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IR って何？ 

－こんなことやっていたり、思ったりしています－ 

 

藤原 宏司（ベミジ州立大学 IR・IE オフィス） 

 

１．はじめに 

 

ベミジ州立大学の藤原宏司と

申します。今日はよろしくお願い

します。 

去年、15 年ぶりに日本に帰っ

てきまして、今年の AIR（カリフ

ォルニア州ロングビーチ）で嶌田

さん達に初めてお会いした際に

「今年も帰国するつもりです」と

お話したところ、このような機会

をいただくことになりました。日

本語でのプレゼンは初めてなの

で、時々、敬語や謙譲語の使い方

がおかしくなったり、何を言って

いるのか分からなくなる可能性がありますが、そのあたりはご理解の程、よろしくお願いします。 

今までにもたくさんの方々が、IR というのは何なのか？どういうことをやっているのか？とい

った内容で発表をされていらっしゃるようですが、今回は IR の日常業務を通して僕「個人」が

2011 年から約 3 年間 IR オフィスで働いた経験をもとに「普段こういうことを考えながら仕事を

しています」ということと「日本で IR 活動を根付かせるためにはこうした方がいいんじゃないの

かな」というようなことをお話しさせていただこうと思っています。 
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今日のアジェンダですが、最初

に僕が住んでいるミネソタ州ベ

ミジ市、勤務しているベミジ州立

大学（BSU）とノースウエスト技

術短期大学（NTC）について、

そして２つの大学が属している

ミ ネ ソ タ 州 立 大 学 機 構

（MnSCU：ミンスキューと発音

します）の紹介をさせていただき

ます。 

その後、MnSCU が使っている

大規模なリレーショナルデータ

ベース（ISRS）についての説明

と、可能であれば ISRS に実際にアクセスをしてデモンストレーションもやる予定です。次に僕

が実際に BSU と NTC でのどのような IR 活動をしているのか、そして最後に、少し生意気で申

し訳ないのですが、日本で IR を定着させるために提言のようなことをいくつかさせていただけれ

ば、と思っています。 
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２．ミネソタ州ベミジ市（Bemidji, MN） 

 

僕が住んでいるミネソタ州ベ

ミジ市についてですが、これがア

メリカの地図です。ミネソタ州は

ここ（赤い○）にあって、日本か

らはデルタ航空で直行便が成田

から（ミネアポリス市へ）毎日１

便出ていて、11 時間くらいかかり

ます。逆にアメリカから日本への

便だと 13 時間くらいです。ベミ

ジ市は、ここ（赤い●）にあり、

カナダとの国境まで車でだいた

い２時間くらいのところで、すご

い田舎です。 

 

 

2000 年の国勢調査でだいたい

人口が１万２千人弱、2010 年で

１万３千５百人位でした。みなさ

んからみれば、かなり少ないじゃ

ないか、と思われるでしょうが、

これでも人口統計を取り始めて

から一番人数が多いという結果

で、ベミジの人達の中には「僕た

ちもだんだん大都市に近づいて

きたね」というジョークを言う人

もいます。なぜ人数が増えている

かというと、ナーシングホーム

（老人介護福祉施設）やホスピス

に入所する人達や、リタイアした人達がベミジに移り住んできているというのが主な理由のよう

です。ベミジ市内には高齢者向けの医療施設が多くあり、主な雇用者は病院です。その他の雇用

者には、公立学校、MnSCU に属している BSU/NTC と Local Government があり、これはベミ

ジ市及びベミジ市が属しているベルトラミ郡の公務員です。 
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気温は、夏の暑い時でだいたい

30℃、冬の寒い時で－30℃くらい

で、どちらも年間に５日あるかな

いかです。みなさんもよかったら

来年の１月に来ていただけると、

どのくらい寒いかというのを体

感していただけます。ベッドルー

ムも空いていますので、いつでも

メールしてください。 

これは、今年の１月、－30℃ま

で気温が下がった快晴の日に、沸

騰したお湯を外に持ち出して空

気中に散布する、という実験をや

ってみた際の動画です。熱湯は一瞬で雪に変わります。このような素敵な体験ができますので、

ぜひぜひ遊びに来てください。できれば夏ではなくて冬に。 

 

 

ベミジ州立大学は、ベミジ湖の

湖畔にあります。とてもきれいな

湖で、これは僕が８月に撮った日

の出の写真です。 
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こちらが 11 月、だいたい朝７

時くらいのベミジ湖です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田舎ですが、綺麗な景色を楽

しめる素敵な街です。このよう

な写真をたまに撮って FB にア

ップしています。 
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３．ベミジ州立大学（BSU）、ノースウエスト技術短期大学（NTC）、ミネソタ州立大学機構（MnSCU） 

 

次は、ベミジ州立大学、ノースウエスト技術短期大学、ミネソタ州立大学機構について紹介さ

せていただきます。 

 

ま ず 、 Bemidji State 

University か ら で す 。 

Accreditation 機関は、日本語で

認証評価団体ですが、HLC-NCA

で す 。 こ れ は The Higher 

Learning Commission of the 

North Central Association of 

Colleges and Schools の略で、

アメリカの場合、認証評価団体

はその大学がある場所で決まり

ます。大学が認証を受ける評価

団体を好きに選ぶことはできま

せん。私立でも公立でも、HLC

の管轄地（19 州）内の大学はシ

カゴに本部がある HLC から認証を受けなくてはなりません。ただし、場所は選べませんが、認

証プログラム（トラック）は選ぶことができます。HLC は３つの認証プログラムを用意していて、

それらの主な違いは、認証の有効期間（10 年間／７年間）です。BSU の場合は、Open Pathway

という、１回認証を受けると 10 年間有効なプログラムを選択しています。その代わり、10 年目

にかなりの量のレポートを用意する必要があります。それがすごく大変だということで、認証の

有効年数を減らし、毎年コツコツとレポートを積み上げていくことによって Accreditation 時に

大学にかかる負担を少なくする、といった目的で設置されたトラック（AQIP）もあるのですが、

10 年に１回のトラディッショナルなトラックを選択する方がまだ多いようです（私見ですが）。 

学生数 が学部生（UG：Under Graduate）と大学院生を合わせて５千人弱です。 

教職員数は、教員が 280 人、職員と役員が合わせて 291 人です。アメリカでは、この

Student-Faculty Ratio（SFR）という数字が学生を集めるときに良く使われます。これは教員１

人が何人の学生を受け持っているか、という指標で、21.6 というのは州立大学では平均的で、多

くも無ければ、少なくも無いという数字です。ただ一部の私立大学に行くと、この数字が 11 や

10 以下になったりします。そういうところがその大学のセールスポイントになります。保護者の

視点で見ると、SFR が低いほうが、自分の子供がよりきめ細かい教育が受けられるのでは、と思

うのでしょうね。逆に、州の経営者や納税者は SFR を上げて欲しい、と考えているようです。教

員 1 人がより多くの学生を持てれば、「経営的」には効率的ですから。 

BSU には 3 つの大きな学部があり、文理系の学部、ビジネス系、環境系の学部です。その他に、

看護学系のスクール（これは最近出来ました）と大学院があります。56 の学士プログラムと 11

の修士プログラムがありますが、現在、修士プログラムが少しずつ減って行っているという状況
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です。2014 年の秋から通信での MBA のプログラムが始まることになっています。 

 

これは BSU のマスコットのビ

ーバー、バッキー君です。嶌田

さんが載せろ、というので載せ

ました（笑）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが僕が働いているビルディ

ングですね。ここにいるのは、

こちらのみなさんです。小湊さ

んたちが BSU/NTC を訪ねてく

ださったときの写真です。 
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これが僕のオフィスで、小さ

いながらも個室が与えられてい

ます。Deputy と言われている管

理棟の３階にありまして、学長

や副学長、他の理事の人達と同

じフロアです。たまに窓の外に

遊びに来る小鳥の写真を撮った

りできるのが気に入っています。

手前の机は IR業務を手伝ってく

れている学生（Work-Study）さ

んが使用しています。 

 

 

 

 

こちらが NTC のデータです。

Accreditation 機関は BSU と同

じく HLC-NCA です。同じミネ

ソタ州にあるので、同じ認証評

価団体ですね。ただ、認証トラ

ック（プログラム）は BSU と異

なり、AQIP です。AQIP という

のは認証期間が７年で、毎年毎

年小さなレポートを積み上げて

いくことにより７年目にさほど

負担がかからないように、とい

う目的でデザインされた、と理

解しています。 

 学生数千二百人くらいの本当

に小さい短大で、Student-Faculty Ratio は 17.5 です。NTC は短大なので学部（College/School）

はありません。その代わりに Division という言葉を用いて、似たような学科をまとめています。

Business Division というのは一般的なビジネス活動を補佐する人材（会計士補、ビジネス秘書、

医療コーディングなど）を育成しています。Environmental Technology には太陽光発電や風力発

電の施設を設置するための技術を習得するプログラムなどがあります。注意していただきたいの

は、技術短大ということで、NTC の目的は技術の習得であり、研究ではありません。その他、

Health Science では歯科衛生士や救急医療技士、Industrial Technology では自動車関係の整備士

になるための教育を行っています。みなさんの感覚からすると、NTC は日本でいうところの専門

学校（vocational school）に近いのではないでしょうか？ 

NTC では 3 種類の学位を出しています。おおまかに言うと、卒業に必要な年数で学位が異なり
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ます。２年制のプログラムは Associate of Science（AS）もしくは Associate of Applied Science

（AAS）、１年以上２年未満のプログラムを修了すると Diploma、1 年以内の短いプログラムでは、

Certificate という学位が授与されます。日本の短大が授与する学位は Associate of Arts（AA）と

言い、こちらの AS や AAS とは異なります。また、NTC には AA のプログラムはありません。 

 

 

BSU と NTC は異なる教育機

関で、認証も別々に（Pathway vs. 

AQIP）受けていますが、ほとん

どすべてのオフィスと理事を共

有する、というアメリカでも珍

しい体制をとっています。例え

ば、学長は BSU の学長であると

同時に NTC の学長でもあり、ほ

と ん ど 全 て の 副 学 長 も

BSU/NTC 両方に責任を負って

います。ここに列挙されている

部署は BSU/NTC 両方の業務を

担当しています。 

 

 

 

次は、MnSCU についてです。

Minnesota State Colleges and 

Universities System というのが

正式名称です。ミネソタ州全域に

ある７つの州立大学と 24 の短

期大学で構成されています。今日

現在、システム全体で何人の学生

がいるのか、まずは人種別のデー

タを見てみましょう。だいたい

225,800 人 く ら い の 学 生 が

MnSCU のいずれかの大学・短大

に属している（授業料を支払って

いる）ようです。外国人の学生は

4,200 人弱ですね。MnSCU ではこういう基礎的な学生のデータは、web を通じて簡単に入手す

ることができます。 

MnSCU には Chancellor（総長）がおり、各大学の学長の任命権を持っています。ただし、建

前上は総長と言えども大学の内部に直接、例えば「この学科を新設しなさい」、もしくは「この学
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科を閉じなさい」といった命令をすることはできません。過去に総長の命令で 1 つの短期大学が

５つに分割された、ということはありましたが。今年から総長の主導によって 28 個の指標を用い

た、各大学のデータの比較が始まりました。表向きはこれらの指標を各学長のパフォーマンス評

価に用いるという説明ですが、使われている指標が各大学をダイレクトに比較できるものなので、

MnSCU 内でのランク付けではないか？という人もいます。 

 

 

