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実施報告書

平成 27 年 11 月

大学評価コンソーシアム

まえがき

昨今、我が国に於いても各大学で IR 活動が積極的に展開されつつあります。周知の通り、IR
については米国が先行しているわけですが、我が国とは高等教育の置かれた状況が異なるところ
で、そのまま IR の概念導入を行っても困難が生じることは容易に推測されるかと思います。そこ
で、我が国としては、後発の利を得るためにも米国の IR の実態を調査し、我が国の高等教育機関
で役に立つ「考え方」や「実践テクニック」から日本型 IR を模索する必要があると思います。
今年の 10 月から 11 月にかけて、大学評価コンソーシアムのスタッフが科学研究費補助金の支
援を受け、米国の IR オフィスや認証評価団体に訪問調査を実施しました。そこで得た知見を大学
評価、教学マネジメント、IE（Institutional Effectiveness）
、意思決定支援、アセスメント、経
営指標などのキーワードで整理し、米国の IR（Institutional Research）を読み解いていきたい
というがこの勉強会の趣旨です。
やや速報的な要素はあるわけですが、参加者のみなさんとの質疑応答を通じて、一定程度、日
本型 IR の構築へ向けたアイデアの整理や、ハウトゥの共有を図ることができたと考えています。

平成 27 年 11 月 5 日
大学評価コンソーシアム 副代表幹事
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嶌 田
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H26.12.18 米国 IR 事情勉強会（於：立命館大学）

実施概要
１．日時・会場
平成 26 年 12 月 18 日（木）13：30～17：00
立命館大学朱雀キャンパス３階 304 教室
http://www.ritsumei.jp/accessmap/accessmap_suzaku_j.html
（京都市中京区西ノ京朱雀町１）
２．対象
・IR 担当者や、IR に興味があり大学評価や学務、経営企画等に関連する調査などに従事したこ
とがある教職員のうち、積極的に質問等が行える方。
・大学の IR を支援することを生業とする業者の方で、米国の IR 事情に興味があり、積極的に質
問等が行える方。
３．参加者について
今回の勉強会では、計 20 名からの申し込みがあり、当日は講演者及び司会者（計６名）を含む
19 名が参加しました（N=19）。参加者の属性分析は、申し込み時に参加者からご提供頂いた所属
や職種等の情報を基に行いました。なお、
「参加者」には、国公私立大学及び関係機関の「通常会
員」、大学評価コンソーシアムの「運営協力者」及び「幹事」を含んでいます。
職名の属性として、
「教員」、職員の「課長等」及び「係長・係員等」に分けて示します。
「課長
等」には、課長、副課長、課長補佐またはそれ以上の役職を含み、「係長・係員等」には、係長、
主事、部員または会社等の社員を含みます。

参加者属性（N=19）
教員

32%

課長等

5% 0%

係長・係員等 0%

0%

21%

16%

5%

5%

10%
国立大学

5%

5%

40%

45%

0%

11%

15%

20%

公立大学

25%

30%

私立大学

35%

50%

関係機関

職員の参加は、全体の 53％を占めており、課長等では国立大学の職員が 5％、係長・係員等で
は関係機関の職員が 11％参加しているものの、職員全体としては私立大学の参加者が 37％を占め
ていた。また、教員の参加は、全体の 47％を占めており、国立大学の教員だけで 32％であった。
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ただし、講演者５名が全員教員であった点を除くと、教員、課長等及び係長・係員等の割合はほ
ぼ同程度であった。
このことから、私立大学において、IR 室の設置や米国における IR 活動に対する関心が高いこ
とが伺える。
４．参加費
徴収しませんでした。
５．タイムテーブル
13：30－13：36 趣旨説明（小湊）
13：36－15：35 講演＆ディスカッション
・米国で一般的な、リアルタイム質疑応答・補足スタイルで実施します。また、ハンドアウト
の事前配布については検討中です。
※途中で割って入るリアルタイム質疑応答を行う場合、ハンドアウトを用いた先回り質問が入
ってくると進行しにくいのですが、前回はハンドアウトがあった方がよかったという声も多か
ったので、検討させてください。なお当日の配布がない場合、後日、配布します。
13：36－14：17
九州大学 基幹教育院 准教授
福岡大学 人文学部 准教授

小湊 卓夫
佐藤 仁

「大学評価と Institutional Effectiveness－IR の役割をめぐって－」
大学評価と IR の関係を IE というキーワードで読み解くために、南部地区基準協会（SACS）
と IE と名の付くオフィスを持っているジョージア州立大学、エモリー大学（ジョージア州）
、
ヒューストン大学ダウンタウン校（テキサス州）への訪問調査を行い、内部質保証と IR をどう
理解するかについての示唆を得たことについて報告を行った。

14：17－14：50
山形大学 学術研究院 教授

浅野 茂

「米国北東部地域の大学における IR・アセスメント業務の実際（仮題）
」
メイン州立大学アーガスタ校の本田さんと開発した IR 業務を４象限で整理する手法、意思決定
支援を捉えるための理論枠組みを用いて、米国北東部に位置する大学で展開されている IR・アセ
スメント業務の実態について調査を行った。本調査では、データ作成及び提供者である IR とアセ
スメント業務担当者双方へのヒアリングを行うことで、それぞれの部署の関係性と実際に実施し
ている業務を把握した。さらに、データ利用者である Provost にもヒアリングを行い、実際に IR
とアセスメント担当者または部署が作成しているデータのうち、どういったデータが重視され、
どのようにして意思決定に活用されているのかの情報を得ることができた。当日は、これらの調
査結果を参加者と共有し、質疑応答を交えて討議を行った。
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14：50－15：40
「ミネソタ州立の２大学における IR 業務の実際と諸活動の数量的把握について」
茨城大学 大学戦略・IR 室 助教

嶌田 敏行

鳥取大学 学長室 IR セクション 学長特別補佐（IR 担当）大野 賢一［大学評価室 准教授］
ミネソタ州立大学機構（MnSCU）の２大学において、教学マネジメントと IR の関係を調査
した（11/10-11/15）。ウィノナ州立大学でアセスメント業務の実際、ベミジ州立大学の両大学
に於いては大学の諸活動をどのように数量的に捉え、大学の経営に活かしているのか等の調査
結果を報告した。
15：35－15：45 休憩（質問・感想紙回収）
・うまく前のセッションでご発言いただけなかった方や、発言はできたものの確認しておきた
いことがある方やコメントがある方に質問・感想紙にご記入いただいた。
15：55－17：05 質疑応答と討論
・全ての質問に回答しました。
※その結果、情報交換タイムは時間の関係でカットとなりました。
（嶌田［茨城大］・大野［鳥取大］）
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米国 IR 事情勉強会［大学評価コンソーシアム］

大学評価と Institutional Effectiveness
－IR の役割をめぐって－
小湊卓夫（九州大学 基幹教育院）
佐藤

仁（福岡大学 人文学部）

小湊：はい。皆さん、こんにち

大学評価コンソーシアム米国IR事情勉強会資料（2014.12.19）

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

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

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

小湊卓夫（九州大学）
佐藤 仁（福岡大学）

1

佐藤：福岡大学の佐藤と申しま

報告の概要

す。今回、機会をいただいて、
小湊先生と 2 人でアメリカの調

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

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

2
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佐藤：目的ですけれども、日本

１．米国調査の概要

の内部質保証に類する概念であ
る米国のインスティテューショ

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

ナルエフェクティブネスという

• 調査地：ジョージア州アトランタ、テキサス州ヒュー
ストン

いということを目的に行きまし

概念の実態をどうしても知りた
た。日本の大学評価の文脈で求
められてることの一つに内部質
保証をシステムを構築しなけれ
ばいけないというのがあります。
その中で IR をどう機能させるか
3

というのが、日本で求められて
いるとは思います。IR、IR って

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

２．南部地区基準協会（SACS）

これをサックスっていう言い方
をするんですけども、ここに行

• 米国のアクレディテーション≒認証評価

ってインタビューをしてきまし

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

た。前提なんですけども、この
アメリカのアクレディテーショ

• インタビュー調査の概要

ンというのは、ニアリーイコー

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

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

存在すると。それぞれの地域ご
とに管轄している州の大学に対

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

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

（１） SACSにおけるIEの定義

けども、IE、インスティテュー
ショナルエフェクティブネスっ

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

て一体どういう意味ですかとい
うことです。これは文書から分

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

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

– IE：大学全体、大学のすべての側面

ォーマンスを測定する組織的・

– アセスメント：コースやプログラム、学科単位、教育に特
化

明示的・文書化されたプロセス

• アセスメントを理解するのが先（ボトムアップ）。

です。ポイントはここの機関の
6

全ての側面というのが、後で効
いてくるところです。ここら辺

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

（２）IEに関する要求事項①（2.5）

が IE をきちんと機能させてくだ
さいと大学評価で言っているん

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

ですけども、どういうことを要

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

く三つあります。すいません、

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

プロセスに従事してくださいと
いうことです。このプロセスと

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

佐藤：もう少し具体的な中身にな

（３）IEに関する要求事項②（3.3.1）

ってくるのが、要求事項の二つ目
です。これは、機関は期待される

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

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

佐藤：三つ目の要求事項は、これ

（４）IEに関する要求事項③（4.1）

はサックスというよりか、実は連
邦政府が求めてくるものをアクレ

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

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

– アウトカムではなく、アウトプットを示すこと

から認証を受けるので、連邦政府

• なぜその基準もしくは指標を採用したのかを述べる
必要性

から必ずこれは盛り込んでくださ
というふうに言われます。連邦政
府が盛り込むものは何かっていう
9

と、ここに書いてあることですね。
機関はミッションと一致した到達

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

12

H26.12.18 米国 IR 事情勉強会（於：立命館大学）

佐藤：もう少し中身の話を最後

（５）うまくできている大学は少ない？

にしたいんですけれども、この
IE を 1980 年代後半からずっと進

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

めているので、もう 20 年か 30 年
近くになります。なので、ある

– 書面調査時：64%
– 訪問調査時：36%
– 理事会委員会時：23%

程度もうなじみがあるのかなっ
て思ったわけですけど、まだま

• IEに関連する原則が、全体の不順守事項に占める
割合

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

– 書面調査時：22%
– 訪問調査時：46%
– 理事会委員会時：65%

途上ですよということです。
そのデータがこれなんですけ
10

ども、例えばこの IE の原則、期
待される成果を同定して、評価

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

13
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小湊：では代わって、ジョージ

３．ジョージア州立大学におけるIRとIE

ア州立大学と、あとエモリー大
学、全然特性の違う二つの大学

• 大学の概要

なんですけれども、そこの IR と

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

IE の活動、またそこの関わりに
ついて簡単にちょっと説明させ

– 人種構成：白人３５％、黒人３５％、アジア１０％、ヒスパ
ニック７％

てもらおうと思います。

• インタビュー調査の概要

まずジョージアステートです

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

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

あ大きい大学で、ジョージア州
の中ではいくつか有名な研究大

学はありますが、3 校ぐらいっていう話ですか。
佐藤：はい。そうですね。ユニバーシティー・オブ・ジョージアとジョージア工科・・・。
小湊：ジョージアテックですね。そのすぐ近くにジョージア州立大学があるんですが、一応研究
大学、リサーチユニバーシティーです。あと、本当にダウンタウンの中にあるので、典型的な都
市型大学です。こういう感じですね（写真参照）。キャンパスが広く緑が多いというよりもビル
が立ち並んでいるという感じの大学です。学生数が 3 万 2000。日本からすると、かなりの大規模
ですけれども、パートタイム学生が 25 パーセント居るというような特性を持つ大学です。人種
構成としては、白人と黒人がほぼ同じ割合で居ます。それぞれ 35 パーセントです。訪れてみる
と分かりますが、アジア系の、特に中国だと思いますが、学生が増えている感じです。南部にあ
るっていうこともあって、ヒスパニックも多くはないですけども、そこそこ居るということです
ね。
訪問に行った先は、オフィス・オブ・インスティテューショナル・エフェクティブネスという
まさに名前がそのままのオフィスがあったので、そこに行きました。そこの室長というか責任者
がピーター・ライアンさんという方で、日本語にうまく訳しにくいですが、アソシエート・プロ
ボスト・フォー・インスティテューショナル・エフェクティブネスと書いてあります。アソシエ
ートプロボストをどう訳すかっていうのはちょっと難しいんですけど、プレジデントが居て、プ
レジデントの下にバイスプレジデントが居ます。バイスプレジデントの筆頭格がプロボストとい
う形で、バイスプレジデントとプロボストを兼ねているという形になります。ただ実態としては、
このプロボストは、学内の教育研究に全責任を負う立場なので、日本の事実上の学長と多分変わ
んないと思ってもいいと僕は思ってます。なぜかっていうと、アメリカの大学は大学をいくつか
経営していたり、あと大学関連の不動産だとか、いろんなサービス部門を独立した企業として持
っている所も多いので、プレジデントは実はその全体の責任者なんですね。経営部門の責任者な
んです、法人部門の。だから、日本でいうところの理事長なのかもしれないんですけれども、教
育研究に関して言えば、もうプロボストが全部責任を負うという形になっているので、通常は副
学長って訳しますが、日本の副学長のイメージとは多分、随分違うと思います。そこのアソシエ
ートですから、プロボストの下にアソシエート、あるいはアシスタントのプロボストが 3、4 人
14
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居るんですけれども、その中の 1 人。アソシエートは、だから、ちょっと上の立場ということに
なりますね。結構なお偉いさんにフランクに対応していただきました。それ以外に、オフィスの
中にいくつか部門があるので、部門の責任者、担当者の方とお話をさせていただいたということ
になります。

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

15
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小湊：問題はその中身なんです

（１）IRとIEの体制

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

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

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

ョンというか、領域を持ったも
のをこのオフィス全体で面倒を

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

小湊：どういうことかというと、

（２）IRと意思決定支援

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

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

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

ですから、その中から必要なデ
ータをまとめて抽出するために

もう一つ仕組みを作らなきゃいけないんですね。データマートなんて言い方もしますけれども、
そういうデータマートを使って、必要な所に必要なインフォメーションを提供する、そういう仕
16
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掛けだとか仕組みを一方でこの IR オフィスは使って、使いながらデータを出していくというこ
とです。
特に計画に関わるところでいけば、このキー・パフォーマンス・インジケーターですね。主要
な計画達成、また進捗を見る主要な指標、これがいくつか設定されておりまして、これはアカデ
ミックダッシュボードです。よく向こうでは使われているやつですね。執行部を中心にして、そ
の主要なインジケーターがどういうふうに毎年、または半期ごとに推移しているのかっていうの
をパッとグラフィカルな形で見れるようなものとして提供しているということです。それによっ
て、各学部長、実はこれは話しだすと長くなるんですけれども、大学全体のその計画に対して、
それぞれの日本でいうところの学部が、その計画にどういうふうに関わっていくのかということ
に応じて、予算配分も行われていますので、その学部長にその学部全体の計画の責任があるわけ
ですね。ですから、その学部長が自分たちの立てたそれぞれの学部、または目標値に対して、今
どういう状況にあるのかっていうのをこのダッシュボードを通じて提示していくということです。
そういった意味で、この意思決定支援機能という言い方をしています。どういうものか気になる
方は見てみたいなと思うかもしれませんが、ここは残念ながら ID がないと入れないので、ここ
は見せてもらえないということですね。
もう一つは、学生、教職員関連のデータに特化した形でアイポートっていうんですかね。こう
いうデータベースがあります。実際、これも実演したものを見せていただきましたが、要はウェ
ブを通じた統計処理パッケージが伴った、何ていうのかな、ウェブベースのデータベースってい
うんですかね。そういうものがあります。これは誰でも外から見れます。どういうものかってい
うと、もう見ればすぐ分かると思うんですが、これがジョージアステートのインスティテューシ
ョナル・エフェクティブネス・オフィスのトップページですね。この下に今言ったようなダッシ
ュボードのリンクがあります。ここは残念ながら入れません。関係者でないと入れない。要は、
こういうふうな進捗状況の推移で、どこまで出てるかっていうのが見えるようになっています。
うまくいかなければ、当然アラートが発せられるという話ですね。
その次に、特にアメリカの大学の場合は、財務面を考えても学生の獲得は非常に重要になって
きますので、そこに関連するデータがこのアイポートという所に特化した形で実は見られるよう
になっていて、多分アカウンタビリティーの観点からということなんでしょうが、誰でも見られ
るようになっています。気になる方は、ちょっとここへ行ってみてください。こういういろんな
形でグラフ化されたデータが、すぐパッパッと見られるようになっています。
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小湊：ちょっと話を元に戻しま

（３）アセスメント

すが、要は今見てきた話はいわ
ゆる典型的な IR の活動の一つの

• Academic Assessment

在り方ですね。特にこういう大

– 学位プログラム毎の学習成果に関する調査

規模な州立大学になると、ほぼ

• Academic Program Review（APR)

間違いなくデータウェアハウス

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

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

• Administrative Review（AR)

インスティテューショナルエフ

– APRと並行して実施、大学の管理組織が対象

ェクティブネスっていうのは、
16

現場レベルではよくアセスメン
トじゃないのってのは以前から

私たちも聞いていたんですが、じゃあ、実際にどういうことをやっているのかということです。
通常、日本でアセスメントというと、学生調査という言葉が使われます。そこでいう学生調査
っていうと、一般的なイメージとしては、恐らく卒業生の調査であったり、山田礼子先生たちが
やってるような新入生のいろんな特性が分かるような調査であったり、場合によっては授業アン
ケートみたいなものも入ってくるかもしれませんが、実はそういうのとは全然違います、ここで
いうアセスメントはですね。それはなぜ違うかっていうと、先ほど言ったようにサックスが求め
てるアセスメントっていうのがあるわけですね。先ほどの話はちょっと抽象的だったので、ここ
で少し具体的な話をさせていただきます。
大きく三つ、実はこの IE オフィスではやっていると。一つがアカデミックアセスメント。要
するに教育に関するアセスメントですね。じゃあ、教育に関するアセスメントをどういう単位で
やってるかっていうと、まず原則、学位プログラムごとに学習成果に関する調査をやるというわ
けです。
どういう調査をやっているのかというと、実はフォーマットがあるんですね。エモリーもこう
いうのがありますが、これはジョージアステートのフォーマットです。見て分かるように組織的
にやんなきゃいけないので、ここですね、プログラムのミッション、またはスチューデント・ラ
ーニング・ゴール、またアウトカムズですね。そういったものをまずきちっと明記しなさいと。
どういうものか。ここはラーニングアウトカムズですね。それに対してどういう教育を行ってい
るのかっていうのを具体的に書きなさいと。次は計測して自己評価しなきゃいけないんですけど、
アセスメント・メソッズ・アンド・ターゲッツになってますから、例えばどういう指標を使って、
どういう手法を使ってそれを評価するんですかというのをここに書くようになってる。その結果、
何が分かりましたか、要は到達度はどうだったんですかというのが、このリザーブズの部分です
ね。そして、その結果を踏まえて、当然 100 パーセント到達するなんてことは普通あり得ないわ
けですから、じゃあ、そういうものを踏まえながら今後の改善策、またはどういった所に着目し
ながら教育をさらに推進していくかというのを例えばここに書きなさいということですね。で、
実際に何か改善があれば、その改善の結果をここに書きなさい。あと、それに関連する資料があ
れば、それをちゃんとリストアップしてくださいと、そういう話です。ですから、学生調査とい
18
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っても学生個々人の調査じゃなくて、大学側が提供する教育プログラム全体が本当に効果のある
ものなのか、つまり、自分たちが立てたゴールに対して、本当にそこに向かってちゃんと動いて
いるのかどうか、またはちゃんと到達できているのかどうかというのを調べる調査という意味で
す。そういうのがこういうところで、この二つで求められているんですね。
あとはアカデミック・プログラム・レビューというのがありますけれども、これも各学部レベ
ルです。さらにそれには学生支援等々も含むさまざまな支援機能を含むセンターも当然含まれま
す。これが自分たちの単位でまず自己評価を行い、学内から選出された委員、インスティテュー
ショナルエフェクティブネスのコミッティーというのがありますけれども、そこが委員を選ぶわ
けです、学内からですね。そして、サイトビジット、訪問調査をやって、実際どういう状況なの
か、課題が何なのかというのを明らかにした上で、それを全学の、大学全体のプランニングに活
用するために行われているのが、この APR、アカデミック・プログラム・レビュー。これ自体
はアクレディテーションの周期と一緒で、7 年ごとにやっぱり実施してますが、どうもいろいろ
読んだり聞いたりしていると、大体 2 年かけてます、ここに関してはですね。

