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まえがき
日本の大学でも、大学経営の効率化や意思決定の迅速化を図るために、IR オフィスの立ち上
げや教務系組織への IR 部門の設置等が活発化しています。当然のことながら、大学ごとに IR オ
フィスの設置形態は異なってくるはずですが、それら組織で働く担当者からは、「何から手をつ
ければ良いのか」、「どのようなデータを分析すれば良いのか」、「分析結果を執行部に活用し
てもらうためにはどのようにすれば良いのか」というような意見が少なくなく、担当者レベルで
は似たような課題を抱えていることがうかがえます。
大学評価コンソーシアムでは、このような課題解決に少しでも資するために、評価業務のガイ
ドラインの作成、学校基本調査や科研費等のデータ分析に関する勉強会、目的・計画と指標の作
り方に関する研修会、IR 実務担当者連絡会等を実施しています。ここ数年では、米国における
IR 活動に関連した勉強会を開催しており、米国の IR 担当者による実践事例の講演、訪問調査結
果の報告等により、IR 活動の実情が少しずつ分かってきました。例えば、米国州立大学の IR オ
フィスでは、入学者の獲得、学生の在籍等の明確な目的のために、大学に存在するデータ等を分
析することで、執行部への意思決定支援を行っていました。
では、具体的な意思決定支援とは、どのようなことを行っているのか。また、このような意思
決定支援の手段は、日本の大学でも処方箋となり得るのか。このような疑問を解決するための糸
口として、このプレイベントを企画しました。
本イベントでは、米国ミネソタ州のベミジ州立大学（BSU）の IR/IE 室が行っている IR 活動
の現状及び実践事例を紹介しました。その際、日米では高等教育の背景が異なることから、モデ
レーターやコメンテーターが適時補足説明を入れつつ、BSU で使っている指標の日本の大学へ
の適用可能性について議論しました。また、日本の大学のデータを使って計算した事例を基に、
指標策定に対する考え方や適用した際の問題点等を示すとともに、今後の我が国における大学経
営に活かす指標の策定に向けた示唆等を行いました。その後、参加者の皆様と多くの意見交換を
行うことができましたが、今回のイベントだけでは具体的な意思決定支援策の提案までには至り
ませんでした。この点に関しては、今後もこのような活動を通じて皆様と情報共有させていただ
こうと思います。
最後に、日本の大学では、国立大学法人における第３期中期目標・中期計画の策定、スーパー
グローバル大学創成支援、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）等の申請書作
成において、独自の指標策定が求められており、補助金等の申請においては今後もこのような状
況が続くものと考えられます。今回のイベントの内容が、皆様の業務において、少しでもお役に
立てれば幸いです。

平成 27 年 10 月 7 日
大学評価コンソーシアム 幹事
（鳥取大学 学長室 IR セクション
学長特別補佐（IR 担当））
大 野
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プレイベント１（実施概要・参加者）

実施概要
１．会場・日時
平成 27 年 8 月 27 日（木）10:00－12:00
神戸大学 六甲台キャンパス

神大会館（百年記念館）会議室 A

２．出席者について
プレイベント「米国における IR の実践事例－指標の設定とその活用－」には、計 35 名からの
申し込みがあり、当日は 34 名が参加しました（N=34）。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」とは、国公私立
大学及び関係機関の「通常会員」であり、運営スタッフである「幹事」及び「運営協力者」の７
名を含んでいます。
職種別の参加比率は、職員が 47％、教員が 53％で、ほぼ半々でした。また、職員の職層を「部
長・課長等」及び「係長・係員等」、教員の職層を「教授等」及び「准教授・講師等」に分けて
示すと、教員の准教授・講師等が 32％と最も多く、次が職員の部長・課長等及び係長・係員等
で 24％でした。このことから、教授等の割合が若干少ないものの、各職種からほぼバランスよ
く参加していることが伺えます。
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所属区分別では、国立大学が 68％を占めており、私立大学は 26％でした。また、地区ブロッ
ク別では、北海道・東北地区を除けば、各地区ブロックからほぼ均等に参加していることが伺え
ます。
地域ブロック・所属区分別と職種別をあわせて確認すると、中部地区、近畿地区、中国・四国
地区及び九州・沖縄地区の国立大学において教職員の参加率が 10％以上でした。教員について
は、中部及び中国・四国地区の国立大学の 12％が最も多く、次が九州・沖縄地区の国立大学の
9％でした。また、職員については、関東地区の私立大学及び近畿地区の国立大学の 9％が最も
多かったです。
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本プレイベントは、米国における指標策定及び日本における指標適用の事例紹介、指標活用に
向けた示唆等がテーマだったこともあり、「評価との関わり」の内容も確認すると、教員及び職
員とも幅広い職種の方々が参加されていました。また、下記に示す各プレイベントの参加者総数
（N=71）と職種別詳細の関係によると、イベント内容と参加者属性の対応関係は良好であり、本
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プレイベントの主旨に沿った参加状況だったと言えます。

職種別詳細（N=71）
はじめてのIR
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米国指標の活用
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３．タイムテーブル
挨拶・趣旨説明［10:00－10:02］ 小湊卓夫（九州大）
「米国における IR の実践事例－指標の設定とその活用－」［10:02－11:15］
藤原 宏司（ミネソタ州立大学機構 ベミジ州立大学・ノースウェスト技術短期大学 IR/IE 室 副
室長）
・米国の現場から、勤務校で集計、分析している学科間比較を目的とした指標について、その背
景と実際の活用事例を交えて報告してもらいました。
1.

指標（indicator）とは？

2.

米国の大学に関する基礎知識

3.

BSU Program Indicators

4.

まとめ

「指標の活用に向けた試行的取り組み―米国州立大学で使われている指標群を使ってみる！―」
［11:15－11:55］
大野 賢一（鳥取大学 学長室 IR セクション 学長特別補佐（IR 担当））
・日本の大学のデータを用いてそれらの指標を計算し、その際の課題等について報告を行いまし
た。
1.

BSU 指標の適用可能性を探る

2.

日本のデータを適用してみたら？

3.

日本での指標策定に向けて

２つの報告を踏まえた質疑応答［11:55－12:00］
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４．この勉強会の進め方
・今回は、モデレーター（小湊卓夫（九州大）
）が会場内の状況を踏まえながら、適宜、コメンテ
ーター（浅野茂（山形大）、佐藤仁（福岡大））や他のスタッフと共に日米の高等教育の置かれ
た状況の違いなどについて補足説明を行いました。
・参加者の皆さまからも講演の途中で自由にご質問やコメント等をしていただく形式で進めさせ
ていただきました。慣れない形式かとは思いましたが、多くの方にご発言いただけたようで
す。
（大野［鳥取大］）

■区分表（共通）

地域ブロック

説明

北海道

北海道

東北

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

中部

新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

近畿

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県

中国・四国

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

その他

米国

職種

職種区分
部長・課長等

職員
係長・係員等

説明
部長、課長、課長補佐、副課長、グループ長、グループリーダー、総
括主査、事務長、室長、次長、部長、参事、副参事、など
係長、主任、主査、主事、専門職員、課員、係員、チーム員、職員、
スタッフ、所員、特任研究員、など

教授等

学長、副学長、学長補佐、部局長、教授、など

准教授・講師等

准教授、講師、助教、など

教員
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趣旨説明
九州大学 基幹教育院
准教授 小湊 卓夫
それでは、このイベント全体のモデレーターを務めさせていただきます、九州大学基幹教育院
の小湊と申します。どうかよろしくお願いします。
もともとは大学評価担当者集会から始まりましたが、大学評価の中身と、昨今日本でよく言わ
れるようになりました IR の中身についてはずいぶん繋がっていると、私たちは感じているところ
がありまして、この大学評価担当者集会でも毎年のように取り上げてきております。そういった
意味で、IR の肝心な紹介というのは、日本の中ではほぼ出尽くしていると思っているわけです。
今回はちょっと趣向を変えまして、実際に IR が大学の中でどのような働きをしているのか、特
にそれがマネジメントにおいて、どういう役割を持って動いているのか、そういった観点から、
今回は指標に焦点を当てて、きょうは少し突っ込んだ勉強会をしたいというふうに思っておりま
す。
皆さまには、事前に資料等々は印刷していただくようにお願いしていたところですが、実施概
要等を見ていただければお分かりかとは思いますけども、今回はお二方のお話を予定しておりま
す。一人目はミネソタ州立大学機構の藤原さんで、二人目は鳥取大学の大野さんです。よろしく
お願いします。あと、このお二人以外にコメンテーターとして、福岡大学の佐藤さん、山形大学
の浅野さんです。
アメリカの事例というのは、日本の高等教育の文脈からすると、随分違うところがあって、ち
ょっと聞いただけでは分からないという点も、多々あるかと思います。ですからこのお二方に、
補足説明といいますか、ちょっと理解の難しいところ等々に、ちょっとコメントをいただきなが
ら、会を進めていきたいと思っています。
通常の日本のこういう講演会ですと、話を全部聞いた後に質疑を行うという形になりますが、
そうすると、なかなか整理がつかないことも多いだろうと思われますので、皆さんからはぜひ、
分からなければその場ですぐ、ご質問、ご意見等を出していただくという形で、途中で話を切り
ながら、理解を進めていくという形で、このイベントを進めさせていただきたいと思っています。
ぜひ積極的にコメント・ご質問いただければと思っております。
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米国における IR の実践事例
－指標の設定とその活用－
ミネソタ州立大学機構

ベミジ州立大学

・ノースウェスト技術短期大学 IR/IE 室
副室長

Office of Institutional Research & Effectiveness

藤原 宏司

ベミジ州立大学の藤原です。
僕のパートでは、Bemidji State
University、BSU といいますが、

⽶国における IR の実践事例

そこで策定した、学科間比較を

－指標の設定とその活⽤－

目的とした指標のお話をしよう

藤原 宏司

と思います。簡単に言うと、

ミネソタ州⽴⼤学機構 ベミジ州⽴⼤学・ノースウェスト技術短期⼤学 IR/IE室

BSU では困っていることがあり

kfujiwara@bemidjistate.edu

まして、指標を作って改善をし
ようと試みました。その結果ど

August 27, 2015

うなったのか、という内容です。
A member of the Minnesota State Colleges and Universities system, Bemidji State University and Northwest Technical College
are affirmative action, equal opportunity employers and educators.
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Office of Institutional Research & Effectiveness

今⽇の内容

のですが、その前に軽く自己紹介
をしたいと思います。僕は BSU

1. 指標（indicator）とは？

の IR 室で働く職員です。教員で

2. ⽶国の⼤学に関する基礎知識

はありません。BSU の IR 室は、

3. BSU Program Indicators

ディレクターと僕の２人しかい

4. まとめ

ない、大変小規模なオフィスな

【注】本発表の内容は個⼈の意⾒であり、組織を代表したものではありません。

んですが、BSU の学長をはじめ

参考資料＆勉強会の報告書
•

ベミジ州⽴⼤学（BSU）

•

ノースウェスト技術短期⼤学（NTC）

•

ミネソタ州⽴⼤学機構（MnSCU）

•

IR業務の内容

これは今日のアウトラインな

とする経営陣が、ここにあるノ

詳しくは、スライドの「資料」もしくは
勉強会「⽶国におけるIR実践を通して考える⽇
本型IR」の報告書を参照して下さい。

ースウエスト技術短期大学

⼤学評価コンソーシアムHPメニュー → [活動成果報告]
→ [⽶国IR-BSU/NTC（H25.11.12）] → [IR勉強会実施報
告書（PDF:4.56MB）］

（NTC）と共有されている関係
で、２人しかいない IR 室が、
2

BSU と NTC 両方の IR 業務に責
任を持っています。実際 NTC と

いうのは、９月の末に認証評価を迎えますが、僕はこの夏、NTC の方の自己評価書（Self-Study
9
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Report）の作成委員と、連邦政府に提出するコンプライアンス報告書（HLC Federal Compliance
Report）の作成責任者をやっていました。日本人にそんな重要な書類の作成をさせるというのは、
ちょっと「？」かなと思うんですけども、こういうことをやっていたわけです。
ミネソタ州立大学機構（MnSCU）というのは、『ミンスキュー』と発音します。ミネソタ州
にある７つの４年制大学と、24 の短期大学で構成されている高等教育機関のシステムです。
BSU と NTC は両方ともこの MnSCU に属しています。本来はもうちょっと詳しく説明しなけれ
ばいけないのですが、時間がないので、後半に『資料』というセクションを作りました。他に、
僕が２年前に立命館大学で講演したときの報告書（勉強会「米国における IR 実践を通して考える
日本型 IR」実施報告書）もあります。それには、僕が普段やっている IR 業務の内容なども載っ
ています。若干古くなっている情報もありますけども、興味のある方はそちらもご覧ください。

１．指標（Indicator）とは？

Office of Institutional Research & Effectiveness

指標とは？ーMeasure vs. Indicatorー

まず『指標とは』という所から
です。一般的に、Measure とか
Indicator というのは、辞書を引

 Measure

くと、どちらも「指標」という感

• A measure measures something.

じで出てくると思いますが、僕

• 例：体重

は意図的に使い分けています。
一つ目の Measure というのは、

 Indicator

単純に何かを測るもの、という意

• An indicator indicates something.

味です。特に目的もなく、体重で

• Signs of Progress：⽬標に対して、どれだけ近づけているのかを調
べるための⽬印

いえば、朝起きて、ふと体重を図

• 例：体重（ダイエット中）

ってみた。このような場合は
Measure です。一方、Indicator
4

というのは、何かを指し示すも
の。つまり、目標が必ずあるわけ

です。目標に自分がどれだけ近づけているのか、もしくは遠ざかってしまったのかを測るための
目印、これを Indicator といいます。ですから、ダイエット中、もしくは体重を増やしたいとい
う人がいるかどうかは分かりませんが、そのような場合は Indicator です。今回お話しするのは、
下に囲ってある Indicator の方です。
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指標策定における注意点

『指標策定における注意点』、
これは僕が実際この３、４年、
BSU での指標策定に関わって、

 指標策定前に必要な２点

こういうことが必要なんだろう

1.

学内にある問題点（改善点）を理解すること（IR）

2.

明確かつ現実的な⽬的、⽬標を定めること（経営陣）

なと感じたことです。個人的な
考えですが、指標策定にあたっ
て、IR に必要なものは何かとい

 良い指標とは？
1.

測定（計算）可能

うと、まず学内にある問題点を理

2.

信頼性

解することです。理解しなくて
も指標って作れるんです。ただ、

3. 妥当性

そういった指標は、ほとんどの
場合役に立たない。ですから、指
5

標策定をする前に、学校の何が
問題なのかというのを探る。それ

が重要なんだろうなと、今感じています。
二つ目、これはどちらかというとアメリカの場合は IR ではなくて経営陣の責任だと思います。
IR がデータを可視化して、問題点を探ります。それを経営陣に報告するわけですね。そして、経
営陣が「このように大学を変えていこう」と、目標を立てるわけです。
現実的な目標がなければ、指標を作っても機能しません。例えば、BSU の場合、学生数が現
在 6,000 人ぐらいですが、仮に学長が「３年で学生数を１万人に」なんていう目標を立てても、
誰も本気だと思わない。そのような目標＆指標は立ててはいけないということです。
『良い指標とは？』というのは、主にチェックリストみたいな感じでとらえていただければと
思います。一つ目ですが、まず計算が可能でなければいけません。（指標に関して）皆さん、良
いアイディアはいっぱい出せると思いますが、アメリカと違って「データが入手できるかどうか」
という問題がありますよね？ですから、そこのところをチェックする必要があると思います。
二つ目の『信頼性』ですが、もし皆さんの大学で、データの定義が共有されていないのであれ
ば、共有しておく必要があります。実際 BSU でも、IR 室が出した指標と、他のオフィスが出し
た指標が、同じ名前（指標名）を使っていてもデータの内容が異なっている、ということがあり
ました。そうなると、経営陣は IR が出した数字自体の信頼性を疑うわけですね。ですから、この
作業（指標策定）をする前に、データの定義が学内で共有できているかどうか、できれば「デー
タ定義書」みたいなものを事前に作ることをお勧めします。
三つ目は『妥当性』です。これは簡単に言うと、この指標を作ることによって、大学を良い方
向に持っていけるかどうかです。つまり（指標として）妥当なものかどうか、ということも確認
する必要があります。意味のない指標を追っていっても、時間を無駄にするだけです。指標策定
前に、以上の３つは確認したほうがいいのかなと思います。
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『BSU が指標を策定した目的

BSUが指標を策定した⽬的と理由

と理由』ですが、主に２点ありま

1. 学科の経営（運営）状態を把握するとともに、限られたリ
ソース（予算や⼈員）を効果的に配分する。

した。一つ目は財政上の問題。
これは次のスライドで説明しま
す。もう一つはアセスメントに

2. 学内にある問題点の改善

関してです。多分、日本の皆さん

• 財政上の問題

も、アセスメントで困っている

• アセスメント「関連」の問題

と思いますが、アメリカも困っ

−

前回のアクレディテーションの際に、HLCから「BSUにはアセス
メントに問題がある」と指摘された。

ています。2010 年に、BSU は
アクレディテーション（認証評価）
を受けました。この HLC という

HLC (Higher Learning Commission)： ⽶国にある地域認証評価機関の⼀つ。
管轄する州の数は19。連邦教育省 (USDOE) から認定を受けている。

のは、日本で言うところの機構や
6

基準協会みたいなものですが、
HLC から「アセスメントが出来

ていないよ」と、かなり厳しい指摘を受けたわけです。ですから、僕たちは何かをしなければい
けなかった。つまり、「財政」と「アセスメント」、これらの問題があったというのが、スタート
地点でした。

Office of Institutional Research & Effectiveness

『財政上の問題』、原因は主に

財政上の問題

三つありました。まずは学生数

 原因

が減った。学生数が減ると、当
然授業料収入が減ります。さら

• 学⽣数（授業料収⼊）の減少

に、州からの補助金が、10 年以

• 州からの補助⾦（state financial support）の減少
−

上前は大学運営費の半分だった

⼤学運営予算の半分から１／３へ

のですが、今は３分の１まで圧

• ⼈件費のコントロールができない
−

縮されました。そして、人件費の

教職員はミネソタ州の公務員

 対応策

コントロールができない。これ

• 授業料の値上げ → そろそろ限界に

は働いている僕にとっては良い

• 教職員の削減、プログラムの閉鎖

ことなのかもしれませんが、州
の公務員の給料が上がっている
7

わけです。学生数が減って授業
料収入は減っているのに、大学

で働いている教職員の給料が上がっていくと、結局、財政的に圧迫されてしまいます。
アメリカには、Balanced Budget Amendment という法律がありまして、州に限らず、公的機
関は赤字決算をしてはいけません。ですから、将来的に授業料が減る、人件費も上がる、これが
分かった段階で何か行動を起こさないと、法律に違反してしまう、そういう状況があります。
今まで取ってきた対応というのは、単純に言えば、授業料の値上げです。確か「資料」のほう
にありますが、1994 年は１単位あたり 50 ドル位の授業料が、今は 250 ドル以上。５倍位に膨れ
上がっています。これは BSU だけじゃなく、アメリカの州立大学は、大体この位のペースで授
12
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業料が上がっています。だけど、これもそろそろ限界に達していて、実際 MnSCU の大学・短期
大学は過去３年間、州によって授業料の値上げを禁止されました。これを英語で Tuition Freeze
といいますが、このような法案を通されました。つまり州民は、このような授業料の値上げに対
して、「いいげんにしろ」と思っているわけですね。
もう一つ、ライバル校と、授業料がどんどん近づいてきている。うちの大学は、安い授業料で
質の高い教育、というのが売りだったのですが、「同じくらいの学費を出すんだったら、もっと
良い大学に行くよ」というような感じで、授業料を上げて、授業料収入の不足分を補足しようと
思ったら、さらに学生数が減っていく。このような悪いスパイラルに入っていったわけです。だ
から最終的に、教職員を削減せざるを得ない。
実際 NTC は去年、19 人いる大学のキャンパスで働く職員のうち、８人に大学を辞めてもらい
ました（早期退職＆レイオフ）。そしてさらに３人が自主的に大学を辞めました。今、NTC のキ
ャンパスで働いている人は４人か５人位しかいません。その代わり、僕みたいな BSU の職員で
ありながら NTC の業務も行う、そのような人達が増えています。
アメリカの場合、テニュアを持っている教員でも、その所属学科が閉鎖されると、大学を去っ
てもらうことができます。実際、過去 5 年の間に、BSU も NTC も複数の学科を廃止しています。
このようにして、財政上の問題に対応してきたわけですね。
小湊：授業料と一言で言っても、学生数を見て、日本とアメリカでは状況が随分違うので、そこ
の補足を少ししておいたほうが。今後の話を理解する上では大事かなと思います。せっか
くコメンテーターがいるので、日本との違いを端的に説明していただければ、ありがたい
んですが。
浅野：この後の資料（15 ページ）に出てきますので、そちらでお伺いするのがよいと思います
が。
藤原：端的に説明すると、日本の大学の授業料は fix（固定）だと思うんです。何単位取ろうが決
められた授業料。アメリカの場合は、履修登録単位数で授業料が決まります。そこが大き
な違いです。これは後のほうのスライドで触れます。
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『アセスメント』関連の問題で

アセスメント「関連」の問題

す。アメリカの場合、僕たちが

 ⼤学に求められていること

社会から求められていることは、
この四つ。「直接指標」について

1.

