Fall （翌年秋学期）Persistence and Completion Rate の略。
10 Full-Year Equivalent の略。FYE に関しての詳細は、藤原（2015）を参照されたい。
7
8

11

（４）
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式（４）は、１単位あたりの授業料を値上げしない限り、FYE が減ると総授業料収入も
減っていくことを示している。しかし、授業料の設定は州の許可（正式には州知事に任命
された理事からなる MnSCU の理事会）が必要であり、さらに当時は、MnSCU に属する
全ての大学および短期大学は、翌年度（2013 年度）から授業料の値上げが禁止 11（Tuition
Freeze）されることが決定していた。つまり、授業料収入確保のため、新規学生の獲得も
さることながら、これまで以上に学業継続・修了率（特に在籍継続率）の改善が必要とさ
れたのである。

Summer FYE
943
870

Spring FYE

918
848

831

783
420

407

Fall FYE

724
397
375

372

429

409

390

372

74

87

94

111

2008

2009

2010

2011

374

347

310

679

314

346

331

98

89

83

62

2012

2013

2014

2015

303

年度

図２. NTC におけるフルタイム換算学生数（FYE）の推移

大学運営費に占める州からの補助金の割合が縮小される、という問題もあった。米国で
は、公的機関の赤字決算が許されていない（Balanced Budget Amendment）。この場合、
経営陣は授業料収入の不足を補うため、教職員ポストの削減等を余儀なくされる。実際、
NTC では幾つかのポストの削減や欠員補充人事の凍結によりこの事態に対応したが、結果
として、学生サポートの機能が低下することとなった。
学業を中断する学生を減らすためには、学生一人ひとりに対し、きめ細かいサポートを
行うことが理想である。しかしながら、NTC には専任の学生アドバイザーがおらず、その
実行は困難であった。この状況下では、在籍継続率関連の研究等でよく見られる、学業を
中断した学生と中断していない学生の比較分析は、有効ではないと考えられた。例えば
NTC では、男子学生は女子学生と比べて、学業中断のおそれ（リスク）が高いという分析
結果が出ている。しかし、これだけでは実践的な予防策を講じることは難しい。男子学生

MnSCU の４年制大学は、2013 年度から 2015 年度まで授業料の値上げを禁止されていた。BSU は
2016 年度に授業料を値上げしたが、NTC を含む MnSCU の短期大学は現在（2016 年度）も授業料の
値上げを禁止されているだけでなく、2017 年度からは授業料の値下げを求められている。

11
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全員を介入プログラムに招待することは物理的に不可能であるし、当然ながら女子学生に
もリスクのある学生が存在するからである。
上記の理由から IR 室に求められたのは、
「過去」に学業を中断した学生の特徴分析では
なく、
「今後」学業を中断するおそれのある学生を、事前に特定（予測モデルの構築）する
ことであった。予測モデルにより「学業中断のおそれがある」と判定された学生を重点的
にケアし、学生の安定的確保および MnSCU の指標である学業継続・修了率の改善を試み
たのである。
４．予測モデルの構築プロセス
「学業中断のおそれがある」学生を高い精度で予測するため、複数の候補となるモデル
を考慮し、その中から最適なモデルを選択した。
４．１．対象となる学生
NTC における 2008 年から 2010 年までの IPEDS 新入生（415 名）と、学位取得を目的
として転入したフルタイム新転入生のうち、他大学における取得単位数が７単位未満（科
目数に換算すると２科目以下）の学生である「未熟 12 新転入生」（207 名）を、MnSCU が
運用している大規模統合型データベース（ISRS 13 ）から特定し、そのデータを抽出して分
析の対象とした。
NTC の新転入生は２つのグループに分類できる。他大学にて十分な単位を取得している
学生と、他大学での在籍期間が１学期程度、かつ取得単位数が数単位にとどまる学生であ
る。後者のほとんどは、大学生としての経験が十分にあるとはいえず、新入生として見做
してもよいのではないか、という学生部からの提案で、上記条件を満たす新転入生も分析
の対象に含めることにし、
「未熟新転入生」と定義した。なお、この７単位未満という基準
設定も学生部の意見に従ったものである。
表２に、入学年ごとにまとめた入学区分別（IPEDS 新入生・未熟新転入生）の学生数と、
翌年秋学期における学業継続・修了率（SFPCR）を示す。
表２. 入学区分別の学生数と翌年秋学期における学業継続・修了率（SFPCR）
学生数

a

12
13

秋学期

IPEDS

2008 年

112

2009 年

a

a

IPEDS

49

161

59%

76%

64%

163

90

253

67%

56%

63%

2010 年

140

68

208

51%

78%

60%

合計

415

207

622

60%

68%

62%

b

未熟新転入生

Underprepared という意味で「未熟」という言葉を用いた。
ISRS に関しての詳細は、藤原・大野（2015）を参照されたい。

13

新転入生

b

合計

IPEDS 新 入 生 ;

新転入生

SFPCR
b

合計
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前述したように、2011 年秋学期の学生は、それら学生のうち他大学へ転学した学生の
2012 年における在籍状況等が、2013 年まで入手できないことから除外した。また、NTC
では 2007 年に大学運営体制の大幅な変更 14 があったため、それ以前の学生も対象外とし
ている。
NTC は小規模短期大学であり、単年度のデータのみではサンプル数がどうしても不足す
る。予測モデル構築に必要なサンプル数を確保するため、今回は複数年度のデータを結合
した。
４．２．変数
パイロットプロジェクトに用いた目的変数（予測したい変数）および予測変数（予測に
用いる変数）を表３にまとめた。予測変数の選定は、Crisp and Mina（2012）等を参考に
学生部と協議して行った。
表３. 予測モデル構築に用いた変数
目的変数（予測したい変数）

取り得る値（データ型）

1. 翌年秋学期における学業中断の結果

学業中断した／していない（２値型）

予測変数（予測に用いる変数）

取り得る値（データ型）

2. 入学区分

IPEDS 新入生／未熟新転入生（２値型）

3. 年齢

自然数（数値型）

4. 性別

男性／女性（２値型）

5. 入学時の学力

基準以上／それ以外（２値型）

6. マイノリティ（Minority Status）

マイノリティ／それ以外（２値型）

7. 履修登録のタイミング

基準日以前／それ以外（２値型）

8. 履修登録単位数

12 以上の自然数（数値型）

9. 単位取得率（取得単位÷履修登録単位数） ０から１の間の実数（実数型）
10. GPA（Grade Point Average）

０から４の間の実数（実数型）

表３に示す変数のうち、１番から４番および８番から 10 番までは自明、もしくは前述
したので省略し、それ以外の変数（５番から７番）について補足的な説明を加える。
入学時の学力
NTC は、オープン・エンロールメントな短期大学のため、新入生の学力にばらつきがあ
る。そのため、新入生には ACCUPLACER 15 と呼ばれる読解（Reading）、記述（Writing）、
数学（Mathematics）の３分野からなるテストを受けてもらい、入学時の学力を測ってい
る。各分野ごとに基準点が設定されており、全ての分野で基準点を満たしている学生を（入
学時の学力が）「基準以上」と定義した。

14
15

2007 年に、ある大規模短期大学が５つに分割された。その中の一つが NTC である。
https://accuplacer.collegeboard.org/
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マイノリティ（Minority Status）
以下に示す３条件のいずれかに該当する学生を、
「マイノリティ 16 」と定義した。NTC で
は、
「マイノリティ」に属する学生の学業継続・修了率が「それ以外」の学生と比べて明ら
かに低いことから、この変数を加えた。
① ペル給付奨学金の受給資格（低所得者層出身）がある。
② 大学第一世代である（両親が大学進学をしていない）。
③ 白人以外の人種である。
履修登録のタイミング
基準日を８月１日（秋学期開始日の約４週間前）と設定し、入学学期における履修登録
日が基準日以前であった学生を（履修登録のタイミングが）
「基準日以前」と定義した。基
準日の設定については、IR 室が行った先行研究（履修登録のタイミングと学業継続・修了
率の関連性を調べた研究）の結果を用いた。NTC では、翌年秋学期開始時点での学業継続・
修了率が、基準日以前の学生では 68%に対し、基準日後では 49%まで大幅に下る。このこ
とから、履修登録時期が学期開始直前（基準日後）であった学生 17 は、
「学業中断のおそれ
がある」と考えられていた。
４．３．予測モデルの候補
パイロットプロジェクトに用いる予測モデルの候補として、知名度が高いと思われる 10
個のデータマイニングモデル（表４）を考慮した。構築には、フリーの統計解析ソフトで
ある「R 18 」を使用した。本稿では紙幅の関係上、各予測モデルの詳細には言及しないが、
これらは計算アルゴリズム（方法）が異なるものの、図３が示すように、投入された学生
データを計算し、２値の結果（学業中断のおそれあり・おそれなし）を判別予測する点に
おいて、機能は同じであると考えられる。ただし、計算方法が異なるため、同じ学生でも
モデルによっては判別結果が異なる可能性もある。
表４. 予測モデルの候補

16
17
18



決定木



バギング



ナイーブベイズ分類器



ブースティング



k 近傍法



ランダムフォレスト



ニューラルネットワーク



ロジスティック回帰分析



サポートベクターマシン



プロビット回帰分析

このような学生を Underrepresented Student と呼ぶ大学もある。
このような学生は Late Registrant と呼ばれている。
https://www.r-project.org/
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学生データ
•
•
•
•
•

性別
年齢
単位取得率
GPA 等

予測モデル

表３における２～10の
データを予測モデルに
投入

• 決定木
• ナイーブベイズ
• ニューラルネット
ワーク 等
•
•

翌年秋学期における学業中
断のおそれを予測

予測結果

モデル毎に予測結果が異な
る可能性あり

おそれあり
vs.
おそれなし

図３. モデルによる予測のプロセス

表４に挙げられた予測モデル候補のうち、決定木を用いた分析結果を図４に示す。

単位取得率 ≥ 64.5%
No

Yes
GPA ≥ 2.03

単位取得率 ≥ 39.2%
No

Yes

おそれあり

No
おそれあり

Yes
おそれなし

GPA ≥ 2.54
No

Yes

おそれあり

おそれなし

決定木による学業中断のおそれがある学生の予測
以下の３条件の一つを満たす学生は、翌年秋学期
において学業中断のおそれがある。
条件（決定ルール）：
1. 単位取得率 < 39.2%
2. 単位取得率 ≥ 39.2% ＆ GPA < 2.54
3. 単位取得率 ≥ 64.5% ＆ GPA < 2.03

図４. 決定木による学業中断のおそれがある学生の予測

図４は、NTC の学生データ（表２に示した対象学生における表３にある２～10 のデー
タ）を投入して得た決定木である。このモデルでは、示された３条件（①単位取得率 <
39.2% ②単位取得率 ≥ 39.2% ＆ GPA < 2.54 ③単位取得率 ≥ 64.5% ＆ GPA < 2.03）の
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いずれかを満たす学生を「おそれあり」と判別し、介入プログラムに招くよう示唆してい
る。これら条件のことを「決定ルール（Decision Rules）」という。表３にある９つの予測
変数のうち、学業中断のおそれがある学生を判別しているのは、単位取得率と GPA の２
変数（入学学期の成績）のみであることに注目して欲しい。このことは、決定木にとって
他の予測変数（例えば、性別や年齢等）が、さほど重要ではない（影響力が小さい）こと
を意味する。
決定木は他の予測モデルと異なり、決定ルールを可視化することが容易であることから、
分析結果も理解しやすい。そのため、この結果を用いた学内における議論も活発なものと
なることが期待できる。何らかの事情で複数の候補となる予測モデルを用意できない場合
は、この決定木の利用を薦めたい 19 。
４．４．予測精度の比較によるモデルの検証と選択
予測精度を重視する場合、決定木以外にも複数の予測モデルをデータに当てはめ、それ
ぞれ検証を行うことが望ましい。今回は、サンプル数が 622（表２）と少ない 20 ことから、
ホールドアウト検証（図５、Holdout Method）と呼ばれる手法で各モデルの予測精度を推
定した。