小湊：あともう一つが、先ほど

（４）IE

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

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

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

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

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

自己評価を行う。当然、大学の
ミッションに対して自分たちの

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

19
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小湊：次にエモリー大学ですけ

４．エモリー大学におけるIRとIE

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

• 大学の概要
–
–
–
–

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

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

• インタビュー調査の概要

ど、南部のハーバードと言って

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

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

学は到底及ばない、うちの大学
なんかはもう足元にも及ばない、

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

20
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小湊：これがエモリーの正門ということですが、こういうのがあったのでたまたま撮ってきたと
いうだけです。大体こういう感じの緑がいろいろ広がっている勉強するにはいい環境だなと思い
ました。これが最近ちょっとうわさのエボラ出血熱で感染した人が感染症センターに隔離されて
たわけですが、実はこれ一番最初の患者、確かエモリーの付属病院だったと思いますが、たまた
ま同じキャンパス内にあったので、カシャッと。これは裏門のほうですかね。正門は向こうだっ
たと思いますけども、撮ってきました。

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

21
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小湊：このオフィスですけれど

（１）IRとIEの体制

も、先ほどのジョージアステー
トと比べると、結構小規模です。

• OIRPEの体制

それでも所長以下 5 名のスタッフ

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

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

が置かれてましたが、ここはち
ょっといろんな事情があって、

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

小湊：IE に関わるものとしては

（２）IE

ジョージアステートと一緒です
ね。アカデミック・プログラ

• Academic Program Assessment

ム・アセスメントと、ここでは

– 毎年実施、定められたフォーマットに従い、学部学科ごと
に自己評価を行う

こういう言い方をしていました
が、これを実施しているという

– 学習成果を明記、それを測る指標を設定、結果、改善事
例等を記す

ことで、この辺の話が中心でし

• Administrative Units Assessment

た。アカデミック・プログラ

– 学習サポートも含む管理部門の評価

ム・アセスメントは、先ほどと

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

一緒ですね。毎年、1 校の実施し
ているもので、定められたフォ
25

ーマットに従い、表がこの学部
ですね。デパートメントごとに

自己評価を行う。そして、ラーニングアウトカムズっていうのをきちっと明記して、それを測る
指標を設定し、その結果と改善事例っていうのをきちっと示すということですね。
また同じようにアドミニストレーティブ・ユニッツ・アセスメント。言い方は違いますが、先
22
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ほどのアドミニストレーティブレビューと一緒です。学習サポートをするような部門も含む管理
部門全体の評価を組織のミッションに対して、実際どれだけ効果が上がってるのかというのをや
はりアセスメント、レビューをしていくということです。
取りあえずこれだけでちょっと分からないと思うので、実際見てもらえたらと思いますが、例
えば今からお配りしますけれども、これがエモリーのストラテジックプランニングですね。7 年
間の地域目標計画みたいなのを立てていて、それに対して毎年度の年度報告所を出してるんです
が、中身ご覧になってもらえれば分かりますが、日本の国立大が使ういわゆる行政文書化したも
のとは全然違う。本当に中身がいい。あと、気になる方は、いかに指標を使ってるかというとこ
ろで見てもらえたらと思うんですけども、例えばダッシュボードのような表記っていうのが、ち
ょっとこうなるんです。ピアインスティテューション、競合する有名市立大学です、アメリカの。
それと比べて自大学が大体どのぐらいの位置付けにあるのか、それがこの 1 年間でどのぐらい変
化したのかみたいなものもやっぱり持ってるということです。
あともう一つが、ちょっときょうはお話しあんまりできませんでしたが、サックスが求めてる
のはこういうレビュー、アセスメントを通じてエンハンスメントプランっていうのを作りなさい
と。これも実は求められてるんです。そのエンハンスメントプラン、特に教育面が中心ですけれ
ども、それをまとめたものがこれということなので、ご覧になってください。

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

佐藤：もう一個行った所がヒューストンに
あるヒューストン大学ダウンタウン校です。
ここはエモリーとかライスとかとは全然違
います。いわゆるどちらかっていうとレベ
ル的にもそんなに高くない大学の州立大学
です。修士のコースも五つしかないので、
基本的にアンダーグラデュエートの大学で
す。
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佐藤：パートタイムが半分っていうことを見てもらうと分かるように先ほどのエモリーとは状況
が全く違いますし、人種構成もやっぱり全然違います。アメリカはその辺が非常に明確に出てて、
エモリーで小湊先生と 2 人で昼飯を食堂に食べに行ったんですけど、すごいビュッフェみたいな
感じなんですよね。お金を払いに行こうと思ったら、お金の払い方がよく分からなくて。よくよ
く考えてみたら、タダだったんですね。なんでかっていうと、学生は学生証にピッて通せばよく
て、それは昼飯代も全部学費に入っているからなんですよね。僕らはそれを知らずに勝手に取っ
て、お金払いに行ったら、「何、君たち？」みたいに言われて。わからなかったので、僕はクレ
ジットカードをパッとやったら、「もういいよ、ただで食っていきなさい」みたいな。やっぱり
違うな、エモリーという感じだったんですけど。（小湊：お金の掛け方が全然違う。）

佐藤：ここの大学は、そうでは

５．ヒューストン大学ダウンタウン
校におけるIRとIE

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

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

かというと、こっちのほうがア
メリカの大学では、一般的だと
は思います。

• インタビュー調査の概要

で、ここは IR オフィスに行っ

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

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

フィスとが全く別で存在をして
います。エモリーとジョージア

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

（１）IRとIEの体制

ど、IR オフィスは 2 人のスタッ
フとアシスタントが居て、基本

• IRオフィス

的に外部向けのレポートを作成

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

することとか、内部向けのファ
クトブック、卒業率レポートを

– 内部向け：ファクトブック、卒業率レポート、滞留率レポー
トの作成

作る所です。IE オフィスのほう

• IEオフィス

は 4 人スタッフが居るんですけど、

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

まだ新しい組織なのでこれから
ですって話はしていました。基

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

本的に両オフィスともプロボス
34

トオフィスという、先ほど小湊
先生の説明にもありましたが、

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

佐藤：時間がないので簡単に。

（２）IRとIEの関係

ここの大学に行って非常によく
分かったことは何かっていうと、

IR

IE

基礎となる材料（デー
タ）を提供

それを基に、ナラティブ
な作業を行う（評価書
やレポート等）

IR と IE の関係です。こっちとこ

推測するためのデータ
を提供

「問い」を考える

“what”に答える

“why”, “how”に答える

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

なので、IR はあくまでも推測す
るためのデータを提供している

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

６．調査のまとめ

のまとめを簡単にします。まず
一つは、小湊先生もおっしゃっ

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

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

機関に対して結構厳しい要求を
します。特に州立大学のジョー

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

教授（現所属）

浅野

茂

メイン州立大学アーガスタ校
Associate Director of Assessment 本田

寛輔

皆さん、こんにちは。
大学評価・学位授与

米国北東部地域の大学における
IR・アセスメント業務の実態

機構の浅野です。先
ほどの佐藤さんの報
告に絡めて、私が所
属しております機構

独立行政法人 大学評価・学位授与機構
研究開発部 准教授 浅野 茂

は、小平市にある一

メイン州立大学アーガスタ校
Associate Director of Assessment 本田 寛輔

橋大学の敷地にあり
ます。学生寮に加え、

2014.12.18 米国IR事情勉強会＠立命館大学

入り口には放送大学
があって、機構は一
番奥まった所に建物

を構えています。先ほどの報告のようにアットホームな感じではなく、一見、首相官邸と似たよ
うな造りにはなっていますが、大学の敷地内にあるという点では、先ほどの佐藤さんに照会いた
だいたアメリカと共通しています。機構に係る余談はこの辺にして、本題に入ります。
会の冒頭、司会の藤
原さんにお話しいた

報告の構成

だきましたように、

1. 今回の訪米調査の概要

私は今回、アメリカ

2. IR

の北東部地域の大学

3. アセスメント（学習成果）

において、IR とア

4. プロボスト（学務筆頭副学長）

セスメント部署が実

5. ディーン（学部長）

施している業務の実

6. 調査を終えての所感

態というのを調査し
2

てきました。調査は、
メイン州立大学の本
田さんと一緒に実施

しましたので、今回共同発表ということで名前も入れさせていただいています。
本日の報告ですけども、まず簡単に今回の調査の概要を説明した上で、私が今回調査してきた
内容を説明させていただきます。具体的には、IR、それからアセスメント部署が実施している業
28
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務、それらをプロボスト、ディーンという、大学の執行部がどのように活用しているのかについ
て調査した内容です。したがいまして、業務の紹介に加え、それらが IR に関わるさまざまなかた
がた、役職の方がどのように利用しているのかについてお話をお伺いしてきたことを紹介させて
いただきます。そして、最後に調査を終えての所感を簡単にお示ししたいと思います。
まず 1 点目の調

１．今回の訪米調査の概要

査の概要ですが、
本年（2014 年）の

• 訪米期間： 2014年10月27日～30日

10 月の末に行って

• 訪問先： 米国北東部地域の３つ大学

まいりました。訪

• 調査方法： インタビュー
• 調査対象者：

問したのは、北東
属性

役職
学長

１

データ利用者

プロボスト

３

学部長

２

データ作成者

人数

IR ディレクター

２

アセスメント ディレクター

３

部地域の三つの大
学ということです。
訪問した大学に関
3

しましては、意図
的に本田さんと調
整をして、リベア

ルアーツ系といわれるいわゆる教養教育が中心の大学とリージョナルコンプレヘンシブといって、
修士課程ぐらいまでを持っている大学、そしてフラッグシップといわれる研究、という属性の異
なる３つの大学を同じ地域で選定して、インタビューをしてきたということです。
調査対象者も少し分けて、データを作る側に居る IR の方々とアセスメントの方々ということ
で、IR ディレクター２名、アセスメントディレクター３名、それからデータを使う側にいらっ
しゃる学部長２名、プロボスト３名、学長１名の計 11 名にインタビューしました。３日間で 11
名という結構ハードなスケジュールですね。
なお、匿名性を担保するため、今回の報告では大学名や個別名称はお示しできません。最近の
米国では、事前に調査の目的の送付が求められ、IRB といふうにいわれる手続きを通じて、個人
及び組織の匿名性を必ず確保しますという約束をすることが求められるようです。そのため、個
人の氏名含めて、所属機関も匿名にしますというのを事前に約束をしているので、今回お出しで
きないという理由がここにあります。最近、本田さんとかのお話をお伺いしていると、アメリカ
の中でもこういう IR の調査をやろうとすると、結構こういうのを求める率が高くなってきてる
そうです。これは、IR 担当者が変な発言をしてしまうと、自分の大学のことをあからさまにして
しまうという問題もありますので、結構厳しく言われているということでした。
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１．今回の訪米調査の概要

4

調査の実施に当たりましては、我々は 2 段階で考えました。まず一つ目の段階は、それぞれの
組織で展開している IR 業務の概要を述べていただいて、それを今年の大学評価担当者集会でも
お話ししました４象限の枠組みに分類していただきました。

１．今回の訪米調査の概要

5

その上で、二つ目の段階として、意思決定がうまくいったケースと、うまくいかなかったケー
スというのを聞くという手順でやりました。今回、時間の関係もありますし、詳細は来年の担当
者集会までにいろいろ整理をしたいと思いますが、先ほどお話ししました段階に沿って、まず業
務の概要と目的別の分類の結果がどうなっていたかというのを中心にお話ししたいと思います。
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まず IR 担当部署

２．IR - IPEDS

の用務の概要につ

 Fall Collection

 Institutional Characteristics
 Completions
 12 month Enrollment

 Winter Collection





Student Financial Aid
Graduation Rates
200% Graduation Rates
Admissions

いてお話しします。
日本の学校基本調査は単年度に一度
のデータ提出で完了するが、 IPEDSは
単年度内に複数のデータ提出が求めら
れる。

Fall Enrollment
Finance
Human Resources
Academic Libraries

 DFR Comparison Group Update

のオフィスは、基本
的にプロボストが
居て、その下に IR

 Spring Collection





今回訪問した３つ

IPEDSのデータを提出した上で、各大学が
自分達の競合大学の選考基準を設定し、
競合比較（Benchmark）の報告書は関心
のあるデータ項目を独自に選定して作成
6
できる。

担当のディレクタ
ーとアセスメント
担当のディレクタ
ーが居て、３～４
人程度のオフィス

でした。
この IR 部署が展開している業務のうち、最初に出てくるのは、IPEDS です。日本の場合、学
校基本調査は年に 1 回、5 月 1 日にデータを出しますが、米国の場合、IPEDS には少なくとも年
３回に分けてデータを出しているということでした。したがって、単年度に複数のデータ提出が
求められるということです。まず、例えば秋ですと、機関の属性であったり、その他の基本情報
であったりを登録し、冬になると、どういった学生に対する経済支援を行っているのか、グラデ
ュエーションレート（卒業率）はどれぐらいなのか、といったデータを登録することになります。
グラデュエーションレート（卒業率）について、アメリカの場合、標準修了年限内に卒業する率
が日本に比べると非常に低いという実態があり、一般的には、標準修業年限の倍を取って 200 パ
ーセントというのを出しているということです。そして、翌年の春になると、エンロールメント
（学生の在籍情報）関係とか財務、ヒューマンリソース、アカデミックライブラリーといったデ
ータを登録し、年間を通して、少なくともこの３つの季節で対応しているということでした。し
たがって、秋から冬、春というのは、こういったデータ作成とデータ登録に結構な時間を取られ
ているというのが実態だそうです。その上で、これを登録したら使わない手はないので、ここに
挙げておりますコンパリソン・グループ・アップデートというデータセットを、IPEDS を用いて
作成し、自分たちの競合大学とのベンチマークをするということでした。
このように IPEDS のデータ登録に相当の労力を割いているというのは、今回、調査を得た示
唆の一つです。一方、利用にも限界があって、かなり活用はされていますが、IPEDS には機関単
位の情報が登録されているため、それ以下の細かいレベルの分析はできないということです。学
部あるいは学科といった下位レベルでの分析をやろうとすると、それぞれの IR オフィスが連携
し、自分たちのデータを個別に交換して対応しています。そのため、IPEDS 上でできることは、
大学対大学の比較です。また、２年制あるいは４年制の通学を基本とする一般的な大学を中心に
項目や定義が設定されているため、例えばオンライン等の遠隔教育が中心の大学などは IPEDS
のデータを使いにくいということです。
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２．IR – 内部報告書
 Factbook (Fall, Spring, Summer)
 Program Factbook/Reviews
 Fast Facts/Quick Facts
 Enrollment projection model
 Grade distribution analysis
 Job placement report
 Barrier courses report
 Campus profile report
 Competitor Analysis report

Factbook（大学の機関データ年鑑）は
年度別と学期別などで幾つか作成さ
れる場合がある。

Factbookは教務から財務までの各種
データを総合的に集約しており、その
データを用いて目的別の報告書を作
成する場合が多い。
7

IPEDS に次いで、業務として重たいのが、各種報告書の作成です。特に学内向けの報告書は、
先ほどの小湊先生の発表にもありましたけども、例えばファクトブックとか、あるいはより具体
化したものがあったりします。もっとも一般的なのは、日本の大学概要に類似するもので、毎年
１回作成していますが、これ以外に学期別であったり、ここにありますようにプログラムごとで
あったりと、いくつかの種類があります。最近の傾向としては、これらの資料の内容のハイライ
ト版や、より分かりやすい形で項目を絞った「ファストファクト」だとか、「クイックファクト」
と称される報告書の作成にも対応しているとのことでした。ここでは、いくつかアピールしたい
ポイントとか、保護者に対してとか、入学したい高校生に対してとか対象を絞って、かなり基本
的な数値を公開しています。ご興味のある方は、インターネットで、Fact book、Quick Fact と
いったキーワード検索をしていただくと、実施大学が出てきますので、参考にしていただければ
と思います。大学によってはクイックファクトと言いながら、実は相当なデータを公開している
所がありますので、大学によってばらつきはありますけども、IR の業務の一つなっているよう
です。
このファクトブックのデータを活用して、大学全体の項目を、教務、財務といった業務別ある
いは、それぞれのデータを目的に沿って集約し直したりして、そのデータを用いて別の報告書を
作成する場合が多いということです。具体的には、例えばエンロールメントですね。学生さんの
履修状況を示したようなものであったり、単位の分布状況とか、学生さんのジョブ・プレースメ
ント・レポートといって、特定のプログラムを卒業した学生はどういう所に就職しているかとい
うことであったり、今回初めて聞いたバリアー・コース・レポート（詳細は後ほど具体例で示す）、
コンテクスト・アナリスト・レポートであったりといったように、目的別にファクトブックや報
告書を作っていくというようなこともあるということでした。
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２．IR – 大学ランキングやガイド
 US News

 Best Colleges（⼤学類型別に全国版と地域版でランキング）
 Best Graduate Schools（専攻ごとのランキング）
 Online Degree Programs（⼤学内のオンライン・プログラムに限定したランキング）






Main Survey
Tuition
Financial Aid
Finance
Assessment

上記３つのランキングでデータ項目
に多少の違いはあるが、主に左側
の分類で収集される。

 Petersonʼs Graduate/Undergraduate Survey
 College Board
 Common Data Set

雑誌ごとにデータ定義が異なり、個別で対応すると作業
が煩雑になるので、大学側がコンソーシアムを立ち上げ、
大学間で共通のCommon Data Setを作成した。これにより、
8
各雑誌へのデータ提出を簡略化した。

