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研究成果の概要（和文）：IR先進国とされる米国においても、IR部署及びアセスメント部署が提供するデータを実際の
意思決定につなげるのは一筋縄ではいかない。その理由を「ゴミ箱モデル」や「コンティンジェンシー理論」の枠組み
に沿って考察したところ、大学の執行部はデータを絶対視するのではなく、意思決定に向けた合意を形成するための参
考情報として活用し、ある共通認識の醸成へ向けて、各種情報を活用するという地道な努力の積み重ねが重要であるこ
とを明らかになった。データ利用者がデータ提供者であるIR部署等のデータをどのように活用しているかの先行研究は
乏しいなか、本研究を通じて仮説的にではあるが一定の知見を示すことができた。

研究成果の概要（英文）：Institutional research (IR) and assessment are newly emerging fields in Japanese
higher education. Therefore, our research aims to collect information about (a)the variety of datasets
and analyses provided by IR and assessment offices, and (b) the use of IR and assessment data to support
further improvement efforts on campus.
After that we will analyze how higher institution's President and/or Provost use the data in their
decision making employing the framework of "Garbage Can Model" and "Contingency Theory". Our finding is
simple. President and/or Provost don't take absolute trust in data. They employ as tool for making common
understanding. At the same time, steady effort are essential to make suitable and acceptable decision.

研究分野： 経営学
キーワード： Institutional Research
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様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
政府の財政緊縮政策による高等教育予算
の縮減、教育のグローバル化に伴う世界規模
での競争の激化等、昨今の日本の大学を取り
巻く環境は厳しさを増す一方である。さらに、
高等教育政策を所管する文部科学省は、「中
長期的な大学教育の在り方」
（2008 年）の諮
問及び中央審議会等を通じて、大学経営の基
盤強化を一貫して大学に求め、大学はその対
応を迫られている。
こうした外部環境及び政策要請への対応
として、日本の大学実務者や高等教育政策立
案者は、米国の高等教育機関において経営支
援を掌る Institutional Research
（以下、
「IR」
という。
）機能の必要性を指摘し、IR に関す
る国内外の事例紹介及び日本の大学への適
応可能性に関する研究が高等教育研究者を
中心に蓄積されつつある （鳥居，2005； 山
田，2006； 小湊・中井，2007； 加藤・鵜
川，2009）
。しかしながら、IR 機能の具体例
（データ収集の方法、分析手法等）を扱った
事例研究や実践的研究の蓄積は乏しい。他方、
大学経営についても、大学経営の実務経験者
が経験談として著した文献に限定され、日本
における大学経営の基盤強化、あるいはその
核となる IR を普及させるうえで重要となる
組織論や意思決定論等の経営学視点を用い
た研究は皆無に等しい。このように、参考と
なる文献が非常に限定されていることから
か、多くの大学では米国の IR の業務や機能
がまだ十分に理解されることなく、理想化し
た米国の IR 像を、そのまま自大学に導入し
ようとしているきらいがある。その結果、日
本の大学における IR 機能の普及が遅れ、大
学経営の基盤強化を停滞させていると考え
られる。
以上のことから、上述の学術面及び政策面
の双方の課題に対応できる実践的かつ理論
的な研究が不可欠であると考え、本研究の構
想に至った。

３．研究の方法
本研究の目的を達成するため、ケース・ス
タディの手法に加え、実践と研究を統合して
現場から解決方法を考え直すアクション・リ
サーチの手法を併用し、次のステップを通じ
た分析を行った。
まず、第一段階では、日米におけるケー
ス・スタディの実施に加え、申請者らが所属
する機関においてアクション・リサーチを実
施し、IR 機能の全体像を捉えるための視点の
確認及び検証を行った。
次に、第二段階では、組織における意思決
定を捉えるうえで有効な視座を提供してく
れる戦略的意思決定及び組織論等の文献整
理を行った。
次いで、第三段階では、第一段階で明らか
にする IR 機能の全体像の中から、意思決定
につながるデータの特性を日米の大学で特
定した。
そして、第四段階では、第二段階で設定し
た理論枠組を通じて日米の大学における意
思決定プロセスを分析し、その背後にある環
境要因を、コンティンジェンシー理論の枠組
みを用いて分析した。