オリジナルデータ
（N = 622）
２つに分割

予測モデル作成用データ
（N1 = 311）

予測モデル検証用データ
（N2 = 311）
実際の結果

予測変数

構築された予測モデル
（学業中断のおそれを予測）

性別

年齢

・・・

GPA

男

20

・・・

1.8

中断した

男

26

・・・

2.5

中断していない

女

21

・・・

1.6

中断した

・・・

3.4

学業中断の状況

・・・

予測精度の推定

19

・・・

女

・・・

（学業中断のおそれあり・なし）

・・・

・・・

予測結果

検証用データの「予
測変数」をモデルに
投入

中断していない

「予測結果」と「実際
の結果」を比較し、予
測モデルの精度を推定

図５. ホールドアウト検証による予測精度の推定

ホールドアウト検証は、オリジナルデータをランダムに分割し、予測モデルの「作成用」
データ（Training Data）と「検証用」データ（Testing Data）の２つを作成することから

19

筆者が個人的に薦める、という意味である。
十分なサンプル数（例えば、 N > 1000）がある場合は、ホールドアウト検証ではなく、交差検証
（Cross-validation、ホールドアウト検証を発展させたもの）の方が一般的に薦められている。
20
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始まる。予測モデルに重要なことは、未知のデータに対しても、ある程度の予測精度を保
つことである。そのため、この手法では、作成用データのみを利用して予測モデルを構築
し、検証用データを便宜的に未知のデータとしている。
作成用データから構築された予測モデルに検証用データの予測変数を投入し、予測結果
（学業中断のおそれあり・なし）を得る。その後、予測結果と検証用データ内にある実際
の結果（学業中断した・していない）を比較（答え合わせ）し、予測精度を推定する。
このプロセスを全ての予測モデルにて行った後、予測精度を比較するために、以下の指
標値を算出した。
判別的中率（Overall Accuracy 21 ）
学業中断のおそれ あり・なし を正しく予測された学生数

判別的中率

検証用データのサンプル数

（５）

感度（Sensitivity）
感度

「学業中断のおそれあり」と正しく予測された学生数
実際に「学業を中断した」学生数

（６）

特異度（Specificity）
特異度

「学業中断のおそれなし」と正しく予測された学生数
実際に「学業を中断していない」学生数

（７）

判別的中率は、予測モデルが的確に実際の結果を予測しているかを示す指標である。感
度は「学業を中断した」学生、そして特異度は「学業を中断していない」学生に対する判
別予測の正確性を評価している。これらの指標が全て 100%となることが望ましいが、経
験上、
「 人間」を対象とした複雑なデータのモデル化は難しく、現実的ではないと思われる。
表５に各モデルにおける予測精度の比較結果をまとめる。パイロットプロジェクトで用
いる予測モデルには、介入プログラムへ招待する学生を正しく判別することが求められて
いるため、感度と判別的中率の高いモデルが適正だと考えられる。
これらを踏まえ、今回は感度が一番高い（72%）ニューラルネットワークを採用した。
72%の感度とは、この予測モデルが約７割の精度で学業を中断するおそれのある学生を判
別できることを意味する。決して高い予測精度とは言えないものの、サンプル数が少ない
ということを考慮すれば、妥当であると言えよう。図６にニューラルネットワークのイメ
ージ図を示す。
図６と図３を比べると、ニューラルネットワークも他の予測モデルと同様、投入（入力
層）された学生データを基に学業中断のおそれ（あり・なし）を判別（出力層）している
ことが分かる。ただし決定木（図４）と異なり、ニューラルネットワークは決定ルールを
容易に可視化することはできない。入力層と出力層の間にある中間層は「隠れ層（Hidden

21

Overall Classification Rate とも呼ばれる。
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Layer）」とも呼ばれており、ここで作成される決定ルールの言語化が困難であることから、
ニューラルネットワークは「ブラックボックス」に例えられることがある。
表５. 各予測モデルにおける予測精度指標の比較
予測モデル

判別的中率（%）

感度（%）

特異度（%）

決定木

81%

68%

89%

ナイーブベイズ分類器

82%

69%

90%

k 近傍法

82%

69%

90%

ニューラルネットワーク

81%

72%

87%

サポートベクターマシン

83%

65%

93%

バギング

82%

70%

90%

ブースティング

79%

64%

88%

ランダムフォレスト

83%

65%

93%

ロジスティック回帰分析

82%

68%

90%

プロビット回帰分析

82%

66%

91%

入学区
分

性別

おそれあり

年齢
おそれなし

GPA

中間層

入力層（学生データ）

出力層（予測結果）

図６. ニューラルネットワークのイメージ

５．予測モデルの適用結果
2013 年１月上旬、前章で構築したニューラルネットワークを、2012 年秋学期の IPEDS
新入生（80 名）および未熟新転入生（68 名）の計 148 名に適用し、翌年秋学期開始時点
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での学業中断のおそれ（あり・なし）を予測した。予測結果と 2013 年秋学期における実
際の結果（学業中断している・していない）を比較し、表６にまとめる。
表６. ニューラルネットワークによる予測と実際の結果比較（クロス集計）
予測結果（学業中断

実際の結果（2013 年秋学期における学業中断の状態）

のおそれ）

中断している

中断していない

合計

おそれあり

42

13

55

おそれなし

17

76

93

合計

59

89

148

これら学生の 2013 年秋学期における学業継続・修了率は 60%であり、例年と比べさほ
ど変化はなかった。式（５）から（７）で定義した、予測精度の指標値は判別的中率（80%）、
感度（71%）および特異度（85%）となり、表５にあるニューラルネットワークの値に近
いものとなった。ただし、今回は「学業中断のおそれあり」と判定された学生に対し、介
入プログラムへ招待等の働きかけを人為的に行っているため、予測精度の検討（これら３
つの指標の解釈）には注意が必要である。
６．パイロットプロジェクトの結果と今後の課題
学業中断のおそれがあると判定された学生（55 名）に対し、翌学期となる 2013 年春学
期（2013 年１月中旬）に、学生部がコンタクトを試みた。介入プログラムへ招待すること
を目的としていたが、ここで予期せぬ事態がおきた。半数以上の 29 名が既に在籍してお
らず、連絡を取ることができなかったのである。
コンタクトを取ることができた学生の大半も、学業中断を決断しており、結果として介
入プログラムへ参加した学生は 14 名（プログラム参加率は約 25%）にとどまった。なお、
プログラム参加者のうち８名が、2013 年秋学期において学業を中断していない状態にあ
った。
学生部および IR 室では、新入生が「学業を中断する」決断時期を、春学期（入学学期の
翌学期）の中盤以降と考えていた。しかし、改めて行った学生への聞き取り調査の結果、
実際は秋学期（入学学期）の中盤までに、そのような決断をしているらしいことが分かっ
た。加えて、下された決断を覆すことは非常に困難であることも明らかとなった。
つまり、学業継続・修了率を改善するためには、学生が学業中断の決断を下す前に介入
プログラムを始動する必要がある。このことから、図１に示したパイロットプロジェクト
のスケジュールを全体的に繰り上げ、
「学業中断のおそれがある学生」を、秋学期開始直後
（理想は秋学期開始前）に検出すべきである、という結論に達した。
表３にある予測変数のうち、単位取得率と GPA は、秋学期が終了するまで確定しない
ため、これら２つの変数（入学学期の成績）を除外し、各予測モデルを再構築した。しか
し、それらモデルの予測精度は期待を遥かに下回るものであった。決定木分析の結果（図
４）が示すように、入学学期の成績は予測モデルにとって大変重要な変数であり、その変
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数を欠くモデルでは、
「学業中断のおそれがある学生」の判別予測が困難であることが示唆
された。
パイロットプロジェクトの大幅な見直しが必要となった。結果、ベイジアンネットワー
クと呼ばれる変数間の因果関係を探索的に視覚化する手法を用いて、介入プログラムへ招
待する学生を 2013 年の夏に抽出した（Fujiwara and Olney, 2014）が、これについては
別稿で述べたい。
７．まとめとして
本稿では、米国の IR 室で行われている具体的な分析事例を紹介することに主眼を置き、
NTC が実施したパイロットプロジェクトにて、筆者が担当した「学業を中断するおそれが
ある学生」を判別予測するデータマイニングモデルの構築プロセスについて述べた。そし
て、これらの分析手法は、日本の大学においても十分に実践可能だと思われる。
例えば嶌田（2015）は、
「留年してしまう学生の効率的・効果的な検出方法」として、学
生の GPA を連続的に点検することを提案している。その目的が、留年のおそれ（あり・な
し）という２値の結果を判別予測することから、表４に挙げた予測モデルを適用すること
ができる。GPA 以外の学生データ（例えば、性別、入試成績、高校時の成績データ等）も
考慮した上で再分析をしてみると、興味深い発見があるかもしれない。他にも応用の幅は
広いと考えられる。予測したい変数（目的変数）が２値であればよいので、中途退学者予
測（中途退学する・しない）、就職成功者予測（就職する・しない）、資格試験合格者予測
（合格する・しない）等の分析も実施可能であろう。
予測に用いるモデルは、複数の候補から選ぶことが望ましい。なぜなら、今回扱った NTC
のデータにはニューラルネットワークが適していたが、同じモデルが BSU や他大学のデ
ータを適切に説明できるとは限らないからである。しかし、何らかの理由で複数の候補と
なる予測モデルが用意できない場合は、前述のとおり、決定ルールの可視化が容易な決定
木を薦めたい。
NTC におけるパイロットプロジェクトでは、期待していた効果を得ることはできず、図
２が示すように、FYE はその後も減り続けている。結果、2014 年７月に、教員および職
員の大幅なポスト削減が行われた。当時パイロットプロジェクトに携わり、かつ現在も
NTC に在籍している職員はゼロ 22 となった。このようなプロジェクトは、大学が危機に陥
ってからではなく、余裕があるうちに行うべきであろう。対応策としてではなく、先を見
越した予防策としての実施が重要ではなかろうか。
なお、本稿で紹介した予測モデルの構築は、BSU および NTC で行われている日常的な
IR 業務から大きくかけ離れたものである。IR 業務の大半は学内外へのレポーティング（藤
原, 2013）であり、このような「ハイライト」と呼べるようなものは稀である。このこと
を再度強調して、結びとしたい。

22

筆者は、BSU の職員であり NTC の職員ではない。
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教育達成モデルに基づく退学行動の研究
～ディシジョンツリー分析による検討～
鎌田 浩史 1 ・井上 雄介 2

概要：大学生の退学行動の要因を、退学者の個人的な属性から明らかにすることを目的として、
退学行動における教育達成モデルに従い、ディシジョンツリー分析を行った。その結果、学生
の退学行動に最も影響を与える要因は休学経験であることが明らかになった。また、最も高い
退学率を示した大学生の属性は、休学経験に加え、後期試験その他の入試区分で入学し、セン
ター試験の成績が中上位層の男子学生であった。この結果から、不本意入学の学生の退学が多
いことが示唆された。
キーワード：退学、ディシジョンツリー分析、教育達成モデル