もう一つ、IR 部署の方々が最近対応に負われているのは、このランキングですね。アメリカ
ではフラッグシップでも、タイムズ・ハイヤー・エデュケーションのランキングの話をしたら、
「？？」といった感じで、ほとんどご存じありませんでした。アメリカの場合、もっぱら U.S.ニ
ューズ社のランキングに関心が行っていて、主にこのラインキングに対応されているということ
でした。このランキングは教育のデータをメインに扱っていて、例えば大学類型別に全国版と地
域版でベストカレッジはどこかというのを出したり、大学院とか専攻ごとのランキングとかを出
したりしています。日本の朝日大学ランキングに類似しているものですが、結構、細かいデータ
を求めてくるそうです。それぞれのランキングに使うデータというのはそんなに変わりはないよ
うですが、若干データ項目の定義に差があったりするので、例えばこういった所のデータを集め
て登録をしているということで、骨の折れる作業であることには違いありません。一方、データ
を出さなければランキングに入る資格すらないことに加え、最近は先ほどの小湊先生のお話にも
ありましたけど、州政府とかもこれを見て結構、財源配分を判断するようになっているそうです。
したがって、看過できないというか無視できないという状況になっていて、逆に非常に気を使う
業務になりつつあるということでした。IPEDS は、先ほどお話ししましたように機関単位のデ
ータのみですので、ランキングが出るようにはなっていないのですが、US ニューズについては、
プログラムレベルのデータを求められ、あからさまに順位を付けられるというところもあるため、
どういった形でデータを出すのか、かなり気を使っているということでした。
追加で出てきましたのは、コモン・データ・セットというデータセットの作成業務です。例え
ば、US ニューズのランキングであったり、それ以外の大学外からの調査であったり、複数の調
査があり、以前は個別で対応してきたようですが、非常に煩雑で骨の折れる作業であるため、大
学側が任意のコンソーシアムを立ち上げて、大学間で共通のコモン・データ・セットというのを
作成しています。項目や定義を統一したりして、かなり汎用性を確保することで、学外からの問
い合わせには基本的に対応できるような構成になっており、照会があった際には、基本的なデー
タはここで確認するよう言えるため、大学側にメリットがあるということでした。
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２．IR – その他
 Accreditation Agency Report（機関別、プログラム別の適格認定への
データ対応）
 Delaware Study（学部別の教育コスト分析と競合⽐較）
 Funding Agency Report（研究や教育の助成団体への報告）
 Credit and Revenue Distribution Reports（学⽣の履修単位と歳
⼊の分析）
 NSSE/CCSSE（学習実態調査）
 Other Ad-hoc data collection and analysis（臨時のデータ分析や
アンケート調査など）
9

次に、その他の業務について、お話しいたします。先ほどの小湊先生の発表にありましたけど
も、適格認定機関に出すレポートというのが結構あり、それが機関単位で出すものとプログラム
別の適格認定に出すものがあり、これらのレポート関係の業務があります。あとは、デラウエア
スタディーとか、学部別の教育コース等の分析であったり、競合校との比較のデータを作成し、
それらのデータの分析をやるとか、あとは学生さんであったり研究に対しての補助金を授与する
団体にも、それをどういうふうに使ったかというような利用実績といったものや、それがどうい
う効果を上げているかといったところの報告が必要になってきます。また、最近、学生の履修単
位と収入の分析ということで、特に州立大学で盛んに行われています。アメリカの場合、日本の
ように授業料は固定ではなくて、単位従量制といいますか、単位によって授業料が変動しますの
で、学生さんが実際に履修した単位数が大学の財務に直結するという構図になっています。その
ため、学期ごと、プログラムごとにどれぐらいの学生が登録をしていて、単位の売り上げがどれ
ぐらい計上できているかというものを出しているということです。
それから、NSSE あるいは CSSE という全米規模で実施される学生調査への対応があります。
加えて、昨年、ベミジ州立大学の藤原さんが講演された際に仰っておられましたが、アドホック
といって、要は学部であったり、教員個人であったり、様々な学内関係者から個別にこういうデ
ータ分析をしてほしいとか、アンケート調査をやってほしいとかっていう個別の依頼があり、今
回、調査した３大学でも、結構な作業として挙げておられました。ある大学の IR 担当者は、これ
らの業務をリストで管理しておられましたが、年間 200 件以上はあるとおっしゃっていました。
このような多数の業務を、どのように調整するのかとお伺いしたところ、それはやっぱりケー
ス・バイ・ケースでありつつ、基本的に関心を持っている教員に対しては、なるべく自分たちが
できる範囲で対応していくというスタンスはとっているそうです。
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２．IR – データ分析の事例
 Barrier courses report
 学⽣の進学を阻害している科⽬がないかを特定
 各科⽬の学⽣の単位取得率をSuccess Rateとして計算
 全科⽬の平均をとり、これを基準値として設定
 5年程度の履修データを基に、経年データを⾒て、以下の科⽬を特定
 Success Rateを上待っている→成績付けが⽢い可能性があり
 Success Rateを下回っている→成績付けが厳しいか、先⾏履修科⽬に問題あり

 併せて、学⽣が履修を放棄した科⽬の率（Withdrawal）を参考に、教員の指導
が適切に⾏われているか、といったことを確認。
 上記のデータを学科⻑が教授会で報告して共有し、改善策を検討

10

次にデータ分析の実践例ということで、バリアー・コース・レポートというのをこれから別の
エクセルファイルで紹介させていただきます。これが何ものかといいますと、基本的な考えとし
ては学生の進学を阻害している科目が何であるかを特定するための分析です。スライドを見てい
ただきながら、実際の表がこういうふうに使われていますということで紹介させていただきま
す。
アメリカの大学ではコースと呼ばれる個々の授業科目があって、この表では、それぞれの授業
科目を、どれぐらいの学生さんが履修し、そのうちどれぐらいの学生さんが単位を取得している
かを学期ごとに確認するために作成したものです。今回の例は５年程度のデータをとっていて、
それぞれの学期にどれぐらい学生さんが単位を取ったか取らないかを比率で示しています。その
うえで、Success かそうでないか大きく分けます。例えば A、B、C、D という単位の種別があっ
て、D が不可だとすると、C までが可ですので、その A、B、C の平均を取ったものを Success
とします。D は不可ですが、放棄も含んでいると思われます。このように、実際に履修した学生
のうち、どれぐらいが Success のカテゴリーにあり、どれぐらいがそうでないかをわかるように
します。そして、一般的には、Success Rate と呼ばれる平均値（概ね 70%前後）を基に、この値
を上回っているか、下回っているかを判断していきます。そのうち、下回っている場合、それが
例えば、担当教員が成績を厳しく付け過ぎているのかどうか、あるいはカリキュラム上、前段に
配当される科目の内容が対応していないあるいは簡単過ぎて、接続の問題が起きているのかどう
か、ということを主に判断するそうです。逆に、上回っているのは、Success Rate という観点か
らは特に問題視しなくてもよいのかもしれませんけど、学習成果の関係からいくと、あまりにも
成績評価基準が緩い（安売りしている）と、適格認定で指摘されるため、これも問題として捉え
ていきます。
もう一つ重視しているのがこの放棄の数値を表すセルです。途中で履修をとりやめてしまった
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学生が、例えば 10 パーセントを超えるような場合、履修している学生に対して担当教員が適切
な指導をしてないという可能性もあり、この値を一つの目安にしているということです。こうい
った複数の数値を基に、５年ぐらいのデータを分析すると、年度によって多少の凸凹はあるにし
ても、全体の傾向を把握することで、いろいろなことが見えてくるそうです。
以上、今回の調査で新たに得たバリアー・コース・レポートについて、説明させていただきま
した。なお、この分析は大学によってどのような水準や、どのようなやり方が実施するのかは異
なります。例えば、Success Rate を 80 パーセントというふうに機械的に設定する大学もあれば、
全体の平均をとって、それを判断基準とする大学もあるため、一様ではないということです。
こういったデータがどのように使われるのかについては、のちほどディーン（学科長）の所に
出てきます。特に、プログラムの主任責任者である学科専攻長は、教授会でプログラムはこうい
う状況にあるという報告をし、改善策を検討していくということでした。なお、先ほどの資料で
示した科目一覧を作成する際、担当教員の氏名は削除しているそうです。教授会に報告する際、
担当者の氏名をさらすわけにはいかないので、あくまでもコース番号と科目のタイトルを出して、
こういう状況ですよという説明にとどめ、個人に対する攻撃ではなく、学科として改善策を検討
していくということでした。もちろん、上記で示したデータに他のデータを組み合わせれば、誰
が担当しているかを判別することはできるとのことですが、一応、匿名性には配慮しているとい
うことでした。
次の説明に入る

３．アセスメント

前に、ここまで IR

 アセスメント担当者は個別対応でデータを集める必要がある。
 Program level outcome（学科の学習成果の診断）
 Gen Edu value rubric（⼀般教養教育のルーブリック）
 Electronic portfolio（Eポートフォリオ）
 Standardized Test（統⼀試験、批判的思考、情報リテラシーなど）
 Graduate Survey（卒業⽣アンケート）
 Program Review（学科の⾃⼰点検の⼀部で、学習成果の測定と結果の
活⽤を報告するよう求められる）

 アセスメントでは、改善のために収集した情報や改善の進捗状況を説明
責任として外部に報告するという発想。
 対照的に、IRは外部への説明責任のデータを学内の改善に活⽤すると
いう流れ。
11

部署の業務につい
て説明してきまし
た。ここまでの説明
に対して質問とか
何か事実確認等あ
りましたらお受け
したいと思います
が、いかがでしょ
うか。
特にないようです

ので、つつけますが、いつでも戻りますので、適宜、止めていただければと思います。
では、アセスメント部署の業務の説明にうつります。アセスメント部署の業務は、これまでお
話ししてきた IR 部署とは異なります。先ほどの佐藤さんの発表にありましたように、IR とは少
し視点が違います。今回、３名の方にお話をお伺いしましたが、アセスメントの担当者は通常、
IR のように、どこかから、まとめてデータを落としてきて、それをつないで使うというのはない
ようです。この業務自体の特性と関係していくわけですけども、例えばプログラムレベルの学習
成果の診断であれば、まず自分でその調査の設計、測定、集計、分析をするという対応が一般的
なようです。同様に、ルーブリックであったり、e ポートフォリオであったり、あるいは統一試
験、卒業生アンケートなど、プログラム・レビューに必要なデータを自ら設計、収集し、それら
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のデータを分析します。そのため、IR がやっているような業務とは一線を画しているということ
でした。
一方、アセスメント部署では、さきほどの報告にありました IE との関係がより密接になってい
るようです。アセスメントは、基本的に学内の改善のために収集することになります。特に、昨
今の適格認定では、IE について基準が設定され、その進捗状況を報告することが求められ、説明
責任のために用いられます。つまり、外部報告書にこれらのデータを盛り込んでいって、それを
改善に使うという発想が強いそうです。対照的に IR は、IPEDS やランキングに集めたデータか
ら学内に改善提案をしていきますが、アセスメントは逆で、IE のために収集したデータを説明責
任にも使っていくという視点があるということでした。
とは 言っても、

３．アセスメント – 現況

先ほどの報告で言

 学科別にアセスメント活動への温度差がある。適格認定を契機にテコ⼊れする場
合もある。

及のあった IE が進

 Gen Eduの学習成果の測定は難しい。⼀般教育の分類と学部学科の構成が必
ずしも整合しているわけではなく、⼀般教養教育のIdentity crisisが起きている。

んでいないという

 プログラム・アセスメントでも学科別のIdentityの 確⽴が最重要課題。教員を巻
き込んで、彼らの意⾒を集約し、このプログラムでどのような学⽣を育てたいのか、学
⽣の成⻑には、どうすればよいかを議論してもらう。
 教員はアセスメントを批判的に⾒る傾向があるが、実際にアセスメントの活動に関
わることで、その意義を⾒出してもらう。

状況とも関わって
いて、実際にアセ
スメントの担当者
も嘆いていました

 Linked-inを⽤いて、学⽣の専攻やキャリア志向を発信し、産業界とのマッチングを
図っている。修了者については、現在の雇⽤状況を把握する情報として活⽤し、
現役学⽣には就職先情報として活⽤。

12

が、学科別にその
温度差が非常に激
しいという問題は
あります。特に理

系の所はよいのですが、文系の所では難しいということ、あるいは、今回調査した大学のうち、
フラッグシップに分類される研究大学では、なかなか浸透しないということでした。例えば、世
界トップテンに入るような研究者が居て、その研究者の担当する科目の学習成果を測定し結果が
望ましくないとしても、その研究者の改善を促すのは難しいという問題があります。学長といえ
ども、その研究者には何も言えないとか、そういう裏事情があるということでした。
あと教養教育です。アメリカでは、ジェネラルエデュケーションと呼ばれる一般教育の学習成
果の測定が非常に難しいということです。アメリカの大学でも、一般教育を何のためにやるのか
というところは、実際には結構ぶれていて、目標設定が難しく、測定するための設計が非常に難
しいということでした。もちろん、すべての教員がアセスメントに対して批判的に捉えているわ
けではなく、実際に危機意識を持ち、アセスメント業務に関心を持つ教員も居るため、こういっ
た教員の個別要望に対応しながら、少しずつ、理解者や協力者を増やしていくということでした。
次に、具体的な取り組みとして今やっている事例を一つ紹介いただきました。これは Linked In
という研究者のネットワーク形成のための SNS を使って、大学院生と産業界とのマッチングを図
っていく一方で、ここにデータがポートフォリオのように残っていきますので、修了者の雇用状
況を把握する情報として活用しているということでした。これは最近のアメリカの大学で頻繁に
問題沙汰される卒業あるいは修了後の進路の把握への対応が強く求められるようになっていくこ
とを受け、大学、あるいは大学院を修了した後に学生がどういう職に就いていったかというのを
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追跡する一つの手段として用いているということでした。
次に、データ利

４．プロボスト（学務筆頭副学長）

用者側の説明にう

 役職では“Vice president of Academic Affairs”とも称され、業
務内容を鑑みた捉え⽅としては“Chief Academic Officer”の⽅が
より適確に表している。

つります。まず、

 カリキュラム、プログラムの新設や閉鎖、⼊学者数の推移、教育課程、
卒業率まで、⼊⼝から出⼝まで学⽣の教育全般について掌握。

先ほど、小湊先生

 最終決定者は学⻑だが、教育については、予算も含め、かなりの権限
を有している。

したように、アメ

 業務を遂⾏する上で、教員との合意形成が不可⽋。教員評議会は
教員集団としての意思決定をプロボストへ提⽰するものの、場合によっ
てはプロボストの権限で最終決定がなされる。

ボストは、実質的

プロボストです。
の報告にございま
リカの大学のプロ

13

には日本の学長に
近い権限を有して
います。最終決定

者は学長ですが、教育については、予算、あるいは人事も含めてプロボストが権限を有しており、
権限はかなり強いということがいえるかと思います。

今回、３名のプロ

４．プロボスト（学務筆頭副学長）

ボストにお話しを
お伺いしてきまし

 最も重視している情報は、attraction, retention, admission,
financial aidに関連する情報。

た。お三方に共通し

 基本的に教員を説得するのは、⾻のいる仕事。彼らは、⾃分の専⾨
分野以外については、あまり関⼼を持たない。教員は⼤学の事情を無
視しているのではなく、本質を理解できていない場合が多いので、気⻑
に交渉しながら説得するしかない。
 データから多くの知⾒や洞察を得ることはできるが、これだけで改善や意
思決定はしない。データは、現状を知るために必要で、解決策を模索
する上で重要な情報ではあるが、いろんな要素を加味して判断する必
要がある。
14

ていたのは意外で
したが、とにかく
教員との合意形成
に持っていくのが、
最も大変な仕事だ
ということを繰り
返しおっしゃって
いました。では、プ

ロボストは実際、何をやっているかということですけども、重視しているデータはアトラクショ
ン、恐らく日本で言うところの志願動向が挙げられていました。プログラムに対して、どれぐら
い興味を持っている学生が居るのかについて参考とする数値です。加えて、入学した学生を実際
にどれぐらい留まらせること（リテンション）ができたかということと、どれぐらいが登録した
かというデータです。これらのデータは、財政に直結しますのでどれぐらいの非常に重視され、
骨の折れる仕事とされる、合意形成においても重要な意味を成します。IR やアセスメント部署か
らいろんなデータが来るわけですけども、これだけでは意思決定しない、というスタンスが重要
となってきます。すなわち、データを見ただけでは判断しないと点で、プロボストは共通してい
て、データは解決策を検討する重要な要素ではあるけども、データだけで判断できるわけではな
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いということでした。
次に、ディーンが

５．ディーン（学部長）

実際に学部の意思
決定でデータをど

 最も重視している情報はstudent evaluation , enrollment report,
NSSE, annual program report, budget。

のように用いてい

 Student course evaluation（学⽣の授業評価）では、特に否定的な
回答をする学⽣の回答を注視し、学科⻑を通じて各教員に改善を促す。

るかについてお話
しいたします。最も

 Enrollment reportからは履修登録していない学⽣を洗い出し、プログラ
ムの教員に履修登録を促すよう指⽰（EMの取り組み）。

重視しているのは、

 ディーンは、プログラム教員とプロボストのつなぎ役。それぞれのプログラムの状
況を俯瞰し、問題があるプログラムについては、プロボストに報告し、⼀緒に
改善策を検討する（例えば、教員数が不⾜しているプログラムに対して、他
のプログラムから定員を動かす等）。
15

スチューデントコ
ースエバリュエー
ション、いわゆる
授業評価といった
ものや、エンロー

ルメントレポート、それから NSSE の結果、プログラム・レビューの結果や予算とかいうところ
です。例えば、授業評価では、特に否定的な回答をする学生さんの回答を注意して確認し、改善
の芽がないかを検討しているとのことでした。つまり、満足していないという回答があれば、な
ぜ満足していないかということを学科長と各教員で確認をし、改善を必要に応じて促すというこ
とのようです。エンロールメントレポートに関しましては、高低は別にして、履修をする可能性
がある学生さんが居るのに履修をしていないというケースがあると、それは学生さんにとっても
不利益につながるだけでなく、プログラムにとっては収入に直結しますので、なるべく学生さん
に登録してもらえるよう、先生方にも指導していくということです。その意味でディーンは、
個々の授業を担当されている教員とプロボストのつなぎ役になっています。プロボストと教員が
直接議論して、何かをすることはまれなケースで、基本的にはプロボストとディーンでいろいろ
考えて、それを下に落としていくという形で考えているそうです。例えばディーンの権限の一つ
として、プログラム内での人事権は有しますが、プログラムを越えて教員を調整する際、余裕の
あるプログラムから定員を動かしたりするのはプロボストが対応し、全体としてマネジメントし
ていくということでした。
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今回の調査を終

５．調査を終えての所感

えて実際に感じま
したのは、IR とア
セスメント部署の
業務というのは、こ

IR

れまで説明してま
いりましたように、

アセスメント

まず説明責任に対
応していくという
16

ことが一つの大き
な要素になってい
るということです。

この際に収集したデータや情報を使って、学内の改善をどう促すかっていう風に視点が写ってい
くわけですね。一方でアセスメントに関しましては、IR 部署が作成したデータとかを参考にし
ながら、自分で設計、収集したデータと組み合わせて、学内の課題をプロボストやディーンに報
告し、彼らが実践した改善事例を基に、適格認定はじめ、各種の報告に活用するという所に重き
を置いているように感じました。

５．調査を終えての所感

を利用する側のプ
ロボストとディー

 役割分担がかなり明確で、業務も区分されている。






一方で、データ

ンについては、日本

学⻑
プロボスト
ディーン
IR
アセスメント

とは異なる権限を
付与されていると

 ⼤学の意思決定はプロボストは全学的な取り組み、教授会は教育課程と棲み分
けされている。教員評議会（Faculty Senate）で投票による否決は取るが、こ
こでの決定が全学の最終決定ではなく、プロボストへの提⾔に留まる。

ともに、双方の役割

 学⻑やプロボスト等の意思決定者は、データだけでは判断していない。そのため、
IR担当者が作成したデータが直接、意思決定につながらない場合もあり、IR担当
者としては、せっかく作ったデータが活⽤されないという不満を少なからず持っている。17