２．研究の目的
本研究では、従来の経営学及び高等教育研
究においても蓄積が乏しい日本の大学にお
ける「大学経営」に焦点を当て、有効な大学
経営につながる意思決定とはどのようなも
のか、意思決定を促進できる支援とはどのよ
うなものか、を明らかにする。その手掛かり
として、米国の高等教育機関において、デー
タ（またはエビデンス）を用いた意思決定を
効果的に支援しているとされる IR 機能（ま
たは部門）に関する事例を収集するとともに、
日本の大学で米国の IR と類似の機能をもつ
とされる企画・評価部門における取組、及び
意思決定の支援状況を描写し、双方の比較分
析を行う。このプロセスから得る発見事実に
基づき、大学経営における有効な意思決定と
その支援の在り方についての分析的一般化
を図ることとする。

《図 1 IR 業務の四象限の分析枠組み》

４．研究成果
上述した研究の方法に沿って、まず研究代
表者、研究分担者、研究協力者の勤務校にお
いてアクション・リサーチを実施し、ケー
ス・スタディを行うため、以下の分析枠組み
を考案した。
定型業務
第二象限

第一象限
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まず、X 軸を左右で「学外への説明責任」
と「学内の改善支援」に分けた。この根拠は、
IR や高等教育政策の先行研究（例：Volkwein，
1999；2008）において、両者が対峙するとい
う見方が一般的なためである。
次に、Y 軸は上下で「通常業務」と「臨時
業務」に分けた。この観点は，米国の IR 業
務の実施状況（Delaney，1997； Volkwein，
1999）を参考にしつつ、米国の現場で勤務す
る研究協力者が上司や同僚と様々な IR 業務
の進め方を相談する際、常に議論となる観点
だという経験に依拠した。また、米国 IR に
おいて以前であれば、担当者が臨時業務とし
てデータ収集にあたっていたのが、近年の情
報技術の進展により当該業務が定型化、自動
化されたことで通常業務に移行しつつある
（柳浦，2011）。こうした状況を捉えるため

にも臨時業務か通常業務という分岐は時流
に即していると考えた。さらに、この分類は
IR 業務の共通性や重要度を判断する１つの
物差しにもなることも想定した。その所以は、
通常業務は学内で優先度の高い伝統的な業
務で、大学間に共通した内容が多いであるこ
とが推察される一方、臨時業務は需要が低い
か、もしくは新規業務の可能性が高いからで
ある。
上記の枠組みに基づき、日米両国の高等教
育機関において、インタビュー調査を計４回、
延べ 23 名に対して実施した。
米国の高等教育機関においては、IR 部署に
共通する日常的な業務については、
Enrollment Management や Retention Rate に
係る業務、IPEDS へのデータ登録、連邦また
は州政府及び認証団体に提出する各種報告
書の作成等があることが示された。これら以
外の臨時的に従事する業務としては、独自の
学生調査、ベンチマーク、学習成果測定、戦
略計画立案、補助金団体への報告書作成、大
学ランキング・データ対応、その他機関情報
対応等がある。日本の大学においては、評価
に関連する業務が多く挙げられ、名称や目的
は一部、異なるものの、概ね米国と類似する
ような結果が得られ、共通項を以下の表 1 に
整理した。
《表 1 米国高等教育機関における IR 業務》

通
常
業
務

学外への説明責任

学内の改善支援

・Fact Book 作成

・在学者の分析

・IPEDS/大学情報 DB

・入学年次別分析

データ作成

・中退率・退学率分析

・評価機関に提出する

・卒業率に係る分析

報告書作成業務

・履修コースの設定及び

・学生納付金に係る情

登録状況の分析

報収集・分析

・学生の満足度調査
・学内調査の設計・実施
・学習成果の測定・分析

・補助金団体等に提出

・競合校との比較分析

する報告書作成業務

・戦略（事業）計画

・大学ランキング・デ

・大学の主要業績指標

臨

ータ作成

・財務分析及び収支予測

時

・その他の機関情報

・教員の配置及び給与に

業

係る分析

務

・教育プログラム評価
・外部評価
・申請書作成等の学内コ
ンサルティング

次に、これらの業務を通じて、IR 部署はど
のように意思決定を支援しているのかを明
らかにするための理論枠組として、Cohen 他
(1972)によって提唱された「ゴミ箱モデル」
を援用することとした。彼らは、大学組織の
研究からこのモデルの着想を得ており、大学
の組織をも含めた教育組織では、組織の目的
についての構成員の意識が曖昧かつ多様で
あり、組織を取り巻く世界についての因果関

係も理解できない状況にあると想定してい
る。こうした状況を「組織化された無政府状
態（organized anarchy）
」と呼び、意思決定
を以下の４つの相互に独立した構成素から
誘導された結果だと捉えている。
① 組織内外の人々の関心と注意により規
定される「問題」
② 構成員の誰かが生みだし、様々な問題に
適用可能な「解」
③ なんらかの意思決定を行わなければなら
ない「選択機会」
④ その選択機会への「参加者」
この４つの構成素をゴミ（Garbage）とし
て捉え、ある選択機会は、それぞれのゴミが
ばらばらに投げ込まれる１つのゴミ箱だと
考える（図２）
。