１．はじめに
退学の問題は、IR 先進国であるアメリカでは在籍率や卒業率の問題としてエンロールメ
ント・マネジメントの文脈で検討されてきた（Kroc & Hanson, 2001［翻訳：大学評価・
学位授与機構 IR 研究会, 2012］）。一方国内では、退学率が低い水準で推移しているという
こともあり、大きな関心となってこなかった（丸山, 1984; 窪内, 2009）が、2008 年から
読売新聞社の調査で全国の大学の退学率が公表されるようになり、国内でも退学問題が取
り上げられるようになってきた（たとえば、窪内, 2009; 清水, 2013、など）。
国内の大学生の退学を扱った先駆的な研究である丸山（1984）では、大学退学について、
学生の大学生活への適応問題を扱う心理学的・精神医学的アプローチと、大学の内部環境、
大学教育制度、社会構造といった広い要因と関連付ける社会心理学的・社会学的アプロー
チに２別している。丸山（1984）はとくに後者の社会心理学的・社会学的アプローチに焦
点を当ててアメリカでの研究をレビューし、退学の主要原因としていずれを強調するかに
よって、(1) 性別、能力、社会経済的背景、価値、態度といった個人の属性にあるとする教育
達成モデル、(2) 個人的属性がすべての大学で一定であると仮定し、大学の特性のみに注目す
るカレッジ・インパクト・モデル、(3) 退学は大学の社会化機能が脆弱な結果であり、大学の
社会化機能は、他の条件が一定ならば、学生の将来の職業的役割をいかに呈示するか、また
その多様性に左右されるとするチャータリング・モデル、の３モデルを示している。
教育達成モデルでは退学の主要因を学生の側に、カレッジ・インパクト・モデルやチャ
ータリング・モデルは退学の主要因を大学の側に、それぞれ求めている。しかし、同じ教
育機関に在籍しているのに退学せずに卒業する学生と途中で退学してしまう学生が存在す
るということから、筆者らは、カレッジ・インパクト・モデルやチャータリング・モデル
よりも、教育達成モデルで説明したほうがよいと考えた。
1
2

琉球大学インスティテューショナル・リサーチ推進室
琉球大学研究推進機構研究企画室 主任 URA
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そこで本研究では、教育達成モデルに基づいて、ある地方国立大学における退学者の個
人的な属性を扱い、どのような属性が個人の退学行動の要因となるのかについて、ディシ
ジョンツリー分析を用いた手法により明らかにすることを目的とする。ディシジョンツリ
ー分析はデータマイニングで用いられることの多い探索的多変量解析の手法のひとつであ
り、予測や判別のルールを構築するときに利用される分析手法である。結果が階層化され
た樹形図となって出力され、階層構造は予測力の強さを示している。分析の結果は、階層
が上にある変数、すなわち樹形図の幹に近い変数ほど、予測に強い力を持つことを表すこ
とになり、結果の解釈が容易である。本研究では、ディシジョンツリー分析の手法を用い
ることによって、退学者の個人的な属性から退学行動の要因を探索的に明らかにする。
２．分析方法
ある地方国立大学の 2011 年度入学生（ n = 1,693）を対象に、退学状況（在学者・卒業
者 / 退学者）を目的変数（判別の目的となる変数）、性別（男子学生 / 女子学生）・出身
地（県外出身者 / 県内出身者）
・入試区分（前期日程 / 後期日程 / 推薦入試 / AO 入試 / そ
の他）・センター試験合計得点・休学回数をそれぞれ説明変数（目的変数を説明する変数）
とするディシジョンツリー分析を行った。学生に関するデータは事務部署からそれぞれ収
集し、筆者らがデータの統合およびクレンジング処理を行った。分析には統計解析ソフト
ウェア R の rpart パッケージを利用し、ディシジョンツリー図の出力には partykit パッケ
ージを利用した。説明変数に連続変数（例えば、センター試験の点数）とカテゴリ変数（例
えば、性別）が混在していることから、CART 法（Breiman et al., 1984）によるディシジ
ョンツリー分析を行った。
３．結果と考察
まず、2011 年度入学生の 2015 年 5 月 1 日現在の退学者総数は 119 名で、退学率は 7.0 %
であった。ディシジョンツリー分析の結果、図１の樹形図が得られた。図１の樹形図の分
岐点や終末点をノードと呼び、図中の四角で囲まれた数字でノード番号を示した。また、
決定ルールごとの退学率を表１にまとめた。
学生が退学するかどうかについて、もっとも重要な要因は休学経験であることが示され
た（図１ノード １ ）。休学経験者の退学率（表１の３行目、53/316＝16.8％。また図１の
ノード ４ 、７ 、９ 、11、12、14、16、17 の各人数の和から）が、休学未経験者の退学率
（表１の２行目、66/1377＝4.8％。また図１のノード ２ の人数から同様に計算）よりも高
かった。退学予防のために、休学の予防措置や休学からの復学後のケアなどが必要である
と考えられる。
つぎに、図１のノード １ から右に分岐すると、性別の影響があることが示された（図１
ノード ３ ）。休学経験のある男子学生の退学率（ n = 233、22.6 %）は休学経験のある女子
学生の退学率（ n = 126, 7.9 %、図１ノード ４ ）よりも高かった。朴澤（2012）は文部科
学省『学校基本調査報告書（高等教育機関）』の集計表から中退率の試算を行い、全国的な
規模でみても男子学生のほうが女子学生よりも退学率が高いことを示しており、本研究で
示された結果に一致する。
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※ 図中の楕円はノードを、四角囲み数字はノード番号を示している。

図1. 退学行動のディシジョンツリー図

鎌田 浩史・井上 雄介「教育達成モデルに基づく退学行動の研究 ～ディシジョンツリー分析による検討～」

0回

情報誌「大学評価と IR」第５号（2016）

表 1. 決定ルールごとの退学率
n

決定ルール

退学者数

退学率

1,693

119

7.0%

1,377

66

4.8%

316

53

16.8%

ノード 3 性別 = 女性

126

10

7.9%

ノード 3 性別 = 男性

190

43

22.6%

ノード 5 入試区分 = 前期または推薦

141

25

17.7%

ノード 6 センター試験得点 >= 571

93

12

12.9%

ノード 6 センター試験得点 < 571

48

13

27.1%

ノード 8 出身地 = 県外

18

2

11.1%

ノード 8 出身地 = 県内

30

11

36.7%

21

6

28.6%

9

5

55.6%

49

18

36.7%

9

1

11.1%

40

17

42.5%

ノード 15 センター試験得点 < 647

21

5

23.8%

ノード 15 センター試験得点 >= 647

19

12

63.2%

全体
ノード 1 休学経験 = 0 回
ノード 1 休学経験 = 1 回以上

ノード 10 センター試験得点 < 537
ノード 10 センター試験得点 >= 537
ノード 5 入試区分 = 後期またはその他
ノード 13 センター試験得点 >= 737
ノード 13 センター試験得点 < 737

退学率のもっとも高いノードは図１ノード 17 であった。このノードは、休学経験のあ
る男子学生で、後期試験その他の入試区分で入学し、センター試験が 647 点以上 737 点未
満の学生（ n = 19）であり、該当学生の 63.2 %が退学している。このノードに含まれる学
生のセンター試験の成績は、当該大学では中上位層の学力の学生であり、後期日程その他
で入学しているということから、当該大学への入学を第一志望としない不本意入学の学生
であるという可能性が考えられる。
ついで退学率の高いノードは図１ノード 12 であった。休学経験のある、前期日程また
は推薦入試で入学した、センター試験が 537 点以上 571 点未満の県内出身の男子学生（ n =
9）であり、該当学生の 55.6 %が退学している。このノードに含まれる学生は、休学経験
を除いて考慮すると、県内出身で当該大学を第１志望とする成績中位層の男子学生であり、
典型的な当該大学の学生像である。ただし、n = 9 と、対象者が少ないため、いわゆる「普
通の大学生」が休学を経験し退学に至る要因については、さらなる分析が必要である。
４．まとめ
本稿では、学生の属性をディシジョンツリー分析により、教育達成モデルに基いて学生
の退学の要因を示した。その結果、退学行動に結びつく学生個人の属性のいくつかが明ら
かになった。退学行動に結びつくもっとも重要な要因は休学経験であり、休学経験のある
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学生については男子学生のほうが女子学生よりも退学率が高いことが示された。さらに、
不本意入学であると考えられる学生の退学率が高いということが示唆された。本研究では
2011 年度入学生のデータを対象に分析を行ったが、ここで示された結果が他年度入学生で
も同様の結果が示されるかどうかについては検討課題である。今後は、この分析結果を活
かし、学生の退学行動の予防策を考えていかなければならない。
引用文献
窪内 節子（2009）
「大学退学とその防止に繋がるこれからの新入生への学生相談的アプロ
ーチのあり方」，『山梨英和大学紀要』第 8 号, 9-17．
清水 一（2013）
「大学の偏差値と退学率・就職率に関する予備的分析：社会科学系学部の
ケース」，『大阪経大論集』第 6 号, 57-70．
朴澤 泰男（2012）「学校基本調査にみる中退と留年」，『IDE—現代の高等教育』第 546 号,
51-71．
丸山 文裕（1984）「大学退学に対する大学環境要因の影響力の分析」，『教育社会学研究』
第 39 号, 140-153．
Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R., and Stone, C. J. (1984). Classification and
Regression Trees. Wadsworth & Brooks.
Kroc, R and Hanson, G. R. (2001). Enrollment Management and Student Affairs.
Chapter 1 in Howard, R. D. [Ed.]. Institutional Research: Decision Support in

Higher Education. pp. 1-50. Association for Institutional Rsearch. （大学評価・学
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退学者予測における GPA と欠席率の貢献度
竹橋洋毅 1 ・藤田敦 2 ・杉本雅彦 3 ・藤本昌樹 4 ・近藤俊明 5
概要：東京未来大学インスティテューショナルリサーチセンターでは退学予測システムの構築
を進めている。本研究では GPA と欠席率による退学者予測の有用性について検討した。その
結果、退学者予測では累積 GPA の影響が大きかった。なお、欠席率が高いほど学期 GPA が悪
化し、退学リスクが高まるという間接的な影響の可能性は示唆された。GPA のみによる退学
者予測の説明率は 37.6%で、予測精度を高める上では精神健康や自制心などの心理指標が重要
であると考えられる。
キーワード：退学者予測、GPA、欠席率、予測精度

１.問題
わが国の大学を取り巻く環境の変化は、表面的には 18 歳人口の減少、学生獲得競争の
激化、定員割れ大学の増加といったことで語られているが、その影で退学者問題が深刻の
度を増している（船戸, 2007a）。日本における高等教育機関の退学率は、OECD 諸国と比
較して低い値であるものの、近年では増加傾向にあることが報告されている（姉川, 2014）。
大学進学率が 50%を超えた今日では、多様な入学意思を持つ学生が入学するため、大学に
おける修学や生活にうまく適応できない者が増加することになる（岩崎, 2015）。中途退学
を予防することは大学の研究・教育機能や経営にかかわる問題であるだけでなく、社会全
体における人材の活用という意味においても重要であろう。船戸（2007a, 2007b）は、退
学防止対策のポイントを論ずる中で、欠席の増加や成績の低下などの退学につながる兆候
をできるだけ早くつかむことの重要性を強調するとともに、データ分析に基づく対策の重
要性を指摘している。各大学が退学リスクにかかわる要因について分析することは、今後
の大学運営を考える上できわめて重要であると考えられる。
東京未来大学では、教育理念を実現するために必要な調査、分析および考察を行うこと
を目的として 2015 年 4 月にインスティテューショナルリサーチ（以下、IR）センターを
開設した。2015 年 12 月現在、センター長 1 名、センター構成員 3 名（専任教員との兼務）、
事務担当者 1 名（エンロールメント・マネジメント局（以下 EM 局）職員）という人員を
確保している。本学には、学生の総合的なサポートを目的として EM 局が設置されており、
通常の事務局機能に加え、学生の学修及び課外活動分野について支援し、教員と連携して
活力ある学生教育の展開に資するという役割を担っている。本 IR センターでは、当面の
課題のひとつとして「退学を予測しうるシステム」の構築を掲げ、本学において効果的な
アプローチについて審議・検討を重ねている。IR は機関の意思決定を支援するためのツー
1
2
3
4
5