データ（直接指標）を集めなさい

2.

データを分析しなさい

3.

分析結果を利⽤して、改善策を構築しなさい

4.

改善策の実⾏結果を分析しなさい

は次のスライドで説明します。デ

継続的改善
(PDCA)

ータを集めなさい、分析しなさ
い、問題点を見つけなさい、そ

It’s all about evidence!

「アセスメント」の種類
対象
呼び⽅
学⽣

Assessment

学科

Program Review

⼤学全体

Institutional Effectiveness

して改善策を構築して実行しな
さい、そして、その結果をまた分
析して問題点を見つける・・・。

直接指標を⽤いた
継続的改善プロセ
スの実⾏

つまり、これを繰り返すというこ
とを求められています。

HLCの規準要件の⼀つ
（参照：スライド48ページ）
8

こ れ を 英 語 で 言 う と
Continuous Improvement 、 日

本で使われている用語だと PDCA に近いのかなと思います。今、流行っているキーワードは『It’s
all about evidence!』といいまして、「証拠を見せろ」という意味です。昔は、「自分たちは頑張
っています」
、「学生が満足していると言っています」、「教員が質の高い授業を行っています」の
ような、「誰々が何々と言っています」というのがエビデンスになったのですが、今、アメリカ
だとこれは通用しません。
例えば、
「学生が学んだと言いました」と言ったら、「証拠を見せなさい」と言われます。エビ
デンスベースド（Evidence-Based）に変わってきて、困っているわけですね。ここで強調してお
きたいのは、僕たちもこのようなことをできていないのです。
藤原：佐藤さん、８割はできていないですよね？
佐藤：僕は分かんないですけど、僕がいるような教育学部の研究をしている立場からすると、や
っているような所はほとんどないです。
藤原

ないですよね。だから、「このようにやりなさい」という強いプレッシャーを受けて、認
証評価ごとにかなりきついコメントをもらうんですけども、僕たちはできていません、と
いうことは、ちゃんと言っておいたほうがいいと思います。アメリカも困っています。

「アセスメントの種類」についてです。アメリカでは、アセスメントの対象によって、呼び方
が違うようです。学生を対象とした場合は、（学生）アセスメント。学科や学部を対象とした場
合は、Program Review と言います。そして大学全体を対象とした、エビデンスに基づく継続的
改善のプロセスのことを、Institutional Effectiveness、IE と呼ぶわけです。
これらの関係性というのは、下から見ると、IE は Program Review を含みます。そして
Program Review はアセスメントを含む。言い換えるなら、アセスメントができていなければ、
Program Review も Institutional Effectiveness もできない。これは、くどいようですけども、
アメリカでも非常に難しい。これを行えているのは一部の大学だけだと思います。
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呼び方は違うのですが、結局は「直接指標」を用いた継続的改善プロセスをやりなさい、とい
うことです。これは、自発的にやっているわけではなくて、HLC の基準要件の一つに、はっきり
と書かれているわけです。だから、やりたくないけどって言ったら、どうか分からないんですけ
ども・・・。
小湊：やらざるを得ない。
藤原：やらざるを得ないという状況ですね。で、うまくいってない、できていないということで
すね。
栗本：ご講演のなかで，
「Institutional Effectiveness は、一部の大学だけはできる」というお話
でしたけれど、その条件って何でしょうか？

人ですか、お金ですか。それとも何か別の

要因でしょうか？
藤原：これは僕個人の意見なのですが、多分、強力なリーダーシップを持った人（達）が、この
IE を引っ張っているかどうか、だと思います。
栗本：IE ができているのは一部の大学という理解で良いでしょうか？
藤原：だと思います。
小湊：日本では Institutional Effectiveness という言葉は聞き慣れないんですが、でも私たちに
なじみの近い言葉で、内部質保証システムと思ってもらえれば、ほぼ、ニアリーイコール
だと思います。
藤原：スライド（資料）の最後の所に、HLC の基準要件が書いてあります。日本だと、「Internal
Quality Assurance 」 と い う 言 葉 が 使 わ れ て い る よ う で す が 、 HLC の 場 合 は 、
「responsibility for the quality of educational programs」。同じことを言っているんです
が、若干表現が違う、ということです。

Office of Institutional Research & Effectiveness

直接指標と間接指標

『直接指標と間接指標』につい
てです。これ、すみません。（例
のところを）訳すのを忘れていま

学習成果における直接指標と間接指標の例
直接指標
（Direct Indicators of Learning）

間接指標
（Indirect Indicators of Learning）

した。直接指標の方を見ていただ

• Thesis (Capstone Course) Evaluation

• Student Surveys (NSSE, SSI, etc)

くと、太字になっている所、

• External Tests and Exams (ACT-COMP,
• Exit/Alumni Surveys
ETS Major Achievement Test, etc)
• Pre-test/Post-test Evaluation

Tests や Exams、要するに「テス

• Syllabus Analysis

テストの結果

トの結果」です。つまり、客観的

⾃⼰申告

な数値を用いた、学生の学習成

 学⽣の意⾒を聞くことは重要ではあるが、⾃⼰申告等の間接指標デー
タは（認証評価上）学習「成果」のエビデンスとはならない。

果の測定、ということですね。
一方、間接指標というのは

• 学⽣サービスや授業の進め⽅等の改善には有⽤

Surveys、つまり学生調査などの

 AIR2015では151本の⼀般⼝頭発表があったが、そのうちNSSEについて
の発表は8本（CCSSEについては無し）

調査物です。NSSE というのは、
9

日本で言うところの学生実態調
査、SSI は Student Satisfaction

Inventory、学生満足度調査です。Syllabus Analysis（シラバス分析）は、教員からシラバスを

15

藤原 宏司「米国における IR の実践事例－指標の設定とその活用－」

提出してもらって、学生が大学で学んでいくことをまとめる作業のことです。ですから、結局の
ところ、どれも「自己申告」になるわけですね。
今、アメリカでは、こちらの間接指標を使った学習成果は、エビデンスとして認められていま
せん。テスト（直接指標）の方をやりなさいと言われていて、くどいようですけど、困っていま
す。例えば（直接指標の例）２番目の ETS Major Achievement Test というのは、学科到達度試
験と訳せると思います。僕は、大学を数学で卒業したのですが、数学の場合は、卒業予定学期に
全国統一の試験を受けます。僕の大学とか他の有名校の学生もその試験を受けて、試験結果を直
接比較（例えば、大学の平均点と全国の平均点の比較）します。そうすることによって、より客
観的に学習成果が測定できるわけですね。
だけども、これ文学部とかだと全国で統一された基準がないので、このような学科到達度試験
は無理ですよね。ですから、そのような場合、Thesis というのは論文ですが、例えば学生が書い
た論文を、他の大学の似たような学科の教員に読んでもらって、学科が設定している「ラーニン
グ・アウトカム（その学科を卒業する学生が最低限身に付けておくべき知識や技術）」について、
客観的に評価してもらう。このようなことをやるわけです。ただ、これもやっぱり実施するのは
難しい。ですから、出来ている学科と出来ていない学科が大学内で出てくるわけです。
講演者注：講演のアセスメントに関する部分を再構成して、情報誌「大学評価と IR」に投稿し、
受理されました。第３号に掲載（IR 実務担当者からみた Institutional Effectiveness ～米国大学
が社会から求められていること～）されていますので、そちらもご覧になって下さい。
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=lib003
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大学経営を改善しようとした

⼤学経営の改善は学科レベル（最⼩単位）から

ときに、どのレベルからスター

 例：在籍継続率（Retention Rate）の改善

トするのかという問題がありま
す。例えば大学全体で行うのか、

Student retention is everyone’s business, it is the business of the faculty
in particular. Regrettably, too few faculty see this to be the case (Tinto,
2006).

もしくは学部や学科レベルでや
るのか、ということです。ここ

 個⼈個⼈が⼤学が抱える問題点を理解し、改善意識を共有
することが重要

では Retention Rate（在籍継続率）
を例に出して説明したいのです
が、Retention というのは、新入

学科間⽐較を⽬的とした指標を策定

生が翌年の秋学期に帰ってくる
かを見ている、アメリカではど

Tinto, V. (2006). Research and practice of student retention: what next?. Journal of College Student Retention:
Research, Theory & Practice,8(1), 1-19.

この大学でも計算している指標
10

です。これは連邦政府（IPEDS）
から、計算しなさいと言われて

います。
この Tinto という人は、アメリカでも有名な、高等教育、特に学生関連の専門家ですけど、彼
がこう言っているわけです。「Retention は大学全体の問題なんだ」と。「特に教員の問題だ。だ
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けど、残念ながら、そのような見方をしている教員はほとんどいない。」ただ、これは職員も同じ
なんですね。例えば Retention Rate を改善しようというときに、「うちの部署は関係ないよ、
Retention は EM の問題なんじゃないの？Enrollment Management がやるんでしょう？」この
ように考えている職員もいるわけです。
そうなると、大多数が自分は関係ないと思っているので、大学全体で行う改善の実行は難しく
なります。ですから、より最小単位で、みんなが気になるような指標（データ）を大学内で共有
しよう。以上のような理由で、学科間比較を目的とした指標を作ったというわけです。

Office of Institutional Research & Effectiveness

『指標策定までのプロセス』で

BSU指標策定までのプロセス

す。１番目は IR が活躍できると

1. ⼤学データのレビュー

ころです。大学内にあるデータ

•

を可視化して、問題点を探って、

データの視覚化＆学内にある問題点を理解

それを説得力のある情報として

2. ⽂献調査
•

経営陣に見せる。

例：Christensen, C., & Eyring, H. (2011)

同時に文献調査もやりました。

3. 指標の取捨選択
•

BSU が困っている問題は、他所

部分的な変更や修正も

の大学でも困っているんです。

4. 経営陣や学内へのプレゼンを数回⾏い、フィードバックを
参考に最終版を策定
•

みんな同じ問題で何十年も困っ

⼀部の⼈達だけで物事を決めない⽂化

ているわけですから、中には高

Christensen, C., & Eyring, H. (2011). The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education
from the Inside Out (p. 512). San Francisco: Jossey-Bass.

等教育とかの研究者が本を書い
11

てくれるわけですね。
僕たちは、この Christensen

という人が書いた本を使いました。この本には 50 から 60 の指標が紹介されています。その中か
ら、指標を取捨選択して、使えそうなものを BSU に合わせて調整していったわけです。（講演者
注：この本は、茨城大学の嶌田さんが持っているそうです。）
このような作業を経て、指標の候補リストを作りました。その後、経営陣相手にプレンゼンテ
ーションをするわけです。で、経営陣がゴーサインを出したら、学内でもプレゼンテーションを
して、広く意見を募る。そうすると、フィードバックが来るわけですね。その後、持ち帰って修
正して、また経営陣や学内に向けてプレゼンテーションをする。このプロセスを複数回繰り返し
て、現行のバージョンが出来たというような感じです。
文献調査の一番良いところは、妥当性の確認をあまりしなくていいことです。皆さん、論文を
書かれたときに、引用しますよね？その引用って「誰々がこう言っていた」ということで、ある
意味妥当性のチェックをすっ飛ばしているわけですけども、それと似たような感覚です。「何で
これをやっているんだ？」と聞かれたときに、「この本に書いていたよ」と言うと、納得してく
れる場合が多い。そのような理由で、文献調査もやりました。
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『日本への適用可能性』ですが、

⽇本への適⽤可能性

アメリカで使われているような

 ⽇本の⼤学でも「多分」アメリカの⼤学が使っている指標
群の「⼀部」は利⽤可能

指標の全部とは言いませんが、
一部は日本でも使えるのかな、と
いう感じがしています。ただ効

 ただし、取捨選択を正しく⾏うためには、アメリカの⼤学
の仕組みを理解する必要がある。

果的な取捨選択をするためには、
アメリカの大学でどのようなこ

• （筆者の知る限り）⼤学評価コンソーシアムが過去に開催したイベントで
は、アメリカの⼤学のIRオフィスの事例やIRに関する理論等は紹介されてい
るが、基本的な⼤学の仕組み（例えば、学⽣がどのように単位を履修し、
卒業していくか）の説明が⾏われていない気がします。

とが行われているのかを、もう
少し分かっていただいたほうが
いいのかな、ということで、これ
から 10 分程説明をしようと思い
ます。その前に、ここまでで何か
12

質問はありますか？

小野：関西学院大学の小野でございます。スライド９の所で、直接指標と間接指標の話がありま
して、学習成果の検証においてもちろん間接指標より直接指標が良いに決まっていますけ
ども、やっぱり現状ではなかなかできないので。
藤原：そうですね。
小野：学生調査等の間接指標でやるのが米国でも主流なのかと思っていたのですけども、政府な
り州なりが直接指標でやれと言っているということは、米国ではそこに何か展望があるの
でしょうか。学習成果を直接指標によって測るという方向は、中長期的にはいける可能性
があるという認識が共有されているのか。それとも演繹的に、これができなきゃいけない
のだからとにかく取り組めと言われているという状況なのか？
藤原：これは個人的な意見なのですが、アメリカの高等教育自体の信頼が、社会から失われてき
ている、というのがあると思います。つまり、こっち（間接指標）の自己申告というのは、
例えば「学生が学んだ」と言って卒業して、就職したとします。履歴書には「学んだ」と
書いてあるのに、いざ雇ってみたら全然できないじゃないか、という学生が増えてきたの
かなと思うわけです。
そうすると、「（履歴書等の）学生の自己申告だけだと信用出来ない」となってくるわけ
です。つまり、もっと直接的な学習成果の測定が必要、ということですね。
では、ちょっとここ（スライド９ページの後半部分）に触れるんですけど、NSSE とい
うのは学生実態調査なのですが、僕はフロリダ州立大学の IR 人材育成プログラム
（Graduate Certificate）を修了したのですが、それを受けている時（2010 年頃）は、IR
といったら NSSE の分析だろう、というのがあったんです。ですが、2015 年の AIR の年
次大会では、NSSE についての口頭発表は全体の 5％位程度になっているんですね。
つまり、IR 担当者の（NSSE 等への分析に対して）興味が失われてきている。なぜか
というと、これらをやってもアセスメントに使えないんです。やっても、自己評価書を書
いても、「NSSE の結果は良いですね。では、より直接的な証拠を見せて下さい」と、レ
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ビュアー（評価委員）に言われます。ですから、これからは直接指標データの分析に時間
を割いていく必要が出てきているわけです。ただ、理念（直接指標の重要性）は分かるの
ですが、やっぱり難しい。それで、困っているんですね。
浅野

すみません、１点だけ補足させていただきます。つい、先日だったと思いますけども、ア
メリカの CHEA（Council for Higher Education Accreditation）という団体があり、連邦
政府だったり、大統領府だったりから寄せられた要請に対して、その対応を大学に検討す
ることを促しています。先ほど、藤原さんの説明にあったように、NSSE とか CCSSE
で、ある程度、教育の成果に対する根拠は大学からも発してきたわけですけども、やはり
納税者、あるいは社会が納得できるレベルの説明責任が果たせていないということが言わ
れています。したがって、今後は、学生が収める授業料に対して、満足できる成果が得ら
れているかということを重視ることを、国として方針を示しているので、今後、どんどん
その方向にシフトしてくる傾向が見られるのではないかなと思います。

小野：すみません、しかし一方で、ラーニング・アウトカムズといったら、汎用的な能力が組み
込まれていますが、能力を測るってすごく難しいよね？
藤原：はい。
小野：能力の直接評価では CLA とか GRE とかあるけども、そこにどれぐらい客観性があるのか
とか、OECD による AHELO もフィジビリティテストはしましたが結局やめちゃいます
し、直接評価の開発は行き詰まっていると思っていました。アメリカの高等教育はそっち
のほうに向かってやれる、何らか見込み e みたいなものがあって言っているでしょうか。
ないけど、絶対やらなきゃいけないんだということでやっているのか？
藤原：かなり教育省（USDOE）からのプレッシャーが大きいのかなと思います。つまり、自発
的にどっちか（直接指標 vs. 間接指標）選べ、と言われたら、みんなこっち（間接指標の
分析）を選ぶんですよ。こっちのほうが楽ですからね。だけども、それだけだと「満足で
きない」という、多分、納税者からのプレッシャーが大きいのかなと。あとは、学費のこ
ともあると思います。例えば、卒業したときに、1,000 万以上の借金を背負って、あまり
使える能力が育ってなかったなんていうことになると、学生さんも気の毒だし、親御さん
も気の毒だ、というような感じなんじゃないでしょうか。
小湊：こういう文脈では、だからアカウンタビリティの圧力が相当強まって。
藤原：強いですね。
小湊：その背景に、なぜそれが強まるかって、今も言及にあったように、授業料が度々、値上が
りしているわけですよね。それに見合った教育を本当にやっているんですかっていうの
が、パブリックからの要請としてある。そこに大学側は、やっぱり授業料を取っていると
いう責任上、応えなきゃいけない。多分そういう中での議論なんだろうなと、今、そう思
いました。だから、そこは日本と状況が少し違うかもしれません。

栗本：例えば間接的な指標として、先ほどの学生は満足している。ですが、雇用先からは良くな
い場合には、Empolyability とか、他の間接的な指標を立てて、データ化することができ
ると思います。直接指標を補完するような間接指標に対して州や国はどう思っているので
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すか？
藤原：僕、恥ずかしながら不勉強ですいません。仰った、エンプロー何だかというのは何ですか？
小湊：Empolyability。
栗本：雇用可能性です。いわゆる就業率が悪ければ、雇用可能性も当然、低くなります。これを
学生に自己申告させ、かつ就業率も高いようであれば、間接指標であっても左側の直接指
標をカバー（補完）できるのでは？
藤原： 就職率は、直接指標に入るんです。だけども学生の満足度はこちら（間接指標）です。確
か 2013 年の報告書にも書いてあると思いますが、実際、僕たちはこのような Survey をや
りました。大学全体でのラーニング・アウトカムについての達成度を学生に聞いて、同時
にその学生を雇用した企業に、「うちの大学にはこのようなラーニング・アウトカムがあ
ります。おたくはうちの学生を数人雇っていますが、実際どうでしょうか？」と聞きまし
た。そうやって比較すると、学生が（自己）評価しているほど、企業は評価していない。
このようなことが、分かっています。