になっています。こ

分担がかなり明確
の点は、日本の大
学と大きく異なる
ように思えます。特

に今回の調査では、従来、言われている学長、プロボストのみならず、ディーンも結構権限を持
っていて、プログラムの実質的なマネジメントを担っているという新たな発見がありました。一
方、IR とアセスメント部署の業務に関しましては、本日、お話ししましたように、データやその
利用について、見ている視点の違いもありますが、求められる専門性も違っていて、展開してい
る業務も基本的には異なっているという風に捉えたほうがよいと思います。
最後に、日本の大学への示唆を考えたときに、アメリカの大学の意思決定の構造は大きく異な
るということを念頭に置いておく必要があると思います。アメリカの大学では、教育全般に係る
意思決定は基本的にプロボストの権限で行います。また、教授会の位置づけも、従来の日本とは
異なります。アメリカの場合、教授会は諮問機関ではありますが、最終決定権は有しません。日
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本の大学においては、本部が提案したことに対して教授会が否決するということが起こるわけで
すけれども、アメリカではプロボストへの提言にとどまります。そのため、仮に教授会が否決し
たとしても、プロボストがそれを実行しなければいけないというわけではありません。昨今の法
改正を受けて、今後、日本の大学でも教授会の位置づけはアメリカに類似していくことになるこ
とが想定されますが、当面、日米でのコンテキストは相当違うということを理解しておく必要が
あるように思えました。
一方、今回の調査でも共通して出てきたのは、学長、プロボスト、あるいはディーンは、IR や
アセスメント担当者から出てくるデータだけでは判断していないということです。したがって、
IR やアセスメント担当者が作成したデータは、直接、意思決定にはつながらないということが結
構あるわけです。故に、IR やアセスメント担当者は、せっかく自分が作ったのにデータが活用さ
れていないという不満を持っているという実情もあるようです。時間の関係もありますので、こ
こで終了します。
＜質疑応答＞
藤原：そうしましたら、浅野先生のほうからのお話をいただきましたこと、大きく IR とアセス
メントと。私の印象に残ってるのは、外から中への矢印の向きが向くのが IR で、中から外
に向かってというのがアセスメントだというようなそんなことだとか、あとは組織の中で
も相当の職務をこなしているというのが伺えるということ。あと、職に応じて、それも役
割分担が明確であるというようなことを含めてお話をいただいております。お話の中で、
ここは確認をしておきたいということがありましたら、一つ、二つお受けしたいと思いま
すが。小湊先生、どうぞ。
小湊：さっき出てたバリアーコース・レポート。あれは誰に対する報告ですか。
浅野：基本的にはディーン、場合によってはプロボストです。
小湊：ディーンに提出するということですね。
浅野：はい。
小湊：じゃ、多分、日本の、うちの大学ではそうなんだけど、学部データだとああいうふうに整
理されたデータはないんですけど、大体あの先生の授業はこうだみたいなものがあって、
単位取得率が低いのがあると、そういうのがやっぱり問題となってくる。私は現在、ちょ
っとマネジメントに関わっているので、そうなんだと思って聞きました。実際、そのデー
タを見ながら、先生とちょっと話に行ったりだとかっていうのはあるんですけれども、そ
ういうのは割と組織化されているっていう、そういうレポートになっているわけですか。
浅野：そうですね。少し補足させていただきますと、先ほどお話ししましたように、日本の大学
だと多分、成績の厳格化という観点であったり、学習成果や単位の実質化の観点であった
り、といったところで語られることが多いと思いますが、アメリカでも半分はその側面は
あるにしろ、半分はやっぱり学生が単位を履修しない、あるいは出ていくと、単位の売り
上げが落ちるという問題があるわけですね。
小湊：最初はお金で判断するということですか。
浅野：実は、そのような質問を本田さんに投げかけたら、いや、そうじゃないと。お金は二の次
だという前提でお話をされていましたけれども、プロボストやディーンのお話をお伺いし
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ていますと、やはり最終的に行き着くのはお金が絡んでくると思います。故に、本部から
の依頼や指示に否定的な先生がたも無視はできないわけですね。単位の売り上げが下がる
と、自分の給料に直結しますし、赤字状態が続くとプログラムを閉鎖しないといけないと
いう事態に発展しますから、より強制力が働くんだと思います。特にこっちですね。
Withdraw（放棄または履修取消し）が出てきたときにそれは単位の売り上げが減るという
ことになりますから。
小湊：じゃあ、意外に強く見られるような状況だと？
浅野：そうですね。ただ、Success に至っていない科目があるとすれば、その学生さんは次に進
級できないという問題もあります。本田さんのお話を踏まえると、アセスメント担当者は、
この数値が最終的にはグラデュエーションレートの低下につながっていくという視点で見
ているので、可能な限り、原因を特定し、改善しておきたいという側面は強いのだと思い
ます。
小湊：じゃあ、そういうのを見ながら、学生の学習支援を行っているとかっていうのを判断した
りしていることがある、ということですね。
浅野：はい、あるということですね。例えば、Withdraw が高い原因が、経済的な事情だとする
と、先ほどのファイナンシャルエイドとかとセットで議論をしたりして、なるべく学生を
大学にとどまらせる方策を検討していくのだと思います。
小湊：そこで気になってるのが、だから、エンロールメントマネジメントの一環だっていうふう
に理解できるわけだけど、いろんな部署が関わらざるを得ない、そういうアラートとかさ
れると。だから、ディーンに対してこうするっていうのは、その責任者に対して何とかし
てくださいという意味では分かるんだけど、エンロールメントマネジメントをやろうとす
るとディーンだけじゃできないわけで、そうするといろんな部署との連携を取らなきゃな
らない。それを誰がコーディネートしてるのかって、いつも気になってたわけです。
浅野：それは、案件によると思うんですね。全学的な話になってくると、やっぱりそこにはプロ
ボストが登場してきますし、個々のプログラム、例えばこれはプログラムの一つの問題だ
とするならば、それはプログラムコーディネーターレベルでまず議論をしてもらって、そ
れでも難しいようだったらディーンが出ていく。最終的にはプロボストが出ていくってい
う形で、段階的にやっているっていうことはお話をされていました。
小湊：じゃあ、さっき話したエモリー大学も、ファカルティデベロップメントに関するオフィス
は、プロボストオフィスの下にあるんです。IE オフィスも実はその下にあるんです。だか
ら、最終的にはプロボストが全体を統括しながらいろいろ差配してるんだろうなと思いま
す。組織図を見るという意味では想像できるんだけども。これもだから多分同じだと思う
んです。
浅野：そうですね。ただ、このバリア・コース・レポートを見て、プロボストがいきなり教員の
ところに怒鳴りこんでいくっていうことはないそうです。まず、プログラムコーディネー
タとディーンが議論をして、なんでこうなっているんだっていう事実を確認した上で、コ
ーディネーターが直接教員と話をして改善を促し、改善されない場合、ディーン、プロボ
ストが段階的に対処していくという構造になっているんだと思います。
小湊：ありがとうございます。
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藤原：他、ご質問ありましたら、お受けしますけれども、いかがなんでしょうか。よろしいです
か。そうしましたら、浅野先生、ありがとうございました。
浅野：はい。どうもありがとうございました。
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平成 26 年（2014 年）12 月 18 日 於：立命館大学
米国 IR 事情勉強会［大学評価コンソーシアム］

ミネソタ州立の２大学における IR 業務の実際と諸活動の数量的把握について
茨城大学 大学戦略・IR 室
鳥取大学 学長室 IR セクション（大学評価室）

嶌田
大野

敏行
賢一

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

これまでの知見まとめ

IR ってなんですかみたいな話を

• 米国のIRは必要に迫られて業務を行っている。

聞きに行ったわけではなくて、

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

これまでいろいろ勉強会とかで

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

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

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

か、それは実際突っ込むとどう
なのかみたいなところを聞きに
2

行ったという話になります。これ
までの知見を何となくまとめる

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

嶌田：そんなわけで調査目的な
んですけども、これまで得られ

訪問調査の目的

た IR に関する知識の確認、あと、

• これまで得られたIRに関する知見の確認。

少し突っ込んだところでコスト

• コスト分析、プログラム・レビュー等の実際の業務における目的

分析とかプログラムレビューと

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

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

IR オフィスの課題にはどのよう
なものがあって、その対応をど

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

ミネソタ州の位置

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

4

嶌田：それで、ミネソタ州
の中でもミネアポリスとセ

２つの大学の位置
ミネソタ州立大学機構

ントポールっていう町がほ

（Minnesota State Colleges and
Universities System; MnSCU）

とんどくっついてて、普通

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

ベミジ

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

ミネアポリス・セントポール
ウィノナ

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

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

という声）ウィノナですが
ツインシティから南のほう。

車で 2 時間から 3 時間みたいな感じですね。アムトラックっていう鉄道があるんですけど、1 日 1
本しかなくて、なんかちょっと使えない感じでした。この辺に空港があるんですけど、1 日 2 本
ぐらいみたいな。アメリカは、公共交通機関が日本ほど発達してないので、どこに行くのにもす
ごく大変っていうのが大体いつものパターンです。ベミジは車でどのぐらいかかるか分かんない
んですけど、大体飛行機で 1 時間ぐらい。
大野：車だと 5 時間くらい。
嶌田：5 時間、車で。飛行機だと、1 日 2 本しかなくて、昼にベミジに行って帰ってくる便と、夜
中にベミジに行って、早朝 5 時半にこのミネアポリスに戻ってくる便しかないという結構過酷な
所でございます。それで、大学の規模としては別に両方ともミネソタ州立大学機構というところ
にあって、ミネソタってユニバーシティー・オブ・ミネソタ・グループ。要するにミネソタ大学
グループとミネソタ州立大学機構グループがあるんですけども、ミネソタ大学何とか校っていう
のはいい大学、研究大学。全部？
佐藤：全部ではない。ツインシティーだけで。
46

H26.12.18 米国 IR 事情勉強会（於：立命館大学）

嶌田：通常、U of M と呼ばれているそっちの研究系の大学のほうと普通の大学の方で、こちら
は普通の大学のグループです。ベミジは学生が 6000 人ぐらいで、5 学部ぐらいあります。大学院
生が少ない。ウィノナも学生数が 8000、これはもうパートタイム込み込みです。学部数が五つ
ぐらいで、大学院生がやっぱり少なめ。ただ、ウィノナは確か 1850 年代に設立している結構ア
メリカの中でも古い大学ではありますので、正直あんまり困ってない印象でした。ベミジは微妙
に困ってるっていう、そんな感じの大学だと思っていただければと思います。はい。で、ウィノ
ナのほうから。じゃ、ウィノナのほう僕で、ベミジのほう大野さんが説明します。

嶌田：ウィノナ、こんな感じで
す。スクールカラーはこの青っ
ぽい紺色っていう感じのカラー
ですね。これ見ていただくと分
かるんですけど、実は全員にパ
ソコンを持たせるという。全員
がノートパソコンを所持してい
る、全員に買わせるっていうの
が基本的にこの大学の方針です。
そういうのって結構多いの、ア
メリカ？
大野：ちょっと少ないかな。
嶌田：少ないの？
大野：うん。
嶌田：全員に買わせて。最近増
えてますよ、日本も。
大野：うちもです。
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嶌田：それで、次、なんかぬるい写真なんです。ここまだ雪降ってないんですけど、結構見た目
寒いんですけど、本当に寒い感じですね。建物がこうあって、何の建物かはメモし忘れてしまっ
たのですが、キャンパスを案内してもらいました。これが本部棟でしたっけ。

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

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

ス・オブ・インスティテューショ
ナル・プランニング・アンド・

副学長
Academic Affairs

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

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

室長 藤枝エリ博士
IPAR統括
(計画・ 評価・
調査部)

DB専門員

情報技術部・データ
サービス班

DB専門員

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

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

15

かその辺のデータ、IR 業務とか、
その辺を一手にやっているよう

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

Dr. Scott Olson学長
•
•
•

•

•

れてるとか。ただ、日本の
多くの大学が IR オフィスを

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

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

イドの上のほうからいきま
すけど、学習成果の把握と

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

嶌田：はい。次に統括副学
長って書いてましたけど、

Dr. Patricia Rogers統括副学長

プロボストです。プロボス

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

トは教務だけじゃなくて、

•

ミネソタでは財務系の人も

•

•

•
•

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

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

ボストやってるんですけど
も、じゃあ、ラーニング・

アウトカムズ・アセスメント、LOA なんですけど、これどうですかっていうと、うまくいって
ます？って聞いたら、アクレディテーションとかあると、きっかけがあるとやるんだけど、なか
なかジェネエド（General Education：教養教育）はやっぱりちょっとなかなか難しくてうまく
いってないんですよみたいな話をしていました。
プログラムレベルっていうのも、最近アメリカの方と話してみても、本当になんか数字だけを
提出している場合と、本当に学科みたいなところまでやっている所まで千差万別で、プログラム
レビューの定義って一体何なのかっていうのは、多分これアクレディテーションなんかと違うん
ですかね。
小湊：だから、サックスとかが、共通してやっているわけです。
嶌田：なんか聞くとみんな違うんですよね、答えが書いてあるのが。
浅野：多くはいいかげんでしょう。ていうのと、プログラムに対して認定団体がない場合がある
んですよ。その場合は自分たちでコンソーシアムを作ると、学会が動いて、要は外部評価しかや
れない。適当な認定団体がそもそもないプログラムがそういう風に動いてる、そういうことなん
ですよね。
嶌田：プログラムレビューですが、ここをウィノナに関しては 5 年ごとにやってられるそうです。
教育の効果などを見てるんだそうです。自己評価と外部評価でやっていて、改善アクレディテー
ションアセスメントの委員会っていうのがちゃんとあって、そこがやるんだけども、実際ちょっ
と自分が来てから作ったんで、まだ機能してないんですよねみたいな話でした。実際にベミジに
居たときには確か学部長だったと思うんですけど、学部長のときには学科ごとのプログラムレビ
51
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ューの結果を改善委員会、学部長と副学長と教員の代表みたいなのが入ってる所で見て、そうい
うプログラムレビューの結果をそのまま大学のものとするのか、それとももうちょっとどうする
かっていうのを少し議論するような会があって、それで最終的には学部長がプログラムレビュー
の結果を受け取って判断するような感じだったんです。
で、ストラテジックプランっていうのが、最近やっぱりここ結構多く出てくる話で、これも定
義ってあるんですか、ストラテジックプラン。戦略計画？。そういうのをどうやっているのです
か、と伺うと、先にアカデミックプランを作るのが重要だとのことでした。アカデミックプラン
が何なのかよく分かんなかったんですけども。要するにそういう大本の大学としての計画とかそ
ういうものがあって、それに対してストラテジックプランていうか、要するに実際どうすんです
かってものをやっぱ作んないと駄目でしょうとのことでした。やっぱり学科長とかは提案書作っ
てプロボスト経由で学長に上げてくるんだけど、何ですかね、結構、学部には裁量権があって、
退職教員の穴埋めとかも学部でそれぞれでやっていいんですけども、ただ、じゃあ、そういう余
った教員のポストとかはどうやって使うんですかみたいな話になったときには、きちんとデータ
見ながらやってますみたいな話でした。ちょっとこんな感じですみません。二つの話がつながっ
て、ここだけだと本当はきれてる話なんですけど、すいません。
それで、州立大学なんで、経営計画とかを機構長、要するに州立大学って一法人複数大学経営
みたくなってますから、そこにいろいろ出して、機構の方針に合致すればオッケーですみたいな。
要するに日本の国立大学って、箸の上げ下げまで結構うるさく言われるんですけども、そんなこ
となくて、基本的に方針に合っていればオッケーですよみたいな感じで、そんなにうるさくは言
われませんみたいな話でした。各先生がたがアウトカムについてどのぐらい意識しているんです
かみたいな話をしたんですけど、HLC っていうのが先ほどのサックスに相当するような認証評
価団体なんですけど、そこからしっかりしろって言われているから、僕らも言っているんです、
私たちも言っていますみたいな、そのくらいの結構軽い乗りでやっていて、結局ウィノナは学生
で困ってなくて、何ていうんですかね、優秀な学生がどんどん来るので、あまり正直困ってない
ところがあるらしくて、ただやっぱりアメリカといえどもなんか優秀な学生が普通に来ていると
ころは、IR に真剣に動かなくても結構適当な雰囲気でも大丈夫なんじゃんみたいな。だから、
やっぱりそうなんだなっていうのを強く感じたところでございます。
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それで、この辺はちょっともう

データ収集・レポートのデジタル化

急いで。ちょっとすいません、

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

しゃべり過ぎたんで。データベ

各部署で収集して
いるデータ

WSU組織データの
データベース

大 学 版 の学生調査
及 び コース評価

IPAR
学生調査結果
データベース

各学部・学科でのア
セス メ ント記録

ースをいろいろやってるとい

学内での
データ共有

う。

各学部・部署
でのデータ
分析を支援

各学部・部署
でのデータ
報告書作成の
支援

２０１４年７月１２日 藤枝エリ氏 東洋大学IRシンポジウム講演資料より

18

IT チームにもいろいろ話を
聞きました。いろいろちょ

ITチーム

っと細かい話もあるんです

•

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

けど、最近ちょっとパワー

•

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

ビューにはまっているって

•
•
•
•
•

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

ポチポチやってくと、すぐ
グラフの項目を変えたりと

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

IRオフィスのミッション再定義１

けど、1 年空席だった時期

ミッション Mission

があったらしいんですね。

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

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

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

フジエダさん来たときにい

ヴィジョン Vision

ろいろ IT のスタッフとか

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

IR の人がみんなでディスカ
ッションしながら、一応 IR

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

オフィスとしてやっぱこう
20

いう風にやっていこうよと
いう話を少しミッション再

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

IRオフィスのミッション再定義２

か書いてなかったんで、有

基本原則・理念 Values

効性って訳したんですけど

精度：当室は正確な情報を提供します。

も。で、バリュー、僕は価

Accuracy: IPAR delivers accurate information.