東京未来大学
東京未来大学
東京未来大学
東京未来大学
東京未来大学

モチベーション行動科学部 講師 メール：takehashi-hiroki@tokyomirai.ac.jp
エンロールメント・マネジメント局 職員
モチベーション行動科学部 准教授
こども心理学部 准教授
こども心理学部 教授
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ルであり、各大学の背景や現状やセンターの体制やリソースなどによって効果的なアプロ
ーチが異なる。東京未来大学は小規模の私立大学であることから、その特徴を踏まえた退
学防止のアプローチが求められるといえる。
中途退学について検討する IR のアプローチは、分析対象の観点から 2 つに分類できる
と考えられる。一つは、公立・私立の別、一教員あたりの学生数、設備、偏差値などの各
大学の特徴から各大学の退学率を説明しようとする、大学間の相違点に着目するアプロー
チである。このアプローチは、中長期的な視点から大学の経営戦略について検討していく
上で効果的であると考えられるが、種別や設備などの制度あるいは予算上の制約から短期
的には改革が困難である要因を多く含んでいる。もう一つのアプローチは、GPA、欠席率、
大学適応感、メンタルヘルスなどの各個人の特徴から在籍状況を説明しようとする、大学
内の個人差に着目するものである。このアプローチは、大学内に存在する問題に焦点を当
て、成績や欠席率などの既存データを活用することで、退学リスクを定量的に把握しよう
とするものであり、短期的かつ低コストで実施できる。そして、分析により得られた結果
は、成績不振者への面談などでの指導方針として迅速に活用することができる。どちらの
アプローチにも利点はあるが、特に小規模の私立大学においては予算や設備での制約があ
る一方で、一人ひとりの学生に目が届きやすいことから、後者のほうが退学者防止に有用
であるように思われる。本研究では小規模私立大学の立場から、大学内の個人データを活
用するアプローチを採用する。
個人レベルでの退学リスク要因としては、GPA や欠席率が指摘されている（e.g., 岡田,
2013; Robbins et al., 2004）。なお、GPA や欠席率は大学への不適応感により影響される
ことが示唆されており（中村・松田, 2015）、メンタルヘルスなどの心理的要因は退学率と
関連すると考えられる。また、奨学金を受けることができた学生はそうでない他の学生と
比べて退学率が低いことも示唆されている（Ishitani & DesJardins, 2002）。興味深いこ
とに、大学入学後の学生の学習意欲や学習への自信、学習習慣、学問上の目標などの学習
のプロセスに影響を及ぼす要因が入学前後の成績以上に、退学率と負の相関を持つことも
指摘されている（姉川, 2014）。これらの知見を俯瞰すると、退学率を考える上では GPA
や欠席率が鍵となる指標であり、その他にもメンタルヘルスや学習意欲・学習習慣などの
学び続けることを支える心理的・社会的な要因も重要であると考えられる。
退学率の予測精度を最大限に高める上では、原因となりうる変数を数多く網羅的に測定
し、モデルに組み込んで分析することが重要となる。ただし、測定変数を増やすことは、
分析に先立って行う調査の設計・実施・整理などの分析者の作業負荷を増加させるだけで
なく、モデルが複雑になることに起因して、分析に必要とされるサンプル数を増加させる
ことにもつながりうる。また、大学では執行部、委員会、センター、教員個人などが学生
の実態把握のために様々なアンケートを行うことが少なくないという現状があり、学生へ
の負担軽減という理由から、新たな調査を企画することが好まれないという状況も考えら
れる。退学者の予測を大学内の業務に位置づけ、大学の意思決定のツールとして活用して
いくという目的に照らしてみると、分析に伴うコストの小ささや分析から結論を引きだす
までの迅速さなどの経済的側面についても考慮することが、予測モデル構築の際に重要で
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あると考えられる。この分析における経済的側面の重要性は、特に、人的資源が限られが
ちな小規模大学において顕著であろう。
経済性を重視しつつ退学予測を行う上では、GPA や欠席率などの既有のデータの活用を
まず考えることが有効であると考えられる。東京未来大学では、GPA や欠席率を含む成績
データは EM 局内の PC により開学から分散管理されている。GPA や欠席率は、退学予測
において鍵となる指標であり、分析に伴うコストが小さいだけでなく、アンケート等と比
べて客観的な指標として説明しやすく、学生指導における退学リスクの伝達を説得的に行
うツールとして機能させやすいという利点が考えられる。例えば、GPA と退学率の関係に
ついて分析するとともに、リスクの程度を定量的に把握し、学生指導における基準を構築
することで、GPA は卒業要件を満たしているかを示す 2 値的な指標としてではなく、退学
リスクを量的に示すバロメータとして活用しうる。GPA や欠席率に基づいた退学防止策の
分析は、低コストで実施容易であるだけでなく、学生指導における利点も兼ね備えている
と考えられる。
ここで検討すべき課題となるのが予測精度の高さであろう。まず、GPA や欠席率は退学
率にどれほど大きな影響を及ぼすのであろうか。これらの変数は退学率と有意に相関する
ことは先行研究により示唆されているが、実際に退学防止を所属大学のなかで進めていく
上でどれほど有用であるかは「各変数の効果量」の大きさに着目する必要がある。また、
GPA や欠席率から退学率を説明するモデルは全体的にどれほど現象をよく説明するので
あろうか。即ち、ある学生の GPA や欠席率が分かっている場合に、その学生が中途退学
するのかをどれほど確からしく当てられるかという「予測の確からしさ」の問題である。
これは統計学においても重要な問題であり、回帰式の説明率（その分析で注目した変数群
から、ターゲットとなる現象のデータの散らばりをどれほど説明できるかを示したもの）
や母比率の信頼区間（調査対象となった人々を超えて、それを含むより大きな集団につい
て推測する場合に、ある事柄に当てはまる人々がどれくらいの割合になりそうかに関する
推測値を範囲で示したもの）といった定量的な評価の手法が開発されている。GPA や欠席
率による退学率の予測精度という問題は、先行研究において十分に検討されていないだけ
でなく、大学の特徴によって左右される可能性があり、それぞれの大学での個別的な検証
が重要な意味をもつと考えられる。
以上の議論を踏まえ、本研究では GPA と欠席率からの退学率予測の精度について探索
することを主たる目的とした。また、本研究では補足的な興味として、ある時点での GPA
や欠席率から将来の GPA の高さがどれほど予測できるかについても探索した。これは、
GPA の低下が退学リスクを高めるならば、GPA そのものを過去の指標から予測すること
は重要な意味をもつと想定されたためであった。
２．方法
分析対象
東京未来大学に 2013 年度入学した者 327 名のうち、2014 年度春学期終了までに退学し
た者と 2014 年度春学期以降休学したまま復学していない者のデータを除外し、302 名（男
性 81 名、女性 221 名）を分析対象とした（なお、分析によってはデータに欠損があり、
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分析対象の数が 302 名より少なくなる場合がある）。これは、本研究が 2 年次（2014 年度）
のデータから 3 年次（2015 年度）の在籍状況を予測対象として設定したためであった。
現 3 年生を分析対象とした理由としては、3 年生では成績データが蓄積しており、これら
のデータからの退学予測の有効性を検討する上で本学年は適していると判断されたこと、
今回の分析によって得られた知見を次年度の退学防止につなげることが重視されたことが
挙げられる。この分析対象における退学者は 15 名であった。
分析指標
GPA

成績評価の「優」を 4 点、「良」を 3 点、「可」を 2 点、「不可」を 0 点として、

「科目ごとの単位数×得点を合計したもの」を「履修登録を行った総単位数」を除した値
を個人毎に算出した。本研究では、2 年次のそれぞれの学期の GPA（以下、学期 GPA）と
その時点までの GPA の累積値（以下、累積 GPA）を算出し、分析に用いることとした。
また、秋の学期 GPA から春の学期 GPA を減算し、GPA 変化量とした。この値は、「成績
の悪化」の影響を「もともとの成績の低さ」と独立に評価するために作成した。
欠席率

2 年次の春学期および秋学期の必修科目について、一科目当たりの平均欠席率

（欠席回数／授業回数）を算出し、分析に用いた。なお、本学では欠席回数が授業回数の
1/3 を超えた科目については不可となることが学則により定められている。
３．結果
３．１. 退学者を予測するロジスティック回帰
3 年次秋学期開始時の在籍状況（0=退学、1=在学）を予測するために、2 年次春学期の
学期 GPA、累積 GPA、秋学期にかけての GPA 変化量、欠席率を独立変数とするステップ
ワイズ法によるロジスティック回帰分析を実施した。ロジスティック回帰は 2 値データの
予測にどのような変数が有用であるかを検討するための分析であり、ステップワイズ法は
効果的な変数から順に予測モデルに組み込んでいき、効果的でない変数についてはモデル
に含めないというアルゴリズムである。分析は統計ソフト HAD14.0 により行った。表 1
に標準化偏回帰係数 β についての結果を示す。

表1

ロジスティック回帰分析の結果
β値
2年次春累積GPA
.60 **
2年次春から秋のGPA変化量
.39 **
2
.38 **
R
** p < .01
β 値は－1 から 1 までの値をとり、絶対値が大きいほど従属変数の予測における有用性
が大きいことを意味する。 β 値にアスタリスクが付されている変数は統計学的な基準から
予測に有用である（即ち、有意）と判定される。本分析の結果から、累積 GPA（ β =.60）
と GPA 変化量（ β =.39）が退学予測に有用であることが示唆された。学期 GPA と欠席率
は退学予測に有用とはいえなかった。次に、異なる条件下における事象の発生確率の比で
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あるオッズ比についての結果（表 2）から、累積 GPA が 1 低くなると、退学のリスクが
7.4 倍高まることが示唆された。また、春学期から秋学期にかけて GPA が 1 低下すると、
退学リスクが 3.8 倍高まることが示唆された。なお、このモデルによる説明率は 37.6%で
あった。

表2

オッズ比の結果
オッズ比
2年次春累積GPA
7.41 **
2年次春から秋のGPA変化量
3.81 **
2
.38 **
R
** p < .01
３．２．累積 GPA ごとの退学率の信頼区間推定
1 年後の退学率を説明する上では、ロジスティック回帰の β 値が β =.60 と大きく、有意
であったことから、累積 GPA が特に有用であることが示唆された。ロジスティック回帰
の結果は直感的に解釈することが困難であることを踏まえ、累積 GPA に基づき学生を 4
群に分類し、退学率との関連を示すクロス集計表を作成した（表 3）。表 3 の数値は人数、
括弧内は各 GPA 帯における比率である。GPA が 2 を下回った場合には退学率が高いが、2
以上の場合には退学率は低かった。

2年次春学期の成績と3年次秋学期の在学状況のクロス集計
2年次春学期の累積GPA
0～1
1～2
2～3
3～4
6(23.1%) 6(15.4%)
0(0%)
2(1.2%)
退学
3年次秋の在籍状況
20(76.9%) 33(84.6%) 71(100%) 163(98.8%)
在学
表3

GPA に関し、各グループにおける退学率の母比率の 95%信頼区間（当該年度を越えて、
本学学生一般の退学率を 95%の確率で推測した際の、推測値の上限から下限を示す範囲。
この範囲が狭いほど、推測精度が高い）を算出した結果、0~1 の群では 6.9~39.3%、1~2
の群では 4.1~26.7%、2~3 の群では 0%、3~4 の群では 0~2.9%だった。この結果から、2
年次春学期の累積 GPA が 2 を超えている場合には 3 年次秋学期開始時の退学率はかなり
低いといえる一方、累積 GPA が 2 を下回っている場合には退学率が高くはなるが、どの
程度のリスクがあるのかを判断することは困難であるといえる。
３．３．学期 GPA を予測する重回帰分析
以上の分析から累積 GPA の予測力の高さが示唆されたが、累積 GPA は各学期の GPA
が累積された値であり、各学期の GPA の低下にかかわる要因を明らかにすることは間接
的に退学防止に寄与すると考えられる。そこで補足的な分析として、2 年次秋学期の学期
GPA の高さを説明するために、春の学期 GPA、累積 GPA、秋学期の欠席率を独立変数と
するステップワイズ法による重回帰分析を行った（表 4）。分析は統計ソフト SPSS20 によ
り行った。 β 値とアスタリスクの解釈の仕方は、前述の通りである。その結果、秋学期
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GPA の高さを予測する上では、最も有用だったのは秋学期の欠席率で、次いで春の学期
GPA、春の累積 GPA という結果となった。このモデルによる説明率は 80.1%であった。