岡嶋：１点だけ質問させてください。ちょうど今投影しているスライドの説明で、自己申告等の
間接指標というものがもう受け入れられなくなっているというようにおっしゃっていまし
たが、具体的にはいつ頃からそのような形になってきたのでしょうか？
藤原：僕の知る限り、2010 年の BSU の認証評価は、こっちの間接指標を基に組み上げたもので
した。そして、はっきりと「出来ていない」と言われたので、少なくとも５年以上前から
は、このような流れになってきているのかなと思います。
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２．米国の大学に関する基礎知識

Office of Institutional Research & Effectiveness

『米国の大学に関する基礎知

セメスター制と単位

識』ということで、皆さんも既に

 セメスター制（1学期＝14〜16週間）

ご存じかもしれませんが、ちょ
っと我慢して聞いてください。

• Fall Semester：8⽉下旬〜12⽉上旬
• Spring Semester：1⽉上旬〜5⽉上旬

アメリカの大学は基本的に２学

• Summer Session (optional)

期制です。秋から始まるんです

 セメスター制（15週間）における１単位

ね。で、秋学期、春学期、そし

• 学⽣の学習時間（１週間あたり）

て夏はオプションです。取って

−

約1時間（50分）の講義＋最低限120分の課外学習

も取らなくてもいい。大抵の学

−

例えば、学⽣が15単位（4〜5科⽬）履修している場合、週に約15時間
の講義に加えて、最低限30時間分の課題が与えられる。

科で、夏学期は取らなくても卒

• ⼤学卒業に必要な単位＝120〜140単位
−

業できるようなプログラムを組

4年で卒業するためには、1年間に約30単位（1学期辺り約15単位）の単
位取得が必要 → （FYEの計算式に使⽤, 次のページへ）

んでいます。
14

セメスター制における１単位、
これは連邦政府の定義です。１

単位は、50 分の講義と、最低限 120 分の課外学習（宿題）から構成されます。なんで「最低限」
かというと、新入生でもこれだけやらなきゃいけない。つまり 15 単位取ると、週に 45 時間、最
低でも勉強しなければいけないということになっているんです。これが上級生向けのコースにな
ると、シラバスにはっきりと、１単位につき、４時間か５時間の課題を出す、という教員もいま
す。ですから、アメリカの大学生は勉強しなければいけない、ということになっているわけです
ね。
卒業に必要な単位は、ほとんどの学科で 120 単位です。10 年以上前は 128 単位だったのです
が、これも授業料が高騰している関係だと思いますが、連邦政府や州政府から 128 だと多すぎる、
何とか 120 まで減らしなさいということで、今は 120 単位です。４年で卒業するためには、120
単位の場合は年間 30 単位、つまり１学期に 15 単位ずつ取っていかないと卒業できない。この 30
という数字は、次の FYE と呼ばれる計算式で使うので、頭の片隅に置いといてください。
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アメリカの大学には入学定員

⼊学定員、学⽣の種類、FYE

というのはありません。ですか

 ⼊学定員は無い

ら、定員充足率なんていう言葉も
ないわけですね。連邦政府や州

 Full-Time Student（フルタイム学⽣）

政府に、定員を増やすことに関

• 連邦政府の基準：その学期に12単位以上履修登録した学⽣
−

して許可を求める必要もない。

注意：12単位ずつ履修していくと、夏学期を取らない限り卒業
には4年以上必要となる。

あくまでも大学の判断です。物

 Part-Time Student（パートタイム学⽣）

理的上限が許す限り、学生を受

• フルタイム学⽣ではない学⽣

け入れることができます。

 Full-Year Equivalent（FYE, フルタイム換算学⽣数）
⼤学の総売上単位数

FYE ＝

学生の種類としては、フルタ
イム学生とパートタイム学生と

（⼤学院の場合、分⺟は20）

30

いうのがありますが、これは連邦
15

政府の基準です。その学期に 12
単位以上履修登録している学生

を、フルタイム学生といいます。ここで面白いのは、12 単位ずつ取っていくと、４年で絶対卒
業できません。年間で 24 単位、４年で 96 単位なので。つまり、連邦政府自体も、学生が４年で
卒業することをさほど期待していないのかなと、これをまとめていて思いました。パートタイム
学生は、フルタイムではない学生のことですね。
ここでフルタイム換算学生数（FYE)という言葉が出てくるんですが、ここでは計算式だけです。
これは大学の総売上単位数、つまり学生個人個人が何単位履修登録したのかというのを、全学生
分で計算するわけです。その合計を 30 で割った数字を、フルタイム換算学生数と呼びます。こ
れは後で詳しく説明します。
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先学期（2015 年の春学期）に、

BSU Spring 2015 UG Enrollment by Credit Hour
Part-Time Students (31%)

700

このグラフは、BSU の学生が
何単位履修登録したのかを示し

Full-Time Students (69%)

ています。大体１クラスは３単位
600

で構成されています。ですから赤
Headcount

500

の数を数えれば、学生が何クラ

400

ス履修登録したのかというのが

300

分かります。これを連邦政府の

200

基準に従って、フルタイムとパ

100

ートタイムに分けると、BSU で
は 70 パーセントぐらいのフルタ
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さっき小湊さんが指摘された

Office of Institutional Research & Effectiveness

学⽣数と授業料収⼊

授業料の話ですが、日本の大学は、

 授業料は履修単位数により決定

学生数が分かれば、授業料収入
は簡単に計算できると思います。

• 学⽣数からは授業料収⼊が不明
• 学⽣数からは⼤学の本当の規模が不明

FYEを使う理由

アメリカの場合は、授業料は履
修単位数で決まります。ですか

例：学⽣数が同じでもFYEが異なる場合
⼤学名
学⽣数
総売上単位数

ら、学生一人一人を見ていかなけ

FYE

A⼤学

5,000

40,000

1,333

B⼤学

5,000

54,000

1,800

ればなりません。学生数からは、
授業料収入が分からない。さらに、
学生数だけを見ても、その学校
の本来の規模というのも分から

経営陣は学⽣数よりもFYEを重要視

ないんです。例を挙げれば、１
17

単位しか取っていない学生が
1,000 人いたって、さほど大した

ことはないですよね。（得られる授業料収入は）フルタイムの学生 70 人位と同じです。ですから
FYE みたいな換算学生数を使って、大学の規模を見るわけです。
ここで例を用意しましたが、同じ学生数だったとします。このＢ大学というのは、大体 BSU と
同じくらいという想定をしました。フルタイムが７割くらいです。Ａ大学はフルタイムとパート
タイムが半々ぐらいかなということで、ちょっと乱暴に計算しました。この FYE を見てもらえ
れば分かるのですが、「学生数は同じ」と社会に公表していても、FYE ベースだと大きな差が出
てくるんです。
経営陣の中には、学生数ではなく FYE だけを要求する人もいます。なぜなら、学生数が 100
人増えても、パートタイム学生ばかり増えていると、大学的には大した収入増にならないからで
す。ですから、FYE を重視するわけですね。

Office of Institutional Research & Effectiveness

『卒業要件』は、アメリカも日

卒業要件（BSU 120単位プログラム）

本と同じでしょうか？一般教養

 ⼀般教養課程（42単位）

と専攻課程があります。その取得
単位数の合計が 120 を超えてい
ればいいのですが、もし超えて

 専攻課程（⼤体35〜80単位）

いないときは、選択科目で何か

• ⼤学を卒業するためには専攻（Major）が必要

取っていただいて、合計で 120

• ⼀部の学科を除き、専攻は⾃由に選択かつ変更も容易

単位以上取れば卒業という形に

• 複数専攻も可能

なります。
卒業するためには、120 単位

 選択科⽬

だけ取っていても駄目です。何ら

• （⼀般教養＋専攻＋選択 ）≥ 120となるように履修

かの専攻を終えなければいけな
18
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ここ（オレンジで囲まれている所）が日本とアメリカの大きな違いなのかな、と思います。つ
まり、一部の学科を除いて、専攻は学生の自由です。書類１枚で、例えば「今日から僕は数学を
やりたい」と言えば、その日からその学生は数学の専攻なんです。そして翌日に、「やっぱり数
学じゃない、英語をやろう」と思ったら、「数学やめます」という書類を書いて、「英語をやり
ます」という書類を出すと、その日から英語の専攻になる。
つまり、学部学科の壁を、学生が簡単に越えてくるんです。ですから、日本の大学のように、
学部単位で学生を管理するなんていうことは、アメリカではできない。そういう意味で、IR み
たいな組織が、アメリカでは必要になるのかなと思います。
複数専攻も可能です。さきほどの例だと「やっぱり数学と英語を両方やろうかな」となれば、
そのように書類を提出すれば、その日から「数学科の学生であると同時に英語科の学生」になり
ます。このようなややこしいことが、アメリカでは普通に行われています。実際に、NTC では８
つを同時専攻している学生もいました。

Office of Institutional Research & Effectiveness

BSU Accounting Program（BS, 71単位）

ここで見せたいのは、アメリ
カの学科プログラムは、専攻学
科「のみ」が提供する科目だけで

ACCT 1101 Principles of Accounting I (3)

BUAD 2231 Business Statistics I (3)

ACCT 1102 Principles of Accounting II (3)

BUAD 2280 Computer Business Applications (3)

ACCT 3110 Accounting Systems (3)

BUAD 3321 Business Law I (3)

学生がその専攻を終えることは
できない、ということです。ほと

ACCT 3201 Intermediate Accounting I (3)

BUAD 3322 Business Law II (3)

ACCT 3202 Intermediate Accounting II (3)

BUAD 3351 Management (3)

ACCT 3300 Government Accounting (3)

BUAD 3361 Marketing (3)

ACCT 3301 Cost Accounting I (3)

BUAD 3771 Financial Management (3)

ACCT 3302 Cost Accounting II (3)

BUAD 4559 Strategic Management (3)

ACCT 3404 Income Taxes I (3)

ECON 2000 Markets and Resource Allocation (3)

んどの場合、複数の学科の協力

ACCT 4110 Advanced Accounting (3)

ECON 2100 Macroeconomics and the Business Cycle (3)

ACCT 4210 Auditing I (3)

MATH xxxx (4)

ACCT 4600 Senior Seminar: Accounting (1)

ACCT xxxx or BUAD xxxx (3)

の下に専攻課程が構成されるわ
けです。この例（Accounting）
の場合は、４つの学科（色の種類
を見て下さい）が Accounting の
卒業要件に関わってきます。

学科コード：ACCT (Accounting); BUAD (Business Administration); ECON (Economics); MATH (Mathematics)

4つの学科が卒業要件に関わっている。
19
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この『Who Gets Credit?』とい

Office of Institutional Research & Effectiveness

Who Gets Credit?

うのは、『誰の功績？』という意
味です。一般教養から併せて、学

 学⽣が卒業するためには、複数の学科が提供する科⽬を組み合わせ
て、卒業要件を満たす必要がある。

生が「ある学科」から卒業するた

 例：新⼊⽣がAccountingを専攻すると宣⾔して、以下のクラスを⼊学
学期に履修登録した。
科⽬学科

科⽬名

めには、複数の他学科の協力が
必要になります。ここでちょっ

単位数

と例を出します。学生が BSU に

ENGL 1151

Composition

3

BIOL 1110

Human Biology

4

ECON 2000

Markets and Resource Allocation

3

入学し、会計学を専攻する、と書

MATH 1170

College Algebra

4

類を提出しました。そして、以下
の科目を履修登録したとします。

 専攻学科の⾔い分 vs. 科⽬担当学科の⾔い分

この学生は 14 単位取っている

• ⼀部の学科を除き、専攻は⾃由に選択かつ変更も容易
• 複数専攻も可能

ので、１単位の授業料を３万円

（参照：スライド18ページ）

位と考えて、この学生から得る
ことができる授業料収入は約 42
万円。そうすると、会計学科はこう言うかもしれません。「うちの学科があるから、この学生は
BSU に入学した。だから、この学生からの授業料収入（42 万円）は、うちの学科の功績なんだ。」
ですが、この科目、例えば『ENGL（英語学科）』はこう言うわけです。「本当にその学生は会計
学科から卒業するの？卒業するまでは分からないでしょ？」
結局、学生が「授業料を支払った」ということを、どこの学科の功績にするのか、という問題
です。日本だったら、入学試験があって、学生が特定の学科に入学するので、その学科が功績を
主張しても文句は言われないと思いますが、アメリカの場合は専攻学科の選択は自由かつ複数専
攻も可能です。話し合いの結果、「やっぱり学生が卒業しない限り、その学科の功績とはならな
いよね」という感じで、BSU や NTC では話がまとまりました。
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Who Gets Credit? (contd.)
 専攻学科の功績
1.

学⽣がその専攻で卒業

2.

専攻に関連した分野で就職

さらに、ここも日本と違うと思
いますが、就職率に関してです。

Program Indicatorsの⼀部

アメリカでは、専攻に関連した分
野で就職して、初めて功績と認
められます。つまり、この場合は
会計学科ですから、会計士もし
くは会計の知識が必要な職種に

 科⽬担当学科の功績
1.

学⽣がその学科が提供する科⽬を履修（単位の売上）

就職して欲しい。そのために、州

2.

単位の取得

は税金を投入するわけですね。

−

学科毎のGPAや単位取得率は、学科間⽐較の指標には向いてい
ない。（relative measurements）

会計学と全く関係の無い職種に
ついた学生に関して、それが会計
学科の功績かというと、州から
21

見れば州民の税金を有効に使っ
ているとはいえない。ですから、

あくまでも卒業学科に関連した分野での就職を功績としています。これを Related employment
25
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といいます。
「科目担当学科の功績」ですが、これは学生がその学科が提供する科目を履修した。つまり、
その学科が単位を実際に売り上げたということですね。そして、単位の取得も功績に入ります。
次から説明する BSU の指標『Program Indicators』では、上の三つ（オレンジで囲まれている
所）が使われています。単位取得率や GPA は、学科間比較の指標としては不向きですので、除い
ています。

３．BSU Program Indicators
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BSU Program Indicators

ここからは、BSU の指標につ
いて説明をします。基本的に
BSU の指標というのは、この１

指標

指標の説明

1. FTE-FYE

フルタイム換算で教員⼀⼈あたりのフルタイム換算学⽣数

2. Cost

MnSCU内での（同じような）学科間におけるコスト⽐較

3. Size

専攻課程（upper division）における⼀科⽬あたりの学⽣数

８番の Cost Recovery というのは、

4. Degrees Awarded

専攻学科からの卒業⽣数

5. Placement

卒業学科に関連した分野での就職 or 進学状況

まだ試行段階です。これは後で

6. Graduation Rate

卒業率（Juniorを対象）

7. Review Status

プログラムレビュー or アセスメント状況

8. Cost Recovery

学科を維持するためのコストと学科授業料収⼊の⽐較（試⾏段階）

番から７番で構成されています。

説明します。

FTE = Full-Time Equivalent（後で説明します。）
FYE = Full-Year Equivalent

23
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学科間⽐較のための指標

この指標群を、今回は二つに
分けました。一つは学科単独で
は改善が難しいと思われる指標

学科単独では改善が難しい指標群
指標

指標の説明

3. Size

専⾨課程（upper division）における⼀科⽬あたりの学⽣数

4. Degrees Awarded

専攻学科からの卒業⽣数

5. Placement

卒業学科に関連した分野での就職 or 進学状況

6. Graduation Rate

卒業率（Juniorを対象）

です。まずは、専門課程における
学生数（Size）、クラスサイズと
呼ばれる指標です。あとは、卒業
生の数（Degrees Awarded）。こ

学科の努⼒が⽐較的報われやすい指標群
指標

指標の説明

1. FTE-FYE

フルタイム換算で教員⼀⼈あたりのフルタイム換算学⽣数

2. Cost

MnSCU内での（同じような）学科間におけるコスト⽐較

学科の功績です。他には、関連し

8. Cost Recovery

学科を維持するためのコストと学科授業料収⼊の⽐較（試⾏段階）

7. Review Status

プログラムレビュー or アセスメント状況

た分野の就職率（Placement）と

れはさっき説明しましたよね、

卒業率（Graduation Rate）など

コスト関連指標：1, 2, 8
アセスメント関連指標：7

があります。
24

これらは、言い方は悪いので
すが、学生次第という要素があ

る指標です。社会的な要因にも影響を受ける可能性もあります。例えば、リーマンショックみた
26
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いなことが起きると、どんなに大学が良い教育をしても、学生は就職することが難しくなります。
ですから、「学科単独では改善が難しい」というグループに分類しました。
今日説明するのは、二つ目のテーブルのほうです。１番、２番、８番、これをコスト関連指標
として今回定義して、残りの Review Status をアセスメント関連指標とします。これらを、一つ
ずつ説明していこうかなと思います。
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まず『FTE-FYE』からスター

コスト関連指標：(1) FTE-FYE

トしますけど、このスライドは

1. Faculty Workload

本当に計算式だけなので、ちょ
っと分かりにくいのですが、次

• （⼀般的に）⼤学教員が年間に教えなければならない単位数＝24

2. Faculty FTE (Faculty Full-Time Equivalent, フルタイム換算教員数)

のスライドで例を出して説明す

• Faculty FTE Needed =（学科が提供した単位数の合計）／ 24

るので、我慢して聞いてくださ

3. Student FYE (Student Full-Year Equivalent, フルタイム換算学⽣数)

い。アメリカの大学では、教員が
年間で教えなければならない単

• Student FYE =（学科の総売上単位数）／ 30

4. FTE-FYE（フルタイム換算で教員⼀⼈あたりのフルタイム換算学⽣数）

位数が決まっています。教育系
大学の場合は、ほとんどの場合 24

• FTE-FYE = (Student FYE) ／ (Faculty FTE Needed)

単位。科目数だと、大体６から
８です。これは、「教えなければ
25

ならない」と契約で決まっている
んです。

Faculty FTE、これをこのように計算します。学科が提供した単位数の合計を、契約単位数
（24）で割る。つまりフルタイム換算で、教員が何人いるのか、というのを見るわけですね。こ
の FYE というのは、さっき説明しました。前回は「大学全体」という意味で FYE を説明したの
ですが、今回は、
「学科」の総売上単位数を 30 で割ります。「FTE-FYE」は上の二つ（赤で囲ん
だ所）、この割り算で求めることができます。

27
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架空の学科で例を説明します

FTE-FYE：計算例

が、年間で「EG」という学科が

計算例（架空の学科）

７科目提供しました。提供単位

科⽬名

単位数

受講学⽣数

単位売上数

EG 1000

3

20

60

EG 1111

4

20

80

EG 2000

4

30

120

EG 2222

5

20

100

EG 3000

4

20

80

EG 4000

4

5

20

数の合計は 28 です。そうすると、
「Faculty FTE Needed」は、28
を 24 で割った数字で 1.17。この
数字は、この学科を維持するため
に、フルタイムの教員が１人と

EG 4500

4

5

20

合計

28

120

480

もう少し必要になる、ということ

単位売上数＝単位数×受講学⽣数

1. Faculty FTE Needed = 28/24 = 1.17

を意味します。このような場合は、

2. Student FYE = 480/30 = 16

非常勤の教員に教えてもらうか

3. FTE-FYE = 16/1.17 = 13.71

この数字の持つ意味は？

他学科からのヘルプで賄うのが
26

一般的です。
一方、「Student FYE」は、

単位売上数の合計を 30 で割るので、16。その結果、「FTE-FYE」は 13.71 になるのですが、「計
算してこのような数字が出た」これだけでは意味がありません。IR としては、この数字に意味を
持たせる必要がありました。
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授業料収⼊ vs. FTE-FYE
• BSUの年間予算：6,000万⽶ドル位
• 州からの補助⾦：2,000万⽶ドル位
• 必要な授業料収⼊：4,000万⽶ドル