値って訳したら、藤枝さん

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

が基本理念とか基本原則と

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

か理念って訳してください

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

っていう風に突っ込まれた
んですけども、要するにい

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

くつかキーワードがありま

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

す。まず精度。当室は正確

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

21

な情報を提供します。そり
ゃそうでしょう。で、一貫

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

専門性。プロフェッショナ
リティーですね。当室の担

IRオフィスのミッション再定義２

当者の持つ高い技術とその

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

専門性は、教育、評価、行
動を通じた卓越し、継続的

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

な改善を促します。われわ

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

れは学内構成員やサービス

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

の受け手と協働します。ま

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

た、問い合わせや質問を引

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

き受けます。関連性。当室

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

は提供するデータがその要

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

求に関連してることを保証

Effectiveness: IPAR promotes the institutional mission as well as educational goals and objectives through outcomes assessment across all
institutional units and providing data and analysis to inform decision-making and promote insight.
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します。信頼性。当室は常
にインフラの運用、サービ

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

この今挙げたような 10 個
ぐらいの所が、10 個のバリ

IRオフィスのミッション再定義２

ューというか基本原則とか

主な機能 （Major Functions）

理念で、私はこういう観点

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

で、自分たちで IR オフィス

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

を運用しようと考えた際に、

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

重要なキーワードになるの

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

かなっていう風に思ったと

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

ころで、この辺は藤枝さん

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

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

は、読んでおいていただけ
ばそのままかなと思います

ので、もうベミジ編に。

大野：はい。では、続けてベミジの話に行きます。ちょうど 1 年前にベミジの藤原さんがここの
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立命館に来られてお話をされて、その後、実際 IR でデータ分析等されてまして、指標をどうい
う風に使うか、アメリカのベミジの指標を単純に日本国内に持ってきてそのまま使えるのかって
言ったら、なかなかちょっと難しいというところです。ちょうどウィノナに行った次の日だって、
その 2、3 日ぐらいなんですけど、ここに書いてあるように最低がマイナス 19 度だったという同
じ中の州でも全然気候が違うと。

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

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

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

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

Dr. Patrick Guilfoile
Associate Vice President of Academic Affairs
34

実際の復習になるんですけれど

ベミジ州立大学のIR室

も、ベミジ州立大学、BSU と近

• ベミジ州立大学（BSU）とノースウェスト技術短期大学（NTC）

スト技術短期大学、NTC と、こ

くにあるんですけどノースウエ

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

れが二つの異なる高等教育機関

• 学長を始めとする執行部のメンバー及び主要な部署を共有し

なんですけれども、アクレディ

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

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

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

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

なぜ指標が必要なのか？

とで、これも前回ちょっと報告

• 州政府からの補助金が全収入の1/3 程度に圧縮され、入学

政府からの補助金が従来の全収

もあったんですけど、要は州の

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

入の 3 分の 1 程度に圧縮された

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

ので、それで収入を上げるため

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

には入学者の確保とリテンショ
ンということで、在学生の在籍

• 大学の経営としてどうするのかを考えた結果、コストに関する

指標を使っている。

継続率、そういうものが向上し

• BSU内における学科間で比較

ないとそもそも大学の経営が破

• MnSCU内における他大学の似たような 学科間で比較（CIP）

綻する可能性があるというとこ
36

ろで、そういったために指標を
使って見ていこうと。実際、

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

ただ、MnSCU ではこの CIP っ

CIP
（Classification of Instructional Programs ）

ていうものを使って同じような、

• CIPとは、教育プログラム分類法であり、米国教育省の全米

比較しています。CIP はここに

似たような学科っていうものを

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

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

は分からないし、書いてある名
称と実際中でやっている教育課

程、そういったものが全く違うときがあるんですけれども、アメリカの場合では、教育プログラ
ム分類法の CIP ということで、米国教育省の全米教育統計センターによって開発されたもので、
これに基づいて学科ごとにコードが振られていると。なので、プログラムの名称が変わったとし
ても、この CIP コードが同じものを比較すれば、ベンチマークができるようになっていると。こ
こが日本とアメリカの大きな違いでして、これがあるからベンチマークができるんだということ
60
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が前提にあるというふうなことをおっしゃってました。

ベミジの指標にちょっと入りま

ベミジ州立大学の指標

すけれども、ここに七つ、八つ

2013-2014 Program Indicators (Explanation)

ぐらいをメインに指標を使って

ありますが、大体この上の七つ

1.

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

2.

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

3.
4.
5.

7.

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

8.

Job Prospects Summary and Minnesota Employment Projection search

6.

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

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

が平均クラスサイズとディグリ
38

ーアワードです。学位取得者数。
プレースメントなんで就職率。

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

指標の活用例

教育の背景が分からないと、そ

• 日米の高等教育の背景が分からないと、米国の指標をそのま

のまま転用が難しいということ

ま転用することは難しい。

で、実際缶詰めしてでも少し意
味合いを教えてもらおうという

• まずは、指標の１つである教員１人当たりの学生数を示す

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

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

かみ砕いて説明をしていきたい
と思います。他にこういうも

の・・・。
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嶌田：じゃあ、軽くやる。なん
か単位の話をしてたら、結構話

米国の単位制について

がかみ合わないんですよ、アメ

• 米国の大学では、連邦政府の定義に準拠する形で単位時間

リカの人と。要は何コマでみた

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

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

時間の自習時間があるわけなん
ですけど、アメリカの単位って

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

日米の単位制の違い

分で、週 1 回やったら 15 で、30

■アメリカの場合

時間で 2 単位になると。アメリカ
の場合は 1 コマ 1 時間で、実際は

２単位：
１コマ１時間（実際は５０分）×週2回×１５週＝３０時間

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

■日本の場合

30 時間で 2 単位出すというよう
な形で、ちょっとこの辺りのコ

２単位：
１コマ２時間（実際は９０分）×週１回×１５週＝３０時間

マとか単位の話が、最初指標の
計算を少し突っ込むときに話が
41

ずっと食い違わなかったので、
この辺だけで半日とかそれぐら

いかかったというところであります。

大野：その作業をするときに
BSU のホームページで、BSU デ

説明資料（ BSU Data Book 2013 ）

ータブック 2013 として、データ

• Accounting

が経年で各学科ごとに出てます。

• Department/Program Course Enrollment by Level

ホームキャンパスとオフキャン

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

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

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

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

語句の説明

きますと、クレジットは単位数

語句

説明

Credit

単位数

Total FYE

フルタイム学生数

Duplicated Headcount

その学科が提供した授業を履修した学生の合計（重複
あり）

Number Sections

その学科が提供した授業数

Average Section Size

１授業当たりの学生数

業料がガツッと払ってる固定制

Percent Full

学生履修率

なんですけれども、アメリカだ

Percent Earned Credits

単位修得率

Credits Offered

その学科が提供した総単位数

Faculty FTE Needed

必要なフルタイム教員数

FYE-FTE Ratio

フルタイム教員１人当たりのフルタイム学生数

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

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

うことで、ここがフルタイム学
生数。先ほど、学生さんもフル

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

大野：ちょっと順番に上からず
っと説明していきますけれども、

指標の計算例

例えばっていうことで、今ここ

ある学科で、以下に示す３つの授業を行っていたとする。
授業名

週のコ マ数

履修者

の学科では三つ授業を行ってい

定員

数学概論

３コマ

50人

60人

微分積分

２コマ

40人

40人

線形代数

３コマ

70人

80人

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

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

が 60 名のところでこの三つを開

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

イム学生数というのは、クレジ

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

うような数字は学部、ここの学
科の学生さんの卒業要件が 124 単

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

大野：次に授業を履修した学生
数の合計というのが、ちょうど

指標の計算例

こちらの縦の履修者、これを合

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

計で足したものになります。50、

した学生の合計）

40、70 を足したんで 160 人とい

=50 + 40 + 70 = 160 (人)

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

授業ばらばらでも受ける学生は

=3

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

ことになります。ナンバーセク

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

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

平均セクションサイズ、1 授業当
たりの学生数は、こちらの 3 割る

160 になりますので、53.3 というような数字が出てくる。

大野：1 授業当たりの学生数が出
すと。この辺りは直接 ST 比には

指標の計算例

関係ないんですけども、クラスの

• Percent Full（学生履修率）

上限に対して何人受講したかとい

=Duplicated Headcount / sum(MAX_class_size)

うことで、88.9 パーセント埋ま

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

ってますと。こちらが単位習得率
なので D 以上で成績を付けた学

• Percent Earned Credits（単位修得率）

生数を割っていくんですが、ここ

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

ちょっと求めてないので省略をし

※D以上の成績をつけた学生数は、 ISRSから算出。

ます。

46
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大野：クレジットオファードと
いうことで、総コマ数は 3、2、

指標の計算例

3 ということでこの表のこちら

⑤ Credits Offered（総コマ数）

を足し合わせた数になっていま

=3 + 2 + 3 = 8 (コマ)

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

すので、8 になりますと。ファ

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

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

⑦ FYE-FTE Ratio（フルタイム教員１人当たりのフルタイム学

生数）

ってます。というのが、BSU も

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

含め、MnSCU のところだと、
47

フルタイム教員が年間 20 コマ授
業を教えるっていうことが契約

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

大野：クレジットのところで日
本と食い違ったので、少し注意

指標の計算の注意点

が必要だったというのと、ここ

• 授業について、米国では「Credit（単位）」、日本では「コマ」で考

もまだちょっと未確定な話では

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

あるんですけども、BSU だけか

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

もしれませんし、MnSCU の中だ

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

けかもしれないんですけども、

• 日本の場合、「ST比」は、実際の「学生数 / 教員数」を示すこと

が多い。

実験実習はラボと呼ばれ、単位

• アメリカでは、フルタイムとパートタイムの学生が混在しているため、今回

数として一応カウントをしてい

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

ないと。これはいわば講義とセ
鳥取大学
学部生数/教員数

地域学部
医学部
工学部
農学部
13
6
16
12

ットなので、実際こちらは要は
48

ゼロクレジットで、講義のほう
にプラス加算したやつで、実際

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

大野：あと、教育プログラムの
レビューということで、BSU で

教育プログラムのレビュー

も一応こういったデータが公表

• BSUの執行部である教学担当副学長補佐が指標７「Review

されてます。これは教学担当の

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

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

それを足し合わせながら総合的
に判断しているんだと言われて

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

まとめ

標の計算は、統合型データベース

• MnSCUのISRSのような統合型データベースなしに、IR業務
•
•

•
•

なしに IR やるのは大変だけどど

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

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

ことで、この辺りがやっぱりあ
るのとないのは全然大違い。こ

こがもうスタートが違うっていうことは、痛感したところです。やっぱりウィノナのほうは IT
が強いんですけども、ベミジでもデータベースとかその辺りの関係のところは全部 IT のほうが
連携してますので、日本でやるにしてもやはりデータベース、特にデータベースデベロッパーと
呼ばれるところが結構キーになってくると。IR と IT のセットというのは必須でしょうと。
先ほど嶌田さんのほうから話があった IR オフィスのミッションについても、もう少し日本の
実情に合わせて内容を整理すれば、これからちょっと IR オフィスを立ち上げるというときに少
し有益な情報になるのかなという風に考えてて、この辺はちょっと継続的に考えていこうとして
います。ベミジの指標についても、もう少しうちの大学とかの学内のデータを使って、さっき言
った細かい所の高等教育の背景とかの違いも吸収しながら、少し指標っていうものをうまく活用
できないかなということで、これも今検討を始めた段階になってます。またなんかいい結果が出
たら、別の所でも発表したいとは思いますけれども、これら二つは今少し始めたところです。た
だ、共通して言われたのは、今、特に IR、困ってない、要は学生も定員管理できてて、国立大
学の場合は学生は来るし、卒業率も高い。90 何パーセントもあるような国立大学だと、困って
ないかもしれないんだけれども、将来的に学生の獲得が深刻な状況が来るかもしれない。だった
ら、今のうちに IR っていうものの業務を普及させながら定着させて、将来的に効率、効果的な
意思決定ができるような体制はもう整えて、準備してたほうがいいんじゃないかと。来てから動
いたら遅いよねっていうことは、ちょっとアドバイスとして受けてます。ちょっと時間が過ぎま
したけども、以上で報告を終わります。
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平成 26 年（2014 年）12 月 18 日 於：立命館大学
米国 IR 事情勉強会［大学評価コンソーシアム］

質疑応答
進行：小湊 卓夫
（九州大学 基幹教育院）

1．「大学評価と Institutional Effectiveness－IR の役割をめぐって－」に関して
問１－１：エモリー大学では、IR は情報提供のみならず、コンサルテーションも実施している
とのことだが、誰にコンサルティングをするのか。（一部編集者補足）
小湊：コンサルティングって確かに説明したんですが、誰にコンサルティングするのかと書かれ
ていますが、この文脈でいうと、ちょっと私が答えようと思います。確かエモリーの話だ
ったと思います、この話は。違いますかね。ですね。これは IR オフィスの担当者が、先ほ
どの一般的な言葉で言うと、プログラムレビューを各学部に課してるわけですね。それは
オフィスが独自に課してるんではなく、州からもそれが求められているし、なおかつＳＡ
ＣＳというアクレディテーション団体から強く求められているので、やらなきゃいけない
わけです、南部諸州の大学はですね。そうすると、特にエモリー大学は研究大学で、日本
でいうところの学部の自治が相当に強い大学なものですから、こういうやり方でこういう
ふうな手順でやりましょうということを最初から最後まで指導してやれる状態ではないと。
だとするならば、じゃあ、エモリーの IR オフィスは何考えたかっていうと、フォーマット
だけを作った。プログラムレビューのフォーマットを使って、じゃあ、これに合わせて皆
さんの判断でレビューをしてくださいという依頼をしてるわけです。そうすると、依頼を
受けた学部側からすると、書かれてる項目、言葉の意味は分かるんだけど、じゃあ、実際
それ、どうやればいいんですかと。具体的に例えば、ラーニングアウトカムズを書けって
言うけど、そもそもラーニングアウトカムズってどういうふうに表現すればいいんですか
っていうような話になってくるわけですね、実際にやりだすと。そこに対して、じゃあ、
こういうふうに書いたらどうでしょうかだとか、例えばこういうものを測りたいんだった
ら、こういう指標もありますよねっていうような形でのコンサルティングをやるというこ
とですね。要するに自己評価書を書くために必要な助言をするというイメージで捉えても
らえればと思います。

問１－２：Output 指標と Outcome 指標のわかりやすい区分があれば教えてください。目標の設
定の仕方によって、Output になったり Outcome になったりするのでしょうか。（立命館大学 増
田至）
佐藤：これ皆さん論者によってばらばらなのかもしれませんが、アウトプットっていうのはあく
までも出てきたものそのもの。卒業率が何パーセント、リテンションレートが何パーセン
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ト。僕の感覚で言うと、アウトカムっていうのはそこにある一定の価値観というか、評価
が付加される。例えば、あらかじめ卒業率を 90 パーセントにしといて、それを超えたか超
えてないのかっていうのは一つのアウトカムになり得るということ。だから、同じデータ
でも、見せ方によってアウトプットになるし、アウトカムになるのかもしれないっていう
のは、多分そういうところに関係するのかなと思います。アウトカムになると、もうちょ
っとナラティブなものも入る可能性もあるだろうし。ナラティブっていうか、何ていうん
ですかね、文章化されるような、例えばポートフォリオを使うとかそういったようなとこ
ろも入ってくる。けれども、アウトプットってあくまでも出てきてる状態そのものなので、
製品の状態そのものなので、それが本当にいいものかどうかを判断するためにもう一個何
か仕掛けが必要で、それがアウトカムになるのかなっていうのが僕のイメージです。
今回、スライド９に書いていることを見ていただくと、連邦政府が求めてる滞留率とか、
もしくは卒業率というのは、何パーセントですかっていうことを見せるアウトプット。た
だ、なぜ卒業率をその大学にとって大事だと思って設定するんですかというところも述べ
なきゃいけないわけです。
単に僕のイメージはそれなんですけど、それでいいですか。
小湊：多分、人によって捉え方が若干ぶれがあるのかもしれませんね。基本、僕もそうだと思っ
ていて、アウトプット指標っていうのは大学の活動の結果、直接顕れて出てくるものがア
ウトプット。だから、卒業生の数だとか、その応用編としては卒業率も出てきますし、あ
と研究者の活動でいけば、論文、1 年間に何本書いたかとか、そういうのは全部アウトプ
ット指標ですね。ところが、アウトカムってなると、これどちらかというと目標に依拠す
る指標だと思っていて、要するに当然教育プログラムがある上では、どういう人材を育成
するかっていう目標が普通はあるはずですから、その人材像に基づいてそこをどう測って
いくのかっていうのがアウトカム指標に非常につながってくる。そうなってくると、例え
ば授業ではなくて、そのプログラム全体の人材像を例えばルーブリックみたいな形で示し
たとすると、最終的にはこういうリーダーシップが取れるこういう人材が欲しいと。だけ
ど、そこに行くには非常に遠いから、その一歩手前のこういうことができるようになると
いいだとか、こういう活動ができるようになるといいみたいなのを例えば、体系的に整理
したものが仮にあったとするとなると、それは一つのアウトカム指標になるんだろうと僕
なんかは思ってるんですね。
だから、基本的にはアウトカムっていうのは、その活動の結果直接出てくるものではな
くて、本来その活動を何のためにやっていたのかっていうのがまずあって、その目標を測
るのは非常に難しいんだけれども、そこに関わるものがアウトカム指標。特に今の日本の
文脈だと、その色彩が強いのかなと思っています。ただ、ここはやっぱり人によって若干
使い方にぶれがあるので、そういう説明が本当に全てを表現し切れているかどうかは、ち
ょっと自信はありません。
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問１－２：IR と IE の違いと関係性を理解できてよかった。IE にはそれなりのレベルが求められ
るように思う。日本で、IR には IE に対する期待も含まれているように思えるが、もしそうだと
したら我々はどうすれば良いのだろうか。
小湊：これが分かれば、明快に答えられれば、誰も苦労はしないかなと思いつつも、でも大事な
話ですよね。佐藤さんからなんかありますか。
佐藤：これ、前、コンソーシアムのメンバーの方々とお話をしたときにそうだなと思ったんです
けど、IR に必要な能力って言ったときに、テレンジーニによる三つの能力のぎ論があるん
ですが、一つはテクニカルな単純な知識と技術があって、その次にイシュー、大学が抱え
てる大きな課題を基にそのデータを読み取る力。最後に高等教育全体の流れを汲んだ中で
自分たちの仕事を見極める力があります。で、今回行って感じたことは、IE っていうのは
やっぱり 1 個レベルが高いっていうのは、おっしゃるとおりだと思います。ただ日本の場
合、人事異動を通して、IR に来るわけですよね。アメリカは基本的に人事異動はないわけ
ですよね。どういうことかっていうと、例えばその大学が抱えているコンテクストの情報
っていうのは、日本の場合、IR に初めて来ても、既に知ってる状態で IR を始めることが
多いと思います。だから、その状態から IR を始めるっていうことは、本来基本的な知識が
あって、コンテクストを理解した知識があって、高等教育全体の流れの知識があるってい
う階層の中で、日本の人たちっていうのは真ん中の所からスタートする状況になるんです
よ。でも、アメリカの場合、順番にステップアップするので、IE がレベルが 1 個上ってい
うふうな簡単な構図が分かるんですけど、日本の場合、そこが非常に複雑になるところな
のかなっていうのを感じたところです。だから、IE に対する期待も含まれているのは確か
にそのとおりだし、実際、できるんだと思います、日本の職員の方々は。むしろ、コンテ
クストを駆使する方が得意なんだと思います。コンテクストに非常に精通されているので、
そういったものを使って何とかするという点で、確かにそこは期待されてる。逆に基本的
に技術的なところはどうなのかっていうのが、議論としてもあるのだと思います。アメリ
カの IR 職の位置付けのところでも関わる議論だとは思います。IR で 1 回入ったらずっと
IR のままで、その後コンテクストを覚えていくというのが、アメリカの IR で、日本の場
合はコンテクストを知った人が IR に来るので、本当に事情が変わる。個人的に感じたとこ
ろです。
小湊：僕はちょっと違う観点からコメントしたいと思ってるんですけど、南部諸州の場合は、多
分、一番 IE に関しては取り組みが進んでるっていう言い方はちょっと語弊がありますが、
随分時間かけてやっていると。先ほどミネソタの大学などの北中部は、まずいいかげん、
本当まだしっかりやっていないと個人的に思います。やっぱりスタンダードを見ると、そ
の要求水準が全然違うんですね。だから、あれによって大学に何が要求されているのかが
すごく北はぼんやりしてるけど、南は結構明確だった。例えばスライドの一番最後ですね、
私たちの。この 36 ページの所にＳＡＣＳの影響が大きい 3.3.1.1 から 3.3.1.3 っていう所で、
実はこの領域についてきちっとレビューしなさいっていうのが求められてるんですね。だ
から、はっきりそうやって求められているから、各大学ではそのためのレビューの体制を
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整えて、フォーマットを整えて、実際実施しなきゃいけないと。しっかり理解できるんで
すが、じゃあ、翻って日本はどうかというと、今私のパソコンには機構の認証評価の大学
基準があるんですけれども、質保証システムに関連する、教育の内部質保証システムとい
うところだと思うんですね。ところが、ここには何て書かれているかっていうと、基本的
な観点のところで、関わり合いがあるのはたった一つなんです。教育の取り組み状況は、
「大学の教育を通じて、学生が身に付けた学習成果について自己点検評価し、教育の質を
保証するとともに教育の質の改善向上を図るための体制が整備され、機能しているか」。
全体を聞いていて、その全体を整えるためにどこに着目しながら組み立てていけばいいの
かっていうのが、実はこの文章の中ではさっぱり分からない。だから、全部大学に任され
ているので、みんな何やっていいのっていうふうにして右往左往するわけです。だから、
こういう違いは結構大きいのかなという気はします。
そういった意味では、各大学で考えたときには、つい最近までは三つのポリシー作って
うんぬんかんぬんってよくやってましたよね。じゃあ、あれ何のために作ってんのかって
考えると、要は質保証するための一つの仕掛けだと僕は思ってます。だとしたら、アドミ
ッションポリシーがどう機能しているかっていうのは、日本の中で検証するのはすごく難
しいので、入試がそれに沿ってないことが多いですからまあ置いておくとしても、それ以
外の二つのポリシーだとか、また教育の目標、または人材像みたいなものに照らして、実
際にそこの学部や学科を出た卒業生たちが大学が求めているものをちゃんと身に付けて出
ていってるのかどうかっていうのを、各大学で工夫する取り組みからしか始まらないんだ
ろうと。ただ日本の大学の場合は、そっちのほうに思考も活動もなかなか行かず、外から
求められて形式的に 3 ポリシーは作文して出す。で、なんかアセスメントやれって言った
ら、取りあえず授業アンケートやりました、卒業生調査やりましたっていうところで全部
終わってしまって、一番肝心なその自分たちが目標に掲げたものに対して、どこまで自分
たちが到達しているのか、近づいているのかっていうことの検証をなかなかできていない
のかもしれない。だとしたら、そこからまず始めることが大事なのかなというふうにちょ
っと今回調査やって思った次第です。これは僕のコメントというか感想です。
問１－３：米国の大学の特性からすると、日本でミッションとする部分のいくつかが不要ではな
いだろうか。もしそうだとすると、日本では米国と異なる基準が必要なのか。それらの例は国内
ではすでに見られるのか。（岡山県立大学・田内）
田内：ミッションがだいぶ違うだろうと思われます。日本で現在学士力とか社会人基礎力とか言
って（重要視している）るような話は、向こうではやっぱり主要な部分じゃないのではと
いう気がするんですね。そういうところをわれわれは受け止めて、PDCA なんかも作って
るわけで、そうするとだいぶ方向、指標によって違ってくるんじゃないかと。
小湊：同じ IR でもということですか。
田内：ええ。
佐藤：ちょっと話がずれるかもしれないですけど、例えば、おっしゃった学士力とか社会人基礎
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力みたいなのが、日本で最近求められるようになってる背景の一つとして、サックスに行
ったときにちょっと話に出たんですけれど、コンピテンシーっていう考え方なんですよね。
何々できる力みたいな。サックスでインタビューをした際に、アメリカは、これからコン
ピテンシーベースドを進めていくことになると言っていました。これから、アメリカはど
ちらかっていうと、まだやっぱりコースワークが中心、基本の概念だと思います。なので、
おっしゃるように何たら力を付けますっていうのはミッションにはない。コースできっち
り教えるというものなので、IR も機能しやすいっていうのが多分あると思うんですよね。
何たら力っていう非常に測定しづらいものをわれわれが目指しているが故に、指標も分か
らなくなるというのは、多分おっしゃるところなんだと思います。サックスの人たちが言
ったのは、今後、コンピテンシーベースドが入ってくると、それに今度評価としてどう対
応するのかというのは、非常に悩むところだということでした。おっしゃるようにミッシ
ョンの違いっていうのは、そういうところに出てくるのかなと感じました。
小湊：よろしいですか。
田内：はい。
佐藤：小湊先生からは？
小湊：IR 自体をどう定義するかの問題だと思うんですけど、最低限、学内の特に教育面が中心
になるかもしれませんが、さまざまな活動の状況を把握するためのデータをある程度まと
めて、それをいろんな所に出していくという機能それ自体ですよね、基本は。ただそれが
何にどう使われるのかっていうのは、データの受け手側の問題もやっぱりあって、例えば
執行部が何を求めるか、特に経営的な側面でいけば、本日の報告であったようにベミジの
ようなコストの話、お金の話がもうギリギリされると。それが現場レベルになってくると、
そういうコスト面よりももう少し質の面の話が重視されるので、教授会だとか教員なんか
の間の話では、どうすればより効果的に教えられるのかっていう話にどうしてもなってい
くわけですよね。ですから、それに対して、どういうデータを出すかということが IR の一
つの大きな役割だと考えると、そこだけで見ると日本とアメリカはそんなに違わない可能
性が高いんだろうと思います。ただ、今話があったように、じゃあ大学教育に対して何が
求められてるのかっていう大きな広い文脈で考えると、どういう指標を考えるのかだとか、
どういうデータを出していけばいいのかっていう、個々の中身に関しては当然違いが出て
きて当たり前だろうなというふうには、一般論としてやっぱり思います。
ただ、日本が今苦しんでる一つは、さっきも言ったように何々力っていうのは、一体ど
ういう指標で測るのかっていうところがなかなか定まらないですよね。そこに対して何か
動きがあるかというと、なかなか見てても見えないところがあるので、やっぱり個々の大
学で考えるには限界があって、厳しい状況があるのかな。そこに対して、じゃあ IR を機能
させようと思って作ったはいいけど、果たしてデータ出せるかっていうと、そもそも出せ
ないわけですから、機能しない可能性のほうがやっぱり高いと思うんですよね。だとする
と、それに代わるような代替的な指標、またはそこに至るまでの間に恐らくここをクリア
しないとこの力は身に付かないよねっていう、なんか順次性みたいなものを考えて、そこ
に近づくためにまず第 1 段はここをクリアしましょう、第 2 段目はここをクリアしましょ
うみたいな考え方がもし整理されるとするならば、その段階に一つ一つに対して指標を設
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定していくってことも可能かもしれないので、そこは多分、今後の各大学の取り組み次第
なんだろうなという気は個人的にはちょっとしたりもします。そういった意味で、プラス
の部分がそういうところなのかなという漠然としたイメージはちょっと持ちました。