これがミネソタの地図です。

青い●が、短期大学の所在地で

す。ご覧の通り、ミネソタ全域

に点在しています。そしてこの

丸で囲まれているのが、４年制

大学の所在地です。赤く囲まれ

ているところがベミジです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが簡単な MnSCU の組織

図です。まず Board of Trustees

（BoT）といわれる 10 人くらい

のグループが州知事によって任

命されます。そしてそのグループ

が総長を任命します。選ばれた総

長 は 、 シ ス テ ム の Vice 

Chancellor（本部の副総長）や各

大学の学長を任命権を持ちます。

この利点は、州民が何らかの形で

教育に関与できるということで

す。州知事はリコールによって解

任できますし、BoT のメンバー

も州知事が罷免できるわけです。総長も BoT や州知事、州の議会に責任を負っていますので、権

力の暴走をこのようなシステムで防いでいるわけです。そして各学長は常に総長に対しての報告

義務があります。アメリカの大学の上層部、Administrators（学長、副学長、理事）と呼ばれる

人達の雇用契約は一般的に At Will です。双方いつでも理由なく退職や解雇ができる、という契
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約ですが、このような契約形態は日本では珍しいのではないでしょうか？ 

小湊：今のは、アメリカの特にミネソタ州立大学機構の説明ですよね、たぶん、日本の大学とは

仕組みが結構違うので、若干質問させて頂きたいと思います。さきほどトータルの学生数

を見るときにシステムからデータを取ってこられたと思うのですが、これは常時更新され

ているのですか。 

藤原：はい、毎日です。 

小湊：基準日というのは無いわけですね。 

藤原：はい。僕も正確な理由を知っている訳では無いのですが、毎日学生数が変動しています。

例えば、学期が始まって 3 週間後にいきなり学生がデータベース上に現れたり（履修登録

をしたため）、その逆のケースもよくあります。ですから、毎日データを更新して、その日

毎の学生数を見る必要があります。ただそれだと過去の学期のデータと比較が難しいので、

MnSCU には３つの基準日があります。１つは授業が始まって 10 日後の 10th Day、２つ

目が 30 日目（30th Day）、３つ目が学期終了後のファイナルデータですね。財務関係のレ

ポートなどはファイナルデータを使うのですが、学生数や学生のデモグラフィックデータ

のレポートは、もっと早く出す必要があります。学校内やパブリックからの要望ですね。

そのため、学生関係の一般的なレポートは 30th Day のデータを使って作ります。IPEDS

に提出しているレポートも 30th Day データですね。 

小湊：それだけ学生のトランスファー（移動）も多い、ってことですよね。 

藤原：それも多いのですが、なぜか履修登録できたり、途中でいなくなれたり・・・これは僕の

上司がよく言うのですが、学生はありとあらゆる手段を使ってルールをすり抜ける、と。

学生数のカウントの例だと、ルールでは授業が始まって一定期間が過ぎたら学生は新規に

履修登録もできませんし、もちろん登録内容の変更もできないことになっているのですが、

実際にデータを見てみると、10th Day には存在していた学生が、30th Day にはデータベー

スからいなくなっていた、というケースも珍しくはありません。 

浅野：私も９月にお邪魔した際に、実際にお伺いしたのですけども、みなさんイメージできない

と思うので、例えば、MnSCU という州立大学機構の下に大学がある、というのは日本で

はあまりないシステムです。また、藤原さんの勤務校では、学長含め理事が２つの大学を

兼務している状況になっていると思うのですが、その辺の経緯などを教えてください。 

藤原：NTC の方にお金が無い、というのが一番の理由です。みなさんがベミジにいらした時にも

学長がお話しましたが、学長や副学長、シェアされているオフィスのディレクターなどの

給料は BSU から出ています。現在の授業料収入から考えると、NTC が独自に学長や副学

長、BSU から完全に独立したオフィスを持つというのは不可能だと思います。それでも

BSU、NTC 双方から今の関係を解消したい、という意見を言う人もいるようですが。 

浅野：運営費交付金といいますか、州から来るお金がここ数年大きく変わっている、というよう

なお話もあったと思いますが、その辺も少し詳しく教えていただけますか。 

藤原：10 年位前までは大学の運営費の７割くらいが州からの援助だったようです。今はそれが３

割くらいに減ってます。そしてそのトレンドがどんどん続くだろう、と予想されています。

ですから大学が生き残るためには、学生数を増やす（授業料収入が増える）と同時に経費
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を削減しなければいけません。HLC の学会や AIR に行くと、他の州も似たような状況のよ

うですね。州からの援助は減っているのに、州へのレポーティング業務は増えている。昔

は 3 人でやっていた仕事を今は 2 人、もしくは 1 人でやらなければいけない、このような

話は良く聞きます。 
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４．ISRS データベース 

 

ここでは ISRS という MnSCU で使っている大規模なリレーショナル・データベースのお話を

させていただきます。 

 

ISRS は、MnSCU が独自に開

発したデータベースで、ここで

ほとんど全てのデータを管理し

ています。1990 年代の半ばから

開発がスタートし、運用開始は

2000 年位だと聞いています。当

時はベンダーのデータベース

（DB）を導入するのにとてもお

金がかかった時代らしく、コス

トを比較した結果、内部開発を

選んだようです。現在、この

ISRS を維持するために約 100

人が専任で働いており、年間に

かかるコストは人件費込みのト

ータルで約 30 億円位です。より汎用性が高い商用の DB が安くなってきた今、ISRS を維持、運

用し続けることがコスト的に見ても効果的ではないのでは？という意見も強く、５年以内にはこ

の ISRS を捨てることになるだろう、という人もいます。 

リレーショナル・データベースの特徴として、各大学に固有の ID を割り当て、その固有の ID

の下に、さらに学生固有の ID が割り当てられています。ISRS の保守、運用はあくまでも MnSCU

本部（システム）の IT（information technology services：情報技術サービス）部門が行ってい

ます。データの入力、修正に関しては各大学の担当オフィスがやります。例えば、学生の成績デ

ータの入力は各学科の担当ですし、住所などの学生の一般的なデータはレコード・オフィスで入

力されます。 
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これが大まかな ISRS のイメ

ージです。この青い丸が ISRS

で、ありとあらゆるデータが入

力され、ここへ保存されます。

ここ（紫）を IR と見立てていま

すが、ISRS に対して MS-Access

や SQL を使ってデータ・リクエ

ストを送り、その結果を受け取

っています。多分、日本の IR の

方達と一番違う点は、僕達は学

内のほとんどすべてのデータに

誰の許可もなくアクセスするこ

とができる、ということではな

いでしょうか？ 

 

 

フロア：こういうデータベースが、コマーシャルというか、アメリカでは会社ができるような市

場があるのですか。 

藤原：データベースシステムをデータの記憶域とデータを入出力するインターフェースに分けて

考えると、データを保存する部分は教育分野に限らず、他の分野（医療など）と同じです。

システムを導入する場合は、インターフェースの部分がキーになります。普通は、教育分

野、学生データ向けに作られたインターフェースを各大学用にカスタマイズするようです

ね。導入時にかなりの手間とお金がかかるので、１回システムを導入すると、よほどの理

由が無い限り、システムの変更はほぼ不可能です。ある程度の規模の大学でデータベース

を使っていない、というのは、州や連邦政府へのレポーティングから考えても信じられま

せん。つまり、ある程度の市場規模がある、と考えてもいいのではないでしょうか。イン

ターフェースを作っている会社で有名なのは PeopleSoft とか Banner です。 

フロア：それは大学単位ではなくて州単位で導入されるわけですか。 

藤原：MnSCU の場合は州単位（システムでまとめて）です。そうでなければ NTC のような小

さな短期大学、それこそ独自の学長や理事を雇うお金がないところで、こういうデータベ

ースは持てませんよね。ちなみにノースダコタ州の州立大学システム（The North Dakota 

University System）やミネソタ大学システム（The University of Minnesota system）は

商用の PeopleSoft を使っているようです。 
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５．BSU/NTC での IR 活動 

５．１ 通年的な活動 

 

ここでは実際に僕がどういう

IR 業務をやっているのかをカレ

ンダー方式でご紹介させていた

だきます。その前に IR オフィス

についてですが、Director と僕と

の 2 人で２つの大学（BSU/NTC）

を見ています。とても小規模な

IR オフィスですね。これが年間

を通じてやっていることです。 

5.1.1. Enrollment Report  

まず、授業登録をしている学生

数を毎日チェックしています。学

期毎（秋、春、夏）にチェックするので、時期によっては２つの学期のデータをチェックすると

いうこともあります。これは先ほど説明したように、学生数が毎日変動するためです。ただ、授

業が始まって 30 日を過ぎるとほとんど変動しなくなるので、それ以降は毎週月曜日に行います。

授業が始まる１ヶ月前位になると毎日２回くらい、どこからか学生数についての問い合わせがあ

ります。 

小湊：藤原さんはこれをある特定のフォーマットに落とし込んで提出するのだと思いますが、執

行部はそれを見て具体的に何をしているのですか。 

藤原：執行部は学生数よりも登録単位数や FYE（FYE = Credits/30）を主に見ているのですが、

レポートを見て、FYE がその学期の目標数に届きそうかどうかをチェックしているのだと

思います。例えば、FYE や学生数が、目標数に届きそうもない状況になったとします。授

業開始２週間を切ってしまうと手遅れになりますが、２ヶ月くらい前であれば、緊急にコ

マーシャルを打つとか、高校の進路指導アドバイザーにコンタクトを取るといった、対応

策を講じることができます。学生数や FYE を定期的にチェックしていないと手遅れになる

可能性があるので、２ヶ月くらい前からは毎日レポートを走らせ、何か顕著な変動が現れ

た場合には、担当理事やオフィスへ「去年に比べて xx％入学者数の予測が減っているが、

どうなってるのか説明してくれ」というような問い合わせをします。IR だけだと理由が説

明できないことがあるんですね。 

江原（立命館大）：毎日というけど、実際には授業が始まる前の２ヶ月くらい毎日チェックをする、

ということですか。 

藤原：はい、それと、授業開始 30 日後までですね。 

江原：つまり３ヶ月間は毎日やる、ということですね。 

藤原：はい、そうです。 
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5.1.2 Weekly Enrollment Report ［資料 p.88］ 

毎週月曜日の入学者データを使い、週の Enrollment Report を作成しています。 

（http://www.ntcmn.edu/about/institutional_research/） 

 

表１：NTC における学生登録週報 

ヘッドカウント（フルタイム学生もパートタイム学生も１名は１名とするカウント方法）で対前年比の人数とパ

ーセンテージでの差を示している。 

 

このようなエクセルの表を作っています。アクセスからダイレクトにレポートも作れますが、

見やすさを考えてエクセルを使っています。この表は秋学期が始まる（8/26）約４ヶ月前にあた

る 4 月からデータの収集を行い、作成を開始しています。Fall 2012 のデータと比べて Fall 2013

の数値がどのように違うのか、それをトレンドで見ています。 
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図１：FTE 登録者数の変動 

FTE とはフルタイム学生が何人分かで示すカウント法である。黒色が Fall2013 FTE（Credits/15）である。（図

中では Fig.2 となっている） 

 

表も便利ですが、執行部やレポートを見る人達は、グラフの方をより喜んでくれるようです。

これは入学者数ではなく、FTE、つまり授業料収入の推移です。このグラフを見て、収入が予測

よりも極端に低くなりそうな場合は、担当部局が何かしらのアクションを起こすことになります。

グラフを見る限り、NTC は 9 月からのデータ変動があまり起きていないのですが、BSU の場合

には変動が起きることがあるので、授業が始まって 30 日までは毎日データをチェックしています。

それ以降は毎週月曜日になります。 

 