を大学の運営費と比べることに
し ま し た 。 BSU の 年 間 予 算 は

⼤学の運営費と必要な授業料収⼊を
⽐較した結果、BSUにおける損益分岐
点はFTE-FYE = 20前後。

6,000 万ドル位ですから、今のレ
ートだと約 72 億。BSU と NTC

Tuition Revenue vs. FTE-FYE
$50,000,000

の二つの運営予算を合わせても、

⽬標：FTE-FYE ≥ 21

$45,000,000

90 億位の小さな大学です。BSU

$40,000,000
$35,000,000

単独で見ると、州からの補助金

Scoring System

$30,000,000

僕たちは、この「FTE-FYE」

$25,000,000

FTE-FYEの値

ポイント

$20,000,000

21以上

10

$15,000,000

17-21

5

$10,000,000

17未満

0

が３分の１なので、実際に必要
な授業料収入は、大体 4,000 万ド
ルということになります。

$5,000,000
$0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

FTE-FYE が分かると、授業料

Tuition Revenue = $260×30×250×(FTE-FYEの値)
27

収入の予測値をグラフ化するこ
とができます。赤線の部分が

4,000 万ドルの所、ここが授業料収入として必要なわけです。つまり、グラフから Break-even
Point（損益分岐点）が分かるわけですね。FTE-FYE が 20 を超えると、必要な授業料収入を稼
ぎ出している。このように、数値に意味を持たせました。これを使って全ての学科に、毎年レポ
ートを作るから、FTE-FYE が 21 以上になるように頑張ってくださいね、と経営陣が言っている
わけです。
BSU では、FTE-FYE の数値を基にスコアを付けています。21 以上は 10 点、17 から 21 が５
点、17 未満は０点です。これは IR が決めたわけではなくて、経営陣から「よりはっきりとコン
28
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トラストができるから、これを使いなさい」と、指示を受けました。この 17 未満（緑の棒）の所
は、必要な授業料収入から２割少ない、ということを意味しています。さすがに２割も足りない
と、大学経営上、非常に厳しいので、ポイントが貰えない（０点）というわけですね。
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次は『コスト』です。これは

コスト関連指標：(2) Cost

MnSCU 内での「同じような」学

 MnSCU内での「同じような」学科間における「学科を維持
するために必要なコスト」⽐較

科間における、学科を維持する

 何故、他⼤学との⽐較が必要なのか？

のようなことが必要かというと、

ためのコスト比較です。何でこ

• 必要経費は学科毎に異なる。（例：化学科 vs. 英⽂学科）

学科によってコストが掛かると

• 他⼤学の「同じような」学科の特定にはCIPを使う。

ころというのは、どうしてもあ

 CIP (Classification of Instructional Programs)

るんです。この例だと、化学科

• National Center for Education Statistics (NCES) によって開発された、
教育プログラムの分類法
• US Newsなどのアンケート調査には学科名ではなく、上記のCIPコー
ドを⽤いて回答

と英文科ですが、化学は試薬や実
験器具が必要なので、どうして
もお金が掛かってしまいます。
一方、英文学科は、紙と鉛筆と

28

コンピューターがあれば学科運
営ができるんじゃないか、と思う

くらい費用が掛からない。それを基にコストを計算して、英文学科が「うちは Cost-Effective だ
けど、化学はけしからん」という議論にはならないわけですね。だから、化学だったら、BSU の
化学科と他の MnSCU に属している 30 の大学、短期大学の化学科で、どれだけコストを使って
いるのかを直接比較しよう、という観点で、この「コスト」も指標群に入れています。
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CIPの例
 Accountingに対応するCIP Code = 52.0301
 MnSCU内の⼤学・短⼤にある上記CIPを持つプログラム名
• Accounting

• Healthcare Accounting

• Accounting Tax Preparer

• Small Business Accounting

• Accountant

• Taxation

• Bookkeeper

• General Accounting

CIPを⽤いることによって、学科名にとらわれずに「同じ
ような」学科の特定が可能となる。

29
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一方、『Cost Recovery』とい

コスト関連指標：(8) Cost Recovery

う指標もあります。「2. コスト」

 「学科を維持するためのコスト」と学科授業料収⼊の⽐較

と似ていますが、学科を維持す
るためのコストと学科授業料収

1. Adjusted Cost: 学科教員の給与の合計×1.5
2. Course Revenue: 学科が得た授業料収⼊

入を比較しています。これはま

3. Recovery Ratio = (Course Revenue)／(Adjusted Cost)

だ試行段階です。何でこのよう
な指標が必要かというと、こうい

Recovery Ratio > 1

その学科はお⾦を稼いでいる

Recovery Ratio < 1

その学科はお⾦を稼いでいない

うことがありました。
例えば化学科が赤字だったと
します。そして、MnSCU の他の

⽬標：Recovery Ratio > 1

化学科も全部赤字だった場合、
「赤字なんだけど、他よりまだ
30

ましな赤字だからいいだろう」と
いう、訳の分からない議論になっ

て、指標の数値を基にしたスコアも高ポイントになり、BSU 内での（学科の）ランクが変わる、
という状況が起きました。黒字なのに赤字の学科よりも「2. コスト」のスコアが低くなるケース
があったわけですね。BSU の目的は「赤字の学科に黒字化して欲しい」ということなので、
MnSCU 内のコスト比較だけだと不十分だということが分かった。ですから、どうしても大学内
「でも」コストを比較する必要があった、ということです。
計算式自体はすごく簡単です。計算するのは二つだけ。一つはその学科に属している教員の給
料の総額を計算します。僕たちアメリカの IR は、大学にあるほとんど全てのデータにアクセス
できます。その教員がどの大学を出たのか、幾ら給料をもらっているのか、などのデータも入手
できる。学生の親の年収だって、知ろうと思えば、１秒、２秒で分かります。
一方、学科が得た授業料収入ですが、これはさっきの FYE と同じです。学科の FYE が分かる
ので、１単位当たりの授業料が分かれば計算できます。これを割り算するわけですね。
学科を維持するためのコストですが、ここの「1.5」というところで、僕たちは今、迷っていま
す。教員の給料の合計に「1.5」を掛けたくらいが「大体」学科を維持するためのコストだろう、
という感じで議論を進めていますが、全ての学科を納得させるのは難しい。ただ、「1.5」が一番
怒られないで済むのかな、みたいな科学的じゃない理由で、「1.5」を使って計算をしています。
Recovery Ratio は、１を超えれば、その学科がお金を稼いでいる、ということになります。１
を下回ればお金を稼いでいない、つまり赤字だということです。１を超えるのが目標、というこ
とですね。
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コスト関連指標の狙い
FTE-FYE ＝

Student FYE
Faculty FTE Needed

コスト関連指標は３つありまし
問：ほとんどの学科が⾮常勤教員を
雇っている。学科の常勤教員だけで、
科⽬提供はできないのか？

Faculty
FTE ＝
Needed

学科提供総単位数を減らす

あっています。これは僕個人の意
ありませんが、仮に「FTE-FYE

FTE-FYE値の改善 = カリキュラムの
⾒直し
• 必修科⽬と選択科⽬のバランス
• 選択科⽬の⾒直しなど

を改善したい」と考えます。これ
は割り算です。分数なので、この

学科提供総単位数
24

たけど、これらは相互に関連し
見で、大学を代表したものでは

FTE-FYE値を改善したい
1) 分⼦を増やす（学⽣次第）
2) 分⺟を減らす（学科次第）

『コスト関連指標の狙い』です。

数値を大きくしたいと思ったら、

常勤教員だけで学科運営できれば、
学科維持コストが減る。

単純に考えて方法は２通りある。
一つは分子を増やす。でもこれ

他のコスト関連指標も改善へ

【注】本発表の内容は個⼈の意⾒であり、組織を代表したものではありません。

は学生次第です。学生が来るか
31

どうかは分かりません。もう一
つは分母を減らす。これは学科

次第ですね。これを、これから詳しく説明します。
Faculty FTE Needed の計算式は前のスライドで説明していますが、学科の提供総単位数を 24
で割った数字です。この 24 というのは、教員の契約単位数なので、いじることはできません。
だから、これ（FTE-FYE）を改善したいと思ったら「学科提供総単位数を減らせばいい」このよ
うにロジック的には持っていくことができます。
教員採用計画は、正規の教員だけで学科を運営できるように計画が組まれているのが普通です。
ですが、それから 10 年、20 年経つと、全ての学科で非常勤教員が必要となっている。これは「ど
こに問題があるのか？」というようなことを、僕たちは考えました。
実は、FTE-FYE 値の改善というのは、「カリキュラムを見直してくれませんか？」という提
案なんですね。これは次のスライドで詳しく例を挙げて説明しますが、仮に常勤教員だけで学科
運営することができれば、当然、学科維持コストは減るわけです。非常勤教員を雇う必要がない
ので。そうすると、他の、例えば MnSCU の似たような学科と比較しているコストや学科を維持
するためのコストというのも、非常勤教員の方を雇うコストが無くなるので、コスト関連の指標
は全て改善されていく。そのようなことを IR で考えて、コスト関連指標群を設定したわけです。
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コスト関連指標の狙い（contd.）
単位数

受講学⽣
数

売上単位
数

EG 1000

3

20

60

EG 1111

4

20

80

EG 2000

4

30

EG 2222

5

EG 3000

4

EG 4000
EG 4500
合計

科⽬名

します。これはさっきのスライ

単位数

受講学⽣
数

売上単位
数

EG 1000

3

20

60

EG 1111

4

20

80

120

EG 2000

4

30

120

20

100

EG 2222

5

20

100

20

80

EG 3000

4

20

80

4

5

20

EG 4250

4

10

40

4

5

20

合計

24

120

480

28

120

480

科⽬名

それでは、この例を使って説明
ドで使った例と同じなので、
FTE-FYE は 13.7 です。詳しい
計算式はスライドの 26 ページを
見てください。ここで、
「EG4000」というクラスに注目
したいのですが、この４単位の
クラスを、プロフェッサー（教授）

FTE-FYE = 13.7
（参照：スライド26ページ）

FTE-FYE = 16.0

ランクの教員が教えた場合、ど
うなるかというと、BSU の場合、
教授ランクで平均年収が 1,000

【注】本発表の内容は個⼈の意⾒であり、組織を代表したものではありません。
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万円ぐらいなので、このクラス
を教えるために、給料「だけで」

170 万円位のコストが掛かるわけです。
一方、このクラスを５人しか受講しませんでした。170 万円のコストを掛けて、このクラスか
ら得られる授業料収入は 60 万ですね。つまり、この教員がこのクラスを教えると、約 100 万円
の赤字が出るわけです。仮に「EG4000」と「EG4500」の２クラスを同じ教授が教えたら、赤字
は倍になりますよね、200 万です。このような背景があったわけです。
もし、それら二つのクラスのエッセンス部分を抽出して、新しいクラス（EG4250）を作った
とします。そして、そのクラスを 10 人の学生が履修したとすると、FTE-FYE は簡単に 16 まで
上がります。このようなことを、学科や教員に説明するわけです。
『アセスメント関連指標』につ

Office of Institutional Research & Effectiveness

アセスメント関連指標：(7) Review Status

いてです。実は、ここが一番改善
が見られた所でした。理由は主に

 各学科のプログラムレビュー or アセスメント状況に応じて、ポイント
を加算（10点満点）

三つありました。今回は、サマリ

 主な改善が⾒られたのは、ここのセクション

ー

 理由

Program

Indicator

Summary）を見せることができ

1. Program Indicator Summaryを学内で共有
−

（

なくて申し訳ないのですが、七

経営陣は否定をするが、どう⾒ても学科のランク付け

つの指標を学科ごとにまとめて、

2. コンサルテーションの結果
Review Statusの所が簡単にポイントを稼ぎやすい

学内に公表しました。これは経

3. カリキュラムの変更をするには、経営陣の認可が必要

営陣からの指示です。さらに、指

−

−

認可の条件にアセスメントの項⽬

標群の合計の点数でソートをし
ました。つまりランク付けみたい

【注】本発表の内容は個⼈の意⾒であり、組織を代表したものではありません。
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な形で公表したんですね。
経営陣は否定していますが、

どう考えても学科の通信簿にしか見えない。そうすると、「何かしなければいけない」というこ
とで、幾つかの学科では「どうすればいいの？」と僕たちに聞きに来るわけです。そのときに、
32
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「七つの指標のうち六つは、すぐに改善するのは難しい。だけどアセスメントは、やればやるだ
け点数もらえるよ」とアドバイスをするわけですね。政策誘導みたいなことをやったわけです。
「アセスメントをやれば、点数が絶対にもらえる。だったら、やらなきゃ損なんじゃないの？」
これが効いたのかどうかは分かりませんが、BSU のほとんどの学科でアセスメントをやり始めた
わけです。
一方違う学科では、さっき説明した「カリキュラムを変更すると、コスト関連指標が改善でき
る」というアドバイスに対して、実際に行動を起こす所も出てくるわけです。ただ、そのために
は経営陣が設定した「カリキュラム変更申請には、Review Status の点数が６点以上が必要」と
いう条件を満たさないといけません。否が応でもアセスメントをやらないといけない、という状
況を作っていったわけです。
これが「Review Status（アセ

Office of Institutional Research & Effectiveness

Review Status Scores: FY2012 vs. FY2014
Program
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27

FY2012
10
10
7
2
1
10
6
10
1
2
0
2
6
4
4
6
2
4
6
8
10
7
0
10
10
8
10

FY2014
10
10
10
10
10
10
8
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

スメント関連指標）」の実際の結
果です。BSU では、2012 年度か

• 全ての学科で、Program Reviewに関
して改善が⾒られた。

らこの指標プロジェクトをスタ

• HLCからもBSUのアセスメント活動に
関して評価（2015年6⽉）された。

ートしました。現時点での最新
のデータが 2014 年度で、2015 年
度（2014 年７月から 2015 年６月

アセスメントの⽂化が根付きつつある。
（指標を策定した効果？）

まで）のデータは、今年の 10 月
に計算する予定になっています。
白の学科は、最初からアセスメン
トができていた学科です。オレ
ンジが 2012 年度から大幅に改善
34

した学科で、例えば、B11 を見て
ください。2012 年度の点数は０

点でした。このような学科が IR に相談に来るわけです。そこで、僕たちは「アセスメントをやり
ましょう。協力しますよ」とアドバイスをする。結果、このように、ほとんどの学科のアセスメ
ントの点数が、2014 年度のデータだと満点になったわけです。
僕たちは、このようなエビデンスを基に、アセスメントの文化が BSU に根付きつつある、と思
っています。IR としては、この実現に協力できたのかな、と考えていますが、この指標プロジェ
クトの強力なリーダーが他大学の筆頭副学長（provost）として栄転されました。ですから、この
プロジェクトやアセスメントが、これからどうなるかというのは正直わかりません。もしかする
と、次にみなさんの前でお話させてもらう時には、逆のことを話す可能性だってあるわけです。
アセスメントに関しては、IR も頑張りましたが、それ以上に強力なリーダーシップを持ったそ
の人の功績、というのが非常に大きいのかなと思います。
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４．まとめ
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まとめ

標プロジェクトを通して学んだ
こと、あとは、指標を作る時に IR

 指標の策定と有効活⽤に⼤切なこと＆IRに求められる能⼒

として必要な能力は何なのかな

1. 学内にある問題点を理解していますか？
−

Terenzini‘s Issues & Contextual Intelligence

−

＊解釈

『まとめ』です。これは僕が指

と考えたことです。一つは、学内
にある問題点を理解する、という
ことです。これは最初のほうでも

2. それら問題点をデータとして⽰す（可視化）ことができますか？
−

Terenzini‘s Technical/Analytical Intelligence

言いましたけど、指標は大学の

−

＊データの所在把握と⼊⼿、⽂章とりまとめ、数量データ解析

ことを知らなくても作れます。

3. 策定した指標を分かりやすく説明し、必要であればコンサルテー
ション等を⾏えますか？

適当にデータベースからデータ

−

を取り出して、グラフを描いて、

＊活⽤⽀援（レポーティング）

こんなものだろう、とやることだ

＊詳しくは、⼤学評価コンソーシアム 評価・IR担当者に必要な知識・スキルのルーブリックを参照して下さい。

35

ってできるんです。だけども「大
学として何が必要なのか」が分か

っていないと、本当の意味で使える（ストーリー性のある）指標を作ることはできないと思いま
す。
これは、午後の全体会で佐藤さんが説明してくれますが、Terenzini の『Issues & Contextual
Intelligence』というのに関わってくるのかなと思います。詳しいところは、佐藤さんが説明して
下さるので、僕は触れません。一方、大学評価コンソ-シアムも、「評価・IR 担当者に必要な知
識、スキルのルーブリック」というのを最近作りました。これは僕の私見ですが、そのルーブリ
ックだと、「解釈」というところに近い能力なのかなと思います。
IR として学内にある問題点は理解しました。だけど、問題点を説得力のあるデータとして周り
に見せることができなければ、大学は動いてくれません。「まずい」と言っているだけじゃ駄目
なんですね。何がまずいのか、何をしなければいけないのか、というのをデータで見せる。これ
が IR の仕事なのかなと思っています。これが、Terenzini で言えば、最初の『Intelligence』にあ
たるのかなと。これも、午後に佐藤さんが説明してくれると思います。
３番目ですが、自分たちが作った指標なので、何か聞かれたときに効果的なコンサルテーショ
ンもしてあげなければいけません。例えば、指標の改善方法について聞かれた時に、
「知らないよ」
なんて言うのは良くないです。「このようにしてみたら？」という提案なども、できた方が良い
のかなと思います。これは、ルーブリックで言えば「活用支援」でしょうか。
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Thank you!