問１－４：”多様なミッション→それに対応した多様なプロセス→出てくる多様な結果”という流
れを考えると、相当複雑なシステムのようにも思えるが、例えば学部の特性ごとにモデルを考え
ていく必要があるのだろうか。（岡山県立大学・田内）
田内：二つ目のお話であったように、大学がレベルによってプライオリティーが分かれていて、
それでミッションもだいぶ違うのじゃないのかというふうに思うんですけど、そういった
ところの違いがあると、日本でもいろいろな立場の違う大学の中で IR の導入にどのような
可能性があるのかというような、それも含めて、ちょっとお伺いしたいと思います。
佐藤：IR の体制のお話ですかね。IR の体制とか仕組みが大学の種類によって、やっぱりいろい
ろ違いがあってということですかね。
田内：そうですね。やっぱりミッションをブレークダウンしていくときに非常に提言的な部分と
コンサルタント的な部分とがあるだろうと。特に日本の場合は、アメリカの提言的な部分
ということについては、実はのんきな教育をやっていて、入学した人はみんな出ていくっ
ていう中で、あんまりドラスチックに利いてこないんじゃないかっていう気もするんです
ね。そうすると、なんか別の要素を投入していかないと、有効性が高まっていかないのか
なというようなことにちょっと関心があるんですけども。
小湊：なかなか難しい質問ですね。
佐藤：難しい。僕らだけじゃなくて。多分、お三方も。
小湊：僕たちの研究会全体で、多分抱えてる問題の一つなんですよね、やっぱりそれは。要する
に日本の中で IR をどのように展開していくのかって、みんな模索してるけれども、はっき
り言うと、アメリカの場合は経営的にいろんな問題を抱えてるから、そこにニーズが間違
いなくあると。じゃあ、日本の特に国立大学の場合は、それに類似する課題があるかとい
うと、基本はない。じゃ、私立大学はどうかと考えたときに確かに中小の経営的に厳しい
所はあり得るかもしれないけれども、それが一般論として IR として語ることが可能かと考
えると、それはやっぱりなかなか難しいとなったときに随分、何ていうのかな、その在り
方が大学によって異なる可能性は当然あるんだろうなと思うんですよね。ただそれでも、
共通した何か課題っていうか、取り組むべきテーマみたいなものがあるかどうかってのが
いろいろ探ってはいるんだけど、なかなか私たちの間でもこれだというのが形にして示す
ことがまだできていない状況なのかもしれないと個人的には思っています。要は、分から
ない。いろいろくどくど言わせて。なんかそういうところですね。ただ、分からない中で、
みんな IR 室を作ったり、IR やるって言ってるから、どうするんだろうってちょっと心配
にはなってるところでありますけれども。すいません、こんなお答えしかちょっとできま
せん。

74

H26.12.18 米国 IR 事情勉強会（於：立命館大学）

田内：ありがとうございます。

問 5：IE の原則不遵守の割合に関して、うまくできていない大学が多いとのことでしたが、どの
部分が難しいのでしょうか。成果の問題、達成の評価、結果の分析に基づいた改善のうち、特に
という部分があれば。（匿名）
小湊：具体的にもしなんかあれば。例えば成果の問題なんか達成度評価の結果の分析も、既に改
善の部分なんだと。その中身が出てましたけど。
佐藤：まず一つは、大学の全ての側面のっていうところのほうで言うと、3.3.1.1 という所なので、
あくまでも教育プログラムの不順守の割合が高いというのがまず大前提です。その中の何
が悪いのかっていうところですけども、特に問題になるような所は、スライドの 6 ページ
を見ていただきたいんですけども、IE に関する要求で、例えば 2.5 の所ですね。具体的に、
継続的に行われていないとか、アセスメントをこっちでやっててプランニングはまた別で
やっててというばらばらでやってしまっているとか、あとは機関全体にわたってないとか、
あるデパートメントはやってるけど、他はやってないとか。このツー・プロセス・フォ
ー・キャラクタリスティックとスリーエフェクトの所が観点になるんですよね。こういう
所で、それぞれ落とされるっていうことは、言っていました。だから、ちょっと具体的に
その中のどれが一番なのかっていうのは難しいですけど、結構言ってたのは、やっぱりイ
ンスティテューショナルエフェクトネスっていうのは、あくまでも大学全体の取り組みな
ので、どこまで組織的にやっているのかという点は、非常にどこの大学でも苦労している
とは言ってました。それこそ学位プログラムごとによって全然違うので、それが大学全体
としてきちんと機能しているかという観点になると、そこはどうしても弱くなる。ばらば
らやってしまってるとか、組織的な取り組みになってないとか、一時のアセスメントで終
わるとか、その辺を結構言われていたいわれていた印象があります。そこの中でどこがっ
て言われるとなかなか難しいんですけど、やっぱシステマティックにやってないっていう
のが一番大きいとか確か言ってました。
小湊：僕はそれよりもアウトカムのケースって難しいということを、今思い出したんだけど。特
に人文芸術系って本当に難しいねって話はやっぱり向こうの方も散々言ってました。作品
出されても、それがアウトカムだって言われても、うん？って思うっていう話です。すい
ません。なんかこういう言い方しかできません。
問１－６：IR と IE でオフィスが分かれている事例を紹介頂きましたが、そうすると IR 室の方
はかなり定型的な業務だけになるような気がしたのですが、実際はいかがでしょうか。（立命館
大学

佐々木）

佐藤：一番最後に紹介をさせていただいたヒューストン大学は、完全に定型業務です。しかも規
模が小さい大学なので、スタッフも少ないので、やれることは限られている。なので、基
本的に外部のレポートと決められた内部のレポートを出すっていうのが大前提。あとは要
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請があれば対応するというところです。ジョージアステートの場合は、ちょっとまた事情
が違う。定型業務はもちろんあるんだけども、それプラスアルファな気がします。組織体
制的にもあくまでも IE オフィスの一部門なので、IR は。ヒューストン大学の場合は、IR
オフィスと IE オフィスは別組織なので、IR は IR の仕事だけ定型的に決まったものをやる。
組織間の連携でやっているパターンになります。ところがジョージアステートの場合は、
一緒の組織の部門なので、多分いろいろ中ではあるし、その方の話ぶりでは、定型業務に
加え、相当連携を取っている印象です。IE オフィスには、IR の他にアカデミックアセス
メント、アカデミックレビュー、プログラムレビュー、アドミニストレーションレビュー
というふうないろんな部門があるので、それぞれに IR が全部関わっているということを考
えると、定型業務では負えないという印象は受けました。

問 7：IE と内部質保証は類似する概念とのことですが、内部質保証の方が範囲が広く、多義的な
印象を持ちましたが、いかがでしょうか。（立命館大学

佐々木）

小湊：日本の場合、内部質保証ってちゃんと定義されてない。
佐藤：そこまでは。さっき小湊先生が紹介していただいた機構の定義っていうのは、多分、基準
協会も日本高等教育学会もあんまり変わらないんですよね。前に担当者集会のときも言っ
たんですけど、日本はどちらかというと体制整備を求めてくるんですよね。内部質保証シ
ステムの体制を整えてますかっていうところが来るので、非常になんか大きな枠で迫られ
てるんですけど、アメリカの場合はちゃんとプロセスとして内部質保証は機能してますか
っていうところを聞いてくるので、細かな詳細な話ができるんだと。だから、日本みたい
にまず体制を整えて、その後プロセスがあって、多分、次期の認証評価はもっと中に入っ
てくるなとは予想できるんですけど。個人的に、体制の前にまず中身だろうと思ったりも
しますが、そこはちょっとよく分からないです。アメリカは、基本的に聞いてるのが細か
いっていうだけの話なのかなっていう気もします。
小湊：うん。僕もちょっと似たような印象を持っているのと、あともう一つは、段階的にどんど
ん大学基準が少しずつ焦点が定められていくんじゃないのかなっていう気がします。とい
うのも、今の段階、第 2 期目の認証評価の段階で、アメリカのような割とはっきりした形
での基準を立ててしまうと、多分どこの大学も落ちます。だとしたら、そこをちょっと大
きくぼんやりとした形で出して、まずはこういうことがこれから求められるんですよとい
うことをなんか出しているような気がしないではない。これは僕の勝手な臆測です。ただ、
どうしてもさっき読み上げた機構の基準もそうですけど、ぼんやりしたものにならざるを
得ない。でも、逆にぼんやりしてるから、何やればいいんだろうかってみんな悩んでると
ころもあるんだろうと思うんですけど、それは本当は認証評価をする団体と実際それを受
審した大学側とか、そこについてきちっとコミュニケート取らないと駄目だと思うんです
けれども、少なくとも、浅野さん居ないから言えるんですけど、機構のサイトビジットは
そういうふうな役割を全然果たしてないと思うんですね。だから、多分、変わんないんじ
ゃないかなっていうのも一方で思ったりもします。分かんないです、先のことは。すいま
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せん、なんか好き勝手なことを最後言いましたが。

2．「米国北東部地域の大学における IR・アセスメント業務の実際」に関して
問２－１：プロボストやディーンが重視する情報の提示方法（データの内容・表し方）は、どの
ような形式なのか。
浅野：はい。私も実際に報告書なんか見せていただきまして、本日のスライドで行くと、IR の
内部報告書っていうスライドの７番ですね。この辺りにあるものが基本的には多いです。
よくあるのが、グラフとか表です。結構、あるようです。課題や現状を示すため、客観的
なものとしてグラフとか多いんですけども、彼らが常に意識しているのは、とりあえずエ
グゼクティブサマリーという、１～２ページぐらいの要約です。このレポートで何を言い
たいのかの要点だけ簡単に書いて、個別の関心事あるいは具体例はこのグラフナンバーを
見てください、という風に示したものです。IR やアセスメント担当者が作成するレポート
には、基本的に要点というか概要を記載したエグゼクティブサマリーが載っています。具
体例でいうと、先ほどご紹介したバリアー・コース・レポートですけども、あれはダミー
データなんですが、多くの場合、シートが数ページに及ぶわけですね。そうなると何が言
いたいのかよく分からなくなるので、エグゼクティブサマリーを通じて、今回この分析の
結果こうなっていますというのを簡単に示して出すということだと思います。もっとも典
型的なのは繰り返しになりますが、基本的にはここのスライド７番にあるような内部の報
告書ですね。ファクトブックとかそういったもののデータを使いながら、IR やアセスメン
ト担当者が独自の視点で分析したものも加えて出していくというのが多いようです。

問 2：flagship universities, regional comprehensive universities など、それぞれでミッション自体
も異なるのか。そうであればその実施に係るプロセスも異なるのだろうか。また上記の大学分類
は不変のものと考えられているのか。境界付近の大学では入れ替えなど動きがあるのか。同一分
類内でのランキングとの関係はどうだろうか。（岡山県立大学・田内）
小湊：この実施って、どうだろう。まずはミッションが異なるかどうかですね。
浅野：今回、少なくとも実態レベルで調べてみると、やはりミッションが違うことに加え、IR
やアセスメント部署の業務、あるいは業務を実施する際の視点が違うというのが正しいの
かもしれませんが、そういった違いはるように思えます。大ざっぱに言うと、リベラルア
ーツ系の所は、一般教育の効果をどう図るのかというところに主眼を置いています。つま
り、ミッションでは一般教育を売りにしているので、その一般教育をどううまく学生さん
に展開できたかっていうところで、ルーブリックとか、今日本ではやりの手法を使って、
アセスメントの人が結構ガシガシやっているという状況です。次に、リージョナルコンプ
リヘンシブにいくと、大学院も入ってきますので、学部と大学院との接続性の関係とか、
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もう少しリサーチの要素が入ってきます。こういったものが、コースの中でしっかり連続
性を持ってやっているかとか、少し幅が広がっていくようです。そして、フラッグシップ
にいくと、基本は研究に重きが置かれ、特にアセスメントについては、あまり熱心には取
り組んできていなかったと思います。ただ、今回、お伺いしていると、適格認定団体から
大学院における学習成果についても強く求められるようになってきているので、それを測
定しなければならなくなったというような言い方をしておられました。したがって、自主
的にやっているわけではなく、外圧の影響で、先ほどお話ししましたリベラルアーツ系で
やっているようなことを少しずつ大学院でも展開していこうという流れはあるようです。
従来、フラッグシップというと、日本の URA に近いような専門職が IR 担当者として配属
され、教員のアクティビティーを中心に点検してきたのだと思います。論文をどれぐらい
書いてるかとか、書いた論文がどういうインパクトを持ってきたかというのをやっている
というのと、ファンディングですね。つまり、リサーチグラントをどれだけ取ってくるか
っていうところで、IR の人と大学の強みなどを共有しながら、そういったリサーチグラン
トの計画を書いて、日本で言うと科研費みたいなものをどう取ってくるかっていうのを教
員と一緒にやっているっていうことだと思います。したがいまして、フラッグシップにも
アセスメントの要素が加わっていってはいますが、それぞれの大学類型別で、いまお話し
したような違いがあるのかな、というのがざっくりとした印象です。
小湊：そうですね。グラントの話はやってますね。例えば私たちが訪問に行ったジョージアステ
ートもそうですけど、このリサーチのところでグラントどのぐらい取ってきているのかっ
ていうのを経年っていうか、3 年間、3 年の年の比較として、多分これ何人か説明してる報
告書が・・・。
佐藤：卒業生の人たちに対して。
小湊：うん。やっぱりそういうのはやってるみたいですね。はい。だから、大学の規模や特性に
よって、その扱う内容が違うんだろうなっていうのはいえると思います。やっぱりその分
類に関連してですけど、こういった大学の分類ってのは普遍のものと考えられているのか、
またはランキングとの関係はどうなっているのか。
浅野：そうですね。多分、US ニューズ社のランキングでは、大学のリベラルアーツ系とかって
いうわけではなく、もう少し大学のロケーションとか、その地域とかっていう要素が入っ
てくると思います。あと、カーネギー分類というのがあって、こちらのほうがどちらかと
いうと、アメリカの大学の中では一般的なのかなという気はします。ただ、IR の人はよく
この３分類を使うんですよね。リベラルアーツ系なのか、リージョナルコンプリヘンシブ
なのか、フラッグシップなのかっていう形で。したがって、IR 特有の業界用語なのかもし
れませんね。
小湊：うん。多分、その 3 分類は一種の業界用語じゃないかと僕も思うんですよね。なんかきち
っとした定義があるわけではないような気もしています。
浅野：はい。かっちりとした定義はないと思います。
小湊：で、カーネギークラシフィケーション、カーネギー分類は、ある程度、それ・・・。
浅野：多分、７段階だったと思いますけど。
小湊：細かく分けてやってるんですよね。いろんな数字を使いながら。
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佐藤：もう一個、アメリカの場合、大学のそういった規模の種類によってそれぞれ団体が全部あ
るんですよね。例えば国大協、国立大学だけじゃなくて、もっとフラッグシップだけの集
まりの協会があったりとかっていうのがあるので、そこも結構、力を持っている。なので、
そういう所との区別のための、そこに入ってるか入ってないか、私学協会なのか私学連盟
なのかみたいなっていうところもあると思う。
浅野：だから、明確なものはないと思います。