5.1.3. Weekly Prospects/Applicants Report (NTC) 

次の業務は、Weekly Prospects/Applicants Report です。この Prospects というのは「問い合

わせた人」という意味です。大学へネットや電話で「おたくの大学に興味があるのだけれど、資

料を送ってもらえないか？」や「こういうプログラムはやっていないのか？」といった問い合わ

せがあった場合には、それぞれの Prospects に連絡先を確認し、その連絡先をデータベースに登

録しています。その後、実際に問い合わせをした Prospects が大学に願書を出したかどうかをチ

ェックします。アドミッション・オフィスはそのレポートを確認し、電話もしくはメールなどで

直接 Prospects にコンタクトを取ります。「１ヶ月前にお問い合わせいただきましたが、当大学へ

の入学を検討していただけませんか？」「何か質問があれば、ご連絡ください」というような内容

だと思われます。 

Applicants というのは、実際に願書を出した学生です。願書を出した学生と、その志望する専

攻や選考結果の情報などのレポートを毎週月曜日に作成し、担当理事及びアドミッション・オフ

ィスへ送っています。 
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5.1.4 Course Survey （毎学期） 

Course Survey というのは、年間ではなく毎学期実施するもので、日本で言うところの授業ア

ンケートです。今日は NTC のものをお見せしたいと思います。 

http://survey.bemidjistate.edu/cgi-bin/remark/rws5.pl?FORM=NTC_Course_Survey_20143 

 

このような web ベースのアンケートシステムを作成し、該当する授業を取っている学生へ e メ

ールでリンクを送付し、アンケートに回答してもらいます。実際に学生へメールを送るのは、教

員です。過去の経験からですが、教員からメールを送った方が、学生からの回答率が高くなるこ

とが分かっています。学生に対して固有の ID を発行することで回答数を制限したり、授業を受け

ていない学生がいたずらにアンケートへ回答するのを防ぐことも可能ですが、その場合には IR か

ら直接学生へメールを送信しなければならない、というシステム上の制約が発生するため、授業

に固有のパスコードを設定し、教員から学生へ伝えてもらいます。学生には回答時にパスコード

を入力してもらい、あらかじめ設定した授業固有のパスコードと学生が入力したパスコードが一

致した回答のみを分析の対象としています。同じ学生が複数回アンケートに答える可能性もあり

ますが、それよりも回答率を上げることが重要であり、加えて、そういうことをする暇な学生は

それほど多くないのではないか、という考え方ですね。 

設問数は、30 問近くあります。この数は、僕や上司のディレクターは、多すぎる、と感じてい

ます。他のアンケートに比べると設問数は少ない方ですが、学生は毎学期いろいろなアンケート

を受けており、正直アンケート疲れを起こしているのではないかと考えています。アンケートで

本当に知りたいことは何なのか？アンケートを通じて学校の改善に活かしたい本当のポイントは

どこなのか？本当に知りたいこと、できることの数から考えれば、問題数をなんとか 10 問くらい

に減らすことができないか？と思案しており、周りの人にも提案をしているところです。 
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・（中略） 

 

図３：NTC 向けのコース・サーベイ 
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5.1.5 Enrollment Experience Survey (NTC) 

この Enrollment Experience Survey というのは、毎年９月と１月に行う入学者を対象とした

オリエンテーションに参加した新入生に対して行うサーベイです。NTC のサービスはどうだった

か、また、何を改善すればもっと分かりやすいオリエンテーションを提供できるか、ということ

を問うサーベイで、毎学期実施しています。 

 

江原：藤原さんとディレクターの方を手伝う、事務の補佐員みたいな方はいないのですか。 

藤原：僕がディレクターの補佐みたいなリサーチ・アナリストです。ディレクターが BSU をメ

インで担当して、NTC は僕がディレクターみたいな感じで上手く分業しているとも言えま

す。 

江原：ご自身で全部、集計などをやっておられるのですか。 

藤原：オフィスは隣同士で、僕が NTC をメインにやるのですが、オフィス自体は BSU の方にあ

ります。 

嶌田：藤原さんは週に２回だけ向こう（NTC）に行くのでしたっけ。 

藤原：はい、週 10 時間ほど NTC の方にもオフィスがあるので短期大学の方に行っていろんな人

と話をして「何か問題ない？」「何か出来ることない？」という感じでコミュニケーション

は常に取っている感じです。そこも難しいところで、毎日、あっちに行ったり、こっちに

行ったりしています。 

小湊：江原先生のご質問の主旨は、レポートを作る際にそれを手伝う人間がいるかどうか、とい

うお話だと思いますが。 

藤原：質問を取り違えて申し訳ありません。それについては、僕が Visual Basic Application（VBA）

でプログラムを作り、なるべくレポートを自動作成できるようにしています。若干の手作

業は必要ですが、レポートの作成にはそれほど時間はかかりません。ただ、他の学校の IR

の方の中には全部手作業でやっている方もいらっしゃるようですね。先週、AIRUM という

AIR の地方学会で、Excel VBA を使って実際にレポートを自動作成する方法についてのプ

レゼンテーションを行いました。将来的にはこういった VBA などのオフィス系のプログラ

ミング能力も IR の必須スキルの一つになっていくのでは？と考えています。 

小湊：基本的にはデータベースにアクセスして目的のデータを取ってきて出す。その一連の作業

を、ご自身一人でやっているということですよね。 

藤原：その通りです。ただ僕の場合、この部分（レポート作成関係）を他の IR の方達よりもか

なり作業を簡略化して時間も節約できている、と思います。手作業でやろうとすれば大変

ですし、時間もかかります。ですから、コンピューターで自動化できるところはなるべく

自動化で処理するようにしています。 
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５．２ 秋学期（8 月-12 月） 

ここからは学期別に見ていきたいと思います。BSU/NTC はセメスター制で、1 年は秋学期、

春学期、夏学期で構成されています。夏学期はオプションです。まずは秋学期に僕が日常業務と

して何をやっているのかをご紹介します。 

 

5.2.1. 10th Day & 30th Day 

Enrollment Report ［資料 p.90］ 

さきほど MnSCU では基準とな

る学期の日がある、とご説明し

ましたが、授業開始日から 10 日

目と 30 日目のデータを使って

レポートを作成しています。 
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図３：NTC の 2013 年秋学期における授業開始 30 日後の学生データ 

（表１：学生数とフルタイム換算学生数、表２：科目のロケーションによる登録学生数、表３：より詳しいロケ

ーション毎のフルタイム換算学生数） 

http://www.ntcmn.edu/about/institutional_research/ 

 

このような形式のレポートです。例えば Table 1 を見てください。ヘッドカウントは 2012 年秋

に比べて 2013 年秋は３％増えました。しかし、クレジットの売り上げ（登録単位数）は減って

います。フルタイムの学生が減って、パートタイムの学生が増えた、ということが主な理由です。

0.3％の差ですから、問題視するほどの差ではありませんし、学生数自体は増えていたので、この

学期に関しての経営陣の評価はまぁまぁの感じだったのではないでしょうか。 

 

小湊：すみません、クレジットの売り上げ、という概念がたぶん日本の関係者には分かりにくい

と思うのですね。日本の場合、授業料を納めて、あとは何単位取ろうと授業料は変わらな

いわけですね。その辺の背景の違いを説明してください。 

藤原：履修登録数はあくまでも学生の自由です。何単位取ってもかまいません。NTC の場合、１
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単位当たり 170 ドル位だと思いますが、学期に 15 単位取ってもいいですし、１単位しか

取らなくてもかまいません。ですから、学生数よりも単位の売り上げ（授業料収入）が重

要になってきます。先ほども少し触れましたが、州政府からの補助金が減り、学生からの

授業料収入が大学運営費のコアになってきている関係で、学生数が５％増えたとしても、

クレジット数が５％減ると大学にとっては大ダメージとなります。ただし、パブリック、

つまり一般の方は学生数に興味があります。学生数に関する質問も多いので、レポートに

掲載はしていますが、経営陣はクレジット数やFTEを注意深く見ています。ちなみにBSU

では 12－18 単位を履修する際、授業料は一律になります。このような授業料設定を

Banded Tuition と言います。 

 

次に Table 3 を見てください。アメリカの大学には、大きく分けて３種類の授業の取り方があ

ります。「On-Campus Only」は、教室に行って教員から直接授業を受ける形式でのみ、履修して

いる学生のグループを指します。これはあくまでも僕達が便宜上つけたグループ名ですので、他

の大学で通用するかどうかは分かりません。次に、教室での授業とオンライン、つまり自分のペ

ースで学習できるインターネットでの授業を併用している学生のグループが「On-Campus and 

Online」です。「Online Only」はオンラインでの授業のみを履修している学生のグループです。

今はどこの大学でも、オンラインの授業「のみ」で学位が取れるプログラムを強化しているよう

で、BSU や NTC でも「Online Only」の学生数や単位の売上が増えてきています。「Online Only」

では学生がベミジに住む必要がなく、極端な例を挙げると、海外からでも授業が取れます。マー

ケティングの幅が広がるわけですね。僕自身も今年の５月にフロリダ州立大学の Graduate 

Certificate in Institutional Research を修了しましたが、フロリダには１度も行くことなく、全

てオンラインで授業を受けました。 

 

5.2.2. LibEd Assessment (BSU) 

春学期のセクションで説明します。 

 

5.2.2. Common Data Set（CDS） ［資料 p.94］ 

成り立ちは諸説あるようですが、IR には営利企業からも大学のデータのリクエストがきます。

US News、Peterson、Wintergreen などがそうですね。似たような質問がかなり多く、しかも回

答締切日がとても近いです。規模が小さい IR では対応しきれないため、BSU/NTC では US News

を除く営利企業からのデータリクエストには CDS を送り、そちらで回答を確認してください、と

いうことにしています。 

（http://www.bemidjistate.edu/offices/research_effectiveness/cds/） 
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表２：コモン・データセットでの表の例（2012） 

（住所、連絡先等） 

（学生数等） 

 

（リテンション・レート） 

 

 

例えば、学校の住所や、入学選考のポリシー、もちろん学生数も載せていますし、リテンショ

ン・レート（Retention Rate）などのデータも CDS で確認することができます。リテンション・
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レートというのは、他の大学で履修経験のない、12 単位以上履修しているフルタイムの新入生が