最後です。これは、小湊さんが
「大学のグローバル化のための
取組と指標に関する勉強会」で仰

「（前略）実際にアメリカの⼤学って本当こういうのやるんですよ。で、
ばかじゃないのと思うような指標も平気で⽴てて、あとは向こうはもう経
験で全て判断していく。うまくいけばそれはいいことだし、全然関係な
かったらさっさとやめればいい。そういうトライアンドエラーの⽂化がア
メリカの⼤学にはあるので、あれだけいろいろな多様な考え⽅と指標が出
てくるんだろうなと思う（後略）」

ったことです。結局、僕たちは、
『トライアンドエラー』なんです
ね。今回説明した指標も、１回

⼤学評価コンソーシアム「⼤学のグローバル化のための取組と指標に関する勉強会」実施報告書（p.44）

でできたわけじゃない。本当に
恥ずかしいミスとかも、みんな

ありがとうございました。

の前でやって、怒鳴られるとま
ではいかないけど、「何考えてい
るんだ」みたいなメールとかは来

【注】本発表の内容は個⼈の意⾒であり、組織を代表したものではありません。

ました。１回でこのようなこと
36

は絶対にできません。『トライア
ンドエラー』を繰り返して、いろ

んな人の意見を取り入れるんです。このようなプロセスを経て、指標を作っていったわけですね。
日本はどちらかというと、失敗に対して厳しいのかな、という気がします。もし、このような
こと（指標策定）をやられるのでしたら、ぜひ覚えておいて下さい。失敗するのが当たり前。あ
とはそれから何を学ぶのか、どうやって周りを説得していくのかというのが、指標を作っていく
上で重要なのかなと思っています。僕からは以上です。ありがとうございました。
小湊：全体を通じて、取りあえず一通り説明していただきましたけれども、何でも構いません。
質問等ございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょう。
日本の高等教育の中で今日のお話をそのままストレートに当てはめるのは、状況が随分
違うので、難しいなとは思います。ただ今まではそれぞれの学部ごとに閉じた形で教育プ
ログラムを展開している、そういう要素が日本は結構強かったと思うんですが、昨今、各
大学も学部、学科を組み替えたり、それぞれ協力し合ってプログラムを提供するっていう
ことが出てきています。
一方で財政的にもだんだん厳しい状況、特に 18 歳人口が減少してきますから、そうい
った状況を考えてくると、何らかの形で教員が学部、学科の枠を超えて、教えていかなき
ゃいけない。で、大学全体として、在籍困難な状況を乗り越えていかなきゃいけないって
いうことが、近い将来、大学によっては、想定されるのかなというふうにも思います。そ
ういった中で、きょうお話しいただいた指標の考え方は、ちょっと参考になるのかなとい
うふうにも思っておりますが、何か質問等がありましたら、お願いいたします。
岡嶋：スライド 28 ページあたりで Cost Recovery のお話と、Cost Recovery の話を前提として、
コストについて学科ごとの比較をされているというお話がありました。Cost Recovery の
結果はポイント化して学内での評価に使っているというお話でしたが、一方で、前提とし
てコストが掛かる学科等には、何か係数を掛ける等して、ポイント算出の際に考慮してい
るのでしょうか？それとも Cost Recovery のポイントは（考慮なしの）絶対のものなので
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しょうか？
藤原：Cost Recovery の結果はポイント数が絶対です。それで、コストが掛かる学科をカバーす
るために、1.5 という係数を用いたんです。それを超えちゃうと、さすがに大学としては
許容できないという値が大体 1.5 でした。他にも、1.25、1.75、2.0 で計算をしていますが、
最終的には 1.5 でまとまりそうです。ちょっと乱暴な感じもしますけども。
岡嶋：あの係数の設定がコスト構造を考慮したもので、ぎりぎりの許容範囲のものというか？
藤原：そうです。ですから、本来なら、他にも変数を入れて計算をするべきなのですが、それを
やると、複雑化し過ぎて、訳が分からなくなるんです。
岡嶋：そうですね。
藤原：だから財務部とも相談した結果、BSU では 1.5 くらいが適切だろう、というような感じで
す。

渋井：すみません。よろしいですか。FTE-FYE の所なんですが、私よく知らないんですけど
も、割と一般的なんですか、こういう感じの指標は。あるいはオリジナルなのですか？
藤原：ダイレクトにこの形でやっているという所はあるかどうかは分かりませんが、スタートし
た所は日本で言うと S/T 比です。ですが、日本とアメリカの大きな違いは、学生数と授業
料収入が直結していないので、換算数で計算したわけです。学生数を換算したので、比較
するためには、教員数も換算しました。そのような意味では ST 比に似ています。
渋井：ちなみに他の大学でもこれになっているのでしょうか。あるいはやっていなかったり。
藤原：2013 年の AIRUM という IR の下部組織でプレゼンテーションしたときは、結構好評価で
した。詳しい計算方法なども他大学に提供しています。ただ、このような細かい情報は普
通公表しないんです。ですから、正直なところ、他の大学が、このような計算をやってい
るのかどうかは、分からないです。
渋井：非常に調整ができていて、いい指標だと私は思いました。個人的に分かりやすいと思いま
す。
小野：今日は１例でこういうことをやられたと思うのですけど、まずその問題を認識して IR と
して分析を行うというやり方以外に、定常的にというか恒常的に大学がマネジメント上こ
れは見てなきゃいけないというような、何か問題があったからというのではなく、本来的
に見ておかなきゃいけない重要指標っていうものはありますか？
藤原：あります。一つは FYE です。授業料収入に直結する学生換算数は、絶対に見なければい
けません。あとは、うちは州立大学なので、マイノリティーの学生に関するデータなども
重要です。重要な指標群としては、IR では『ファクトブック』というデータ集を作ってい
まして、そこに 60 ぐらいの表やグラフを、過去５年ぐらいの経年で載せています。それ
を経営陣や担当部署が見て、「ここ、やばいんじゃないの」ということになると、IR に「も
うちょっと詳しいデータ分析をしてくれ」といったような依頼が来る。こんな感じです。
小野：いわば 60 ぐらいが、定常的にモニタリングしておくべき指標、そういうイメージですか？
藤原：そうです。ですが、あくまでもモニタリングなので、IR としては一つ一つがどうなって
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いるのか、ということにはあまり関与していません。データをまとめるまでが仕事で、あ
とは他の人たち（経営陣や責任部署）が、それを見てどのような危機感を持つのか、とい
うことになるのかなと思います。
小湊：ちょっと私からいいですか。通常、州政府からの補助金があって、それ以外にファンディ
ングもありますよね、パフォーマンス・ファンディング。そこで使われている指標と、今
日お話しいただいた、学内での指標の類似点、または相違点みたいなものがありますか？
藤原：多分、卒業生の数がその中に入っています。パフォーマンス・ファンディングというのは
MnSCU が州議会と契約をするんです。州が百何十億のお金を MnSCU にくれるのです
が、その一部を凍結して、州と約束した５つの課題のうち３つを満たすことが出来たら、
凍結していたお金をもらえる、というファンディング方式です。
残念ながら僕は詳しい内容をあまり覚えていないのですが、確か卒業生の数は入ってい
たような気がします。

栗本：もう一つ、直接指標と間接指標の枠組は世界的な流れなのですか？
藤原：（コメンテーターの方達に）どうですか？僕はアメリカ（HLC）のことしか分からないの
で。
浅野：私も全体的に詳しいわけではないですけども、イギリスを見ていると、どっちかっていう
と、そこまで直接指標を問わない。要はどれだけ質が改善されているか。彼らはクオリテ
ィー・エンハンスメントっていうふうに、改善というイメージではなくて、より良くす
る、そういうイメージだと思います。
アメリカも多分、先ほど藤原さんもおっしゃっていましたけども、求めてはいるけど、
実際できるのかという、実現可能性の問題までは、まだ言及していないように思えます。
一方、先ほど小湊先生がおっしゃっていたように、特にアメリカとしては、Taxpayer、
要は納税者に対する説明責任を果たす上では、こういうデータは不可欠だっていう形で投
げてきていますが、世界的な傾向としてそっちに向かっているかと言われると、必ずしも
そうではないとは思います。
藤原：佐藤さん、教育方面の CAEP（Council for Accreditation of Educator Preparation）に関
してはどうですか？難しくなっていますよね？
佐藤：僕は教育学部の研究をしていて、アメリカの。教育学部はもちろん教員にならなきゃいけ
ないので、直接指標として、教員免許を取るときには試験がある、その試験の結果を使う
んです。ただし、その試験の難易度は高くないです。多くの所が 100％近いです。
さらにもっと難しいところでいくと、付加価値評価っていうのが最近はやっていて、教
員養成機関を卒業して教員になる、教員になった学生が教えた子どもたちの学力テストの
点数がその教員の評価になって、その教員の評価が教員養成機関の評価になるっていうふ
うに。ここの直接指標、距離的には間接じゃないかもしれないんですけど、そこまで求め
ているっていうことを考えると、かなり厳しくなる。
あと日本もそうなんですけど、学校の先生になるとき、学歴はいわゆる学校歴なんで
す。アメリカの場合、やっぱりハーバードとかの学生は先生にならないので、ある程度中
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間層の先生になりますけど、それだったら社会が納得しなくなるんです。そうなったとき
に何をするのかって、入学基準つまり入学のときのテストの点数で全部切る。だから日本
の文脈で言うと、偏差値で、教員になれるかなれないかを切るっていうようなことまでや
っているんで、そこは徹底して厳しくなっているような気がします。

Office of Institutional Research & Effectiveness

これが BSU のキャンパスです。
茨城大の嶌田さんや、そこにお
られる浅野さん、小湊さん、大
野さんも BSU に来られました。
僕も今年の２月には EMIR で発
表させていただきましたし、そ
の数週間後には、山形大学から福
島さんと鈴木さんが BSU を訪れ
て下さりました。このような感じ
で、教職員レベルでの交流は進ん
でいます。そこで、次は「学生レ

Bemidji State University (BSU)

ベルでの交流はどうですか？」と
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いうことを宣伝してくるよう、大
学から言われました。

BSU の良い点ですが、日本人が現在２人しかいません。そして、本当に田舎です。遊ぶ所があ
りません。見てのとおり、森しかないみたいな所なので、勉強をするには非常に良い所です。英
語を母国語としない人向けの英語学習センターや、海外からの教職員を受け入れる短期プログラ
ムもあるそうです。興味のある方は僕のほうにメール（KFujiwara@bemidjistate.edu）をいただ
ければと思います。
小湊：要は、交換留学の枠組みを作りたいというやつですね。
藤原：そうですね。
小湊：ですから最近日本も派遣のことをいろいろ力、入れていますが、ご興味ある方は、ぜひ声
を掛けていただきたいということです。
藤原：ぜひよろしくお願いします。
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Office of Institutional Research & Effectiveness

A member of the Minnesota State Colleges and Universities system, Bemidji State University and
Northwest Technical College are affirmative action, equal opportunity employers and educators.
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■資料編（藤原）
Office of Institutional Research & Effectiveness

BSUとNTCについて（FY2015 Data）
 Bemidji State University (BSU)

• 異なる2つの⾼等教育機関
• アクレディテーションも別

• 学⽣数：6,227
• 教員数：372

共有する経営陣とオフィス

• 職員数：303（Staff/Administration）

• 経営陣：学⻑、副学⻑、学
部⻑など

 Northwest Technical College (NTC)

• IRも共有されているオフィ
スの⼀つ
• 室員数：2

• 学⽣数：1,965
• 教員数：79
• 職員数：48（Staff/Administration）

 Minnesota State Colleges and Universities System (MnSCU)
• 7つの⼤学と24の短期⼤学から構成

40
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Office of Institutional Research & Effectiveness

http://www.mnscu.edu/governance/campuses/index.html
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History of BSU/NTC’s Tuition Per Credit Amounts
BSU-UG

BSU-Grad

NTC

$388
$377
$366

$356
$343
$330
$316
$295

$304

$284

$250

$241

$208

$200

$141

2007

$147

2008

$149

2009

$257

$250

$230

$220

$214

$250

$154

2010

$160

2011

$168

2012

$173

2013

BSU’s Tuition for FY1994 (quarter system)：UG = $46.70; Grad = $69.35

40

$173

2014

$173

2015

$173

2016
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Office of Institutional Research & Effectiveness

2015-16 Tuition Comparison (per credit)
学⼠課程

州内

州外

BSU

$ 257.35

$ 257.35

U of M – TC

$ 470.77

$ 794.62

U of M – Duluth

$ 457.54

$ 609.47

U of ND (UND)

$ 331.85

$ 787.46

州内

州外

BSU

$ 388.05

$ 388.05

U of M – TC

$ 1,320.34

$ 2,042.34

U of M – Duluth

$ 1,320.34

$ 2,042.34

U of ND (UND)

$ 352.52

$ 842.65

⼤学院課程

注意：


Banded Tuitionを採⽤している⼤学もある。



プログラムによっては、異なる授業料が設定される。（Differential Tuition）
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BSUの学⽣層と授業料
BSU Spring 2015 Undergraduate Enrollment
Degree-Seeking
Non-Degree-Seeking
Total

Full-Time

Part-Time

Total

3,077

1,006

4,083

27

357

384

3,104

1,363

4,467

Degree-Seeking： 学位取得を⽬的としている学⽣
Non-Degree-Seeking：学位取得を⽬的としていない学⽣（⾼校⽣を含む）
Full-Time：履修単位数が12以上
Part-Time：Full-Timeではない学⽣

 学位取得を⽬的としている学⽣の約25%がパートタイム学⽣
 全体の約9%が学位取得以外の⽬的で単位履修
 Banded Tuition（BSUでは、12-18単位は同じ授業料）
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Office of Institutional Research & Effectiveness

BSU’s Academic Program Review
 学科・プログラムが⾏う継続的改善（PDCA）プロセス
• Year 1:

Five Year Department & Assessment Plan

• Years 2, 3, 4:

(Review &) Submit Annual Plan Update

• Year 5:

Self-Study & Consultant’s Visit

45

Office of Institutional Research & Effectiveness

クラスレベルと科⽬レベル
Credits
（取得単位数）

Class Level
（学年？）

Course
Number
（科⽬番号）

0 – 29

Freshman

1000 – 1999

30 – 59

Sophomore

2000 – 2999

60 – 89

Junior

3000 – 3999

90 & above

Senior

4000 – 4999

Course Level
（科⽬レベル）
Lower Division
Upper Division

 クラスレベル（学年？）は取得単位数で決定
•

留年という制度は無い

 クラスレベルと科⽬番号の間に直接的な関係は無い
•

難易度の⽬安

•

Freshmanが2000番台や3000番台の科⽬を取ることも可能

•

Prerequisite制（⼀部の学科を除く）

•

科⽬番号には3桁の数字やアルファベットを使う⼤学もある。
46
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Office of Institutional Research & Effectiveness

BSU Liberal Education Requirements (42 crs.)
Goal Area 1

Communication (2 courses, 6 credits)

Goal Area 2

Critical Thinking (* requires completion of the rest of the Liberal
Education program)

Goal Area 3

Natural Science (2 courses, including 1 with a lab component, 7 or
more credits)

Goal Area 4

Mathematics (1 course, 3 or more credits)

Goal Area 5

History and the Social and Behavioral Sciences (2 courses, 6 or more
credits)

Goal Area 6

Humanities and the Arts (2 courses, 5 or more credits)

Goal Area 7

Human Diversity in the United States (1 course, 2 or more credits)

Goal Area 8

Global Perspective (1 course, 3 or more credits)

Goal Area 9

Ethical and Civic Responsibility (1 course, 2 or more credits)

Goal Area 10 People and the Environment (1 course, 3 credits)
Goal Area 11 Performance and Participation (1 course, 1 or more credits)
＊外国語が含まれていない。
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HLC’s Criteria for Accreditation and Core Components
 Criterion 4: Teaching and Learning: Evaluation and
Improvement
The institution demonstrates responsibility for the quality of its
educational programs, learning environments, and support services,
and it evaluates their effectiveness for student learning through
processes designed to promote continuous improvement.
• Core Components 4.A: The institution demonstrates responsibility
for the quality of its educational programs.
• 4.A.1: The institution maintains a practice of regular program
reviews.

学科レベルでの取り組みが必要
https://www.hlcommission.org/Criteria-Eligibility-and-Candidacy/criteria-and-core-components.html
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指標の活用に向けた試行的取り組み
―米国州立大学で使われている指標群を使ってみる！―
鳥取大学

学長室 IR セクション
学長特別補佐（IR 担当）
准教授

大野

賢一

鳥取大学の大野です。私のパ
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント
平成27年８⽉27⽇（於：神⼾⼤学）

ートでは、藤原さんのアメリカ
の事例を基に、指標としてはや

指標の活⽤に向けた
試⾏的取り組み

はり使えるものは使ったほうが

指標群を使ってみる！

さんが説明したように、アメリ

⽶国州⽴⼤学で使われている

早いだろうと言うことです。当
然、指標の妥当性等を検証する
手間も省けますし。先ほど藤原
カの高等教育の背景が結構異な
るので、指標はそのまま使えな

⿃取⼤学 学⻑室IRセクション 学⻑特別補佐（IR担当）
⼤学評価室
⼤野 賢⼀

い。なので、なるべく日本でも
適用できるような形に修正し、
日本にあるデータを使って、ど
のような結果になるのかといっ

たことを試行的に取り組みましたので、それを少し説明させていただきます。
私は大学評価室で専任教員をしているんですけれども、昨年度から学長室 IR セクションとい
うものが立ち上がりまして、なぜだか私が IR 担当の学長特別補佐という役職をいただいてます。
当然、本学の IR を進める中で、やはり経営陣からは指標を含めた何か支援をしてほしいという
ニーズが漠然とありましたので、こういったところから少し突破口を開いていこうかなと、取り
組んでおります。

44

H27.8.27 大学評価担当者集会 2015 プレイベント１（於：神戸大学）

2

今⽇の内容

『今日の内容』ですが、先ほど
藤原さんに説明していただきま
した BSU の指標について、この
適用可能性を探るということで、



BSU指標の適⽤可能性を探る

いろいろ日本に合った計算式に
修正するということを、少しチ



⽇本のデータを適⽤してみたら？

ャレンジしています。あと、実
際に日本のデータを使ってみた



⽇本での指標策定に向けて

らどうなったかというのと、最
後に日本での指標の策定に向け
てというところで、少し示唆的

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

なものが示せれたらなというふ

平成27年８⽉27⽇

うに思っております。

１．BSU 指標の適用可能性を探る
『指標を作る？』ですが、うち
4

指標を作る？

の場合だと国立大学になります
ので、第３期中期目標・中期計

 新たに指標を策定する？

画で指標を作れというふうに言

 どのデータを収集（アクセス）する

われています。文科省等の事業

 どのレベルの⽬標を設定する

を取りに行くときでも、最近必

 どのように妥当性を検討する

ず「指標を設定しなさい」という
ふうに言われています。その場

 既存の指標を活⽤する？

合、指標を作るとなれば、新た

 ⽶国の指標の適⽤状況を判定する
 ⽇本の⼤学（学内・学外）におけるデータの

状況を理解する

 ⽇本の実情に合わせ、指標を修正する
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

に作るのか、どっかにあるやつ
を持ってくるのか、どちらかの
方法になろうかと思います。

平成27年８⽉27⽇

ただ、やはり指標を新たに作
るとなると、どういうふうにデ

ータを集めるのか。日本だと収集する形ですが、アメリカだとデータベースがありますので、そ
こにアクセスして取りにいくという形になります。次に、データのどれを使うかっていうのを決
めないといけません。そして、どのレベルの目標を設定するのか、要は、最低限クリアできる目
標を設定するのか、高い目標を掲げてそこにどんどん近づけていくような目標設定をするのか、
その目標の設定の仕方によっても、指標が少し変わってこようかと思います。
最後に、妥当性を検討しなければいけない。妥当性の定義も幅が広いですのでが、いろんな角
度から妥当性を検討する必要があろうかと思います。ただ、妥当性の検討を省いてやろうかと思
うと、アメリカの指標をそのまま適用できるかどうかを判定した方が、やっぱり早いだろうとい
うことです。あと日本で使えるデータっていうのもいろいろありますので、その中でも主に使え
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るようなデータ、こちらを使っていこうと考えています。その二つを合わせて、指標というもの
を日本の実情に合わせて、少し修正したという流れで、説明をしていきます。
『日本の大学に存在するデータ
5

⽇本の⼤学に存在するデータ源
⾃⼤学の経年データ

他⼤学のデータ

短評

１）⼤学概要

○：通常、５、６年
分なら容易に⼊⼿可
能。（印刷物として
も存在する）

△：国⽴⼤学に限っ
て⾔えば⼊⼿しやす
い。ただし⼀般にPDF
である。

国⽴⼤学に限って
⾔えば、掲載内容
は似通っている。
公⽴、私⽴との⽐
較はやや難しい。

２）学校基本調査

○：通常、５、６年
分なら容易に⼊⼿可
能。（⼀般に数年間
は保管しているた
め）

△：簡単には⼊⼿で
きないが、グループ
ごとの平均値等は
webで⼊⼿可能であ
る。

国公⽴は⼤学基本
情報として公表す
るとのことである。

△：１〜３年分程度
のデータしかないた
め、経年⽐較は難し
い。

△：多くのデータが
⽐較可能であると考
えられるが、詳細は
不明である。

⼤学ポートレート
センターのwebサ
イト等も⾒あたら
ないため仕様が不
明である。

３）⼤学ポートレート

ンソーシアムで出している情報
誌『大学評価と IR』の 2015 年
に発行した第 1 号に記載された
嶌田さんの表ですけど、それを
少し修正したものです。大学概
要と学校基本調査っていうのは、
当然各大学にデータとしてはあ
るだろうと思います。最近は大
学ポートレートが始まっていま