表4

秋の学期GPAに関する重回帰分析
β値
-.58
**
秋学期の欠席率
.32
**
春学期の学期GPA
.12
*
春学期の累積GPA
** p <.01, * p <.05
４．考察
本研究では、GPA と欠席率からの退学率予測の精度について探索することを主たる目的
とした。その結果、2 年次春の累積 GPA は 1 年後の中途退学を予測する上での良い指標で
あることが示唆された。退学率についての信頼区間の推定結果から、累積 GPA が 2 以上
の場合には 1 年後の退学リスクは極めて低いことが確実であるのに対し、2 未満の場合に
は退学リスクは高まる可能性が高いと考えられる。また、表 1 および表 2 から、学期 GPA
の変化量も退学予測に有用であることも示唆された。後者の結果は累積 GPA の効果とは
独立であることから、累積 GPA が高い学生であっても、直近の GPA 低下が顕著であった
場合には退学リスクが存在すると想定しておくべきであろう。
これらの GPA 関連変数から退学率を予測する場合、モデルの説明率は 37.6%であった。
逆に言うなら、本分析ではデータの 62.4%の分散は説明できていないことになる。これら
の値をどのように捉えるべきかの判断は難しいところであるが、より予測力の高いモデル
を構築しようとするならば他の変数についても採用する必要がある。例えば、学習意欲・
習慣（e.g., Robbins et al., 2004）やメンタルヘルス（e.g., 内田, 2011）などの心理的な
要因は退学率との関連が指摘されていることから、有望な指標であると考えられる。これ
らの変数を分析に組み込むためにはアンケートの実施が必要であるが、大学によっては学
生の負担などを懸念し、調査を実施しにくい雰囲気があるかもしれない。そのような雰囲
気を乗りこえ、執行部や教員達の賛同を得る上で、退学予測の説明率の低さを数値で客観
的に伝えることは役立つ可能性が考えられる。
なお、３．１の結果より、欠席率は退学率との直接的な関連を示さなかった。ただし、
表 4 のように欠席率は学期の GPA を低下させることで、累積 GPA を悪化させるという間
接的な影響を退学率に及ぼす可能性が考えられる。GPA を予測する上で欠席率が優れた指
標であることは、先行研究においても指摘されている。例えば、中村・松田（2015）は授
業理解の困難さや学校不適応感が高まるほど、欠席率が高まり、GPA も悪化するというプ
ロセスを明らかにしている。欠席率と GPA の関連は中程度の強さ（ β は本研究では.58、
中村, 松田の研究では.56）があることが示唆されており、大学の成績を高める上ではまず
欠席率を改善することが重要であると考えられる。この問題意識を踏まえ、出欠席の状況
をリアルタイムで情報共有し、迅速な対応につなげる大学も現れている（岩崎, 2015）。今
後は、出欠席の状況を改善するための仕組みづくりが重要であるといえよう。
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本研究における GPA の分析により明らかとなったもう一つの興味深い知見としては、
ある学期の GPA を予測する上で、当学期の欠席率が最も有用で、次いで直前学期の GPA
が有用であり、累積 GPA の有用性が小さかったことが挙げられる。この結果は、GPA が
生まれついての知能の高さでなく、その時々の努力をより反映する可能性を示唆している。
この解釈と整合する知見は数多く報告されている。例えば、大学の成績を予測する上では
IQ や性格よりも自制心が有用であることが示唆されている（Baumeister & Tierney,
2011）。また、入学試験の成績よりも大学初年次の成績のほうが卒業時の成績と強固に関
連することも報告されている（浜田, 2012）。さらに、学習意欲を高められる環境を整備し
ている大学とそうでない大学では、偏差値が同じでも退学率に差が生じることが示されて
いる（姉川, 2014）。これらの知見は大学で良好な成績をとる上で学生の努力が鍵となるこ
とを示唆するとともに、学びやすい環境構築に向けた取り組みを各大学で充実させること
の重要性を示唆している。
以上はデータ分析から示唆された知見であるが、IR は機関の意思決定を支援するための
ツールであり、これらの知見を本学の退学防止策につなげていくことは重要な課題である。
本学の IR センターでは、分析から明らかにされたことを概説するとともに、今後の対応
策について提案する資料を作成し、大学執行部に提出する予定である。今後、執行部から
の了承を得た上で、教職員に資料を広く配布し、対応策について理解を得ながら、大学と
して一丸となって退学防止に取り組んでいくことが求められる。
最後に、本分析の限界について述べたい。本研究では予測スパンが 1 年～半年後と短く、
その間の退学者数が少なかったことに起因し、母比率の信頼区間が大きくなり、リスクの
程度を精度高く把握することが困難であった。この問題を解決するにはデータ数を増やす
必要があり、分析対象者の範囲を拡大するとともに、予測スパンを広げた検討が有効であ
ると考えられる。今後、さらなる検討が必要とされる。
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履修者人数と授業アンケート結果の関連についての検討
荒木 俊博 1

概要：授業アンケートは、教育の質向上を目的に実施されている。また、近年では補助金選定
要件から組織的ＦＤへの活用も求められているが、組織的ＦＤの材料として活用するには、科
目ごとの教育環境状況を理解する必要がある。本稿では、科目の履修者人数に着目して、履修
者人数の多寡と授業アンケート結果の関連について検証を行った事例を報告する。
キーワード：授業アンケート、内部質保証

１．はじめに
近年、日本の大学には自らの責任で大学の質を維持し向上させることを目的に、内部質
保証体制の構築が求められている。内部質保証体制を大学が構築するには、内部質保証の
観点と特質がどのようなものかを理解した上で、実態に合わせて構築する必要がある。内
部質保証制度の観点については、大学基準協会は例えば①「PDCA サイクル等を活用した
検証と改善」、②「自らの教育水準に関する説明責任」、それらの「継続的実施」を掲げ、
特に①の検証と改善は「PDCA サイクル等を活用した、客観性・独立性のある評価システ
ムの構築とその機能化」
（大学基準協会，2015，p.86）が求められている。次に内部質保証
体制の特質については、早田・齋藤（2012，p.68-69）は平成 20 年 12 月の学士課程答申
の内部質保証体制の範囲で次の４点が必要であるとしている。①教育の質向上を目的とす
る PDCA サイクルに支えられた自己点検・評価システム、②学習成果の測定・評価、③教
育の分野別質保証の視点、④認証評価を軸とする第三者評価を通じた有効性の確認。
この内部質保証を進める１つのツールとして授業アンケートが取り上げられ、授業レベ
ルの PDCA サイクルの構築による教育の質向上や、授業の質の説明手段としての活用が期
待されている。また、学部学科といったプログラムレベルの PDCA サイクルの構築、大学
全体や学部が取組む組織的ＦＤへの活用も内部質保証を進めるために必要とされる。
また、理念だけではなく財政面からも授業アンケートの活用を後押しする動きがある。
例えば、私立大学では私学助成の１つである私立大学等改革総合支援事業において、授業
アンケートを実施するだけではなく、教員評価に授業アンケート結果を利用するなど、授
業アンケートの多様な活用 2 が求められている。
しかし、授業アンケートの結果を公平な資料として教員評価に活用するためには、教育
環境状況の違いによる影響の有無を確認しておく必要がある。先行研究においても科目別
の分析においてクラス規模が授業評価に影響を与えている事例（中井・馬越，2000，p.118）
や小教室もしくは小人数クラスが授業評価に影響していた事例（聞間・菅野，2005， p.12）
1

淑徳大学 大学改革室 室員 メール:araki-t@daijo.shukutoku.ac.jp
国公立大学は私立大学等改革総合支援事業と同様の補助金がない事から、授業アンケートや教員評価
を対象に一例の示唆を与えるに留める。
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がある。そこで、本稿ではクラス規模に着目して授業アンケート結果を検証する。また、
検証に用いたツールについて、多くのＩＲの現場で表計算ソフトが使われている状況 3（東
京大学，2014）を踏まえ、本稿では統計処理用のソフトではなく、汎用的な表計算ソフト
による検証事例を取り上げる。
２．私立大学等改革総合支援事業における授業アンケート
２．１．私立大学等改革等改革総合支援事業の概要
私立大学等改革総合支援事業 4 （以下、「支援事業」という。）は、平成 25 年度から創設
された、改革に全学的・組織的に取り組む私立大学等に対する支援を強化する４つのタイ
プを定めた取組みである。また、４つのタイプの概要は、表１に示す通りである。
表１

平成 27 年度私立大学等改革総合支援事業タイプ別概要

タイプ名

概要

タイプ１「教育の質的転換」

全学的な体制での教育の質的転換（学生の主体的な学修の充実等）
を支援。

タイプ２「地域発展」

地域社会貢献、社会人受入れ、生涯学習機能の強化等を支援。

タ イ プ ３ 「産 業 界 ・ 他 大 学 等

産業界や国内の他大学等と連携した高度な教育研究を支援。

との連携」
タイプ４「グローバル化」

語学教育強化、国際環境整備、地域の国際化など、多様なグローバ
ル化を支援。

平成 27 年度私立大学等改革総合支援事業選定状況（文部科学省,2015a）より筆者作成

支援事業は私立の大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）が申請可
能であり、大学等が改革の現状に合わせ、各タイプの各調査項目に応じて定められた配点
に対し、申請校は該当する得点の合計を申請する。また大学等が複数のタイプに申請する
事は可能であり、支援事業に選定された大学等は、補助金の増額等の支援を得られる。
平成 27 年度の当初の対象支援校数は、タイプ１は 300 校、タイプ２は 150 校、タイプ
３は 75 校、タイプ４は 75 校が想定されていた。実際の選定校数は、タイプ１は 320 校、
タイプ２は 153 校、タイプ３は 75 校、タイプ４は 78 校、合計の実数は 421 校（文部科学
省，2015b）となっている。また、複数選定された大学等の数は表２に示す通りである。
平成 27 年度は、約 62.9％の大学等が１つのタイプのみ選定されている。また、２つも
しくは３つのタイプに選定されている大学等は、タイプ１に選定されている事が多く、教
育の質的転換と地域発展や産業との連携など複数の柱を改革の機軸としている様子が伺え
る。

3 ＩＲで使用している統計ソフトの種類について、
『エクセルなどの表計算ソフト』は最も多く、94.7％

に達している。（東京大学，2014）
詳細は私立大学等改革総合支援事業を参照（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/070214
03/002/002/1340519.htm）

4
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表２
１つのタイプのみ選定
選定タイプ

選定
校数

平成 27 年度私立大学等改革総合支援事業
２つのタイプに選定
選定タイプ

選定数一覧

３つのタイプに選定

選定

選定

選定タイプ

校数

４つのタイプに選定

校数

タイプ 1

183

タイプ 1・2

62

タイプ 1・2・3

18

タイプ 2

47

タイプ 1・3

16

タイプ 1・2・4

14

タイプ 3

13

タイプ 1・4

15

タイプ 1・3・4

7

タイプ 4

22

タイプ 2・3

4

タイプ 2・3・4

0

タイプ 2・4

3

タイプ 3・4

12

小計

265

112

小計

39

小計

選定タイプ

選定
校数

タイプ 1・2・3・4

5

小計

5

合計

421

平成 27 年度私立大学等改革総合支援事業選定状況（文部科学省,2015c）より筆者作成

２．２．私立大学等改革総合支援事業における授業アンケートの活用
支援事業において授業アンケートの活用の有無が問われているのはタイプ１である。具
体的には、事業に申請する際の提出する調査票の「設問⑩」が該当し「学生による授業評
表３