翌年の秋学期にどれくらい大学へ戻ってくるのか、という値です。つまり Fall-to-Fall Retention 

Rate ですね。6 年間での卒業率（150% Graduation Rate）と並び、その大学を代表する指標で

す。もちろん IPEDS でも見ることができます。つまり、政府が大学に公表を義務付けている指

標群のひとつです。超一流と言われている大学の Retention Rate は、100％に近くなります。悪

くても 95%位でしょう。BSU の Retention Rate はだいたい 68-72％くらいです。 

嶌田：補足ですが、今、藤原さんがリテンション・レートの説明の時に２年生になったときに「帰

ってくる」学生と仰ったわけですけど、これは「Returned Student」なわけです。僕らの

感覚ですと１年生から２年生は「進学する」だけですよね。それこそ黙っていても進学し

てしまうわけですけど、アメリカの感覚だと「戻ってくる」、つまり、放っておくと「戻っ

てこない」という感覚があるんだ、とみなさんおっしゃっていましたね。 

藤原：そうですね。僕たちの大学のレベルだと「戻ってきてくれて、ありがとう」という感じで

すね。戻ってくるのが当然、という考え方は絶対しません。逆に言うと、７割も戻ってき

たからよかったね、という感じです。もちろん、この数字で満足せずにもう少し上を目指

そうという意識はあります。 

江原：日本の感覚だと、「戻ってくる」んじゃなくて「出なかった」という感覚ですね。そういう

意味合いでリテンションを使っています。 

藤原：BSU が 69％で NTC は 46％です。NTC の場合、100 人いたら半分は居なくなるんですよ。

それでも、これは普通なんです。僕も最初、みなさんのようにびっくりしましたが、３年

もやれば慣れました。Retention に関するデータ解析も、やりがいがありますし。 

山崎：入学金というのは無いのですね。 

藤原：入学金はありません。ただ、Application Fee として願書を出す時に$20 を１回だけいただ

きます。MnSCU の他の大学に Application Fee をすでに支払った学生は、他の MnSCU

の大学（BSU や NTC など）に願書を提出する場合、$20 の支払いは免除されます。 

小湊：そういうお金ってアメリカ、基本、取らないですよね。取ったら逆にガンガン質問される

から。ちゃんと説明できる金額しか取れない、ってことですよね。こういう云い方すると

よくないと思うけど。ちょっとつっこんだ質問なんですけど、リテンション・レートはア

メリカの大学ではずっとデータを取っていますけど、２つの側面がおそらくあるのかな、

と理解しているのですね。１つは Student Success、その大学の教育プログラムがいかにそ

の学生にとって魅力的だったのか。そのことはアカウンタビリティーにすごく繋がってい

く話なんだろうと思うのですけど、もう１つは先ほど言った単位従量制みたいなところが

あるので、大学経営にとって一番大事な財務的な問題もあるのかなと思ったんですけど、

その辺はどうでしょうか。 

藤原：基本的にリテンションを見る一番の理由は昔に出た有名な論文で、ドロップアウトする学

生のほとんどは 1 年目でドロップアウトする、つまり２年目に帰ってきた（出なかった）

学生は卒業する確率が高くなる、だからリテンションを見よう、という傾向がある、と僕

は理解しています。財務関係ですが、学生数が増え、登録単位数が増えるほど収入も増え

ます。学生の構成は New Students と Returned Students ですから、その観点で考えると、
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帰ってくる学生を増やせば増やすほど、収入は増えますよね。 

浅野：今年の AIR で WASC の方が講演されていましたけど、やはり今仰っていたようにリテン

ション・レートだけではなく、今後、認証評価機関は卒業率（Graduation Rate）を見ると

言っていたんですね。しかも４年と言ってました。 

藤原：150％（６年）ではなくて 100％（４年）ですか？ 

浅野：率については言及されていなかったと思いますが、まず４年の卒業率を見ると仰ってまし

た。 

藤原：それは HLC より厳しいですね。 

浅野：リテンションからグラデュエーションに変わっていっているのかな、という印象を受けま

した。先日、ベミジにお伺いした際に、嶌田さんに日本の大学の概要を説明してもらった

ときに、日本の卒業率は 90 数％です、と言ったら、みなさん「？」という感じだったので

すが、アメリカの方からすると、その数字はあり得ない、という感じですか。 

藤原：ハーバードとかそういうレベルの大学ならあります。 

浅野：その辺の認識が結構違うな、という印象を受けました。 

藤原：そうですね、では、卒業率のお話をしたいと思います。 

 

表２（つづき）：コモン・データセットでの表の例（2012） 

（2006 年秋学期入学生の卒業率に関連するデータ） 

 

基本的に分母（B4）はリテンション・レートの計算の時に使用しているのと同じです。６年以

内で卒業した学生数を分子に入れて（B10）、それを一般的に 6 年以内の卒業率（150% Graduation 

Rate）と言います。100％が４年、その１．５倍だから６年というわけです。さきほど浅野さん

が言われたのは、アメリカの一部地域では４年の卒業率（Graduation Rate）を見る、というこ

とですが、CDS からでも 100% Graduation Rate は計算できます。分母は同じなので、分子の所
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を 4 年以内に卒業した学生の数、ここでは B7 ですね。つまり、23%です。ですから、もし 150％

ではなく 100%を使ってのレポーティングだと、うちの大学や他の似たようなレベルの大学は困

るでしょうね。ただ、アメリカ国内では教育に税金を払いたくない、教育費を減らせ、という声

が日に日に高まってきています。そして、大学に対しては結果を見せろ、つまりアカウンタビリ

ティが要求されています。昔は「私達は学生に対して素晴らしい教育を提供しています」で良か

ったようですが、今はもっと具体的な実例を示す必要があります。リテンションというのは、あ

くまでも翌年に帰ってきた、ということしか見ていないので、これからはもっと何人卒業生を出

したのか、卒業するまでにどのくらいかかったのか（time-to-degree）が重要になってくるので

しょうね。 

 

嶌田：卒業しない学生って何をしているんですか。日本だと家でゴロゴロしてたりバイトしてい

たりするわけですが。 

藤原：僕が知っているアメリカ人の学生のほとんどは、就職するために大学に進学します。です

から、在学中に仕事が見つかれば、大学をストップして働く、という学生もいます。大学

院と違って大学の場合、在籍年数に限りはありませんし。あとは成績的な理由が考えられ

ます。成績が思わしくなく、大学から停学処分や、連邦政府からの Financial Aid が受けら

れなくなって学校を辞める学生もいると思います。 

関 ：リテンションについてなのですが、２年目のときの数を訊いているわけですが、例えば３

年目、４年目、５年目というのはとったりしないのですか。 

藤原：あとで少しお話しするのですが、BSU だと１年目から２年目のリテンションは過去数年間

ほとんど変わっていません。だいたい 68-72％くらいですね。今度、各学科を評価するため

に作った指標の中で、ジュニア、つまり３年生になったときに在籍していた学生を cohort

にして、その学生が４年以内に卒業する率を見よう、ということを始めています。昔の論

文では、2 年目に在籍していれば卒業確率が高まる、とう理論でしたが、僕達はそれを 3

年目までくれば、と微妙に変えてデータを取ろうとしています。 

小湊：多分、リテンション・レートの取り方が大学によって少し違うかもしれませんね。僕が前、

見たときには１年生から６年生まできっちり数字を並べていましたので、きちんと取って

いるところもあると思います。 

藤原：リテンション関係のデータはMnSCU のデータベースを使えば簡単に見ることが出来ます。

僕もやれと言われれば、すぐに確認はできるのですが。 

小湊：（実務的に）必要性を感じない、ということですね。 

藤原：そうですね。でも折角ですし、グラフは簡単に作れるのでアメリカに戻ったら嶌田さんに

送ります。 
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図４．BSU Retention and Graduation Rates for the Cohorts: Fall 2002-Fall2013 

 

 

5.2.3. Fact Book ［資料 p.110］ 

過去数年の秋学期（30th day）のデータを使い、学生のデモグラフィックデータをメインにフ

ァクトブックと呼ばれるデータ集を BSU/NTC 両方に作っています。BSU バージョンのファク

トブックだと、テーブル数が 70 位、グラフの数が 15 位、NTC バージョンはもう少し少なかった

ように思います。大学院のデータの有無が主な理由です。具体的なデータについては、お見せし

たほうが早いので、こちらをご覧ください。 
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図４：ファクトブックの例（BSU 2012-2013 Student Demographic Fact Book） 

http://www.bemidjistate.edu/offices/research_effectiveness/fact_books/ 

 

これらがテーブルやグラフの例ですが、これらの前に Preface としてファクトブックの目的、

大学の歴史、ミッションステートメントやアクレディテーションの情報も載せています。データ

というものは、その時点のみで見るのではなく、可能であれば、時系列で見るようにするべきで、

学内の人達には機会があるたびに、ファクトブックを見るよう宣伝をしています。このファクト

ブックは学内だけではなく、一般にも公開しています。ファクトブックは 2011 年から作り始めま

した。ちょうど、僕がこの仕事を始めて 2 ヶ月後くらいだったと思います。作成の目的は大きく

２つあり、1 つは時系列データを提供すること、もう 1 つは IR にデータリクエストを送る前に、

ファクトブックを見て必要な答えがあるかどうかをチェックしてもらうことで、IR に来るリクエ

ストの数を減らせないか？ということだったのですが、これが見事にマイナスの方向に働いてし

まい、却ってリクエストが増えてしまいました。というのも、「こういうことができるのなら、違

う質問にも答えられるでしょ？」ということで、どんどんリクエストが来ています。難易度も上

がってきているといいますか、複雑化してきていますね。まぁ IR としては嬉しい限りですが・・・。 

浅野：スライドを見ると、あまり注釈とか付いていないのですが、このようなスタイルで出され

ることが多いのでしょうか。日本の大学だと、結構、事細かにいちいち説明しないと、説

明した際に確認自今が多くなり、手渡してもなかなかこういうのは読んでもらえないので

すけど、そういうのは無いのですか。 

藤原：こういうのを見てくれる人は、もともとデータに慣れ親しんでいる人達です。外部の人が

見ると分かりにくい所もあると思いますし、たまに解釈の仕方についての質問を内部から
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受けることもあります。ただ、広く使われている用語を使っているので、主なコンスマー、

つまり内部の人達から、もっと細かい注釈をつけるように言われたことは無いですね。 

藤原将：先ほど、内部の方の事例の話をしていただいたのですが、外からみて、一般の父母など

がこういうのを見て、さらに訊きたいとか、そういう意欲関心があるものなのでしょうか。

藤原：例えば、この中の１つのテーブルに人種別の入学者のデータというのがあります（Table 

**）。僕が住んでいるベミジというのは、ネイティブアメリカンが多く住んでいる地域で、

インディアン居留地や BIA（インディアン管理局）関係からリクエストが来ることもあり

ます。よく聞かれるのは、学生数の推移、リテンション、卒業率などです。 

 

 

5.2.4. Program Data Books ［資料 p.131］ 

ファクトブックが学生のデモグラフィックデータのまとめだとすると、このデータブックとい

うのは学科、プログラム毎のデータ集です。いろいろな指標が含まれています。ファクトブック

を公開していない大学もかなりありますので、このような学科毎の詳細なデータを公開している

大学というのはさほど多くはないと思います。 

 

表３：データブックの例（生物学プログラム） 

http://www.bemidjistate.edu/offices/research_effectiveness/data_books/programs/ 
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Biology がオファーしているオンキャンパス、つまり実際に学生が教室に来て授業を受けるクラ

ス関係のデータです。Lower というのは 1000 番台（主に 1 年生向け）、2000 番台（2 年生向け）

のクラス、Upper は 3000 番台と 4000 番台、あとは大学院生向けのクラスです。こういうデータ

も全て ISRS から取ってくることができます。このレポートは ISRS からアクセスを使って取っ

てきたデータをエクセルからピボットテーブルで参照し、最後に VBA を使って学科ごとにレポー

トを作る、という段取りで作成しています。大まかな授業料収入（FYE）、授業を履修した学生数、

単位が取れた学生の割合、クラスの定員数に対しての充足率など、そのプログラムの効率性に関

係するデータをこのセクションではまとめています。 

［江原：学外の人も見られるわけですか。藤原：はい、見ることが出来ます。］ 

これは Biology のデータですが、このデータは Biology だけではなく、他の学科の人達も見る

ことができます。こうしてオープンにすることにより、自由に学科間でのデータ比較をすること

が可能です。「あそこの学科はどうやっているんだろう？」という疑問が生じた場合には、その学

科のデータブックを見ればいいわけです。このデータブックには他にも、学科毎の在籍者数や卒

業生の数、就職関係やコスト関係のデータも含まれています。機会があれば、一度ご覧ください。 

 

5.2.5. Program Indicators Report ［資料 p.141］ 

次は、Program Indicators Report です。データブックが学科毎の細かいデータを扱っているの

に対し、これはもう少し大まかな、スナップショット的なレポートです。今日は主に表４を中心

にご説明します。 

 

表４：Student FYE per Faculty FTE 

（この数字が 20 を超えると、そのプログラムはお金を稼いでいることを意味する） 

 

http://www.bemidjistate.edu/offices/research_effectiveness/data_books/ 
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この表では、その学科に属している教員の給与の合計と、その学科が得た授業料収入を比較し