※嶌⽥（2015）「ファクトブック作成に向けた⼤学概要の活⽤について」より作成
※上記以外のデータとして、国⽴⼤学法⼈では、⼤学評価・学位授与機構が毎年度蓄積している「⼤学情報データ
ベース」もある。
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

源』ですが、こちらは大学評価コ

すが、これにはデータが１年～

平成27年８⽉27⽇

３年程度しか入っていませんの
で、これはまだ使えないだろう

と思います。これ以外に、国立大学だと大学情報データベースというものもありますが、ほぼ学
校基本調査と大学ポートレートのデータを兼ねているので、この三つが主に使えるデータとして
いけるのではと考えています。
こちらの大学概要と学校基本調査のここの部分、ちょっと黄色にしてあるんですけれども、自
大学の経年データを調べようとするときには、大学概要、そのベースになるのはこちらの学校基
本調査のデータになっているんですけども、こちらのデータを使いましょうと。他大学と比較で
きるデータ源となると、今のところ大学概要しかないだろうと当たりをつけました。
『学内データに詳しくなろう！』
6

学内データに詳しくなろう！


データがあるかっていうのを調
べるのが大事かと思っています。

データの所在・定義
①

データを作成・保有している部署

②

データで使われている定義・基準⽇

ですが、実際、学内にどういった

データ源は先ほど示したとおり
なんですけれども、まずデータ
の所在・定義、こういったもの



データの取扱い

をやはりきっちり分かっていな

①

データは、収集する or アクセスする

いといけない。IR や評価でも根

②

データは、集計前 or 集計後

拠としてデータは扱うんですけ

③

データは、単⼀ファイル or 複数ファイル

ども、担当部署が分からないと、
データのリクエストもかけられ

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇

ない。先ほど藤原さんも言われ
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ていたように、データの定義がバラバラだと、出てきたデータとこちらがリクエストしたデータ
が食い違っているということが起きます。後で気付くと大変なことになりますので、事前にそう
いった定義、基準日っていうのを明確にしておかなければいけない。これは、データカタログや
データ定義書と呼ばれるものになります。
データの取得方法としては、やはり日本だとなかなかデータが 1 カ所にありませんので、各部
署にデータ提供を依頼して、エクセルとか CSV でもらうのか、また、例えば教務系だと業務シ
ステムがありますので、そういった所にアクセスできるアカウントをもらって、自分でデータを
取りにいくのか、いずれかによって少しデータ収集の方法が変わってきます。
次に、データ自体は、集計した結果がもらえるのか、集計前なのか。要は、生データかそうで
ないかによっても、次に行うデータ分析に影響してくると思います。最後に、データが単一のフ
ァイルなのか、データベースのクエリ処理により複数のデータを組み合わせて分析をしていくか
によっても、やっぱり変わってきます。データの所在・定義、データの取り扱い、こういったも
のを少し意識しながら、指標ということを考えないといけないと思っております。
『学科間比較のための指標』で
7

学科間⽐較のための指標【再掲】

すが、これは藤原さんが示した
スライドの再掲になります。こ

学科単独では改善が難しい指標群

ちらについては、下の赤い所の

指標

指標の説明

3. Size

専⾨課程（upper division）における⼀科⽬あたりの学⽣数

4. Degrees Awarded

専攻学科からの卒業⽣数

5. Placement

卒業学科に関連した分野での就職 or 進学状況

6. Graduation Rate

卒業率（Juniorを対象）

指標を中心に少し説明をさせて
いただきます。

学科の努⼒が⽐較的報われやすい指標群
指標

指標の説明

1. FTE-FYE

フルタイム換算で教員⼀⼈あたりのフルタイム換算学⽣数

2. Cost

MnSCU内での（同じような）学科間におけるコスト⽐較

8. Cost Recovery

学科を維持するためのコストと学科授業料収⼊の⽐較（試⾏段階）

7. Review Status

プログラムレビュー or アセスメント状況

コスト関連指標：1, 2, 8
アセスメント関連指標：7
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『日本の大学に対する適用判定
8

⽇本の⼤学に対する適⽤判定結果
BSU指標

適⽤

⽇本の⼤学で利⽤する場合

3. Size

○

専⾨科⽬における⼀科⽬あたりの受講学⽣数（⼈）

4. Degrees Awarded

○

卒業者数（⼈）

△

■就職率（％）
BSU:卒業学科に関連した職種に就職した数／就職希望者数
⽇本：就職者数／就職希望者数
■進学率（％）
進学者数／卒業者数

○

標準修業年限内卒業率（％）
標準修業年限×1.5年内卒業率（％）

5. Placement

6. Graduation Rate
BSU指標

適⽤

1. FTE-FYE

△

2. Cost

×

8.Cost Recovery

△

7. Review Status

×

ます。
これは日本高等教育学会で発
表した資料ですけれども、上の
表については、〇が多いです。
要は、「受講学生数」や「卒業者
数」で出てくる結果は実数ですの

⽇本の⼤学で利⽤する場合
①在籍学⽣数／教員数
②開設科⽬数×受講学⽣数／教員数

で、単純に指標を日本で適用し
ても計算はできるだろうという
ことです。次に、「卒業率」は標

①授業料収⼊／教員⼈件費
②学⽣納付⾦／教員の給与（概算）

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

結果』ですが、早速、結果になり

準修業年限内卒業率か 1.5 年以内

※⽇本⾼等教育学会第18回⼤会発表資料をもとに作成

卒業率の定義で、大体賄えるだ
ろうと。特に、日本の大学では

入学定員がありますので、この辺りはすぐ計算できるかと思います。下の表は、藤原さんのとこ
ろで少し示した、違いがあるところです。日本だと、「就職率」は就職希望者数に対する就職者
数ということで、どちらかというと量的な指標になっていますけども、BSU だと卒業学科に関
連した職種に就職した数ということで、どちらかというと質的な指標を表しています。ただ日本
でも職業分類、産業分類がありますので、これらを使えば、比較的似たようなものができるだろ
うということで、ここはᇞにしております。
また、下の表で×と付けているものは、「コスト」と「Review Status」です。「コスト」に関
しては、MnSCU の ISRS ですかね、そういった統合型データベースがあるから、他の大学の学
科と比較できるんですけれども、日本では他学科と比較できる基準がないので、ここは×として
います。「Review Status」に関しては、プログラムレビュー自体をやっていませんので、ここは
バツとしています。なので、今回は「FTE-FYE」と「Cost Recovery」について具体的に計算し
た結果を説明します。
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『FTE-FYE』についてですが、
9

⽇本の⼤学に対する適⽤判定

イドそのままになります。日本
の場合、「FTE-FYE」を解釈し

1. FTE-FYE
BSU

⽇本

上の赤い所は、藤原さんのスラ

フルタイム換算で教員⼀⼈あたりのフルタイム換算学⽣数

たときに、単純に S/T 比という考

Student FYE：学科の総売上単位数／30
Faculty FTE Needed：学科が提供した単位数の合計／24

え方で計算式を立てたのが①で、

教員⼀⼈あたりの在籍学⽣数

使うデータは在籍学生数と教員

計算式＝Student FYE／Faculty FTE Needed

①計算式＝在籍学⽣数／教員数

数になります。データ源として

※BSU指標の計算式を踏まえた場合

は、先ほど説明しました学校基

学内データ：【学校基本調査、教務系業務システム、⼤学情報データベース】
当該年度５⽉１⽇現在の本務または専任の教員数（学科レベル）、在籍学⽣数
（学科レベル）
学外データ：【⼤学概要】（※⼀部、学内データを使⽤）
当該年度５⽉１⽇現在の本務教員数（学部レベル）、在籍学⽣数（学科レベ
ル）

本調査、あとは教務系業務シス
テム、大学情報データベース等
になり、このデータが使えると

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇

いうことです。
実際の計算では、教員数には

本務教員数または専任教員数を使いました。これは学科レベルまで収集が可能ですし、在籍学生
数も学科レベルまで収集できます。ただ学外と学内を比較をしようとしたときには、当然使える
データは大学概要しかないので、教員数は本務教員数になります。ただし、本務教員数は学部レ
ベルまでしか収集できませんので、専任教員数と本務教員数の違い等も含めて、指標を適用しな
いといけないかなと思います。
もう一つの考え方はコストで、
10

⽇本の⼤学に対する適⽤判定
フルタイム換算で教員⼀⼈あたりのフルタイム換算学⽣数
計算式＝Student FYE／Faculty FTE Needed

１単位の科目もあります。よっ
て、日本における学科の総売上

Student FYE：学科の総売上単位数／30
Faculty FTE Needed：学科が提供した単位数の合計／24

⽇本

数に準じたものです。日本では、
授業によって３単位もあれば、

1. FTE-FYE
BSU

BSU のように学科の総売上単位

単位数は開設科目数×受講学生数

教員⼀⼈あたりの在籍学⽣数

②計算式＝（開設科⽬数×受講学⽣数）／教員数

になります。要は、教員がどれ

※BSU指標の策定の考え⽅を踏まえた場合
学内データ：【学校基本調査、教務系業務システム、⼤学情報データベース】
当該年度５⽉１⽇現在の本務または専任の教員数（学科レベル）、開設科⽬数
及びその受講学⽣数（学科レベル）
学外データ：【⼤学概要】（※⼀部、学内データを使⽤）
当該年度５⽉１⽇現在の本務教員数（学部レベル）。なお、開設科⽬数及びそ
の受講学⽣数は⼊⼿困難（学部レベル）

くらい働いたのかという考え方
を適用すると、計算式はこうい
った形になろうかと思います。
ただ、こちらの計算式でやろ

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇

うとすると、開設科目数や受講
学生数のデータが必要になりま

す。学内だと教務系業務システムにアクセスできる、もしくはデータが収集できるのであれば、
開設科目数や受講学生数は学科レベルでも当然収集可能なんですけれども、学外のこれらデータ
については収集できません。つまり、他大学の他の学部や学科と比較するという点では、この計
算式は指標として使えないかなということです。よって、計算式としては色々考えられますし、
指標として使える対象もケース・バイ・ケースになろうかと思います。やはり何のために指標を
49
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作るかという目的をハッキリさせないと、なかなか指標っていうものが決まらないかなと考えて
います。

11

⽇本の⼤学に対する適⽤判定

すが、こちらは２種類の計算式
を示します。まずは、こちらの
授業料収入と教員人件費という

8.Cost Recovery
学科を維持するためのコストと学科授業料収⼊の⽐較（試⾏段
BSU
階）

データを使って、財務面から少

計算式＝Course Revenue／Adjusted Cost

し計算式を作っています。国立

Course Revenue：学科が得た授業料収⼊
Adjusted Cost：学科教員の給与の合計×1.5

⽇本

『Cost Recovery』についてで

大学法人では、財務諸表を作成

学科運営に係るコストと授業料収⼊の⽐較
①計算式＝授業料収入／教員人件費

しており、その財務諸表を使っ

授業料収⼊：財務諸表「キャッシュ・フロー計算書」の業務活動による
キャッシュ・フローの授業料収⼊
教員⼈件費：財務諸表「損益計算書」の経常費⽤の業務費の中の教員⼈
件費

て教員人件費と授業料収入の比
で求めてみました。けれども、

学内データ：【財務諸表】
各年度における授業料収⼊及び教員⼈件費（⼤学レベル）
学外データ：【財務諸表】
各年度における授業料収⼊及び教員⼈件費（⼤学レベル）
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

財務諸表自体は大学としてまと
めたデータなので、財務諸表の

平成27年８⽉27⽇

詳細版を見ても部局レベルのデ
ータは示されていません。つま

り、他大学とは大学レベルの比較はできるのですが、他大学の他学部や他学科、もしくは自大学
の学部間比較というものは、できないような状況です。そのため、この計算式で自大学の学部も
しくは学科間比較を行おうとすると、どうしても学内の財務システムや人事給与システムと呼ば
れる、人件費を扱っている業務システムからデータを引っ張ってこないと、厳密な計算ができな
いことが分かっております。
次は、学生の納付金と教員の
12

⽇本の⼤学に対する適⽤判定
8.Cost Recovery
学科を維持するためのコストと学科授業料収⼊の⽐較（試⾏段
BSU
階）
計算式＝Course Revenue／Adjusted Cost

ここで示す学生納付金の考え方
としては、「在籍学生数×年間授
業料」です。また、教員の給与
（概算）は、「職階別教員数×職

Course Revenue：学科が得た授業料収⼊
Adjusted Cost：学科教員の給与の合計×1.5

⽇本

給与（概算）で計算した式です。

階別平均給与」です。すなわち、

学科運営に係るコストと授業料収⼊の⽐較

②計算式＝学⽣納付⾦／教員の給与（概算）

職階別教員数とは、教授、准教

学⽣納付⾦：在籍学⽣数×年間授業料
教員の給与（概算）：職階別教員数×職階別平均給与

授、講師、助教の人数になり、

学内データ：【学校基本調査、教務系業務システム、⼤学情報データベース、役
職員の報酬・給与等について】
当該年度５⽉１⽇現在の職階別本務または専任の教員数（学科レベル）及び在
籍学⽣数（学科レベル）、年間授業料及び職階別平均給与（⼤学レベル）
学外データ：【⼤学概要、役職員の報酬・給与等について】
当該年度５⽉１⽇現在の職階別本務教員数（学部レベル）及び在籍学⽣数（学
科レベル）、年間授業料及び職階別平均給与（⼤学レベル）
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）
平成27年８⽉27⽇

職階別平均給与とは、職位ごと
に平均給与を算出したものにな
ります。ただ、この職階別平均
給与は、「役職員の報酬、給与等
について」として公表されたもの

で、大学としてまとめたデータになります。
例えば、鳥取大学だと地域学部、医学部、工学部、農学部があり、他の部局もあります。この
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職階別平均給与とは、そういった全部局の教員の給与を、教授、准教授、講師、助教の階層で平
均を取っている値になります。そのため、この値はあまりにも精度としては大ざっぱすぎて使い
づらいのですが、今回はこういった学外に公表されているデータを使って、少し試算した結果に
なります。学外との比較では、当然この値を使っているのですが、教員数は学部レベルしか収集
できませんので、結果的に大学レベルか学部レベルの精度しか計算できないということになりま
す。

２．日本のデータを適用してみたら？
今まで説明しましたデータと
14

8.Cost Recoveryに関する検討

計算式を使いまして、計算を行
ったものが『8.Cost Recovery に
関する検討』になります。今回は

 使⽤する計算式（項⽬）の違い

「Cost Recovery」の指標だけを
説明させていただきます。

 使⽤するデータレベルの違い

まず、使用する計算式の違いで
すが、先程説明した式①及び式

 ⼤学間⽐較（参考資料）

②を使った計算結果です。次に、
使用するデータレベルの違いで
す。大学間レベル、学部レベル、
学科レベルというように、レベ

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇

ルを下げていった計算結果です。
多分、残りの時間があまりない

ので、大学間比較は参考資料として後ろのほうに回してあります。
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『計算式の違い』についてです。
15

計算式の違い（⿃取⼤学）

た結果で赤いライン、計算式②
は教員の給与（概算）で計算した

Cost Recovery【鳥取大学】
100%

結果で青いラインになります。

80%

授業料収入／教員の給与

計算式①は財務諸表から計算し

この結果の差についてですが、

60%

計算式①は大学レベルの計算に
40%

なりますので、学部以外の教員
20%

数も入っています。また、学生
0%
2009

2010

2011

鳥取大学（計算式①）

2012

2013

についても、学部生と大学院生

鳥取大学（計算式②）

が入っています。どうしても分

計算式①＝授業料収⼊／教員⼈件費
計算式②＝学⽣納付⾦／教員の給与（概算）
＝（年間授業料×在籍学⽣数）／（職位別平均給与×専任教員数）
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

母の教員数が多くなりますし、

平成27年８⽉27⽇

人件費も掛かってくるので、
40％ぐらいになっています。実

際の感覚としては、上のほうが近いんですけれども、あくまで大学レベルの計算結果になります
ので、計算式の違いによって 30％ぐらいの差が出るということになります。
次に、『データレベルの違い』
16

データレベルの違い
（⿃取⼤学⼯学部及びその学科）
Cost Recovery【鳥取大学】（計算式②）

が、先ほど計算式①で示した結

160%
140%

100%

年間授業料×学生数／
専任教員数×職名別平均給与

年間授業料×学生数／
専任教員数×職名別平均給与

は学部レベルまで下げるんです

Cost Recovery【鳥取大学工学部】（計算式②）

120%

80%

60%

40%

20%

100%

せん。よって、今回は計算式②

80%

を使った計算を行いました。今

60%
40%

回使った教員データは専任教員

0%
2009
地域学部
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医学部

2011

2012

工学部

2013
農学部

2009
A工学科

2010

2011

B工学科

C工学科
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2013

数になりますが、本学の学部間

D工学科

比較を行うと、このような関係

[ 指標1 ]専任教員⼀⼈あたりの在籍学⽣数（2013年）
地域学部12.8、医学部6.0、⼯学部15.9、農学部12.2

計算式②＝（年間授業料×在籍学⽣数）／（職位別平均給与×専任教員数）
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

果については、財務諸表の関係
上、各学部の人件費等がありま

120%

20%

0%

についてです。使用するデータ

平成27年８⽉27⽇

が出てきました。ただこちらの
式を見ていただくと分かるので
すが、分子のここが在籍学生数

で、分母のここが専任教員数になりますので、これは S/T 比を示しています。
つまり、指標 1 の S/T 比を計算していることになります。地域学部は 12.8、医学部は 6.0、工
学部は 15.9、農学部は 12.2 なので、この S／T 比の比率がこの計算式②に反映されています。日
本では、年間授業料は固定値になりますし、平均給与のデータについても、大学レベルの精度し
かありませんので、これらはほぼ固定値になります。S/T 比の差がそのままこの計算式を使った
結果に出ているので、学部レベルではこの指標はうまく表現できてないということになります。
これを学科レベルまで下げていくと、ここで示すように大分指標に変動が出てきました。
今回は、BSU の事例のように分子に 1.5 とか係数を全く掛けていないのですが、100％より下
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がっていく学科があります。この学科の値が下がっていった理由としては、ここの学科の専任教
員数が増えたからです。今回この計算式②を使って、実際適用できる範囲は学科レベルで、やは
りここまで下げないと上手く表現できないような指標になっています。ただ収集できるデータの
精度を向上させれば、学部レベルまで上げていくことはできると思うのですが、現状のデータ精
度では、この辺が限界というところです。
小湊：今のところですけど、データ自体が粗いのは当然承知の上なのですけれども、学部間の比
較をしたときに、工学部が 100％を超えるでしょ。それに対して医学部が 40％前後で追尾
するというのは、感覚的によく分かるんですが、工学部が 100％を超えるその理由がちょ
っとよく分からないので、もし補足していただけるんだったら、お願いいたします。
大野：そうですね。これは、本学の特性かもしれないです。
小湊：ちょっと一見不思議に思うんです、人文系より高く出ているっていうのが。なんでだろう
って思うんですが。
大野：今回計算に使用したのが専任教員数で、在籍学生数はそんなに変化無いと思います。比率
としては、専任教員数が若干少ないです。
小湊：学生数に対して専任教員数が少なくなったので、S/T 比が 15.9 になり、そこが反映された
ということですね。
大野：多分、そうだと思います。ここでは S/T 比が直接影響します。例えば、この専任教員数を
本務教員数にすると、より現実的な値になってきて、ある程度この差が縮まってきて、地
域学部とあまり変わらなくなると思います。今回は、専任教員数を使っているので、結構
きつめの条件になっています。また、学生に教えているサービス度とかだと、多分本務教
員数の方が現実的な値に近くなると思います。ただ本務教員数を使うと、今度は教員の給
与とかに影響してきます。なので、今回は算出しにくかったので、専任教員数を使って比
較したということです。
『指標策定における注意点』に
18