問２－３：履修者が減ると収入が減り教員自身が困るということでしたが、教員の給与には自分
の授業の履修者数が直接影響するのでしょうか。（匿名）
浅野：厳密には、多分そこまではないと思うんです。ただ、先ほどのベミジの事例の紹介にあり
ましたように、履修者が先細ってしまうと、プログラム自体がうまく回らなくなってしま
い、最終的にはそのプログラムを閉鎖するということになっていきます。そうなると、そ
こにいた教員は辞めるか、他のプログラムに行くしかないっていうことになります。他の
プログラムに行くにしても、移行先のプログラムでも人件費の制約はあるので、容易では
ないということです。したがって、プログラムを閉鎖して教員を維持しようとすると、残
された選択肢としては、みんなの給料を下げるという議論になっていくということでした。
したがいまして、直接、給与に反映されるわけではありません。特に、テニュアを持って
いる教員は組合に守られていますので、いきなり給与の減額、あるいは解雇などすると、
組合から訴訟を起こされます。したがって、給与あるいは人事関係は多分慎重にやってい
ると思います。私の説明が少し足りなかったのかもしれませんが、補足させていただきま
すと、履修者減になってプログラムが回らくなったら困るので、とりあえずご自身でまず
改善をしてくださいというレベルでの影響だと思います。
小湊：ちなみにちょっと補足ですけど、アメリカの大学の給与はなんで決まるのかというと、基
本的にはほとんどの大学が、多分、ファカルティー・バリュエーション・フォームってい
うのを持っていて、日本でいう教員業績評価のフォーマットですね。要するにティーチン
グとリサーチと、あとサービス。サービスっていうのは日本でいうところの社会貢献だと
か学内の業務全部入りますけれども、それを毎年書いてるんです。それを今度は学部長、
ディーンが見て、あとは交渉をするわけです。そこで給与がどのぐらい上げられるのかっ
ていうのを決めていくということです。だから、ディーンの権限ってものすごく大きくて、
リソース配分上はですね。だから結構大変な仕事だと。日本の学部長とは全然違うという
ことです。だから、そうやって給料が決まっていくというのが基本みたいです。

問 4：データだけで改善や意思決定はしないとのことですが、これまでの IR セミナー等で、IR は
「データに基づいた意思決定」や「感覚的な判断を排除するためのもの」というイメージを持っ
ていました。結局は、データは参考であり、決め手はデータではない文脈などにあるということ
になるのでしょうか。（匿名）
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浅野：はい。結論から言うと、そういうことだと思います。先ほど、佐藤さんも言及されていま
したけども、IR の中でもアナリストとディレクターっていうのは、レベルによって求めら
れるものが違います。特に、上に行けば行くほど、学長やプロボストとの接点が強くなり、
政策の動向や社会の要請といったことをしっかりとらえていくことが求められる。したが
いまして、仮に IR の分析結果上、プログラム閉鎖が示唆されたとしても、それがプロボス
トや学長レベルでは、対象となっているプログラムが州に例えば一つしかないプログラム
だとすると、州政府からプログラム閉鎖は認められないということになります。そうなる
と、学長やプロボストの判断だけでは閉鎖はできませんので、現状を改善して、どうやっ
てプログラムを回していこうかっていう話に展開していくことになります。このように、
必ずしもデータとプロボストや学長が判断することが一致しないというケースは、多くの
場面で直面することになります。ただ、アメリカのプロボストや学長に日本の大学の状況
を説明すると、よくそんなにデータを見ないで判断できるねって、逆に言われます。した
がいまして、データを見る意識は相当、乖離しているように思えます。
小湊：日本の場合、勘と経験と度胸。
浅野：そう。そんなことやってたら、アメリカの学長はすぐ首になるって言ってました。答えに
なっているかはわかりませんが、私のほうでお話しできるのは以上です。

3．「ミネソタ州立の 2 大学における IR 業務の実際と諸活動の数量的把握について」に関して
問３－１：P38 のベミジ州立大学の指標「1」について、各指標のプライオリティや比重はあるの
でしょうか。（立命館大学 増田至）
大野：基本、重み付けは 1 から 6 に関してはほぼないと思います。現状を示すデータに照らして
使っているかと思います。7 につきましては、プログラムレビューということで、ここだ
けは少し異質かなというところがあります。特徴的な所っていうのは、大体 1 から 6 は同
列なんですけれども、例えば 2 のコストっていう指標は、結構目新しいところだと思いま
す。教育に掛かるコストっていうものを出して、まずそれが実際経営上どうなってるかっ
ていうところで、下の 3 番、4 番とかは、ほとんどデータベースからデータを持ってきたら
出てくるような現状のステータスを示す指標にはなるんですけれども、要は MnSCU のデ
ータベースに財務系のデータも入っていますので、コスト面も前に出しているというとこ
ろは少し特徴かなというふうに思います。
嶌田：ちょっとコストを補足しますと、結局コストは簡単に言えば、卒業生 1 人当たりにどんだ
けの教員の給料かけているんですかみたいな感じで、要するに教員の給料をベースに考え
てるわけですね。ベミジ州立大の場合。要するに例えば化学系とか看護系とかだったら、
実験、実習とかでいろいろお金掛かるわけで、そこら辺は見ずに取りあえず人件費でここ
は見てました、と。要するに人件費をベースに卒業生が何人いるのかみたいな。そうする
と、卒業生を出すためのコストがいくらなのか分かりますね。ただ問題は、大学としては
下がれば下がるほどいいわけですよね。1 人当たり、こんだけの安いコストでうまくやっ
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てます、と。しかし、例えば看護系とか実験、実習とかがある所は、実習設備の関係で人
増やせないわけですよね。もっと学生受け入れたいけど、それができない。だから、そう
いう個別の事情にコストは依存してしまうので、コストがこうだからおまえの学科はいい
とか、コストがこうだからおまえの学科は駄目っていうのを、コストだけで判断しないっ
ていうのがポイントだって言ってました。要するにあくまでもコストっていうか、その数
字は出てきた現象を一つ切り取ったものであって、それがどういうプロセスでそうなって
んですかっていうところを見極めてからやらないと、データがこうだからこうだっていう
話ではなくて、そのデータがこういうことから来てるから、だから次どうすんのっていう
ところを議論していくのがポイントで、数字に引っ張られちゃうと、結局話としてなかな
かうまくいかないんじゃないでしょうかね、みたいな話はしてました。ですので、多分、
指標の使い方というのは、そういう使い方なんだろうなっていうふうに思います。

問３－２：「プログラムレビュー」
（P17）がしばしば出てくるが、その具体的な内容はどのよう
なものか。またその作成に当たって IR はどの程度関わっているのか、数量的指標はどのような
ものを用いているのか。
小湊：多くは一番最初私たちの報告で話した中身をイメージしてもらえばいいのかなと思います
けれども、例えばベミジの中でそれとはちょっと違うとか、こういうことがあったという
のがもしあれば、お話しいただければと思いますけど、どうでしょうか。プログラムレビ
ューについて。
嶌田：結局そこがいまいちよく分かんなかったんですよね。人に聞くと、なんかみんな違うこと
をおっしゃるので。多分、一般的に藤原さんたち、要するにベミジ州立大学の方がおっし
ゃっていたのは、非常に数量的なものだと。学生の卒業率がどのくらいで、単位の売り上
げがどのくらいでとか、そういうものをきちんと毎年レポートしなくちゃいけない、それ
をプログラムレビューとしてやっているんだみたいな話だったんですけども、ウィノナ州
立大学の藤枝さんに聞くと、もうちょっと、要するに日本の何年かに 1 回の認証評価かみ
たいな感じの自己点検評価やって、外部評価やってもらって、それでいろいろきちんと報
告書を作って出すやつがそうなんだっていうふうにおっしゃっていて、いまいち定義が分
からない。
浅野：多分、出す所によって性質や内容は違うと思います。州政府に出すものと、学内に毎年発
信しているものなど。後者の場合、テキストデータ等の叙述的なもの少なくして、数値的
な項目が多いようです。一方、適格認定団体に出す報告書は、５年に１回とかだと思うん
ですが、これは日本の認証評価に近いようなドキュメンテーションされたものなので、叙
述的な資料が多いように思えます。そこら辺を切り分ける必要があると思います。
私がこれまで調査した所では、IR 部署はデータを整理したりはしますが、おそらく最
終的な報告書はディーンやプロボストに確認してもらい、ディーンやプロボストが出すと
いう手続きを踏んでいるのだと思います。IR が直接、報告書を出すということはないよう
に思えます。したがって、先ほど小湊先生がおっしゃったコンサルテーションに関わる部
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分だとは思うんですけど、自分たちが持っているデータはプログラムレビューのここで使
ってもらえますよっていうのと、あと適格認定に出すときに多分そこにアセスメントも絡
んでくると思うんですよね。あるいは、報告書の一部を執筆する場合もあるようです。つ
まり、学習成果の測定の結果とかを記載する必要があるため、実際の測定者であるアセス
メント担当者がその部分を記載し、全体はディーンやプロボストが監修しているのだと思
います。ただ、報告書にはこういった役割分担が明確に示されているわけではないので、
推察の域にとどまりますが。
小湊：カチッとこれだっていうのにはなかなか踏み切れない。揺らぎがあるっていうことでしょ
うね。
浅野：だと思いますね。
嶌田：もうちょっと調べてみないと。
大野：そうですね。この辺は調べないと。
小湊：多分、州によっても違うんだろうなっていう気がしますね。州っていうか、どの地域アク
レディテーション団体の傘下に居るのかっていう。南部は割とその辺が統一されているよ
うな気がします。

問３－３：ベミジ州立大学における指標の具体的な活用事例（改善例）を聞かせてほしい。
大野：改善なのか指標の活用なのかというのはありますが、スライドの 36 で少し説明した二つ
の教育プログラムの閉鎖っていうのは、指標だけでは当然しないですし、数字が一人歩き
も多分しないとは思うんですけども、これは指標をちょっと使ってやった結果、結果的に
そういったところまで持っていけたと。どっちかというと、きっかけには使うけれども、
それだけで判断してるわけではなくて、あくまで指標と現状をアセスメントみたいなもの
を含めて判断をしているというところですね。細かいデータについては、そのデータをも
って学部長とかそういった所に出して、いろいろ事前に話をして、改善に持っていくよう
な形では提供しているっていうのは聞いていますので。ただ、それは表にこういったもの
として出るものではなくて、多分アドホックと呼ばれるようなニーズに応じてデータを出
して、あとの判断はそちらにお任せします、というような提供を日々しているというよう
なことが、ベミジの IR 業務として多かったかなと思います。
嶌田：アメリカ、他の州もそうだと思うんですけど、州立大学って赤字決算をやっちゃまずいわ
けです。州の機関なので。そうすると、赤字決算できないわけですから、例えば赤字決算
になりそうだ、このままじゃ授業料収入を支出が上回ってるような状態になっちゃうよっ
て話になったらどうするかっていうと、州立大学機構みたいな所で本部があるわけですか
ら、そこからお金を借りるって手があるわけですけども、借りるんだったら当然どこかの
学科つぶしてくださいっていう話になるわけで、じゃあアメリカの大学とか経営が破綻す
る、お金が足りなくなるってその後どうなるかって、プログラムつぶすわけです。プログ
ラムつぶしちゃえば、教員って普通任期が付いてるわけですけど、テニュアっていうのを
取ってしまえば結局任期なくなるわけです。任期がなくなっても、テニュア持ってても、
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結局プログラムを閉鎖しちゃえば首切れます。なので、要するに人件費削減の一番のやり
方としては、プログラム閉鎖っていう。じゃあ、どこ削るんですかって話になるわけです
から、そうするとコスト分析ってそういう意味では非常に、州の人にやっぱり求められて
ないところはどこですか、みたいなところで切っていくためには、コスト分析やるのかな
という、そんな感じかなという。

問３－４：米国型、日本型として IR の基本データ、定型的なパターンはあるのだろうか。（岡山
県立大学・田内）

嶌田：浅野さんのところで話があったと思うんですけど、要はファクトブックというものとコモ
ン・データ・セットっていうの大体、対にして語られることが多くて、コモン・データ・
セットっていうのは、結局、新聞社からの問い合わせとか、大体そういう学外の問い合わ
せの対応のために全米で何となくフォーマットを作って、共通に大学の住所をまず入れま
しょうとか、次に学生数を入れましょうとか、そういう一応共通データ集みたいなのを作
って、それはもうウェブに貼っておくと。だから、はっきり言って問い合わせかけてくる
前にそれを見ろよっていう。
で、ファクトブックっていうのがあるんですけど、これは要するに経年変化で、何です
かね、学生の卒業率の割合とか、いろいろデータ集を作っとくんですけど、こっちは学内
向けです、どちらかというと。だから、その大学の課題に応じてどんどん作っていくわけ
なんですけど、要は基本的に会議とかいろんな所でディスカッションするときに、基本デ
ータ集みたいな感じで作っているような雰囲気かなっていう。大体、ファクトブックって
そんな感じ。
浅野：公開してる所もありますよ。
嶌田：だから、ファクトブックは公開してない所も。
浅野：あります。
嶌田：当然ある。ただ、出している所は多いんですけども。
小湊：IR オフィスのページで大体高い確率で公開してますね。パターンっていう意味でいけば、
よく本日の報告でも出てきたリテンションレートだとか、グラデュエーションレートだと
か、そういうような共通の指標として、どの大学でも使っているので、そういった意味で
のパターンはあります。ただ、意味合いが違うということですね。向こうは student
success って言いますけども、要するに大学をドロップアウトしたり、1 年次から 2 年次に
上がるのが半分ぐらいしか居なかったりする大学がたくさんあるので、サクセスっていう
のはその数字で見てるわけです。いかに継続的に大学教育を受けているか、いかに同じ年
に入ってきた学生の卒業率を上げていくかっていうところが、アカウンタビリティーの側
面として州からも求められるし、地域からも求められるので、そのデータに対しては結構
敏感に反応してるんだと思います。だから、日本の大学は、それ意味がないですよね。ど
の大学も持ってはいますけれども、そこに大して大きな意味は持たせてないですよね。な
ぜかというと、レートが基本高いから。そうでない大学もあるかもしれませんけれども、
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ただあんまり着目はされない。だから、そういった意味で、日本はそういうパターンがあ
んまりまだ見えてないのかもしれないです。

問３－５：ウィノナの報告で IT チームの話が出ましたが、IR オフィスとはどう連携しています
か。データベースを最新にアップデート、データのグラフ化などの加工は基本的に IT チームが
行い、IR オフィスの役割は特化されているということでしょうか。
大野：はい。実際、IT のチームの方ともお話はしたんですけども、もともと IR のディレクター
が居なかったっていうことで、IR の機能を一部 IT の方が担ってたと。そこには当然デー
タベースがあって、データベースのデベロッパーと呼ばれる方がおられて、そのデータベ
ースで開発した機能を使って、要はウェブベースで見せるようにいろんな仕掛けをしてい
たと。先ほどのパワービューもそうなんですけれども、学内から、イメージ的には画面で
プルダウンを選んでいったら、そのデータが自動的にこうなって、ウェブの画面上でもう
グラフ化ができるっていうような体制まで行ってたと。あとその結果を判断するのはユー
ザー側だっていうような仕組みがもうほとんどできていたので、要はデータの処理という
観点から IT のほうが先に IR を進めていたと。ただ、やっぱりそれだとなかなか IR 的な要
素がないので、IR ディレクターの藤枝さんが来られたときに IT の仕事はここ、IR の仕事
はここっていうことで、役割と分担を明確に表にまとめて、それを基に IT と IR の関係を
再構築していって、要は責任の所在を明確にして、連携体制を密にしていくようにして、
IR 業務を今スパイラルアップするように改善に向けて取り組んでいるっていうのが現状だ
と聞いてます。
嶌田：要するに IR の業務が現状を詳らかにすることだっていうふうに考えたとすると、きちん
とした数表とかをいかに提供するか、タイムリーにっていうふうに考えるならば、あそこ
の IT チームがやってることはまさに IR のそれになるわけです。要するに州が持ってるデ
ータベースには、財務系のデータベース、人事系のデータベース、教務系のデータベース
あるわけですから、毎日、自動プログラムが走って、その日の学生数とかその日の、何で
すかね、いろんなデータベースのいくつかを組み合わせて、学内でよく使う表を自動的に
もう生成させているんですよね。だから、なんか業務で使いたいなと思ったデータがあれ
ば、そこに行ってピコッとダウンロードすれば、もうエクセルファイルが取れますし、あ
とは自分でチョイスしながらデータをすぐ取れるっていう。だから、複雑なデータベース
システムはあるんですけど、それを直接扱わなくても日頃使うデータはもうウェブ画面に
ポカッと取れるような状態になっているんで、まさになんかやろうと思ったら、すぐデー
タ取れるっていう状態なので、定番データはもう全部すぐ取れるっていうのは、IR として
は理想的なあれなんだろうなって。ただ、すごいコスト掛かってるんだろうなって感じ
の。
大野：ベミジのほうだと、要はそういったデータベースデベロッパーっていう方がおられないの
で、ベミジは藤原さんがデータベースから取ってきたやつをビジュアル・ベーシック・ア
プリケーション、VBA を組んで、自分で処理してやってるから、コストは掛からないんだ
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と。ただ、そんなに複雑なことはできないから、やっぱり IR オフィスの体系と IT 部門の
規模とか、あるいはスタッフの FTE、要はスタッフの数によってやることも変わってくる
し、できることも変わってくるということで、IR オフィスは大学とか上のニーズとかによ
って体系がさまざまなんだと。ただ、やっぱり IR はもうできることは限られてるんで、で
きることからやっていくっていうのが基本的なスタンスとしてあるというふうにはおっし
ゃってました。
小湊：ちょっと補足ですけども、随分以前ですけど、僕が同じミネソタ州の U of M ですね。ツ
インシティーにあるフラッグシップの大学があります。ユニバーシティー・オブ・ミネソ
タ。あそこもはっきり分かれていて、IT 部門と IR 部門がですね。IT 部門が何やってるか
っていうと、データベースの管理と開発なんですよね。要するに全学的にデータウエアハ
ウスを入れてましたので、もう当時から。今から 7、8 年前ですかね。そうすると、データ
ウエアハウスが 2 階構造になっていて、まずは瞬時にその業務レベルで出たデータをいっ
たん入れる倉庫があるわけです。ところが、もうそれは雑多なものがあるので、それをい
ろいろ整理し直して、使えるデータに置き換えなきゃいけないんだけれども、整理したデ
ータを格納する倉庫、その二つがあります。そこの管理をまず基本的にやる。じゃ、IR っ
てのは何をやるのかっていうと、既に整理されたデータから目的に応じてデータを取り出
して、フォーマット整えて出すだけ、簡単に言えば。そういうふうな役割分担。だから、
U of M の IT 部門は十何人居る。だから、かなり大変なことをいろいろやってたみたいで
す。だから、そういうデータベースを例えば今度はこういうデータが欲しいから、データ
マートを作っていつでも取り出せるようにしてくださいという要求をすれば、IT 部門がそ
れに応じてまた作り込んでいくということを多分やる。そういう連携になってるんだろう
なと僕は推測しました。ちゃんとそこは聞いてないので、あくまでも推測の域をちょっと
離れないんですが、大きな大学は大体そうなってると思います。