ています。BSU の場合、この数字が 20 を超えると、そのプログラムはお金を稼いでいて、20 を

切ると、人件費が授業料収入を上回っている、ということになります。表を見ていただくと、20

を下回っている学科もかなりありますが、このように 20 を切っているプログラムがすぐに人員削

減やプログラム閉鎖の対象になることはありません。これはあくまでもその対象年のデータで、

そういうアクションを起こす前に時系列のデータを見る必要があります。もちろん、IR ではその

ようなデータもすぐに作成、提供することができます。これは最近始まった新しい指標ですが、

学内の学科間でのコスト比較が簡単にできる便利な指標だと思います。これは小湊さんから質問

があったのですが、減価償却とか、建物、もしくは特定の学科、授業で必要な設備費などは考慮

せず、あくまでもその学科の教員のサラリーだけで見ています。サラリーだけを考慮する一番の

理由は、計算のしやすさです。難しいモデルを作るより簡単な指標を時系列で見たほうがいい、

僕達はそう考えています。 

浅野：例えば、もともとお金がかかる建物を持っているところと、そうじゃないところで見てい

くと公平ではないので、授業料収入とサラリーだけで見ていく、ということですよね。あ

くまでも状況を見るだけのため、だと。 

大野：例えば、20 というのは、どういう風に決められたのですか。 

藤原：20 というのは、計算から得られた Break Even Point です。つまり教員の給与と授業料収

入でバランスが取れるのが 20 プラスマイナスいくつかなんですね。ですから、過去数年の

データを参考に、20 という数字を使用することになりました。もし、他の大学が同じよう

なことをやるとしたら、その大学用の Break Even Point を探す必要があります。BSU の

場合はそれが 20、NTC の場合は 18 です。 

小湊：Break Even Point とは、日本語で言う損益分岐点ですよね。 

 

表５：Cost - MNSCU Cost study summary information FY2010 

 

http://www.bemidjistate.edu/offices/research_effectiveness/data_books/ 
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先ほどはコストを BSU の中だけで比較しました。MnSCU では同じデータベースを使っている

ので、同じ学科を異なる大学間でコスト比較することが可能です。それをちょっとお見せしよう

と思います。上記の表ですが、Lower や Upper はデータブックの時と同様です。色々と数字が並

んでいますが、ここで重要なのは一番右側の列です。この数字が 100%を超えていれば、その学

科が他の大学と比べてコストが高い、100%を下回ればコストが安い、という意味になります。学

科にかかるコストを内部だけではなく外部とも比較する、そしてデータを執行部だけではなく、

学内で広く共有する。それによって自分達がコスト的にどういう位置にあるのか、ということが

すぐに分かるようになっています。もちろん、このデータに関しても、時系列ですぐに提供可能

です。 

 

小湊：そこのコストというのは人件費ですか。 

藤原：MnSCU 内でのコスト比較の場合は人件費に秘書の給与、学科長に支払われる手当、他に

オーバーヘッドなども含まれています。 

小湊：コストの定義は違うわけですね。 

藤原：違うのですが、あくまでも同じ定義を使って他の大学と比べているので、意味のある指標

だと思います。これは僕達が独自に計算しているのではなくて MnSCU のシステム・オフ

ィスで集計されています。まずは BSU のレポートでは 20 以上を、この MnSCU の Cost 

Study では 100 を切ろう、これがコスト関係での目標ですね。 

浅野：その場合、コストを下げるためには教員の給与を下げるか... 

藤原：それはコントラクトがあるので、できません。 

浅野：授業料収入を上げるか、ですか。 

藤原：そうですね。 

藤原将：同じ州の中の大学と比較できるようなシステムだと思うのですが、私立大学ではこうい

うのは難しいと思うのですが、できるもんなんでしょうか。 

藤原：コスト関係で有名なデラウェア研究に関係するいくつかの文献が参考になるかもしれませ

ん。あとは、まだ本格的なデータベースの導入前であれば、いくつかの大学でコンソーシ

アムを組んでデータベースを共同で導入するというのはどうですか？ 大学間で IT 関係の

人を共有してもいいでしょうし。ただ、大学によっては自分達のデータはなるべく出した

くない、そういった大学もあるでしょうから、実現の可能性は…ちょっと分かりません。

でも、少なくとも学内での学科間の比較というのものは出来るはずですよね？ BSU の場

合、20 を上回るためには、その学科が提供するクラスをよりたくさんの学生に履修しても

らう必要があります。そのためにみんなで努力しよう、何かをやろう、このようになれば

いいな、そういう期待があるのかな、と思います。 

小湊：ちょっと込み入った話になりますけど、ベミジの場合は、学長が「このプログラムを閉鎖

します」って言ったらできちゃうわけですよね。 

藤原：できます。実際に数年前にいくつかのプログラムが閉鎖されています。NTC でもそういう

事例があります。 

小湊：そこが日本の大学と決定的に違っていて、日本の大学はこの学部閉じます、って出来ない
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わけです。クビにできないわけです。 

藤原：じゃあ、ずうっとお金を垂れ流すことになってしまいますよね。 

江原：学長がプログラムを廃止できるとしますよね、テニュアがある教員とテニュアがない教員

は区別をしないのですか。そこは日本との大きな違いだと思うのですが。 

藤原：テニュアはそのプログラムがどんなに赤字になっても、その教員が定年を迎えるまで（そ

もそもアメリカの大学に定年があるのかも良く分かりませんが）、プログラムを維持して雇

い続けるという保証ではありません。もちろん人員を削減する場合は、ノンテニュアが先

に対象になると思いますが。 

山本（明治大）：教員に対して、こういったコスト関係のレポートの見方などの説明会はしたりす

るのか？ 

藤原：データブックやファクトブックについての説明会は、最低でも年に一回は行っています。

その他にも、詳細なインストラクションも作り、学部長や学科長に送っていますし、個別

の教員からの質問も受け付けています。レポートの効果かどうかは分かりませんが、キャ

ンパスツアー（学校案内）に参加し、高校生からの質問に答える、といったことを始めた

教員もいます。まだ学内すべてに受け入れられている、というところには達していません

が、使えるデータがある、ということを知ってもらえるだけで、今はいいのだと考えてい

ます。 

 

5.2.6. MnSCU Cost Study 

MnSCU がシステムとしての最終的なレポートを作ります。BSU/NTC からは専用のデータ（単

位の売上、コスト、etc）をファイナンス部門と協力しながら作成し、システム・オフィスに提出

しています。 

 

5.2.8. IPEDS Report 

IPEDS は簡単に言うと連邦政府のデータコレクションプログラムのことです。Higher 

Education Act of 1965 によって規定された連邦政府の奨学金（Financial Aid）プログラムに参加

している大学は、必ずデータを提出しなければいけません。FA を受けていない学生が一人もいな

い大学がある、とは想像できないので、基本的に全米全ての大学が対象と言えると思います。提

出するデータは、次のような内容です。 
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IPEDS については、日本語で解説されたものがネット上

にもたくさんあるようです。詳しくはそちらを参照して下

さい。MnSCU の場合、システムオフィスで Institutional 

Characteristics（IC）以外のデータを作成、提出をしてく

れているので、僕が準備をしなければいけないのは、IC だ

けです。学校の所在地、入学用件、学費、当該年度秋学期

の入学者数、新入生の ACT や SAT の点数の分布などのデ

ータですね。ですから、IPEDS に関しては僕はかなり楽が

できていると思っています。 

 

 

 

 

5.2.8. Job Placement Report ［資料 p.148］ 

これは就職率です。NTC では下記のような表を作って、一般に公開しています。これは、

Consumer Information と呼ばれる、公開が義務付けられているデータの一つです。 

 

表６：Northwest Technical College Status of Graduates within One Year of Graduation: 

FY2008 ‐ FY2011 

http://www.ntcmn.edu/about/pdf/placement_rates.pdf 

 

プログラム毎の学生の就職率を過去数年分まとめて公開しています。データの集め方ですが、

12-month Enrollment 

Completions 

Fall Enrollment 

Finance 

Graduation Rates 

Graduation Rates 200 

Human Resources 

IC Header 

Institution Identification 

Institutional Characteristics 

Student Financial Aid 
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学生が卒業した約１年後、たとえば 2014 年度（FY2014）に卒業した学生ですと、2015 年の夏

頃に電話やメールなどでコンタクトを取り、就職状況を聞きます。学生と直接コンタクトが取れ

なかった場合は、学生の親や教員に聞いていく。実際にデータを集める人は大変でしょうが、そ

のように集められたデータをまとめ、レポートが作られています。 

 

小湊：そこで学生がどこに就職したのか、してないのか、ということに含めて卒業生を全部追え

るもんなんですか。 

藤原：追わなければいけない、ということになっています。もちろん 100％は追えません。MnSCU

が要求している卒業生の Response Rate は 85%だったと思います。少なくとも卒業生の

85％の就職、進路状況のデータを集めるように、と言われていますが、最新版のデータで

すと、BSU でかろうじて 85%、NTC だと 82％くらいでした。 

小湊：パーセンテージの分母はどういう数字ですか。 

藤原：卒業生のうち就職をする意思がある学生です。これはトリックですね。あとは、進学した

学生も分母には含まれません。 

フロア：意思があるかどうかは、どうやって確認するんですか。 

藤原：本人に直接聞きます。 

フロア：意思がないです、って言って、就職が決まってません、と言ったら分母から外すわけで

すね。 

藤原：はい。日本でも大学を卒業した後に就職も進学もしていない学生さんはいますよね？ 例え

ば、その人に電話をかけて「進学もしていないし、就職をするつもりもありません」と言

われれば、その人は分母には含まれない、そういうことになります。 

小湊：失業率と同じ考え方ですね。意思がまず大事。 

 

 

5.2.9. Retention/Graduation Reports［資料 p.149］ 

IPEDS を使って、自分たちの大学と他の大学のデータをどのように比較しているか、という例

をここでお見せしたいと思います。僕は年に１回、Student Service 部門の人達を対象に、

Retention についてのプレゼンをします。Retention に関係する要因の分析ですね。これはその時

に使ったグラフです。BSU を中心とする半径 200km 圏内にある公立大学の Retention Rate の推

移です。 
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http://www.bemidjistate.edu/offices/research_effectiveness/pdf/Presentation%20BSU%20Retenti

on%202012.pdf 

図６：BSU を中心とする半径 200km にある公立大学のリテンション・レートの推移 

 

一番左端（赤い○）が BSU です。ここには、ノースダコタ、ウィスコンシンなど他州も含めた

半径 200km 圏内の州立大学を示しています。なお、MnSCU に属する大学は除外しています。 

BSU の Retention Rate ですが、72%前後で推移していたところから一気に 68%位に下がりま

した。最新のデータでも 68%あたりです。最初は BSU のデータだけを学内にレポートしたんで

すね。何故 Retention Rate が下がったか、学内から出た意見は主に２つ、数年前にいくつかのプ

ログラムを閉鎖したこと、もうひとつはアメリカの景気が回復している、ということでした。ア

メリカの大学の中では景気と学生数が相関関係にある、という意見が根強く、景気が悪くなると

学生数が増えて、景気が良くなると学生数が減る、と信じている人が少なからずいます。機会が

あれば、実際のデータを使って見てみたいのですが、忙しさを理由にまだやれていません。まぁ

時系列解析のモデルに失業率か何かを加えればいいだけだとは思うのですが。 

学内から出た意見に素直に賛同できなかったので、他の大学の Retention の推移を見てみるこ

とにしました。そうしたら、UM Crookston（UMC）の Retention Rate は上がり続けていまし

た。ここから車で 1 時間もかからないベミジよりも小さな街にある大学です。Retention が確か

に下がっている大学もありますが、他に理由があるかもしれない、少なくても UMC がどのよう

なことをやっているのかを調べる価値はあるのではないか？最終的には、このように議論が流れ

て行きました。自大学のデータだけではなく、他の大学のデータもできれば時系列で見る、こう
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いうことが重要だということですね。 