指標策定における注意点【再掲】


良い指標とは？（⽇本の場合）

ついてですが、藤原さんが説明
した「良い指標とは？」に対して、
日本の場合だとどうなるのかを

1. 測定（計算）可能

考えてみました。



⽶国では、全学統合型データベースが前提



CSV、Excelファイル等でいつでも収集可能な体制が必
要（ただし、下の定義書とセット）

1.測定（計算）可能性について

2. 信頼性

は、米国ではやはり全学統合型
データベースがあるというのが



学内での公式なデータ定義書（データカタログ）



担当部署との情報共有

前提です。だから当然データの
測定ができるというか、指標の

3. 妥当性


何を測りたいのか、何なら測れるのかを明確に

計算ができる環境が整っている。



対象を的確に測定しているか、などもチェック

けど、日本だとそれがない。今、

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）
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IR を立ち上げても、どんなデー
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タを収集するのか、なかなかデータが集まらないけどどうするのか、ということになりますので、
やはり収集可能な体制っていうのがない限り、この測定可能性にかなり影響してくると思いま
す。
例えば指標を１回作っても、それを定期的に測定しないと、なかなか指標がうまく活きていか
ないと思います。けど、指標を定期的に測定しただけではやはり駄目で、測定した結果を必ずど
こかに報告して使っていただかないと、指標の継続的な活用には持っていけないと思います。
2.信頼性については、各部署から提出されたデータが毎回バラバラだったら困りますよね。下
に記載していますが、データ定義書（データカタログ）というものをやはり最初にきっちりと、
時間がかかってもいいので作っておかないと、この信頼性についてはなかなか難しいと思います。
また、データ定義書についても、これも作っただけでは駄目で、やはり担当部署との間でちゃん
と情報共有をして、データ定義等のすり合わせを行って、このデータはこういった形式で毎回出
してください、基準日は○○でお願いします、というようにルールが決めてあればいいです。そ
れができれば、今後はデータベース化ということも可能になってくると思います。ただし、一旦
データベースを作ってしまうと、後からデータ定義とか設定とかを変えるのが難しくなってきま
すので、まずはこの辺りから始めた上で、データ収集をルーチン化できていけば、データベース
化の検討に繋がる一番の近道かなとは思います。
1.と 2.については、データの部分に関することになると思いますが、3.妥当性については、要
はここで何を測りたいか、実際計測可能かどうか、何なら測れるかというのを明確にしておかな
いと、なかなか難しいと思います。目標に対してどの指標を設定すればいいのか、その指標で本
当に測れているかというように、妥当性についてはいろいろ検証しなければならない点が多いと
思います。また、指標は色々作ることはできるのですが、本当にこの指標が適切なものになって
いるのかどうかをチェックできるかというと、少し疑問が残るところではあります。
『指標でどこを計測する？』に
19

指標でどこを計測する？

ついてですが、こちらの図は明
日の評価者初心者セッションで

○⽬的・⽬標に対し、以下の観点から取組の現状を把
握し点検する。

使う資料の一部になります。図
に示すように、目的・目標があ



プロセス：成果の達成につながるプロセスの中に位置づけられる活動や取組



インプット：諸活動を実施するために必要な組織編成及び⼈的・物的資源などの
投⼊



アウトプット：インプットによってもたらされるものの規模や頻度

な活動を行っています。これは



アウトカム：諸活動の発展・充実に役⽴つ⽬標の達成状況を⽰す結果（成果、効
果）

プロセスになりますが、そのと

って、大学、学部等はいろいろ

きにはインプットがあり、その
結果出てくるアウトプットがあ
り、その後成果として出てくる
アウトカムもあります。

※評価者初⼼者セッションより抜粋
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）
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例えば、インプットのところ
で測る指標になるのか、アウト

プット、アウトカム、どこで測るかによって、測定に係るコストが変わってくると思います。ア
ウトカムだと、当然手間も時間もかかりますし、指標の妥当性についても厳密にチェックしてお
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かないといけないかと思います。反対に、左側に近づけば近づくほど、当然測りやすくなります
ので、測定結果もすぐ出てくるということになりまう。けど、このアウトプットやアウトカムを
測りたいとなると、いろいろ試行錯誤しながら、先ほどの藤原さんの話ではないですけれども、
トライアンドエラーを繰り返さないと、妥当性を確保できるような指標というのもは策定できな
いのだろうなと考えています。
『指標をどう活用する？』につ
20

指標をどう活⽤する？

ではやっぱり意味が無いので、

○「⽬的・⽬標－計画－実⾏－評価－改善」という⼀
連の流れを踏まえ、点検・評価項⽬（評価の観点）を
明確にする。

どう活用するかという点を考え
たいと思います。特に、評価や
IR が支援できるのが、この点で

目的・目標
学内で改善点・問題点を探る

いてですが、指標を作っただけ

はないかと考えています。評価

改善計画や指標を作る

（C）では、指標とかテキストで
現状把握をします。次に、改善
（A）では、学内の改善点、問題
点を探るという視点で支援をす

指標により現状把握をする

ることができます。ここでは、

※評価者初⼼者セッションより作成
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇

IR 組織の位置付けによって大分
変わってくると思いますが、改

善計画や指標を作るところまで関与ができれば、計画（P）についても最初から支援することがで
きます。このような PDCA サイクルの各場面において、どのように指標を使っていくのかという
点を少し意識していないと、なかなか指標を上手く活用できていかないのかなと考えています。
『評価・IR の業務プロセス』
21

評価・IRの業務プロセス
各種評価制度、学⽣調査
⼿法、学内の状況や経緯、
政策動向などの知識が必要

（調査・評価の⽬的を踏まえて）

学
内
外
の
依
頼
者
・
指
⽰
者

収集・分析を設計

※改善や計画、PDCAは考えない。

になりますが、要は、指標を策
定するときには、指標の活用［報
告］をある程度意識しなければな
らないということです。一番い
いのは、執行部からニーズが出

所在把握・⼊⼿、整理

データ収集

てくれば、その指標は必ず使っ
ていただけるのですが、希なケ

数量データ分析、
⽂章とりまとめ、解釈

データ分析（情報化）

ースだと思います。そうでなけ
れば、そういった学内のニーズ
を踏まえながら、まずここの収

活⽤［報告］（意思決定・改善⽀援）
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）
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活⽤（報告）

※⽇本⾼等教育学会第18回⼤会発表資料をもとに作成

集・分析の設計が一番大事にな
ってくると思っています。これ
は、評価・IR の業務プロセスの

説明に限らず、指標策定でも同じかと思います。午後の全体会とか明日の実践セッションに繋が
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っていく話になりますが、この点をしっかりと押さえておけば、どんなデータを集めてどのよう
に分析するのかなどは自ずとここの設計部分で決まります。次に、収集するデータが決まってい
て、最終的に活用する方法が決まっていれば、当然分析もしやすくなります。重要なのは、活用
［報告］を意識しながら、最初の設計をしっかりやる、ということです。これらについても、IR
や単独の部署だけで行うのではなく、関係者と意見のすり合わせ等を行いながら、特に指標につ
いてはデータ定義等に関するすり合わせ等を行うことが重要ではないかと考えています。

３．日本での指標策定に向けて
『日本での指標策定に向けて』
22

⽇本での指標策定に向けて


をただ測るだけでは Measure に

指標は、必ず（現実的な）⽬標を定める

なりますので、Indicator にはな

学内の経年変化でも、学外とのベンチマークでも、⽐較す
るための基準が無いと判断できない。

指標は、まず作ってみる




大事かと思います。作った指標

作った指標をただ測るだけでは、Measureであり、
Indicatorではない。





ための指標を作るということが

活⽤するための指標を作る




ということで、やはり活用する

ような指標が良いかと言うと、

⽬的にあった指標を複数作成し、指標のチェックリスト等
を活⽤して取捨選択をすればよい。

各⼤学で作った（これから作る）指標を共有
する


⼤学評価コンソーシアムでも共有化に向けて取り組んで⾏
きたい。

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

りません。そうであれば、どの
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必ず（現実的な）目標を定める、
と言うことです。例えば、単純
な学内データの経年変化でも、
基準がないと、その結果が良い
のか悪いのかの判断を、特に執
行部がする場合に困りますし、

担当者であっても基準があったほうが、その判定がしやすくなるということです。
指標についてはまず作ってみれば良いと思います。作成した複数の指標の中から、大学評価・
学位授与機構の EA 研究会等で作成している指標のチェックリスト等を活用して、この指標は使
える、使えないっていうのを取捨選択していきながら、妥当な指標を決めていけば良いと思いま
す。この過程で良い指標が決まらなければ、また作り直していくという作業を繰り返していけば、
最終的に決定した指標は、大学の目的もしくは組織の目的に合ったものができているということ
です。最後ですが、大学評価コンソーシアムでは、勉強会の開催等を通じて他大学の事例を集め
て、共通に使える指標があれば、なるべく共有化して、大学評価コンソーシアムのホームページ
等でも公表していきたいと考えています。
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ちょっと早口の説明になりま
23

したけれども、発表は以上にな
ります。

ご静聴ありがとうござい
ました。
⿃取⼤学 ⼤学評価室 ⼤野 賢⼀

ohno@tottori-u.ac.jp

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）
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渋井：この 10 枚目のスライドの所で、「FTE-FYE」を日本に導入しようと仮定した場合、例え
ば、今回の計算式では教員数で割っているのだけれども、Faculty FTE の肝というか面白
いところは、これも学科に適用した単位数を、教員が年間で教えなきゃいけない単位数で
割っている点だと思います。それは多分、教員数という人ベースではなく、単位ベースの
一つの指標でやったものになり、これをちょっと上手く実現できないかなと思ったのと、
教育センターに所属しているのですが、非常勤講師とか結構やっているので、そこら辺り
の担当もうまく入れて、なんか比較できる資料っていうのができたら面白いと思いますけ
ど、なんかそこら辺りで苦労した点とか、そういうのはありますか？
大野：そうですね。最初の質問の単位ベースの指標については、確かに藤原さんとも議論になっ
たのですけども、日本だと教員が何コマ教えなければいけないっていうのがないので、例
えば、前期だけで７コマ教えている先生もいれば、２コマしか教えてない先生もいる。そ
こはどうするかっていうことになりました。いろんな案は考えたんですけども、考えれば
考えるほどどんどん複雑になって、実際これを計算しようとしたときに、そのデータは収
集できるのかということになりました。多分、教員が何コマ持っているとかっていう話に
なってくると、じゃあ学部事務とかに問い合わせて、正確なデータがあがってくるのか。
他には、教務系の業務システムにアクセスしたら、ある程度ざっくりとデータは収集でき
るのでしょうけど、この計算式を使う方が全員教務系の業務システムにアクセスできない
のではないかと。僕の立場だったらできるけれども、他の方がこの計算式を使おうとして
も、できないのだったら意味が無いのかなと思いました。
だったら、まずはこういう場で発表させていただいて、先生のような意見をお聞きしつ
つ、少しずつブラッシュアップができたらと思っているところです。結論としては、今の
ところ良い案は持っていないです。
渋井：現実的に、非常にカウントしづらい状況にあるから、まだちょっとそういうことを考える
よりも、もっとあれだと思いますけど。
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大野：そうですね。
小湊：そこちょっと難しいですよね。だから大学の教員が、その大学に雇われたときに、最低何
単位以上教えなきゃいけないって契約を結んでいる大学が、ひょっとしてあるかもしれな
いけど、例えば私がいるような国立大学でそういうのはまずないんです。年間あたり、例
えば私、基幹教育院っていう組織にいますけれども、実は科目数の割り振りをやっている
んです、基幹教育院全員の。そこでもやっぱり、教える領域によって差が出てくるんで
す。で、その差はどうしても埋められない。それはカリキュラムの問題なんで。だからな
らして考えるっていうのが、少ししにくいところはあります。
そういうのも、教員は基本的にフルタイムでやっているということを前提に、単純に教
員数でまずはやってみるしかないのかなっていうふうには、僕も思いました。
渋井：なるほど。
佐藤：すみません、今のところなんですけど、僕は私学にいるので。
小湊：私学はどうなのかな。
佐藤：少なくとも私の大学では、最低コマ数は決まっています。最低コマ数は決まっているんで
す。前期何コマ、後期何コマって決まっているので、そこは出せると思うんです。で、藤
原さんにも聞きたいのは、とはいっても、例えば日本の場合、講義と演習と実験とか、1
コマっていった場合にも、いろいろタイプがあるわけで。卒論の 1 コマ、卒論指導の 1 コ
マ、ゼミの 1 コマと、いわゆる 300 人の講義 1 コマみたいなのは、同じ 1 コマなんですけ
ど、教員の負荷を考えた場合、全然違うわけですよね。例えば 20 人のゼミと 20 人の普通
の講義だったら、こっちのゼミなんか非常に大変なので。アメリカの場合、中身によって
コマ数の換算、変えないと思うんですけど、その辺の考慮っていうのは、やっぱりあるん
ですかね。
藤原：アメリカの大学は基本卒論がないところが多いのですが、大学院レベルで考えると、修士
論文を書くのに６単位とか、博士論文で 30 単位とか、そのように労力や難易度に応じて
単位数が変わります。
佐藤：単位数である程度考慮できると。
藤原：あとは、先程の例ですと、300 人とかの大人数のクラスと少人数のクラスなどがある場合
は、学科内でローテーションを組む場合が多いみたいです。例えば、その年に 300 人のク
ラスを教えた先生は、あと１年間はそのようなクラスを教えなくていい。こんな感じで、
教えるのが大変なクラスを公平に割り当てて不公平感を無くす、みたいなことをやってい
るようですね。
佐藤：やはり計算上もあまり関係なく、位置付けできると。
藤原：はい。
小湊：だから結局、費やす時間が全部単位で計算されるから、単純になる。
佐藤：計算されやすくなっていると思います。
小湊：日本の単位の場合は、学内でも時々取り上げられることですが、そうなってない。よく問
題にされるのは卒業研究です。例えば、工学部だと 3 年のおしまいぐらいから、4 年生の
1 年間かけて、就職活動もする学生いるけれども、卒業研究をして、それを全部合わせて
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も単位は例えば 4 単位です。実際かけている時間は、その数倍かかっているのに、なんで
4 単位なのかっていうのは、やっぱり問題になるわけです。結局それはカリキュラムの設
計の問題で、そこはそれぞれの学部、学科で考えてもらわなきゃいけないんだけれども、
日本はやっぱり同じ単位であっても、かけている時間が実態としては随分違うというのが
あるのかなという気はします。

落合：筑波大学の落合と申します。本日はありがとうございました。私は組織評価という学部、
研究科など組織の評価の担当をしております。国立大学は今まで文章で、自己・点検評価
が主流だったと思うのですが、今年の 4 月から、担当副学長が代わり、来年度以降全て定
量的及び定性的なもので評価を行い、再来年以降それで資源配分を行うという予定でおり
ます。
今、研究担当副学長と教育担当副学長の下にワーキンググループを作り、評価指標を全
部決め、今年の秋までに報告することになっていますが、現場のロジックと、文系、理系
入り乱れて、評価指標がうまく設定できない状況です。実際こういう場で、本当に数字で
評価できる指標の細かいところまでを各大学さんが考えたことがあるのかというのをお聞
きしたいです。先生に限らず、皆さん、あるのでしょうか？
小湊：ちょっと報告者のほうから、伺いましょう。
大野：うちの大学では、まずないです。毎年ほぼ決まった予算を出すのではなく、やはりメリハ
リをつけて出したいという意向はあると思います。実際、そのようなオーダーは来てない
んですけども、指標を考えるときに、どうしても各部局の共通項を抜きだそうとすると、
学生数は年度毎にそんなに変化もないですし、組織の業績をどういうふうに評価できるか
っていったら、大学評価室だと今のところテキストベースしか集めていないです。数値ベ
ースで業績結果等を出そうとしても、なかなか学部等の意向があり、やっぱり反映できな
いと思います。
例えば、先程説明した「FTE-FYE」や S/T 比でやろうとしても、工学部で以前聞いた話
によると、やはり修士論文とか博士論文にかけている時間が他の部局と違うから、単純に
教員数、学生数だけだと正しく反映されないのではないか、ということでした。授業のコ
マ数だけでなく、時間外も指導しているから。あと、実験系だと土日も関係なく教えてい
るとも言われてました。それを考慮していいかどうかは置いといて、要は、学生への指導
にかけている時間が違うということのようです。また、文系だと週に１回学生が出てきた
らいいっていうような場合と同列に計算できるのかと言われると、なかなか単純には比較
できないと思います。
多分、全体的に数量的な把握をするというのは、まず難しいと思います。仮にそれをや
ったとしても、１回目で求めているレベルまでは当然上がらないので、試行的にこういう
評価をやってみましたが、これで組織評価ができますかっていうのを示していくことにな
ろうかと思います。もしくは評価指標は１個だけじゃなくて、これとこれの指標を組み合
わせたときにこういう評価ができますよという提案になるかと思います。けど、この提案
を執行部にする前に、事前に現場の方に「これで実情に合っていますか？」っていう確認
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をしないと、多分提案できないのかなと思っています。本学でもやろうとは試みています
が、まずは学部の方々との調整が先かな、というふうに思っているので、まだそこには踏
み込んでいないです。
落合：分かりました。ありがとうございます。
小湊：ちなみにコメンテーターのほうはなんかありますか。今のことに関して。
浅野：私の場合、４月に転任したばかりなので、詳細はよく分かりませんけど、現所属機関であ
る山形大学では、組織評価という独自の評価を実施しています。そこにも指標という考え
方はあまり持っていなくて、何をやっているかというと、大学全体で掲げている目標計画
があって、具体的に言うと、アニュアルプランというのを毎年、学長と理事が作るんで
す。それに対して、各学部の先生、部局長の先生方が、教育、研究、社会貢献、大学運営
の４項目があるんですけど、それに対して三つぐらい、重点事項を挙げてくださいってい
うお願いをします。
その後、各部局長が挙げてきた目標値がまず正しいかどうか、適切かどうかという判断
をして、１年間実施していただいて、１年間したらそこで評価をしてやっていくっていう
形で評価します。ですので、うちはどちらかというと目標達成型の評価というのを入れて
います。
そうすると、今度はテキストだけのデータが上がってくるので、現状どうなっています
かっていうのを、幾つかのデータ区分で確認します。基礎的な情報です。学生数から始ま
り、就職率、それから退学率、中退率、20 項目ぐらいあるんですけど、要はその二つを
組み合わせてやっていくっていうことをやっています。この６月に実際のヒアリングに出
る機会を得て、そこで感じたのは、すごいやりやすい、現実的だと感じました。大学全体
として、ある方向へ進むために、部局長の先生方とコミュニケーションしていくっていう
部分です。また、テキストだけではなく、やっていることに対して現状が伴っているかと
いう確認を、併せてやっていきますので、その二つを組み合わせることで、双方が納得す
る評価結果へとつなげることができます。そうすれば、傾斜配分に結びつけていくことも
可能だと思います。
本日の議論を通じて、個人的に気になったのは、現状を指標で把握して、それで傾斜配
分するということです。数値だけで判断すると、パフォーマンスのいい所が常に上に上が
っていってしまって、下はずっと下にいる状況になるので、なかなか Recovery できない
と思うんです。そうなると、傾斜配分してもなかなか学内の合意が得られないという問題
が残りますので、そこら辺は少し慎重にやられたほうがいいのかなというのは、伺ってい
て思いました。
落合：副学長もいきなり傾斜配分にというわけではなく、本年度、試行を行い、来年度の伸び率
を勘案し、ベンチマークを設定する、他大学のデータの取れるものを取り、比べる大学・
学部などを決めなさいという方向です。ベンチマークとした大学の学部などと年の伸び率
を見ながら行う方向でいます。ただ、それが現実的に学内のデータのように細かく取れる
のかというところもあります。
浅野：そうですね、今はわれわれもかなりやっていますけども、今の大野さんの報告にあったよ
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うに、適応部分はまだまだ限定されていて、どの指標で何を見るのかという問題の難しさ
は残ります。多分、その合意を得るまでに相当の時間を割くことになるんでしょうが、こ
のプロセスなしには進められないと思います。
落合：分かりました。ありがとうございます。
小湊：ちなみに、私どもの大学、九州大学ですけども、実は法人化してからですが、法人化のち
ょっと前、５年目評価、10 年以内組織見直しっていう枠組みを作っていて、それを今や
っています。５年目ですから、もう２回、５年目評価をやって、10 年目の組織見直しま
で、実は終わっているところがあるんです。それは何やっているかっていうと、明示的に
指標は立てていません。その代わりそれぞれの組織の目標、そこに対して、どこまで到達
したのかということを、当然定性的なものが多くなりますが、まずはレポートしてまとめ
ていただいて、それを執行部がヒアリングして、到達状況っていうのを判断するというこ
とをやっています。
ただ、学部に関しては、実は組織再編までは全然いっていません。そのものに関して
は。どこでやっているかっていうと、例えば各種センター系です。大学のお金を使って、
例えば 5 年時限でやりますっていうセンターが、実は第１期目で立ち上がっているんです
けど、そこは厳密にやられました。最初五つセンターが立ち上がって、三つが残り、二つ
が廃止されました。だからそういうのはやれるんですが、既存の学部をどう変えていくの
かっていうのは、少なくとも今の九大の持っている枠組みでは、なかなか難しいと言って
います。
もう一つ、試行でやろうとして断念したのが、私が前任の名古屋大学にいるときでした
が、経済学部の会計の先生がいらっしゃって、その方と一緒に共同研究という形で、授業
のコストをはじき出そうということを、ちょうど法人化１年前でしたか、やっていたこと
があります。ただ今日の報告にも関わる話ですが、随分前の話なので、データがそもそも
集まらない。で、あともう一つ問題だったのが、ある教員の持っている授業に対して、何
人学生が来て、実際に授業に掛かるコスト、人件費も含めたものを計算して、はじき出そ
う、比率を出そうと。そこの狙いは何だったかというと、学生が集まらないから、コスト
が高くて、授業をじゃあ廃止したほうが良いっていう話ではなく、まず個々の授業に対し
て、どのくらい実はコストが掛かっているのかを意識しましょう、その上で、残す科目と
省いていく科目を判断する一つの材料として提供しましょうということで、計算しようと
したんですけれども、データがなかなか複雑で集まらなかったというので断念した。
もう一つ、それを出したときに、相当の反発を、やっぱり当時でしたから、くらうだろ
うということで、ちょっとは計算しましたけど、やっぱりなかなか怖くて動けなかったと
いうのはあります。そういうのは、ちょっと試行でやったことあります。
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■資料編（大野）