問３－６：ベシジでは MnSCU の統合型データベースを用いて IR を行っているとのことでした
が、ここから取れるデータ、取れないデータの具体例を教えてください。
小湊：要するに何が入ってるの、ISRS の中には、ってことですね。
大野：基本、学内のデータはほぼ MnSCU のデータベースに登録すると言ってました。それ、教
員の給与も含めて、大学の財務情報、学生のデータも性別から出身、その他もろもろの属
性情報、完全に個人情報も含めて全部入ってる。過去についても、もう大学ができた当時
のデータぐらいから、もう蓄積されていると言ってました。教育系の大学なので、主に学
生のデータ、教員のデータ、組織のデータもあるけれども、ほとんど全てが入っている。
データを入れるのは、大学の各部署が直接入れる。IR はその大学の各部署が入れたデータ
に対しては、全て見られるというふうに言っていました。それで、入ってる入ってないと
いう区別はほぼなく、大体全てのデータは入っていて、IR は全部を見る権限を持っている
と。なので、データとしては、要はアメリカのほうでは集める手間はないと。入ってるデ
ータベースを見に行くだけであって、どのデータがないからくれっていうリクエストはほ

85

質疑応答

とんどしなくていいと。
嶌田：だから、感覚としては、人事システムとか、教務情報システムとか、財務会計システムが
要するに州がそれを提供してくれてて、各大学 MnSCU を同じやつ使ってるから、そのデ
ータ自体は大本で全部あるよねっていう。ただ、やっぱ他の大学のは契約しないと見られ
ないけど、自分の大学のやつはみんな見られちゃうよねっていう。だから、要するにそう
いう共通システム化されているっていうのがミネソタのやり方で。
小湊：日本の大学なら、個別にみんなが持ってるから。
嶌田：各大学ごとに財務会計システムは持ってるわけですから。ただ、それに対して、またアク
セスはなかなか、お願いすればできるかもしれませんけど、なかなか。要するに根こそぎ
大本からもらっていっちゃうっていう。だから、ちょっともう時間ないですけど、結局、
IR がやろうと思ったら、その各データベースにアクセス権をもらうっていうやり方もそう
ですし、データベース化されてないものが多いんだったら、いつどの部署でどういうデー
タ作ってんのか。要するにどういうフォーマットで作ってんのかっていうのだけカタログ
を作っとけば、なんかデータリクエストもらったときにあの部署にこの時期にもらいに行
けば、あのデータもらえるよねっていうふうに分かるので、データベースなければそうい
うやり方がありますよねっていうのは、結構柳浦さんって、また日本人居るんですけど、
その方、結構そういう話をしていました。

問３－７：指標水準の設定が一番手間がかかるというお話でしたが、これから IR に取り組む場
合、指標だけ設定して、経年で見られる段階になってから水準を設定しても、意味はあると思い
ますか。（匿名）
大野：そうですね。まだ試してないんですけれども、まずはそのデータを見てください、特に経
年の変化を見てくださいっていうのが米国でよく言われたことです。指標については、ま
ず分かりやすいような指標、単純なものから作っていく。要は複雑な指標を作っても、そ
れをまた執行部とかに上げても、その指標をパッと見て分からなければ、また説明が要る
と。だったら、もう分かりやすい指標、要は単純にレート比のやつだけで経年を見せたほ
うが分かりやすい。で、そこから掘り下げてって言われたら、またドリルダウンしていっ
て細かい指標を作ればいいけれども、やっぱり全体の傾向を見ながら、変化に気付く。何
かの兆候を見つけるためのきっかけとして指標を使ってると。指標の数字だけ一人歩きす
るとまずいので、ちゃんとこの指標はこういうふうに使っています、このデータから出て
きて、これはこう、この基準があって、これでプラスマイナスの判定をしますっていうと
ころをセットで少し説明するようにして、その適用範囲をちょっと広げていくような形の
ほうがいいんじゃないですかっていうのは、示唆としてはいただいています。
嶌田：日本は国立大学の場合、中期目標計画がありますんで、多分あれを作るときに指標どうす
るかっていう話は学内でやらざるを得なくなると思うんです。当然、私学さんも経営計画
とかいろいろあって、中期計画とか最近皆さん立てられてますから、そうすると、指標が
あって、要するにその計画達成できたのかどうかって見るときに指標で追っかけるしかな
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いはずです。ただ、それを表に出すかどうかはまた別の問題なんですけども。そうすると、
多分、最初何年かやってけば、自分の大学にとってこの数字は満足できるものなのかって。
多分、それが要するに達成できたかどうかって。僕らは国立大だと、それが文科省がお気
に召す数字なのかどうかってところが突っ込まれるわけですけども、私学さんはそこら辺
は割と自由に組めるのかなと思うんで、少し見ながら自分たちのブランディングとかいろ
いろ見て数字を設定されて。だから、いきなりなんかこの数字でっていうのはなかなか難
しいと思うんですけど、そういうふうな感じで。要するに何のために数字設定するんです
かって、なんか判断したいからですよね。状況を知りたいからですよね。だから、何のた
めにその数字を使うのかってところを踏まえて指標を設定すればよろしいのではないかな
と思います。

4．全体に関して
問 1：SGU の構想調書の中で、Student Experience in the Research University（SERU）に加
入して学生調査を実施している大学がありましたが、アメリカではどのような位置づけの調査な
のでしょうか。また、日本の大学で実施（ベンチマーク含む）する実益はあるのでしょうか。（立
命館大学

増田至）

小湊：前半のリサーチユニバーシティーのこの調査ですけど、これは阪大だと思います。斎藤さ
んがいらっしゃるので、なぜ斎藤さんの話が出てくるかというと、これを実際実施してる
のがカリフォルニアの UC バークレーでやってるんですよ。彼はずっと毎年バークレーに
行ってるので、多分そのつながりじゃないかなと思いますが、要はここから先はちょっと
臆測が入ります。全米規模の学生調査があります。NSSE とかそういうのをはじめとして
ですね。ところが、あれだと大学の特性によって当然いろいろデータが変わってくる。だ
とするならば、大学によっては同じようなピアインスティテューションですね、競合する
大学の中で実際もっと比較したいっていうのがあるんですね。そのために実は IPEDS 以外
の所でもデータ・エクスチェンジ・システムっていうのがそれぞれ実はあるっていうのが
アメリカの現状です。ですから、恐らくその中の一環としてリサーチユニバーシティーの
学生、特に大学院生とかの教育をどう考えていけばいいのかっていうところで、こういう
アセスメントがされてるんじゃないのかなという気が一方でするということが一つと、あ
と、この手のものは英語圏では結構ありますね。僕が知ってるのは、シドニー大学とイギ
リスのオックスフォードだったかな、が学士課程の学生の共同調査をやっぱりやってます。
まだ今続けてるかどうかは分かりませんけれども、やっぱりそういう形で、同じ競合する
大学、国境越えてでも特性をちょっといろいろ比較したいという欲求がある場合には、そ
れぞれでコンソーシアムを組んだり、こういう協力関係を築いて調査をやるってことは、
結構一般的に行われていることのようです。日本ではなかなか見られないですけどね。
あとベンチマークの意義はあるんですかっていう話ですけど、何をベンチマークするかで
す。どなたか。僕はちょっとうまく答えられないけども。もしあれば。
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嶌田：ベンチマークも結局、自分の大学で何がしたいかの、次の手を考えるためのあれなので、
意味っていうのは確かにそれぐらいの意味しかないのかなっていう。
小湊：歯切れが悪いですよ。よく分からないっていうのが正直なところですね。
嶌田：ですね。ちょっと難しいですよね。で、アウトプットとアウトカムの補足を一応ちょっと
だけ、例えば研究だと、論文何本書きました、特許何個取りましたみたいなもの、それが
アウトプットになります。で、結局例えばどうなったんですか、そのどうなったの、先の
ほうの本質的な側面のほうがアウトカムになります。だから、例えば地域連携をしたくて
シンポジウムやりました、500 人来ましたっていうのはアウトプット。で、結局、じゃあ、
その地域連携とかも本当に進んだのかみたいな部分、そっちがアウトカムになります。だ
から、要するに現象論的な側面がアウトプット、本質的な側面がアウトカム。だから、1
個なんですけど、見てる方向が違うというふうに思っていただけばいいんですけど。で、
どうなったんですかっていう、その後がアウトカムと思うんですけど、だから測るのは難
しいっていうのはある。
小湊：ていうのは、やっぱり目標に関連するんじゃないの。
嶌田：そんな形です。はい。そういうふうに理解いただければ。
小湊：それと違って、予期せず波及効果がある場合はインパクトっていわれるんです。当初はそ
んなこと狙ってなかったんだけども、思わぬ効果が広がったとなるんです。

問４－２：日本の大学の IR は、米国式であれば、現状の大学教育システムの中で同様な効果が
あるのだろうか。（岡山県立大学・田内）
（当日時間が無くて回答せず）
浅野：米国では、プロボストやディーンの役割が明確になっていて、意思決定のための権限も有
するので、IR が機能しているという側面が強いと思います。あと、適格認定団体から IR
やアセスメント部署をリエゾンオフィス（担当窓口）として求められたり、政府からは高
い学費に見合った成果を出せているかを示せという圧力が強くなっていたりして、IR やア
セスメント担当部署なしに対応が難しい、という外的要因の影響も大きいと思います。日
本の大学では、少なくとも、米国のプロボストに類似する教育担当理事の権限は大きく異
なるため、現状の大学教育システムでは機能しにくいという問題があるように思えます。
嶌田：日本の場合、米国ほど入学後の学生の流出・流入がないので、フォーカスが自ずと違って
くると思います。米国の場合、大学の経営を維持するために学生を惹きつけて、入学させ、
転出しないようにしながら卒業させるわけですが、日本の場合、そういうダイナミックな
ものではなく、ある意味スタティックです。ですので、我が国の場合、授業料収入が支出
を上回るためにはどうすればよいのか、ということよりも、質保証と云いますか、教育効
果・成果を測って、改善していく、という感じになると思います。米国なら自分が支払う
授業料に応じて得るものが無ければ他所の大学に行ってしまうわけですね。でも、日本は
たぶん、学生はそのままいます。困っていてもたぶんそのままいます。奥ゆかしいという
よりは、大学を変えることによる卒業の遅れや入学金の再納入から受ける不利益が、大額
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を変えることによる利益を上回る可能性が低いのかもしれません。なので、嫌ならいなく
なる、ということではない学生たちの意見や獲得した学習成果をこちらで測っていくよう
な IR が求められるのかもしれません。

まとめ（小湊）
すいません。もう時間がちょっと大幅に過ぎてしまいましたが、取りあえず今回の勉強会、3
本の報告をさせていただきましたけれども、なんか共通にこうだということをまとめられるよう
な内容ではちょっとないような気もしています。ただ、せっかく今回、午後いっぱいの時間を使
ってご参加いただいた皆さまがたには、今後の活動のなんか手掛かりだとか参考になってもらえ
るようであれば、こちらとしてもやった意味があったのかなというふうに思ったりもします。で
すから、コンソーシアムと言ってますが、教職員の緩やかな連携を取りながらこういう勉強会を
やっているわけですので、なんか情報を得られたり、またはこういうことをやってほしいという
ことがあれば、遠慮なくこちらのほうにご要望を出していただければ、できる範囲内で検討させ
ていただきたいのと同時にいろいろコミュニケーションさせていただきたいと思っていますので、
今後ともご協力をよろしくお願い致します。それでは、ちょっと時間過ぎましたけれども、これ
でこの勉強会を終わりたいと思います。お疲れさまでした。
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得たもの
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○ スタッフ
浅野 茂*（山形大学 学術研究院 教授）
大野 賢一*（鳥取大学 大学評価室 准教授）
小湊 卓夫*（九州大学 基幹教育院 准教授）
佐藤 仁*（福岡大学 人文学部 准教授）
嶌田 敏行*（茨城大学 大学戦略・IR 室准教授）
関 隆宏*（新潟大学企画戦略本部評価センター 准教授）
土橋 慶章*（神戸大学 企画評価室准教授）
難波 輝吉*（名城大学 経営本部秘書室 室長）
藤井 都百*（名古屋大学 評価企画室 講師）
藤原 将人*（立命館大学 教学部学事課 課長補佐）
*大学評価コンソーシアム幹事もしくは当時幹事だった者
○ この勉強会の開催にあたり立命館大学様には、会場のご提供などお世話になります。
○ 訪問調査にご協力いただきました各校のみなさまには大変お世話になりました。
○ また、調査に関しては、以下の資金も利用した。
・平成２４年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（基盤研究（Ｃ）））
「ＩＲマインドを涵養する評価人材の育成プログラムの構築に関する研究」
（課題番号：24530988、研究代表者：嶌田敏行）

・平成２５年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（基盤研究（Ｃ））
）
「教学マネジメントにおける大学の有効性の研究」
（課題番号：25381083、研究代表者：小湊卓夫）
・平成２５年度科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金（挑戦的萌芽研究）
）
「日本の大学経営におけるデータに裏付けされた意思決定支援の適応可能性に関する研究」
（課題番号：25590223、研究代表者：浅野茂）
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Subject Number
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG

101
101
101
101
201
315
480

Course Title
College Writing
College Writing
College Writing
College Writing
Introduction to Literacy Criticism
Professional Writing
Senior Seminar

Course Enrollment
Success % (A, B, or C)
Unsucccessful % (D or F)
Withdrawal %
Fall 10 Fall 11 Fall 12 Fall 13 Fall 14 Fall 10 Fall 11 Fall 12 Fall 13 Fall 14 Fall 10 Fall 11 Fall 12 Fall 13 Fall 14 Fall 10 Fall 11 Fall 12 Fall 13 Fall 14
25
25
25
25
25
75%
75%
80%
75%
77%
20%
20%
10%
20%
17%
5%
3%
2%
5%
3%
25
25
25
25
25
75%
75%
75%
75%
75%
20%
20%
20%
20%
20%
5%
5%
5%
5%
4%
25
25
23
25
25
72%
75%
65%
71%
75%
20%
20%
25%
23%
20%
4%
5%
6%
5%
5%
25
22
25
25
24
95%
89%
87%
93%
90%
7%
6%
4%
3%
7%
2%
3%
1%
3%
4%
15
13
15
10
11
71%
75%
74%
78%
77%
15%
10%
12%
14%
5%
15%
13%
14%
11%
12%
20
17
18
20
19
69%
65%
70%
68%
69%
33%
35%
39%
36%
31%
4%
5%
3%
5%
2%
15
10
13
15
11
76%
77%
80%
74%
76%
19%
22%
19%
20%
19%
4%
5%
6%
5%
5%

解説
普通、この手の分析では教員の個人名を伏せる。
全学のSuccess Rateは75％であり、これを基準として75％以下の数値を赤字で表示。
＊ 基準の数値は全学統一ではなく、講義、実験、セミナーなどで複数のSuccess Rateを設定してもよい。
注）上記の表はあくまでもサンプルで場当たり的に％を入力した為、合計は100％にならない。
分析
ENG 101は全学必修科目で、複数の教員が教えている。
その中でも、最後に掲載されている教員の成績付けが甘いようである（緑色）。Aの成績の割合だけが高くないか、AからCまで成績が適度に分散しているかを更に分析する必要がある。
ENG 201はSuccess Rateは時折低いが、全体的には全学平均に近い数値である。
問題は、学期中に履修取り止めをする学生の率が高い（灰色）。 この原因は教員が学生の世話をよくしていないか、教員と学生の好き嫌いが影響しているものと考えられる。
ENG 315はSuccess Rateが慢性的に低い。原因は教員の成績付けが厳しいか、先行履修の設計が上手くできておらず、学生がこの科目を履修する準備が出来ていないと考えられる。
ところが、学生の履修取り止め率は低い。これは学生を科目履修を完了するよう、教員が世話をしていると考えられる（橙色）。
ENG 480の数値が順調なのは、セミナー科目の履修者の多くは4年生で卒業間近の学生であり、一定の学力を担保している為と考えられる。
改善
学科長が教授会で上記のデータを共有し、改善策を施行する。
改善策の取り組み状況は学部長に報告。
数年後に同様の分析を実施し、改善策の効果を点検する。
参考資料
Barrier Course（難関コース分析、主にIR部署がデータを分析している）
https://www.fgc.edu/wp-content/uploads/2011/12/statbriefmar2008b.pdf
http://coloradomtn.edu/wp-content/uploads/filebase/Pre-Engagement.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CE8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.famu.edu%2Foir%2FUserFiles%2FFile%2FPublications%2FResearchBriefs%2FVolume_I_
Grade Distribution（成績分布）主に教務課がデータを分析、開示している。
http://asucsd.ucsd.edu/gradeDistribution
https://musis1.missouri.edu/gradedist/mu_grade_dist_intro.cfm
（学外者でも学期や科目から成績分布のデータを入手できる）
＊ ちなみに、日本で使われるGPC (Grade Point Class Average)は米国には無い表現である。米国でも幾つか表記揺れはあるが、Average Grade、若しくはAverage Course Gradeと示すのが妥当である。
そもそも、GPAとは学生の成績の「累積」平均であり、科目別の成績の平均ではない。
ここを踏まえずに表示されると、当該科目での学生の成績なのか、当該科目の成績を加味した累積平均なのか混乱する（米国の幾つかの大学でも存在する表記揺れの課題である）
http://www.hoseikyoiku.jp/fd/newsletter/index.php?c=topics_view&pk=1277286960
http://www.of.miyazaki-u.ac.jp/~hyouka_web2/gakugai/tenken-hyouka/tenkenichiran/miyadai/daikyou/d-17.8/33-C-1%2035-C-2%2036-C-2.pdf
http://www.epc.yamaguchi-u.ac.jp/SSS_manual20110202.pdf
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