 

5.2.10. 外部からの Survey リクエストへの対応 (Local, USAF, US News Online, etc) 

政府機関、軍関係、非営利団体、営利企業などからのサーベイ・リクエストもいくつかありま

す。 

 

5.2.12. AIRUM Annual Meeting 

AIRUM（http://airum.org/）は AIR の地方支部みたいな団体です。そこが主催する研究集会で

す。そんなに大きな研究集会ではなく、参加者もせいぜい 250 人位です。11 月の上旬にミネアポ

リスで行われます。僕は 2011 年から毎年なんらかの発表をしています。先週の金曜日もここで発

表を行い、そのままこちらに来ました。 

 

5.2.13. Ad-hoc リクエスト: 100 件くらい (Fall 2012)  

あとはアドホック、臨時的なデータリクエストですね。去年の秋学期ですと 100 件くらいあり

ました。今学期も同じくらいのリクエスト数になりそうです。これは僕が処理したリクエストの

数であり、ディレクターの処理分は含まれていません。 
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５．３ 春学期（1 月-5 月） 

 

さきほどは秋学期に僕がどん

なことをやっているのか、とい

うことをお話したのですが、次

は春学期に行っている主な IRの

業務についてです。 

 

5.3.1. 10th Day & 30th Day 

Enrollment Report 

基本的に秋学期とやっているこ

とは同じです。 

 

 

 

 

5.3.2. LibEd Assessment 

LibEd というのは Liberal Education のことで、日本語だと一般教養でしょうか。BSU は前回

の認証評価時に一般教養分野におけるアセスメントが上手く行っていない、という指摘を受けま

した。実は専門分野の方がアセスメントって簡単なんですよね。日本でも専門分野教育のアセス

メントは、卒論などを利用して、その学生が専門分野についてしっかり学んだか、ということを

チェックできると思います。アメリカの場合、卒論を要求しない大学でも Capstone 

Course/Project というものがあります。それをアセスメントに使えるわけです。ですから、アセ

スメントが上手く行っていない大学は、一般教養分野の方に問題を抱えている場合が多いのかな、

と考えています。 

BSU の一般教養分野として提供される授業には、以下の目標リストから最低 1 つ以上の教育目

標が割り当てられています。 

Goal Area 1: Communication (2 courses, 6 credits) 

Goal Area 2: Critical Thinking (requires completion of the rest of the Liberal Education 

program) 

Goal Area 3: Natural Science (2 courses, including 1 with a lab component [LC], 7 or more 

credits) 

Goal Area 4: Mathematics (1 course, 3 or more credits) 

Goal Area 5: History and the Social and Behavioral Sciences (2 courses, 6 or more credits) 

Goal Area 6: Humanities and the Arts (2 courses, 5 or more credits) 

Goal Area 7: Human Diversity in the United States (1 course, 2 or more credits) 

Goal Area 8: Global Perspective (1 course, 3 or more credits) 

Goal Area 9: Ethical and Civic Responsibility (1 course, 2 or more credits) 
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Goal Area 10: People and the Environment (1 course, 3 credits) 

Goal Area 11: Performance and Participation (1 course, 1 or more credits) 

 

そして学生は一般教養の修了条件を満たすために、上記の教育目標をカバーしているクラスを

選択しながら履修していく必要があります。 

ここからは、ある数学のクラス（MATH 1170 College Algebra）を参考に見て行きます。1000

番台のクラスなので、Freshman（1 年生）が受けていると思われるかもしれませんが、Junior

（３年生）や Senior（４年生）が受けているケースも良くあります。専門課程の科目を取るのに

必ずしも教養課程を全て終えている必要がないので、学生によっては苦手な分野の科目を最後ま

で取らない、そういう選択をする場合も多いです。 

このクラスに割当てられているGoal Areaは 2と 4です。このクラスは 4単位のクラスなので、

このクラスを履修した学生は Goal Area4 をコンプリートしたことになりますね。アセスメントに

関して教員から必ず聞かれる質問の一つが、そのクラスの最終成績（Grade）はアセスメントに

は使えないのか？というものですが、結論から言うと「使えない」です。一般的に Grade は Indirect 

Measures として捉えられており、その主な理由は、あくまでも個々のクラスにおける学生のパ

フォーマンスの評価なので、トータルとしての一般教養プログラムが、どのように学生のラーニ

ングプロセスに寄与しているか、を示す指標にはなりにくいことが挙げられています。他にも、

グレードシステムがクラス毎に違うこともありえます。ですから、各クラスのグレードをまとめ

ても、学校全体としてのアセスメントには使えないわけですね。 

BSU では以下のようなアセスメント用のファイルを作成し、それを教員に送って、スコアリン

グをお願いしています。ゴールエリア毎にいくつかのクライテリアがあって、実際はそのクラス

を履修している学生の名前、学籍番号などが、右の方にあるのですが、今回は省略しています。

IR の LibEd Assessment でのメインの役割は、このアセスメント用のファイルの作成と教員から

戻ってきたファイルをまとめ、データ解析をすることです。ISRS に入っていないデータも多いの

で、ローカルなルックアップテーブルを幾つか作りました。後はアクセスやエクセル VBA を使っ

て、アセスメントをお願いする科目に割り当てられているゴールエリアを判定し、それをもとに

事前に作っておいたテンプレートファイルに履修している学生を追加して、科目毎の専用ファイ

ルを作成し、メールで送ります。学期が終わったら教員からファイルが戻ってくるので、それも

また別の VBA を使って、自動的に読み込んでデータをまとめています。学籍番号がついているの

で、後はアセスメントのデータと、ISRS のデータ（GPA や所得クレジット数、ACT スコアなど）

を組み合わせてより詳細な解析を進めていくことができるわけです。こういったこと（ファイル

作成や回収したデータの入力）を手作業でやっている大学もありますが、できることなら VBA な

どを使って自動化した方がいいです。かなり時間が節約できますし、エラーも防げます。 
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図７：LibEd Assessment でのファイル出力例 

 

5.3.3. SSI 

SSI（Student Satisfaction Inventory）は全米で多くの大学が参加する学生の満足度調査です。

BSU/NTC では隔年でこのサーベイに参加しています。形式はオンラインです。学生にメールで

サーベイのリンクを送って、学生に回答をお願いしています。自分達で作るローカルなサーベイ

と違って、ピアとなる大学群と比較ができる、という点が一番の魅力ではないでしょうか。昔は

同じ大学内で、過去のデータと比べて現在がどうなっているのか？を見るだけで十分だったそう
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ですが、今は他の大学とも比較するように言われています。詳しくは以下の URL を参照してく

ださい。 

https://www.noellevitz.com/student-retention-solutions/satisfaction-priorities-assessments/

student-satisfaction-inventory 

 

5.3.4. NSSE と CCSSE 

NSSE は National Survey of Student Engagement と呼ばれる、大学生がどのように学業に取

り組んでいるか、大学でどのような経験をしているのか、を調べるサーベイです。NSSE が大学

生を対象とした調査なのに対して、CCSSE（Community College Survey of Student Engagement）

は短大生を対象にしています。隔年で MnSCU の大学は NSSE に、短大は CCSSE に参加する決

まりになっています。設問内容は結構似ています。実施形式ですが、NSSE はオンラインで CCSSE

は教室で学生に直接受けてもらいます。つまり、CCSSE はオンラインの学生を対象にしていない

わけですね。これが理由で CCSSE の結果の信頼性を疑問視している人達も結構います。 

SSI と同じく結果は自分達の過去のデータやピアグループと比較することができます。AIR に

行くと、これらのサーベイのデータを扱ったプレゼンテーションをよく見かけます。機会があれ

ば是非参加されてはいかがでしょうか？ 

 

5.3.5. Outcome Assessment Survey (NTC) 

次が NTC Outcome Assessment Survey です。卒業生、もしくは卒業見込みの学生を対象とし

たローカルなサーベイです。各学科やプログラムには Outcome Goal（学習目標）が設定されて

います。例えば、医療データを扱うプログラムであれば、「医療系データベースが使えるようにな

る」、といった目標です。学習目標の数ですが、少ないプログラムで 5 つくらい、多いプログラム

だと 10 以上の学習目標を設定しているところもあります。このサーベイでは、卒業した（これか

らする）学生に対して、「卒業おめでとうございます。あなたが卒業した（する）プログラムでは、

このような学習目標が設定されていますが、あなたはこの学習目標に対して、どの程度学んだと

思いますか？」と聞きます。各学科、各学習目標に対してのサーベイですので、準備とデータ分

析に時間がかかります。 

江原：卒後、何年後に調査するのですか。 

藤原：これは毎年、卒業時に行います。 

 

5.3.6. 外部からの Survey リクエストへの対応 

 (HLC, US News, CIS, College Scope, PEDS, Title II, MCIS, GRE, NSF, NCAA, etc) 

春学期の 2 月から 4 月の間は、外部（営利・非営利団体）からのサーベイ・リクエストがたくさ

んきます。CDS（Common Data Set）を送るだけで良ければ楽なのですが、ここにあるのは、

CDS では駄目で、個別に対応しなければいけないサーベイです。これを僕一人でやります。中に

は BSU/NTC 両方に来るものもありますので、この外部からのリクエストに対応するのも大変で

す。 
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5.3.7. HLC Conference／AIR Annual Meeting 

これらは研究集会です。HLC Conference はアクレディテーション団体が主催する研究集会で、

毎年 4 月にシカゴで行われます。AIR（Association for Institutional Research）は、毎年 5 月の

下旬に開かれて、開催都市は年毎に異なります。今年はカリフォルニアのロングビーチ、来年は

フロリダのオーランドです。AIR は比較的、テクニカルな話が多いですね。もし、アセスメント

で苦労されていて、アメリカの大学がどのようにアセスメントをやっているのか、どのように学

内をエンゲージさせているのか、という実例とかに興味があるのであれば、AIR よりも HLC の

研究集会の方がおすすめです。 

 

5.3.8．Ad-hoc リクエスト: 150 件くらい (Spring 2013)  

アドホックなリクエストは秋学期よりも春学期の方が多く、2013 年度の春学期は 150 件位あり

ました。 

フロア１：アウトカム・アセスメント・サーベイなのですが、私たちの大学でも似たようなこと

はやっているのですが、毎年、あまり結果というものが変わらないわけですね。例えば、

80％くらいがだいたい理解しているわけですが、そういう評価というのは、確認をしてお

けばよいのか、もしくはアウトカム・アセスメント・サーベイというのは毎年変化がある

ような感じですなのですが。 

藤原：NTC の場合もほとんど結果は変わりませんね。学生全てが「理解した」と答えて、それが

ずっと続くのであればよいのですが、８割ということは２割の学生が「そうではない」と

答えている、つまりそこに何かプログラムを improvement させる余地がある、そのように

考えてみる、というのはいかがでしょうか？ 日本でもアメリカでも同じようなサーベイを

やっていて、結果が似たような感じかもしれない、というのはとても面白いですよね。た

だ、アメリカでは学生が答えるサーベイは一般的に Indirect Assessment、つまり間接的な

アセスメントと見られます。そこから得られるデータも立派なデータなのですが、そのデ

ータ「のみ」を使って Student Learning についてアセスメントをしていますよ、とは言え

ないわけですね。学生の学習成果を直接的に評価する、これが HLC が求めていることです。

教員が「しっかり教育していますよ」、もしくは学生が「しっかり勉強しました」というア

ンケートに基づく主張ではもう駄目なんでしょうね。NTC の場合、Outcome Assessment 

Survey は手間も時間もかかるサーベイです。でも、得られるデータは Indirect な物として

扱われます。個人的には、あまり効果的なサーベイではないのでは？と考えてもいます。 

妹尾（岡山大）：150 件のリクエストというのは、大学内から多いのでしょうか、それとも学外か

らが多いのでしょうか。 

藤原：ほとんどは学内からです。学外からのリクエストはこちらに入れてます。少なくとも 95％

は大学内からですね。例えば、ある学科の過去 10 年間の在籍人数の推移や、秋学期に在籍

していたのに、春学期に履修届を出していない学生のコンタクトリストですね。学科によ

っては、そのような学生にコンタクトを取って、来年度に帰ってきてもらう努力をしてい

るところもあるようです。他にも補助金申請書用のデータリクエストなんかも春学期は多

いですね。 
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５．４ 夏学期（6 月-7 月） 

 