私立大学等改革総合支援事業タイプ１「教育の質的転換」設問⑩回答及び配点

回答
回答

NO

配点

・単 に授 業 評 価 の結 果 を回 覧 や、配 布

全 学 部 等 において、授 業 評 価 の結 果 を集 計 し、授 業 の改
1

10

善を図 るための制 度 的 取 組 を行 っている。

考として、授 業 毎 の評 価 結 果 を学 生 に開 示 している。

等 では、該 当 しない。
・学 部 等 単 位 の集 計 結 果 を学 生 に開 示

１には該 当 しないが、全 学 部 等 において、授 業 選 択 の参
2

注意事項

5

していても、左 記 には該 当しない。
・結 果 の開 示 方 法 のチェックが必 要 。
・単 に授 業 評 価 の結 果 を回 覧 や、配 布

１・２には該 当 しないが、一 部 の学 部 等 において、授 業 評
3

価 の結 果 を集 計 し、授 業 の改 善 を図 るための制 度 的 取 組

3

等 では、該 当 しない。

を行 っている。
・結 果 の開 示 方 法 のチェックが必 要 。

１～３には該 当 しないが、全 学 部 等 において、担 当 教 員 に
担 当 する授 業 の評 価 結 果 を開 示 し、自 主 的 な改 善 を促 し
4
ている。あるいは、一 部 の学 部 等 において、授 業 選 択 の参

2

考として、授 業 毎 の評 価 結 果 を学 生 に開 示 している。
１～４には該 当 しないが、一 部 の学 部 等 において、担 当 教
5

員 に担 当 する授 業 の評 価 結 果 を開 示 し、自 主 的 な改 善 を

1

促している。
6

0

上 記 のいずれにも該 当しない。

平成 27 年度 私立大学等改革総合支援事業調査票（文部科学省,2015d）より筆者作成
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価の結果について、どのように活用していますか」
（文部科学省，2015d）と問われている。
また、「設問⑩」の定められた回答及び配点は表３に示す通りである。
設問⑩では、顕彰や表彰制度及び授業計画の提出といった授業改善の制度的取組みを行
っていることが重要な要素となっている。このように、支援事業では授業アンケートが大
学や学部として組織的ＦＤに活用することが求められている。
３．所属機関の授業アンケート
３．１．授業アンケートの概要
筆者が所属する淑徳大学 5 で行っている授業アンケートの概要について、対象科目、種類、
時期の順に述べる。アンケートの対象科目は、原則当該年度に開講をしている全科目とし、
履修者人数が少人数の授業であってもアンケートの実施対象としている。授業アンケート
の種類は、①学生による授業評価である無記名式の「学生向けアンケート」、②教員による
授業の自己点検として「教員向けアンケート」の２種類が実施される。それぞれの実施時
期は、学生向けアンケートの実施時期は前後学期それぞれの 13 回目以降の授業で実施す
る。一方、教員向けアンケートは成績等評価報告依頼時に実施依頼がなされ、１ヶ月以内
に回答する手順となっている。なお、学生向けアンケートは、１単位科目のために授業回
数が８回の科目や２単位科目実習のため週２コマを 15 週行い授業回数 30 回となる科目
は、それぞれ 13 回目に該当する授業回時に実施している。授業アンケートの結果は次年
度以降の各教員の授業改善に活用されるだけではない。大学や学部単位の集計結果は、各
キャンパスで半期に１回開催される兼任（非常勤）教員を含む全教員で構成される会議や
教学システム等を通して配布される。また学生向けアンケート結果と教員向けアンケート
結果を併記した科目ごとの個票が各教員に返却されることで、学生による評価と教員の授
業に関する自己評価とのズレの検証に資するようにしている。
３．２．分析に使用したデータ項目
本分析は、平成 27 年度前学期に行った授業アンケート結果 の設問の回答平均値データ
を使用した。使用したデータ項目は、授業アンケート集計結果「①授業番号、②授業名、
③教員名、④授業受講の満足度（４段階評価）の平均値」と、教学データから「⑤履修者
人数」である。授業受講の満足度を取り上げた理由は、授業の総合的な評価を示す設問 で
あるためである。また分析はマイクロソフト社の Excel2013（以下、
「Excel」という。）を
利用した。なお、⑤履修者人数は授業アンケート結果には含まれていないため、別途、デ
ータ処理を行った。データ処理は、データベースソフトであるマイクロソフト社の Access
を利用し、授業番号を主キーとして「授業アンケート結果」と「教学システムに蓄積され
ている履修者人数データ」のデータ結合を、クエリを用いて行った。

昭和 40 年に設置され、平成 27 年度現在は千葉に２キャンパス、埼玉と東京に各１キャンパス、計４
つのキャンパスを有する大学である。

5
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３．３．データ分析手順
１）履修者人数別のクラス分類
集計を行う場合、後ほど作成するクロス集計表のために履修者人数別にクラス規模コー
ド 6 を付した。0～10 名を極小規模クラス、11 名～50 名を小規模クラス、51 名～100 名を
中規模クラス、101 名以上を大規模クラスとして分類を行い、コードを付した。なお、極
小規模クラス「1」、小規模クラス「2」、中規模クラス「3」、大規模クラス「4」としている。
図１は、
「授業アンケート結果」にコードを付した際に使用したデータ例であり、図１の左
の番号は行番号、Ａ～Ｈはエクセルの列記号を示している。

A

B

C

D

E

F

G

H

1

年度

授業 番号

授業名

履修
者人
数

クラス
規模
コード

教員
名

授業受講の
満足度（平
均値）

満足度
偏差値

2

2015
前学期

100001

○○概論

142

4

□□

2.7

45.7

3

2015
前学期

100002

○○演習

9

1

○○

3.7

61.3

4

2015
前学期

100003

ᇞᇞと××

65

3

××

3.2

55.1

～

～

～

～

～

～

～

～

5
1289

2015
前学期

101288

○○と◇◇

18

2

ᇞᇞ

2.6

49.1

データはすべて架空のものを使用

図１

授業アンケート結果一覧

２）授業満足度平均値の偏差値を算出
次に各科目の授業満足度（平均値）の偏差値を算出する。本事例では、ある科目の授業
満足度（平均値）が全体としてどの位置にあるかを明確にするため、偏差値を活用する。
分析対象は実施した授業アンケート全件であり、AVERAGE 関数と STDEVP 関数 を用い
た。図１において、G 列に回答結果があり、H 列に偏差値を参照する場合は、セル「H2」
には次の数式を入れる。
=(G2-AVERAGE($G$2:$G$1289 7 ))/STDEVP ($G$2:$G$1289)*10+50
本数式には、「H3」以降については、オートフィル機能で容易に数式を入力することが
できる。

6

「履修者人数」と「授業満足度」の偏差値を用いて散布図を示すこともできる。しかし、本稿はおお
まかな傾向を数値で読み取るためにクロス集計表を用いる。
7 データが入力されている最後の行数を指定する。
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３）クロス集計表の作成
クラス規模が授業満足度に与える影響を見るため、クラス規模別を列、満足度偏差値を
行とするクロス集計表を作成した（図２）。ここで満足度偏差値が 60 以上を高偏差値層、
60 未満～40 以上中偏差値層、40 未満を低偏差値層とした。

クラス規模
計
総数
高
授業アンケート
偏差値

中
低

極小

小

中

大

1288

166

667

340

115

（100％）

（100％）

（100％）

（100％）

（100％）

122

72

35

10

5

（9.5％）

（43.4％）

（5.2％）

（2.9％）

（4.3％）

920

87

475

248

110

（71.4％）

（52.4％）

246

7

（19.1％）

（4.2％）

（71.2％） （72.9％） （95.7％）
157

82

0

（23.5％） （24.1％）

（0.0％）

データは実際のデータ分布傾向をもとにした架空のもの

図２

クラス規模別に見た授業アンケート満足度の偏差値

実際のデータは学内情報のために掲示できないが、図２のデータは実際のデータ分布傾
向を基にした架空のものである。全てのクラス規模を合計した割合と、各規模の割合を比
較した所、次の特徴を見つけることができた。全体では、授業満足度偏差値の高い科目は、
全授業科目の 9.5％であった。クラス規模が小と中でも、満足度偏差値の高い科目は 1 割
未満で、全体と類似した傾向にあった。クラス規模が大きいと、満足度偏差値の低い科目
が極端に少ないが、低＋中を合計すると全体の傾向からは外れない。しかし、極小クラス
は、満足度の高い科目が 43％と突出して多く、全体および他のクラス規模とは異なる傾向
を示した。
４．考察と今後の課題
本稿の授業アンケートの分布検証では先行研究と同様にクラス規模と偏差値層に偏り
があり、クラス規模が授業満足度に部分的にでも影響があることが確認された。この事に
よって、担当科目の大半が少人数である教員と大規模クラスを何科目も担当している教員
では、授業アンケート結果を単純比較するだけでは、教員ごとの授業満足度に偏りが出る。
よって、授業アンケートは、教員評価に活用する際に、授業アンケート結果単一ではなく、
複数の評価材料の１つとする必要がある。また、学部学科のプログラムで活用する場合は、
少人数教育を中心とした学部学科と様々なクラス規模が混在する学部学科は、各学部学科
の授業満足度の結果にも偏りが出ることが考えられる。組織的ＦＤに、各学部学科の授業
満足度を取り上げる際は、各学部学科の教育環境状況も合わせて取り上げる必要があると
考えられる。
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今回の手法は、汎用的な表計算ソフトを使用しているため、他の大学でも使用している表
計算ソフトの仕様による行数限度数以下の科目数であれば適用が可能である。また本結果
についても、母集団を対象とした検証であれば、本学と同程度の学生数や実施方法及び時
期、また同様の調査方法などの条件であれば、ベンチマークとしての活用が可能である。
また、今後は検証結果を受けて極小クラスの時に学生の満足度が高く、偏りが生じる理由
について検証する必要がある。例えば、無記名のアンケートであっても少人数ゆえに自分
の回答が特定されてしまうといった事を危惧するために良い回答を学生がしている可能性
が考えられる。検証方法としては、記名式授業アンケートを実施している事例の検証や、
極小クラスの学生へのインタビューが必要であると考える。また、本検証は平成 27 年度
前学期のみのデータを用いているため、経年比較を今後行うことが課題である。
５．むすび
内部質保証の推進や教員顕彰・表彰選考のために授業アンケート結果の数字を用いるこ
とは容易である。しかし、本検証の考察で教育環境状況のうちクラス規模は、授業アンケ
ートの受講満足度に少なからず影響があると述べたように、授業アンケート結果はどのよ
うな傾向や背景があるかを把握しておくことは必要であると考える。つまり、学内の調査
や数字を扱うＩＲ関係者は単に数字を報告するのではなく、数字の結果そのものにどのよ
うな影響を受けているかを常に念頭において、業務に取組み必要性があるといえる。
謝辞
本稿を執筆するにあたり、様々なご指導をいただきました淑徳大学田中秀親教授、山本
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「新潟大学ファクトブック 2015」の作成について
関 隆宏 1 ・今井 博英 2 ・小田 美奈子 3
概要：新潟大学 IR 推進室の活動の柱の一つに、大学の基礎的データを可視化し、ファクトブ
ックにまとめる取組がある。
「新潟大学ファクトブック 2015」の作成過程とそこで直面した課
題、今後の展開について報告する。
キーワード：ファクトブック、IR（インスティテューショナル・リサーチ）