25

⽇本の⼤学に対する適⽤判定
3. Size
BSU

専攻課程（upper division）における⼀科⽬あたりの学⽣数

⽇本

専⾨科⽬における⼀科⽬あたりの受講学⽣数

学内データ：【教務系業務システム】
各年度における開設科⽬数及び受講学⽣数（学科レベル）
学外データ：
⼊⼿困難

4. Degrees Awarded
BSU

専攻学科からの卒業⽣数

⽇本

卒業者数

学内データ：【学校基本調査、教務系業務システム】
当該年度５⽉１⽇現在の卒業者数（学科レベル）
学外データ：【⼤学概要】
当該年度５⽉１⽇現在の卒業者数（学部レベル）
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇
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⽇本の⼤学に対する適⽤判定
5. Placement
BSU

卒業学科に関連した分野での就職 or 進学状況

⽇本

就職 or 進学状況

計算式（就職率）＝卒業学科に関連した職種に就職した数
／就職希望者数
計算式（進学率）＝⼤学院に進学した数／卒業者数

計算式（就職率）＝就職者数／就職希望者数
計算式（進学率）＝進学者数／卒業者数

学内データ：【学校基本調査、教務系業務システム】
当該年度５⽉１⽇現在の卒業者数、就職希望者数、就職者数及び進学者数（学
科レベル）
学外データ：【⼤学概要】（※⼀部、学内データを使⽤）
当該年度５⽉１⽇現在の卒業者数、就職希望者数、就職者数及び進学者数（学
部レベル）
※各項⽬の定義は、⼤学ごとに異なる。

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇
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⽇本の⼤学に対する適⽤判定
6. Graduation Rate
BSU

卒業率（Juniorを対象）

計算式＝卒業者数／⼊学者数

⼊学者数：秋学期に⼊学した新⼊⽣で、その秋学期にフルタイムかつ学
位を修得することを⽬的にしている学⽣数（別名、IPEDS Cohort）
卒業者数：⼊学して４年、５年、６年での卒業した数

⽇本

卒業率

計算式（卒業率）＝卒業者数／⼊学者数

⼊学者数：４年前（⼜は６年前）の⼊学者数
卒業者数：標準修業年限内に卒業した数⼜は標準修業年限×1.5年内に卒
業した数
学内データ：【学校基本調査、教務系業務システム】
上記を対象とした⼊学者数及び卒業者数（学科レベル）
学外データ：【⼤学概要】
上記を対象とした⼊学者数及び卒業者数（学部レベル）

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇
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⽇本の⼤学に対する適⽤判定
2. Cost
BSU

MnSCU内での（同じような）学科間におけるコスト⽐較
※学科に係る全コスト（教員の⼈件費以外に、学科で雇⽤している秘書
の給与、実験道具等も含む）をベースに算出

⽇本

他⼤学の学科と⽐較するには、以下のものが必要になるため、
今回は省略
○ISRSのような統合型データベース
○CIPのような組織間基準

7. Review Status
BSU

プログラムレビュー or アセスメント状況

⽇本

⽇本ではアセスメントが未確⽴のため、今回は省略

⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇
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計算式の違い（⼤学間⽐較）
Cost Recovery【大学間比較】（計算式②）
70%

60%

60%

年間授業料×学生数／
本務教員数×職名別平均給与

授業料収入／教員人件費

Cost Recovery【大学間比較】（計算式①）
70%
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鳥取大学
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鳥取大学
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茨城大学

山形大学
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新潟大学

[ 指標1 ]本務教員⼀⼈あたりの在籍学⽣数（2013年）
⿃取⼤7.0、茨城⼤7.1、⼭形⼤7.1、新潟⼤8.6

計算式①＝授業料収⼊／教員⼈件費
計算式②＝学⽣納付⾦／教員の給与（概算）
＝ （年間授業料×在籍学⽣数）／（職位別平均給与×本務教員数）
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇
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データレベルの違い
（⼤学間⽐較：⼯学部）
Cost Recovery【大学間比較：工学部の場合】（計算式②）
140%

年間授業料×学生数／
本務教員数×職名別平均給与
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計算式②＝（年間授業料×在籍学⽣数）／（職位別平均給与×本務教員数）
⼤学評価担当者集会2015 プレイベント（神⼾⼤学）

平成27年８⽉27⽇
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２つの報告を踏まえた質疑応答
進行：小湊卓夫（九州大）

小湊：ちょっと時間が迫っていますけれども、お二方の報告を合わせてですが、全体を通じて何かコ
メントなり、ご意見があれば、ぜひお願いしたいと思います。いかがでしょうか。何かコメン
テーターのほうから、お二方のご報告について、ご意見等々あれば、それも併せてお願いした
いと思います。
浅野：１点だけ、何年か前に Bemidji にお伺いして、Cost Recovery の話を聞いたときに、最初はち
ょっと理解できませんでした。ただ、現状の日本の大学で抱えているデータ収集の問題点とい
うのと、求められているという観点からすると、非常に有効な考え方かなと思っているのは、
一つは割り切っているというところがあると思います。アメリカの場合、日本と実情は違うに
しても、そのコースを維持するために、どれぐらいのお金が掛かっているのかっていう目安に
はなるかと思います。
一方、実際の議論を進めていくと、よく起こり得るのが、同じ学内で比較しようとしたとき
に、お金が掛かる理系と、お金が掛からない文系を単純に比較できないということです。この
ことが障壁になって、議論が頓挫することが多いと思います。Cost Recovery は、最もお金が
掛かるであろう人件費をベースに考えていきます。したがって、少し割り切った考え方ではあ
りますが、これを計算することによって、理系、文系の壁を乗り越えて、状況を把握し、比較
するという意味では参考になると思います。
実際に大野さんにやっていただくと、そこもまだまだ難しいというのは、現実問題として残
っているので、これから多分、皆さんでもいろいろ試していただいて、ぜひそこら辺のフィー
ドバックをいただくと、われわれとしても前に進められるのかなというのを、今日改めて思い
ました。
小湊：ただ、人件費データに関して言えば、本当は財務または人事関係のデータベースに本来入って
いますよね。
浅野：入っています。
小湊：そこにどうアクセスするかの問題ですよね、学内的に。
浅野：学内的に、ある特定の方しかアクセスできないという問題がありますね。
小湊：それはなんでですか。
浅野：給与はやっぱりかなり厳しいと思います。アメリカは、IR 担当者が給与を含むほとんどのデー
タにアクセスできるっていうのと、多分州立大学だと、そもそも公開されていて、すでに外部
に出ているデータなのでアクセスできるっていう側面もあるかと思います。他方、日本の大学
はそこまでいっていないので、その壁は残っているのかなと思います。
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栗本：補足質問になりますが、先ほどのミネソタの例で、親の収入が分かることを、おっしゃってい
た件です。最近、日本では個人情報、凄くデリケートなのですが、そうした個人データへのア
クセスに対して、先ほどコンプライアンスの報告書も書かれているとおっしゃっていました
が、どうクリアされるのですか？
藤原：日本の方達と議論をすると、このような質問をよくされるのですが、僕たちはこう考えていま
す。学生は、大学にデータを提供するわけです。大学の特定の部署にデータを出しているとい
う意識は多分無いと思います。大学全体から外にデータが出てしまう、データブリーチは絶対
にやってはいけませんが、大学で必要なデータだったら、部署とか部局関係無くアクセスでき
るのが当然、というのがアメリカの考え方です。日本では「データは担当する部局のもの」と
なっているみたいですが、僕たちは「データは大学全体のもの」と捉えています。
先程の「親の年収が分かる」件ですが、なぜこれが必要かというと、連邦奨学金です。学生
は FAFSA というフォームを使って、連邦奨学金の申し込みをするのですが、その時に、親の
年収などを申告してもらって、Expected Family Contribution (EFC)というのを計算します。
そして、その値をベースに奨学金の額が決まります。そのようなデータも大学のデータベース
に記録されるわけですね。
リテンションの分析をすると、年収が低い所から来られた学生さんのリテンションが低くな
っているのが分かります。ですから、そのような学生さんを注意深く見ていく必要があるわけ
ですね。そのような意味でも、このようなデータ等にアクセスできるようになっているのだと
思います。
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まとめに代えて（九州大学基幹教育院

小湊

卓夫）

なかなか今回の報告は、全体をまとめて「こうですね」っていうような内容のものではなく、
取りあえずアメリカの事例を踏まえながら、日本でもどこまでやれるのかっていうのを、取りあ
えず試行としてやってみて、課題の抽出なり、具体的な展開っていうのは今後の話だと、こちら
も思っております。ですから今日の話を受けて、皆さまがた、個々の大学の中でもし何か取り組
みをされるのであれば、ぜひそういう情報も、今後こういう場を借りて、共有させていただけた
らと思っているところです。
それでは最後になりましたけれども、今日はお二方に報告をしていただきました。いろいろ、こ
のために多大な時間をかけて準備していただきましたので、最後お礼を申し上げたいと思います。
どうもありがとうございました。
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平成 27 年度大学評価担当者集会（H27.8.27）
プレイベント１「米国における IR の実践事例－指標の設定とその活用－」アンケート結果
アンケートは、参加者 34 人（うちスタッフ 7 人）中 26 人から回答があった。参加者全員が「理
解できた」
「概ね理解できた」と回答し、内容は参加者に対して適切だったと言える。イベントの
満足度はグラフに示す通り、約三分の二が「満足」と回答した。その理由として、米国と国内の
事情を続けてきくことができた点、具体的な説明があった点などが挙げられた。その他の意見と
して、指標、ＫＰＩや、これらの国内大学での事例について今後の企画を期待する意見が複数あ
った。
（藤井［名古屋大］）
③どち ④やや
らとも 理解でき
いえな なかった
0
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理解でき
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短い
1
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14
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24
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④ やや不
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0
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0
0
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0
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満足
10
38%
① 満足
16
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満足度（N=26)
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② やや
長い
1
4%

アンケート結果

アンケート結果の詳細
id

所
属

内容

時間

満足
度

1

－

②概ね
理解でき
た
②概ね
理解でき
た
②概ね
理解でき
た
②概ね
理解でき
た
②概ね
理解でき
た

③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い

②概
ね満
足
②概
ね満
足
②概
ね満
足
②概
ね満
足
②概
ね満
足

2

関

3

－

4

国

5

私

6

私

②概ね
理解でき
た

③丁
度よ
い

②概
ね満
足

7

国

8

国

②概ね
理解でき
た
①理解
できた

9

－

①理解
できた

10

国

①理解
できた

11

国

②概
ね満
足
②概
ね満
足
②概
ね満
足
②概
ね満
足
①満
足

12

－

13

国

14

私

②概ね
理解でき
た
②概ね
理解でき
た
②概ね
理解でき
た
②概ね
理解でき
た

②や
や長
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い

理由

自由記入

アメリカの実情を知ることが出来た

新しい視点を知れた 日本だけではなく
海外の例も応用していく可能性にも目を
向けたいと思った
米国の IR の状況（直接指標重視など）
が良く分かった
～日本への適応が難しい事も分かった
説明が非常にわかりやすかった。
一方で、普段の自分の業務で関わって
いない内容もあり、理解するために時間
がかかり、話に追いつけない時もあっ
た。
経営面において現状と課題を洗い出す
指標とは何かについて課題を感じてお
り、参加しました。
具体的にどのような指標で評価改善に
つなげるのかが示されていてその点で
はイメージがわきましたが、自大学（私
大）での活用や、その際の目標の設定
の仕方、ベンチマーキング等には相当
の判断材料が必要でありその点、勉強
不足を感じました
新しい知識を得ることができた

参加者が自由に話をできる雰囲
気が良かった
研究から見た IR

教学 IR についても日米比較ある
いは世界的な方向性をおしえて
もらいたい

具体的な内容で分かりやすかった。

米国州立大学の事情等がたいへん興味
深いものであった
初めての参加で知識不足もあったため

①満
足

米国での状況・現場の実情と日本との違
いを知ることができた

①満
足

指標に関する考え方について知ることが
できたため

①満
足

米国での現状と国内での実用例が比較
でき、大変有益でした。指標設定と測定
に生かしてゆきたいと思います。
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ろう国内大学の事例を是非伺い
たい
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id

所
属

15

私

16

国

17

満足
度

理由

③丁
度よ
い
④や
や短
い

①満
足

FTE、FYE、cost recovery など初め
て伺う内容もあり、勉強になりました。

①満
足

内部の資源配分に係る指標
や評価などのトピック

③丁
度よ
い
③丁
度よ
い

①満
足

③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い

①満
足

BSU での指標の運用の実際を、具体
的におききできてよかった。
お 2 人のお話を同時にきけたため、前
提（米国事情）をカクニンした上で日本
の大学への適用可能性を聞けて、理
解が進んだ。
指標の設定については本学でもホット
トピックだったため、とても勉強になりま
した
米国の具体的事例、基礎的な話や状
況を聞くことができて良かったです。
鳥取大学で実際に試行してみて壁が
わかったなど話を聞くことができて良か
ったです。
多様な事例が増した

指標について関心を持っていて米国
での事例や考え方が聞けたので大変
参考になった。

引き続き KPI、指標について

③丁
度よ
い
③丁
度よ
い
③丁
度よ
い

内容

時間

②概ね
理解でき
た
①理解
できた

国

①理解
できた

18

国

①理解
できた

19

国

①理解
できた

20

私

①理解
できた

21

－

①理解
できた

22

国

①理解
できた

23

私

①理解
できた

24

国

①理解
できた

25

国

①理解
できた

26

私

①理解
できた

所属

国：国立大学

①満
足

①満
足

自由記入

各大学での指標設定項目
や、その状況を知りたいで
す。

①満
足
①満
足

具体的でわかりやすい話だったので

①満
足

①満
足

人件費と科目（学部コスト）を考えるとき
の指標にすることは、発想になかった
ので、大変参考になりました。自大学
のカリキュラムを検討するときの指標に
出来たらと考えております
Cost Recovery という考え方は非常に
勉強になりました。

①満
足

指標作成・活用、日本（国立大）での
展開に対する課題整理を考えました

①満
足

IR についてアメリカではという話をよく
聞いていたが、その実情がよく分かっ
ていなかった。それで、IR の基本とな
る大学の仕組について知りたいと思っ
ていたので、とても良く分かった。今日
のお話は多分、アメリカの全大学の大
方の実情として理解して良いのだろう
と思えた。

公：公立大学

私：私立大学

関：関係機関
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－：記入無し
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アンケートのお願い
本日は、ご参加いただきありがとうございました。来年度以降も継続的に大学評価担当者集会を企画しておりま
す。つきましては、ご参加いただいた企画に対してご意見をいただければと思います。ご協力よろしくお願いいたし
ます。
アンケート結果は、原則的に、大学評価コンソーシアム web サイトの活動報告や報告書で公表しさせていただき
ます。お名前は、公表されません。またご所属は国公私立の別のみ公表されます。＊無記名でも結構です。
お名前

ご所属

プレイベント（27 日午前）について、おうかがいします。
（１）．参加された企画の番号に丸をつけてください。
①

「米国 IR・指標」

②「はじめての IR」

（２）．企画について、該当する番号に丸をつけてください。
内容：

① 理解できた

②概ね理解でき

③どちらともい

④やや理解でき

⑤理解できなか

た

えない

なかった

った
⑤ 短い

時間：

① 長い

② やや長い

③ 丁度よい

④ やや短い

満足度：

① 満足

② 概ね満足

③ どちらともい

④ やや不満足

えない
（３）．（２）で回答された理由をお聞かせください。

（４）．今回の企画、次回以降のご希望などについて自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。
記入後の用紙は、お帰りまでにスタッフにお渡しください。

⑥

不満足
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○ この分科会のプログラム構築については、以下の研究費を用いました。
平成２７年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ｂ） 「大学の評価・IR 機能
の高度化のための実践知の収集・分析とその活用に関する研究」 （課題番号：15H03469、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）
○ 当日のスタッフ
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）
関 隆宏*（新潟大学 経営戦略本部評価センター 准教授）
藤井 都百*（名古屋大学 評価企画室 講師）
藤原 宏司（ミネソタ州立大学機構 ベミジ州立大学・ノースウェスト技術短期大学 IR/IE 室 副
室長）
○ 報告書編集
嶌田 敏行*（茨城大学 大学戦略・IR 室 准教授）
また、このプレイベントの実施、成果のとりまとめ、報告書作成にあたり、参加されたすべての
方に感謝申し上げます。
*は大学評価コンソーシアム幹事・監査人
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