秋や春と比べて、夏はそれほ

ど忙しくはないです。学生と教

員は基本的に夏休みですし、職

員も長期休暇を取る人が多いで

すから、結果的にリクエスト数

は減少します。ここでようやく

「自発的な」リサーチができま

す。夏に行った研究の結果を翌

年 5 月の AIR で発表できればい

いなあ、と考えています。AIR

は Proposal の提出期限が 10 月

末なので、夏の間に提出原稿を

書き上げるのが目標です。AIR 

2014 Forum には A Graphical Model to Explore Relationships among Student Success Factors

というタイトルで Proposal を出しています。ベイジアンネットワークを使用し、学業の成否に関

係すると思われる要因間の因果関係を調べています。もう少しリサーチできる時間が取れればい

いのですが、秋学期が始まると、もう通常業務をこなすので精一杯になってしまいますね。

Institutional “Research”という名前を冠しておきながら、大してリサーチが出来ていない、リサ

ーチをする時間が取れない、というのが現状です。 

 

 

５．５ 実際の IR 活動 

 

２人で２つの大学を見ている

小規模なオフィスですから、年

間の IR 活動の 95％は通常業務

で費やされて、リサーチをして

いる時間は残りの 5%しかあり

ません。オフィスによってはこ

の 5%の時間すら取れない所も

あると思います。例えばレポー

トを手作業で作っている所など

はそうでしょうね。でも、ここ

の 5%のところ、IR 活動のハイ

ライト的なところですね、ここ

が注目されてしまうんです。 
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みなさんも、ご自身の仕事について聞かれると、上げた成果について言いたくなりませんか？ IR

も同じです。もちろん、日常業務をしっかりとすることが何よりも大切なことだとは思いますが、

それが「成果」と言えるかどうかは疑問符が付きます。「日常業務＝やらなければいけないこと」

ですから。IR で目に見える成果と言えば、やっぱりリサーチですよね。例えば、ニューラル・ネ

ットワークを使って、どのような学生が学校を辞めるか、というモデルを作って、実際にリスク

があると判定された学生にコンタクトを取り、何で学生が大学を辞めるのか、ということを調べ

ました、みたいなことです（AIR 2013）。ただし、これはあくまでも IR 活動の極々一部であって、

実際は日常業務をコツコツとやっている。これが規模の小さいアメリカの IR オフィスの現実だと

思います。もちろん IR のスタッフを 10 人以上抱えているような大学もあります。大規模な IR

オフィスだと、統計の専門家がいて、毎日何らかのリサーチをやっているかもしれません。もっ

とも 3～4 人位の大学ですと、リサーチ専任のスタッフを置く余裕もないでしょうから、BSU/NTC

の IR と同じような感じになると思います。 

（本来ですと、2012年と 2013年のAIRでの報告内容をご紹介させていただこうと思いましたが、

時間の関係で今回は見送らせていただきました。） 
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６．IR 活動を円滑に行うために 

 

僕が過去３年間 IRとして働い

て、思ったこと、感じたことを

お話しさせていただきます。IR

の「基本的」な仕事は何か？と

いうと、やはり「データベース

から要求されたフォーマットで

データを作って、それをリクエ

ストした人に送る」ことだと考

えています。もちろん「応用」

として何か大学の悪いところを

見つけたり、大学の改善のお手

伝いをする、ということもある

とは思いますが、これ（基本的

な部分）が出来ていない限り、

絶対に応用の部分にはたどり着けない、と感じています。そして、基本的な仕事を確実にこなす

ためには、他のオフィスとの連携と、そこで実際に働いている人達とのコミュニケーションがと

ても大事です。そうすることで、良い関係性が築けます。ISRS は IT によって保守、運用をされ

ていますし、実際の生データは他のオフィスが入力や修正をしています。これらのオフィスとの

しっかりとした協力関係があってこそ IR の仕事ができる、そう思っています。データベースに問

題が起きたり、扱うデータが正確でなければ、IR の仕事が中断します。例えば、Retention につ

いてのデータ解析をしていた時に、明らかに女性の名前なのに、性別が男性と入力されているデ

ータがありました。こうなると僕は何もできなくなります。学生のデータを管理／入力する部署

（Records Office）に確認をお願いするわけですね。ここで、そのオフィスと仲が良ければ、「簡

単だからすぐにチェックするね」となって、すぐに作業を再開できます。ですから、コミュニケ

ーション能力が IR の重要な部分だと考えています。攻撃的な性格の人は、IR には向かないかも

しれません。 
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日本の大学での IR ですが、こ

れはあくまでもこの前に座って

いる４人の方（小湊、浅野、大野、

嶌田）と話をして、僕が感じたこ

となので、みなさんの大学と違う

かもしれない、ということを前提

にお話しさせてください。日本の

IR はとても優秀な方が多いので

すが、あくまでも個人の技量、能

力、熱意によって運営されている

ようなケースが多いのではない

かと思います。つまり、システマ

ティックでは無いような気がし

ます。例えば嶌田さんから聞いたお話ですと、何かデータを作らなければならない、そこでその

時初めてデータを持っているオフィスを探し、そのオフィスに頼んでデータをもらい、自分でデ

ータベースを作って、それからデータ解析をする。でも、僕はここ（データベースからのデータ

作成とデータ分析）しかやっていません。最初の２つは、他のオフィスによってすでに用意され

ています。僕が BSU/NTC で嶌田さんと同じようなことをやらなければいけない、となると、IR

の仕事は難しいかと思います*。あれだけのリクエストがあるうえに、その度にこれだけの作業が

ともなう、というのは想像できません。このお話を聞いた時に思ったのは、嶌田さんが茨城大学

を辞めたら、茨城大学の IR は今やっていることが継続して出来るのか、ということです。嶌田さ

んが IR 活動を円滑に行うために築いてきた他の人達との関係性というものは、引き継ぎはできな

いと思うんです。ですから、引き継ぎ当初は、後任の方が「後任者です、データください」と言

っても、嶌田さんと同じレベルでの協力は期待できないでしょう。日本の大学の IR はあくまでも

個人が支えており、組織というか、そういうもので支えられていない、というのが僕が受けた印

象です。組織によって支えられる IR を作るためには、まずは、データベースだと思います。デー

タの所有権を無くし、セントラルで管理する、そのようなデータベースの構築について考えてみ

てはいかがでしょうか？  

 

*嶌田註：日本では、IR オフィスがシステマティックではないが故に、データ・リクエストが少ない、と思います。各部局など

で、何か気になったときや、とある部署に学外から問い合わせがあったときに、IR に訊けば全部教えてくれる、みたいなこと

にはなっていないわけです。ですので、文科省への６年ごと・毎年のレポーティング、認証評価（７年に１回）のレポーティン

グ、教員評価のデータセット準備（２年に１回）、教育改善用のデータセット準備（成績データの集約、アンケート整理等：年

２回）とこれらの学内業務システムの運用・改修がルーティンですが、あとはアドホックなデータ・リクエストが月に２、３件、

プロジェクト調査のようなものが年に５，６件（どのような成績の推移の学生がどのようなところに就職するか、外部資金の採

択状況と研究力分析など）くらいですし、評価室の事務方が精鋭揃いなのと、自分がドクター崩れの事務官なので教員の方も、

事務系職員の方も、みんなが何かと支援してくれるので対応できるのだと思います。 
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７．IR(Institutional Research)って何でしょう？ 

 

それで、結局 IRって何なんだ、

ということなのですが、みなさ

んの中では有名な IRの研究者の

方々ですね、Volkwein とか、

Terenzini、Saupe などが書かれ

た論文を読まれた方はいらっし

ゃるかと思いますが、みなさん

様々な定義や IRがすべきことを

提案されています。ですが、み

んなを納得させる、もしくはす

べての大学に当てはまるような

定義はまだ無いような気がしま

す。理由はこうです。まずは大

学の規模が違います。例えば、

立命館大学のような３万人位学生がいるところと NTC のような 1,000 人位の短大では IR に使う

ことのできる予算が違います。簡単に言えば、スタッフの数ですね。もちろん人数が異なれば IR

の組織構造も変わってきます。IR で働く人材の得意分野も違うでしょう。僕は統計が専門の IR

ですが、統計解析ができる人がいない IR オフィスも珍しくはないです。Web プログラミングが

得意な人がいる IR ですと、効果的な情報発信ができ、正直とても羨ましいのですが、そういった

ことは僕達にはできません。アメリカの場合、ある特定の仕事をやりたければ、それに関係する

学部、学科を卒業している必要があり、基本的に全学部全学科が求人の対象ということはありま

せん。そのアメリカで IR の求人情報を見ると、求人対象の学科がとても広いんです。情報処理、

数学、統計学などから、高等教育、心理学、社会学、ビジネス・・・と幅広い分野に及んでいま

す。このような理由から、IR には様々なバックグラウンドを持つ人達がいるわけですね。それは

それでとても面白いのですが、そのような人達の中で、「IR とは何か？」ということや「IR に必

要な知識はどのようなものか？」、というようなことを合意するのはとても難しいことだと思いま

す。幾つかの大学では大学院レベルで IR の養成プログラム（graduate certificate in institutional 

research）を提供しています。僕はフロリダ州立大学（FSU）のプログラムを修了しましたが、

そこで習ったことと、今やっていることの間にはかなりのギャップがあるように感じます。後は

Administration や他のオフィスからのサポートも大学ごとに違うようですね。 

論文にはよく「理想的な IR」や「IR が目指すべき目標」が書かれています。IR が積極的に問

題点を見つけ、上層部がそれを受け入れ、学内全体が改善の方に向かっていく、そういった感じ

です。確かに上手くやっている大学もあると思います。ただし、彼らと同じことやろうと思って

も、中堅規模以下の IR では日常業務が精一杯なので、人員を増やさない限り、論文に書かれてい

るようなことの実現は難しい（しかも業務量は増えていっています）。しかし、教育予算が減り、

どこのオフィスも人手が足りない中、IR だけ人員を増やすというのは、それこそ不可能に近い。

これが現実なんです。その中で、「理想的な IR」について「あなたの大学の IR はどうですか？」
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と聞かれても困るわけです。これらの論文は Administration の方達向けに書かれているような気

がして、僕のような IR の現場にいる人向けではないように感じます。ですから、みなさんが IR

についてリサーチされるときには、それを語っている人のバックグラウンドが何なのか、もしく

はその人が紹介している IR オフィスの規模、そのようなことをあらかじめ理解した上で進めてい

かないと、実現不可能なことを追い求めかねない可能性が出てくるので、そこのところは注意さ

れた方がいいと思います。 

 

 