１．はじめに
ファクトブック（Factbook）は、大学運営における重要データの経年変化や他大学との
比較を表やグラフに整理したもので、大学執行部や部局執行部などが行う意思決定や判断
の支援のために提供される。米国の IR オフィスの多くでファクトブックを作成している
が、その形態や学外公開の有無は大学により異なる。
我が国でも IR オフィスを設置する大学が増えてきているが、IR オフィスの活動の一つ
としてファクトブックの作成が注目され、実際に作成を開始している話や作成を計画して
いる話がしばしば聞かれる。我が国で先行している大学での取組事例やそれに基づく考察
として、米国の大学におけるファクトブックの事例分析と九州大学におけるファクトブッ
ク作成の試みについて論じた佐藤（2009）、九州大学版ファクトブックの取組を検証した
高田ほか（2014）、神戸大学におけるデータ資料集の作成及び活用について論じた土橋・
浅野（2015）、学内に既に存在する公開データを活用したファクトブック作成手法につい
て考察した嶌田（2015）などがある。このうち、ファクトブック作成の初期段階の取組に
ついては佐藤（2009）や嶌田（2015）が、ファクトブックの具体的な項目や表示方法、活
用事例など、ファクトブック作成に係る初期から一定の蓄積がある段階での取組について
は高田ほか（2014）や土橋・浅野（2015）が参考になるだろう。
本稿は、新潟大学 IR 推進室で行っているファクトブックの作成について、
「新潟大学フ
ァクトブック 2015」の作成過程と直面した実務的課題、そして今後の展開について報告す
る。なお、本稿は「平成 27 年度第４回 IR 実務担当者連絡会」での報告及び質疑応答の内
容に、時間の都合で報告を省略した事項やその後の状況等を追記したものである。また、
本稿は、新潟大学及び新潟大学経営戦略本部 IR 推進室の見解ではない。
２．「新潟大学ファクトブック 2015」の作成に至る経緯
新潟大学は平成 26 年 10 月に「IR 推進室」を学長直下の組織として設置した。IR 推進
室の活動内容を検討するなかで、
「 ファクトブックの作成」を活動の柱の一つに位置づけた。

1
2
3

新潟大学 経営戦略本部評価センター（IR 推進室兼務） 准教授 メール：tseki@adm.niigata-u.ac.jp
新潟大学 経営戦略本部評価センター（IR 推進室兼務） 准教授 メール：himai@adm.niigata-u.ac.jp
新潟大学 総務部企画課（IR 推進室専任） 専門職員 メール：ir@adm.niigata-u.ac.jp
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それは、IR 推進室に課されたミッションである「学内外の情報やニーズの収集・分析」や
「分析結果の提供及び情報発信」に関して、その基盤となる情報源としてファクトブック
が必要であると考えたからである。また、ファクトブックの作成を通じて、学内に対する
IR 推進室の存在のアピールだけでなく、IR 推進室構成員のデータに関する認識を高める
こともできると考えたからである。特に、後者について、これまでに関わった業務につい
てはデータ感覚を有しているが、学内データの全体像や体系性、データに内在する諸問題
（３．３節参照）、データの見方・考え方について共通理解があるとは限らない。IR 推進
室の中長期的な活動を考えたときに、この課題を解決しながら、各構成員のノウハウを活
かしていく方向が重要であると考えられる。一方、この当時、ファクトブックの具体的な
イメージが浮かばないという声もあり、平成 27 年３月に、企画戦略本部（平成 27 年４月
から経営戦略本部）評価センターが以前より収集していた「新潟大学基礎データ」のいく
つかの項目について、経年変化を表とグラフにまとめた「ファクトブック（パイロット版）」
を作成した。
平成 27 年度から IR 推進室は経営戦略本部の下に置かれるとともに、専任職員を配置し、
機動的に活動するための体制が整った。まず、４月から５月にかけて IR 推進室が扱うデ
ータ基盤を確立するため、事務局各課が持っているデータベースや定期的に収集している
データについて調査し、そのデータを提供してもらえる体制を構築した。また、ファクト
ブックについては、①「新潟大学ファクトブック 2015」の作成と学内公開、②定期的作成
に向けた内容面や作業面の課題の整理、③執行部・学内への周知活動、を平成 27 年度に
行うこととした。
３．「新潟大学ファクトブック 2015」の作成過程
３.１. 基本コンセプトの明確化
「新潟大学ファクトブック 2015」の作成にあたって、基本コンセプトを明確にするとこ
ろから検討を開始し、以下の４つの基本コンセプトを設定した。
(1)

IR 推進室における収集データの活用

(2)

経年変化を表とグラフで可視化

(3)

割合や比率等の指標を主とする構成

(4)

利用者視点の意識

(1)は、IR 推進室で学内データを収集できる体制を構築することを受け、このデータを
最大限活用することにより、ファクトブック作成のために新たなデータ収集を避ける意図
がある。また、ファクトブックを公開したときに、各部署が収集したデータがどのような
形で活かされるかを示すこともできる。さらに、IR 推進室内部の視点から、データに関す
る課題や解決策を構成員が実地で理解・把握するという意義もある。
(2)は、一般的なファクトブックの形式を踏襲するものである。
(3)は、第３期中期目標・計画の策定に当たって評価指標の明確化が求められていたこと
も関係している。
(4)は、ファクトブックの利活用が重要であることから、前年度に作成したパイロット版
に対する意見に可能な範囲で対応する必要があると考えてのものである。例えば、
「当たり
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前のデータしかない」という意見に対応して、全学会議で通常は報告されないデータ（例
えば、入学辞退率、留年率、未就職率）など、可能な範囲で新たな気づきにつながるデー
タを提示できるようにした。そのなかに「へぇ～」、「おやっ!?」、「なぜ？」、「これはまず
い！」と思うようなデータがたまにあるとベターである。ここで「たまに」としたのは、
ファクトブックをある種の健康診断書と考えるならば、すべてが刺激的なデータである必
要はないからである。また、パイロット版は表とグラフのみの羅列だったこともあり、こ
れらの表やグラフの何に注目して見ればよいのか分からないという意見もあった。これに
対応して、佐藤（2009）や土橋・浅野（2015）が行っているように、各項目について、数
値の大きな変化、経年で見たときの傾向など、注目される点を「コメント」として簡潔に
記載することにした。
３.２. 項目の選定
基本コンセプトが決まった後、ファクトブックの掲載項目の選定に入ることになる。基
本コンセプトに従い、項目の選定基準を原則として次のとおりとした。
①

IR 推進室で収集しているデータから作成可能

②

大学の諸活動の状況を示す基本事項

③

指標化しやすい数値データがある

選定した項目の一覧を表１に示した。このなかで、「新たな気づき」となるデータを提
示する観点から、ネガティブな視点からの項目（入学辞退率、休学率、退学・除籍率、留
年率、未就職率など）も設定していることに注意したい。
実際にやってみた印象として、項目を基本事項にしたこともあり、大学評価担当の経験
が活かされ、項目選定は比較的容易であった。ただし、各項目から意味のある情報が引き
出せるかどうか未知数だったことも事実である。また、今後、基本的な項目以外のオリジ
ナル項目の設定を予定しているが、特にデリケートな内容を含む場合には、学内の政治的
状況などを含めて多面的かつ慎重な検討を要するため、形になるまでに時間がかかること
が予想される。
３.３. データの作成
IR 推進室で収集したデータから項目ごとにエクセルファイルを作成して、集計とグラフ
化を行った。実際にやってみて、以下のような課題等に直面したが、これらはファクトブ
ック作成に関する問題というよりは、IR 実務で直面する課題であることに注意しておく。
Ａ．データ定義や計算方法
まず、データの基準日をどうするかという課題がある。項目には、員数等の基準日を設
定したデータ、研究費等の年度実績データ、退学・除籍率等の年度実績と基準日の員数等
から計算するものがある。員数データ等は、学校基本調査に合わせて５月１日現在の値と
している。年度実績と基準日のデータから計算する必要がある場合には、適宜適切なデー
タを用いるようにした。例えば、退学・除籍率は、その年度に退学した学生数をその年の
４月１日時点の学生数で割って求めている。
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表１ 「新潟大学ファクトブック 2015」項目一覧

区分
入試

項目
学部志願倍率

区分
教職員

項目
女性教員比率

大学院志願倍率

外国籍教員数

学部受験倍率

任期制教員比率若手（40 歳未満）

大学院受験倍率

教員比率

学部入学辞退率
大学院入学辞退率

学生

学生支援

奨学金受給学生数・受給率

学部入学定員充足率

入学料免除者数授業料免除件学

大学院入学定員充足率

生数・比率

学生数

TA 実績（人数・人件費）

女子学生比率

RA 実績（人数・人件費）

留学生数
社会人学生数
教育

学習成果

卒業・修了

休学率

研究

科研件数・金額

退学・除籍率

科研採択率

留年率

科研費種目別件数・金額

教育組織別学生／教員比

省庁系競争的資金獲得件数・金

定員充足率

額

TOEIC 平均得点

共同研究件数・金額

国家試験合格率

受託研究件数・金額

資格取得状況

寄附金件数・金額

標準修業年限卒業（修了）率

教員 1 人当たり外部資金額

標準修業年限×1.5 年内卒業
（修了）率
進路

グローバル

大学間交流協定数

副専攻認定者数

部局間交流協定数

進学率

留学派遣数

就職者率

語学研修者数

未就職・不明等率

留学受入数（非正規生）

就職率（希望者就職率）

財務

収入
支出

未就職率（希望者未就職率）

次に、語の定義や計算方法をどうするかという課題がある。例えば、「就職率」を、卒
業（修了）者に占める就職者の割合とするか、卒業（修了）者のうち就職希望者に占める
就職者の割合とするかについては、それぞれ「就職者率」、
「就職率（希望者就職率）」と呼
び、どちらも掲載することとした。また、
「留年率」を、当該年度に留年した学生の割合と
するか、留年を経験した学生の割合とするかに加え、長期履修者の扱いをどうするかが課
題となった。これについては、今年度はできるだけ複雑な条件をつけず、計算しやすいも
のとする方針を設け、当該年度に留年した学生の割合とし、長期履修については考慮しな
いこととした。
このほか、新潟大学は教員組織（学系）と教育組織（学部・研究科）が分離しているた
め、教員に関するデータの扱いをどうするかという課題も生じた。教員の所属を、本来の
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所属である「学系」とするか、従前の（教員の帰属意識の高い）
「学部・研究科」とするか、
また、学部・研究科単位で集計する場合に、専任教員としてみるか担当教員（当該学部ま
たは研究科の担当発令があるかどうか）としてみるかについては、学校基本調査における
本務教員の集計単位に合わせ、学部・研究科単位の担当組織（ファクトブック内では「部
局」と表記）毎に集計を行った。
このような課題があることから、ファクトブックにはデータ定義や計算方法を表２のよ
うに必ず記載することにした。これによって、他の調査等と異なる値があった場合に、そ
の理由を容易に説明できる。
表２ データ定義や計算方法の表示例