IR については IR を研究して

いる人達（研究者）と IR で実際

に働いている人達（実践者）と

では若干見方や考え方が異なっ

ているような気がします。IR の

研究者は Administrator 的な視

点から、もしくは大規模な IR を

想定して IRを見ている人達が多

い印象があります。大学として

IR という組織を如何にして上手

く使っていくか、IR を通じて大

学をどのように改善していくか、

みたいなことを研究されている

ようですね。ところが、実践者

の IR に対する見方というのは、あくまでも自分の経験がベースなんですね。僕なんかそうですよ。

BSU と NTC という中堅の４年制大学と小規模な短期大学で働いた経験に基づいていることしか

話していませんから。結果的に「僕はこうやっています」「僕はこう思います」ということしか言

っていないわけですね。ですから、僕が言っていることを丸呑みして「IR はこうなんだ」と思っ

て欲しくないわけです。あくまでも「こいつはこういうことを言っているなぁ」程度に聞き流し

てください。 

結局こういうことですよね、研究者はすごく広い視野から IR を見ていて、その意見は「理想論」

としては正しいと思います。論文で書かれているようなことができれば本当に素晴らしいと思い

ますが、そのようなことができる大学がどのくらいあるのでしょうか？ 学生数が多い大学は「多

分」規模の大きい IR を持っているだろう、とちょっと乱暴ですが仮定して Carnegie 

Classification の大学のサイズ別（FTE ベース）のデータを見てみましょう。サイズの分類がさ

れていない大学、後は ExGP もしくは Special focus に分類されている大学を除くと、2010 年の

データで 4000 近くの大学、短大がアメリカにはあるようです。その中で Large もしくは Very 

Large と分類されているのが全体の 15.4%、Medium が 23.2%です。Small もしくは Very Small

と分類されている大学、短大は全体の 61.4%。ということは、小規模な IR が全体の 70%は占め

ているのではないでしょうか？ 

上手く行っている大学（A 大学とします）の事例紹介などをみると、本当に羨ましい限りです。
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ただ、前のスライドでもお話しましたが、大学毎に IR を取り巻く環境が違いすぎるため、A 大学

の IR のようなことがやりたければ、A 大学となるべく近い環境を Administration に用意しても

らわないと・・・となってしまいます。そして、最終的には「よそはよそ、うちはうち」と考え

てしまうんですね。 

IR とは何か？IR はどんなことをするべきなのか？僕の答えは、「誰に聞くかで答えが違う」、

つまり正しい答えはありません。そして、どの意見も間違ってはいないんです。ですから、みな

さんの大学、特に大学の規模に合った IR をみなさんで指向するしかない。しかし、くどいようで

すが、IR についてリサーチされる時は、語っている人のバックグラウンドをしっかりと理解した

上で行って下さいね。研究者？実践者？どのような規模の IR オフィスで働いた経験があるのか？

得意分野は？（政策立案、アセスメント、IT・プログラミング、データ分析など）、とまぁいろい

ろな立場の人が IR で働いています。あくまでも 100 人に訊いたら、100 通りの答えがある、こ

のように考えていただければと思います。 

 

 

IR を定着させるためには？ 

もし日本の大学で IRオフィスを

作られるのでしたら、一番最初

にチェックして頂きたいのは、

大学経営陣からのサポートはあ

りますか？という点です。首脳

陣が IRという組織を必要だと思

っていますか？その大学の IRの

特徴を定義づけるのは、IR で働

いている人ではないのです。

Administration によって IR の

特徴は定義されます。つまり、

組織だけはつくってみたけれど、

大学に必要とされていない IRが

機能することはなく、必要とされて初めて IR が機能する、そのように考えてみては如何でしょう

か？ 

予算やスタッフ数についても、前もって考えておく必要があると思います。どのような IR をみ

なさんが指向されているか、ということはちょっと分からないのですが、論文に書かれているよ

うなスピンドクター的な IR を目指すのであれば、それなりの数の「専任」スタッフが必要ではな

いでしょうか。先程「必要とされて始めて IR が機能する」と言いましたが、必要とされてくる、

つまり、学内の人たちに「こいつら使える！」と認めてもらって、学内でのプレゼンスが高まっ

てくると、アドホックなリクエストがものすごい勢いで増えていきます。こうなると、最小限の

人数で構成している IR では日常業務＋アドホックリクエストへの対応で、リサーチに割く時間は

取れなくなるでしょうね。逆に、「研究をしたいから、あなたのリクエストには応えられません」

や「研究」を理由としてリクエストへの対応が遅くなったりすると、学内での評判が悪くなりま
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す。企業のカスタマーサービスと似たような感じですよ。相手を満足させつつ、リサーチをして

問題点を見つけて、上層部に提案、改善をサポートするというのは、小規模な IR ではとても難し

い。ですから、こういうことを考えた上で、どのような IR オフィスを作りたいのか、を経営陣に

考えてもらう必要があると思います。 

データベースもすごく大事です。リクエストが来る度に嶌田さんのようにデータを他のオフィ

スから集めてくる、という状況は、どう考えても効率的ではないと感じています。生意気な云い

方で、本当に申し訳ありませんが、「データをください」というのは IR の仕事ではないと思いま

す。ですから、セントラルで管理するデータベースについて考慮してみてください。データは大

学全体の物、という考え方ですね。 

そして、やはり基本が大事です。「IR は何をやっているの？」という質問に僕は「データに関

するあらゆることを扱っています」と答えています。「データの総合案内所」が僕が思っている IR

のイメージなんです。 

 

 

こんな感じです。まず IR があ

ります。色々なオフィスから

様々なリクエストが来ます。そ

れらに対して、迅速に（なるべ

く）正確な答えを返す。まずは

これが第一目標ですね。中には

答えられない質問も来るわけで

すよ。例えば「卒業生で有名人

を教えてください」という質問

ですね。ISRS に有名人なんてい

うフィールドは無いので、僕で

は分からない。そこで Alumni 

Officeに IRからリクエストを出

すわけです。「BSU の卒業生で

有名人を数人、この人にメールで教えてあげて下さい」その後、Alumni Office から回答がその

リクエストを出した人に送られる。僕がイメージしている IR というのは、何かデータに対して分

からないことがあったら、まずは IR に聞く、答えられなくても少なくとも誰に聞けばいいのかは

知っている、つまり案内はできる、そういった感じです。みなさん、何かを問い合わせた時に、

たらい回しにされた経験はありませんか？その時にどう思われましたか？その組織に対して良い

感情は持たないと思うんです。データに関する総合案内所の役割をしっかりと担う、これが IR の

基本ではないか、と考えています。簡単そうに見えますが、基本が大事です。 

基本をしっかりとやっていくうちに学内からの信用も高まってくるのではないでしょうか。た

くさんの人やオフィスとも良い関係が築けてきます。そこで初めて相手に聞いてもらえる提案が

出来るようになると思います。「リサーチしたら、こういう結果が出たよ。ここが上手くいってい

ないような気がするよ」こんな感じですね。もし、みなさんがこのような提案を「良く知らない」
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もしくは「信用できるか分からない」相手から言われたらどう思われますか？結局は人間関係な

んですよね。基本を通じて信用を勝ち取る、そのためにもまずは「総合案内所的な IR」から始め

てみては如何でしょうか？ということなんです。 

 

 

先程も申しましたが、通常業

務をしっかりとこなして、初め

て学内からの信頼も高まってき

ます。ですから日常業務がすご

く大事なんです。学会とかに行

くと、日常業務をやりたくない、

という IRの人って結構いるんで

すよね。修士号とか博士号を持

っているのに、なんでこんなこ

とをやらなきゃいけないんだ、

みたいなことなのですが。でも、

日常業務を軽視して、ハイライ

トばかりを追い求める人の提案

って誰からも聞いてもらえない

ような気がしませんか？ですから、まずはここ（通常業務）から一生懸命やりましょう。学内か

らの信頼を得るためには時間がかかりますが、そのうちデータのリクエスト数も増えてきたり、

好意的なレポートの感想などがもらえるようになります。コツコツというのが大事です。 

 

 

IR と Continuous Improvement 

を繋げて考えられている方が少

なからずいらっしゃるようなの

で、このことについて少しお話し

させてください。日本語だと「改

善」ですか？よく聞かれる質問に

「IR を作れば大学はよくなりま

すか？」というのがありますが、

僕の答えは「いいえ」です。IR

は改善をリードするオフィスで

はないと思います。改善プロセス

を実行するのは、Administration

です。IR の役割はそのプロセス

の支援、つまりデータの収集、解析、レポートの作成などですね。先頭を切って「改善だ！」と

いうのは IR の役割では無い、と僕は考えています。IR のディレクターが理事だったり、経営陣
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からそれなりの権限をオフィシャルな形で与えられている場合は別ですが、小・中規模な大学で

そのようなケースはほどんどないですね。何となく IR を作ったけど、改善できていないじゃない

か、と言われても、そこの IR で働いている人が可哀想ですよね。日常業務に追われて、こういう

ことをできる時間なんてまず無いと思いますから。 

IR を使って大学をよくしたい、改善をやりたいという場合は、改善プロセスに関わる人達（経

営陣、担当オフィス）のコミットメントが重要です。改善を行うためには様々な人達の協力が必

要となります。経営陣のコミットメントやバックアップなしに、そのような複雑なプロセスは実

行できません。IR はあくまでも改善プロセスの脇役なんです。 

IR はサポート業務がメインなので、主役にはなれません。主役がいて、初めて僕たちの価値と

いうのがあるわけですね。レポートを読んでくれて、それが実際に使われる、ここで IR が存在す

る意味が生まれるわけです。ですから、名脇役です。名脇役になれれば IR として本望なんじゃな

いかな、このように僕は考えています。 

 

 

最後に、BSU と NTC の現状

について、少しお話ししたいの

ですが、くどいようですけど、

州の教育予算はどんどん減って

います。授業料も今年度と来年

度は値上げをすることが州の法

律によって禁止されました。で

すから、赤字を出さないために、

よりコストを重視した経営やプ

ログラムの評価が始まっていま

す。この傾向はミネソタの大学

だけではなく、全米レベルの問

題になっているのではないでし

ょうか？  

IR として普段心がけていることは、通常業務が何よりも大事だということ、そしてバランス感

覚です。IR は Administration（経営陣）の一部として見られることが多いのですが、IR から出

るデータやレポートは、その結果を使う人や使われる人の誰からも独立した視点で作られる必要

があります。相手のことを必要以上に斟酌せずに、あくまでもデータ、事実をベースに作業する

ことが重要です。 

最後に「Data Based から Data Informed Decision Making」について少し述べさせて下さい。

「Data Based」というのは「データにもとづいた」という意味ですが、この Data Based という

言葉が人によっては拒否反応を示す場合があるようです。というのは、Data Based だったら人間

の考えが意思決定のプロセスに入っていないじゃないか、だったらコンピュータでプログラムを

組んで 「FYE-FTE Ratio が 20 以下だったら、プログラムをカットします」みたいな感じでいい

のか、そのように思う人がいるわけですね。でも、そうではないわけです。例えば、赤字になっ
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ているプログラム（FYE-FTE Ratio が低い）でも、大学にはコアとなるプログラム、大学を特徴

づけるプログラムがあります。そのようなプログラムはシステマティックにはカットできません。

数字だけでドライに何かを決めるのではなく、最終的には人間がデータで示せないことも考慮し

た上で決める。そのような意味も込めて「Based」という言葉ではなく、データによって識らさ

れたという意味の「Informed」という言葉を積極的に使用しています。僕たちはデータによって

支配されているのではなく、データはあくまでも参考に過ぎない。最終的な意思決定をするのは

人間、つまり経営陣なんだ、そのように考えています。IR の仕事は意思決定者のサポートです。

名脇役としての IR になれるよう、頑張って行きたいと思います。ありがとうございました。 

 

（この後、実際に MnSCU の ISRS データベースに接続して、デモンストレーションを行いま

した。） 
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