項目
大学院志願倍率

データ定義や計算方法
志願倍率 ＝ のべ志願者数／入学定員
のべ志願者数 ＝ すべての入学試験の志願者数の合計

入学辞退率

辞退率 ＝ (合格者数－入学者数)／合格者数

退学・除籍率

退学・除籍者数 ＝ 当該年度に退学した，もしくは，除籍された学生数
退学・除籍率 ＝ 退学・除籍者数／４月１日時点の学生数

留年率

留年者数 ＝ ４月１日時点の同一学年に１年以上在籍している学生数
（正規生）
留年率 ＝ 留年者数／４月１日時点の学生数（正規生）
※長期履修は考慮せず

就職者率

就職者率 ＝ 就職者数／卒業・修了者数

未就職・不明等

未就職・不明等人数 ＝ 就職の意志があるが未就職の学生数 ＋ その他

率

（進路不明，就職の意思が無い等）の学生数
未就職・不明等率 ＝ 未就職・不明等人数／卒業・修了者数

就職率（希望者

就職率（希望者就職率）＝ 就職者数／(就職者数＋就職の意志があるが

就職率）
科研件数・金額

未就職の学生数)
件数 ＝ 新規内定件数 ＋ 継続件数
金額 ＝ 当該年度の直接経費 ＋ 当該年度の間接経費

科研採択率

採択率 ＝ 内定件数／申請件数
内定件数 ＝ 新規申請のうちの内定件数
申請件数 ＝ 新規申請件数

Ｂ．疑念のある基データの存在
整形したデータを見ると、年度によって値が大きく異なる項目があった。その事情や背
景が分かっている場合や、データ抽出時の単純ミスであった場合は問題ない。このどちら
でもない場合、基データの補修などデータクリーニングの必要が生じるが、データクリー
ニングでは対応できないことがあった。その要因として、どこかの年度で基データにおけ
る定義が変更されていることや、データ提供者ごとの解釈の揺れ（違い）が考えられる。
前者の場合、統一された定義に基づくデータを作成するため、基データを作り直すあるい
は基データから計算し直すことになるが、それができないときには注意書きを記載するし
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かない。このことはデータカタログ（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））の重要性を示唆している。後者
の場合、データ提供者ごとの解釈の揺れを極力減らすための対策が必要である。例えば、
解釈の揺れのために生じる問題を担当者に認識してもらえるような研修会を開催すること
は一つの手である。
Ｃ．データの確認
上記Ｂに関連して、整形したデータの確認は、集中力と時間を要するので大変である。
一般的な話になるが、ここで得られた教訓として、複数人によるチェックは大事であるこ
と（それでも見逃す可能性はある）、異なるプロセスでのチェックも有効であることが挙げ
られる。
３.４. ファクトブックの作成
ファクトブック本体のレイアウトやグラフの表示方法を決め、すべての項目をそれに沿
って図１のように整形していく。これは、基本的には単純作業であるが、単調作業でもあ
る。なお、今後、項目や表示方法等の大幅な変更が予想されることから、システム化は行
わず、単純作業の繰り返しによる非効率はやむを得ないという考えで進めることにした。
本格的な作成が初年度ということもあり、レイアウトやグラフの表示方法をどうするか
がまず問題となった。今回は、見栄えのよさは犠牲になるが、作業を容易にするため、デ
ータ毎に集計単位や表示方法が大きく変わらないように調整するとともに、フォントやレ
イアウトの統一には、エクセルにおいてマクロ（エクセル等のアプリケーションを予め決
められた手順で自動的に操作できる機能）を記述するときに使う専用のプログラミング言
語である Excel VBA を活用した。
単純作業の部分について、平成 27 年度は学内予算で特別配分された経費（学長裁量経
費）を活用して派遣職員を任用し、単純作業の部分を一気に進めることができた。ただし、
試行錯誤の中での作業だったこともあり、派遣職員には、はじめに表やグラフのレイアウ
トサンプルをいくつか作成してもらい、その後、レイアウトが決まったらファクトブック
全体の作成を行ってもらうことを予定していた。しかし、大学特有の知識、例えば、学部・
研究科や学士、修士、博士課程といった教育組織の知識等がまったくなかったため、IR 推
進室構成員の意図が伝わりにくく、本来の作業を行いながら集計方法等を細かく教える必
要があった。結果的に、データの集計作業等に時間がかかり、任用期間内に作業を終える
ことができなかった。一方、資金がない場合、IR 推進室構成員がすべての作業を行うこと
になるが、IR 推進室の他の業務や、個々の本務業務を抱える中で確実に進めることができ
るのかという課題がある。
なお、今回のようにエクセルを使ってファクトブックを作成するうえで必要なスキルと
して、基本的な集計処理の知識、ピボットテーブル操作、グラフの作成、マクロの利用、
マクロの作成、PDF 等への出力等が挙げられる。一言にエクセルが使えるといってもいろ
いろなレベルがあるので、派遣職員や非常勤職員を任用する際にどのような作業を担って
もらうかを十分に考慮し、必要なスキルを持つ人を任用することが重要である。
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就職者率

部局別
上段: 就職者率，下段: 就職者数
2009

2010

2011

2012

2013

2014

(H21)

(H22)

(H23)

(H24)

(H25)

(H26)

66.4%

65.8%

66.4%

68.2%

70.0%

71.2%

2138

2085

2093

2134

2204

2238

学士

61.4%

60.7%

61.2%

65.4%

67.3%

67.2%

1439

1412

1408

1508

1534

1581

人文学部

72.0%

78.4%

77.4%

78.9%

83.7%

80.3%

188

189

192

191

190

191

教育学部

75.4%

70.0%

73.3%

81.3%

79.0%

82.0%

306

275

272

299

298

314

法学部

72.1%

70.8%

70.3%

75.7%

83.0%

83.1%

132

131

128

134

156

167

経済学部

78.4%

80.5%

77.4%

82.2%

83.2%

87.0%

211

211

226

227

252

247

理学部

30.7%

35.6%

28.7%

41.7%

35.3%

41.1%

63

74

56

83

66

86

医学部医学科

90.9%

90.8%

95.5%

97.1%

94.0%

89.8%

90

89

84

102

94

97

医学部保健学科

86.0%

87.1%

87.0%

90.9%

90.5%

94.9%

148

155

154

160

152

168

⻭学部

91.4%

90.3%

86.6%

88.9%

87.9%

77.1%

64

65

58

56

51

54

工学部

28.1%

27.4%

30.1%

31.1%

33.4%

31.9%

140

144

154

165

170

163

農学部

54.5%

48.2%

50.3%

53.5%

64.8%

55.3%

97

79

84

91

105

94

学士(夜間)

80.0%

81.4%

69.7%

74.4%

71.4%

82.1%

28

35

23

32

20

32

経済学部

80.0%

81.4%

69.7%

74.4%

71.4%

82.1%

28

35

23

32

20

32

修士

81.0%

77.6%

77.9%

74.6%

77.3%

68.6%

51

45

53

44

51

35

78.7%

84.1%

81.0%

77.6%

81.0%

71.4%

37

37

47

38

47

30

86.7%

57.1%

60.0%

60.0%

50.0%

55.6%

13

8

6

6

4

5

大学全体

教育学研究科
医⻭学総合研究科(医)

・ 学 部 別 に み る と ，教 育 学 部 ，法 学 部 ，経 済 学 部 ，保 健 学 科 は 平 成 21 年 度 以 降 で
最 高 。 一 方 ， 医 学 科 ， 歯 学 部 は 平 成 21 年 度 以 降 で 最 低 。
・ 研 究 科 別 に み る と ，自 然 科 学 研 究 科 は 平 成 21 年 度 以 降 で 最 高 。一 方 ，教 育 学 研
究 科 と 現 代 社 会 文 化 研 究 科 は 平 成 21 年 度 以 降 で 最 低 。こ れ ら は 進 学 率 と ト レ ー
ドオフの関係になっていることに注意。

・ 研究科別にみると，現代社会文化研究科と医歯学総合研究科（医）は平成

就職者率 = 就職者数 / 卒業・修了者数

21

年 度 以 降 で 最 高 。ま た ，自 然 科 学 研 究 科 で 50％ を 超 え た の は 平 成 23 年 度 以 来 。

図１ 「新潟大学ファクトブック 2015」のサンプルページ

コメントの作成についても悩んだが、年度内公開という条件や他の業務との兼ね合いも
あり、最終的にデータから読み取れる客観的事実のみを記載することに落ち着いた。ここ
では、学部・研究科等ごとにコメントするのではなく、大学の全体的な傾向と、数値の大
きな変化や経年変化で目立つ学部・研究科等についてコメントしている。そして、基本的
にはポジティブ・ネガティブ両面からのコメントを入れるようにしたが、ファクトブック
はある種の健康診断書であるという考えに基づき、ネガティブな視点からのコメントが多
めになっている。また、これといった注目点がないため、コメントしにくい項目もあった
が、このような項目はファクトブックの項目として適当でない可能性もある。なお、コメ
ントの記載にあたって、数字を基にポジティブ・ネガティブそれぞれの切り口で「○○○
は全学で○％増加している。」や「○○○が○％以上減少しているのは○○学部、○○学部
である。」のように客観的事実を淡々と述べるだけであって、コメントそのものにはポジテ
ィブあるいはネガティブなニュアンスを一切持たせないことに留意している。これに関連
して、藤原（2016）の論考（特に４節）は参考になるだろう。
４．今後の展開：むすびにかえて
「新潟大学ファクトブック 2015」は平成 28 年３月に PDF 形式で学内公開した。この
１年間の取組を通じて、ファクトブック作成に係る諸課題を明らかにし、そのいくつかに
ついては解決のコツをつかむことができたので、ファクトブック作成のルーティン化と早
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期完成の見通しを立てることはできた。とはいうものの、データ作成（３．３節）及びフ
ァクトブック作成（３．４節）で、IR 推進室構成員３人（なお、全構成員は９人である）
と派遣職員１人（３ヶ月）で約半年間かなりの時間を割いたことも事実である。実質的に
かかった費用は派遣費用だけであるが、ファクトブック作成に直接関わった構成員がデー
タベースの扱いに長け、個々のデータの背景等についても十分な理解があるからこそ約半
年で学内公開までこぎつけることができたとも言えなくもない。
言うまでもなく、
「 新潟大学ファクトブック 2015」がファクトブックの完成形ではなく、
更なる充実が求められる。まず、内容の充実に向けて、経営戦略や各種評価に必要な指標
など掲載項目の精査・追加、他大学とのベンチマーク、
（今回は学部・研究科別の表示にな
っているが）項目によっては学科・専攻別の表示も検討する価値があるだろう。また、コ
メントについても、背景・要因を含めた分析、複数項目を連結させた分析など、IR 推進室
に期待される分析コメントを入れることも必要である。
ファクトブックは作るためのものではなく、利用されるためのものである。その意味で
学内（学外）での利活用をどのようにすべきかが大きな課題になる。今後の活動として、
ファクトブックを介した学内における IR に対する意識啓発がある。その中には、ファク
トブックの内容の充実や IR 推進室の活動に関する意見交換の場の設定、学内の会議でい
つでも閲覧できる状態にすることなどを想定している。特に、意見交換については、例え
ば、大学執行部、部局執行部、データ収集・入力担当者など、対象ごとにインフォーマル
な形で、それぞれの興味・関心に応じた内容で行うのが適切であろう。また、今後、学外
公開も検討することになるが、すべての項目ではなく、社会への説明責任を果たしうる項
目を中心に公開することになると予想している。
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編集後記
これまでの本誌は、どちらかといえばスタッフが執筆する自給自足的な原稿の掲載が多かった
わけですが、今号では半数以上がスタッフではない会員のみなさまからの投稿となっております。
粒ぞろいの報告が多いわけですが、一部の読者の方からは「もう少し気軽に事例を投稿できるよ
うなものにはならないのか」というお話もいただいています。この情報誌の主眼は、やはり「現
場で役に立つ情報の共有」ですので、ある程度、報告の質を維持しながらも、一方で「多くの事
例が集まる」ことも求められます。量と質の維持・向上という一見トレードオフのような要素を
同時に改善することは簡単ではありませんが、投稿区分の見直しにより対応していくべく検討を
進めております。検討結果は、５月中にはみなさまにご提示できる見通しが出てきました。
また、本誌では、
「なるべくわかりやすいものを提供する」という方針から、編集委員が読者モ
ニターとして、受理審査の際に詳細なチェックを入れています。その結果、
「査読→読者モニター
チェック」という二段審査となってしまっているわけですが、
「読者モニターによる読みやすさチ
ェック」を査読時に移し、
「一度にいろいろコメントが出てくる」方式に切り替える方向で検討を
進めています。このような、さまざまな改善を行いながら、みなさまと情報誌を育てていきたい
と思いますので、今後ともよろしくお願いします。（湖）
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