《図 2 ゴミ箱モデルの概念図》
そのため、どのような組み合わせやタイミ
ングでゴミ箱に投入されるかによって、以下
の３つのタイプの決定に帰着するかは不確
定であり、再現不可能とされる。
① 問題の「見過ごし」による決定(decision
making by oversight)
② 問題の「やり過ごし」 による決定
(decision making by flight)
③ 問 題 の 「 解 決 」 に よ る 決 定 (decision
making by resolution)
この「ゴミ箱モデル」を大学の内部的な組
織環境（意思決定に係る組織文化）として捉
え、米国の高等教育機関において、IR のよう
な合理主義的なデータにもとづく意思決定
支援というものがどれだけ実現されている
のか、すなわち、「解決」による決定がどれ
だけ行われているのかを分析した。
その結果、IR 部署で収集・分析したデータ
を意思決定支援に活用でき、「解決」につな
がった事例の多くは、何らかの形で財政的な
要素と関連していた。他方、学内構成員の意
識改革を伴う課題、学内関係者の主観に基づ
く意思決定、調査結果の数値が良好な状況下
におけるさらなる改善の提案などは、
「解決」
にはつながらず、「やり過ごし」や「見過ご
し」につながる事例が多いことが明らかにな
った。
その原因について、ゴミ箱モデルの枠組み
を援用して分析すると次のことが言える。ま
ず、「問題」の捉え方について、執行部と学
内教員の認識の相違（例：学習成果の測定）
、

学内関係者の主観に基づく課題の認識、調査
結果が良好な故に改善が進まない課題の認
識の違いが見られる場合、IR 部門がある「問
題」に関するデータ集計や分析を提示しても、
意思決定には結び付きにくいと考えられる。
次に、大学という組織の特性も IR 部門に
よる意思決定支援を制約する要因として存
すると考えられる。IR の根底には経済学や経
営手法における合理主義的な発想に基づく
意思決定が前提にあり、大学組織の特殊性と
相反性を有していると捉えることができる。
そのため、上記のように認識の相違が見られ
る状況下では、IR 部門が適切な「解」を投入
しても、
「参加者」に受け入れられ難く、
「見
過ごし」ないし「やり過ごし」による意思決
定につながり易いと推察できる。
以上のことから、大学では学内の各種の会
議において大学構成員の間で現状認識のズ
レが生じるのはごく自然なことで、ある共通
認識の形成へ向けて組織情報を活用すると
いう地道な努力の積み重ねが求められてい
ると考えられる。
そのことは、Tarter＆Hoy（1998）が組織
論のコンティンジェンシー（条件適合）理論
の枠組みで言われるように、最適な意思決定
というものは存在せず、状況に応じて意思決
定のスタイルを変化させる必要があるとい
うことを裏付けているといえる。この基本認
識の下、実際に行った意思決定の成功例と困
難例を「解決すべき問題ないし課題」
、
「外部
環境」
、
「内部環境」
、
「解決策」
、
「用いるデー
タ」
、
「将来的に望まれるデータ」に要素分解
する分析枠組みを追加で設定した《表 2》
。
《表 2 コンティンジェンシー（条件適合）
理論を援用して考案した新たな分析枠組み》
外部

内部

環境

環境

問題

解決策

データ
の活用

意思決
定に活
用し易
い例
意思決
定に活
用し難
い例

この枠組みを援用することにより、IR 部署
は学生の入学と在籍に関する予測分析
（Enrollment Projection Analysis）、成績
分布分析（Barrier Courses Analysis）など
の結果を、アセスメント部署は適格認定で求
められる学修成果の測定結果等の提供が、学
内における改善策の検討につながると捉え
ていると位置づけることができた。一方、デ
ータ利用者である教学担当副学長（Provost）
及び学部長（Dean）は IR 部署及びアセスメ
ント部署から提供されるデータの多くを学
内の改善策を検討する際に活用しており、特
に重視しているのは学生の入学や在籍数に

関係する、いわばエンロールメントのデータ
である。これらのデータが「解決策」につな
がるのは財政削減や外部団体による説明責
任といった外部環境からの圧力が生じる案
件で多い実情が、ここでも再確認された。し
たがって、学内構成員の多様な認識が存在し、
合意形成が難航するような案件（例えば学習
成果の測定による教育改善）では IR 部署及
びアセスメント部署が期待しているほど、意
思決定にはつながらないことが追認された。
これらのことについて、教学担当副学長
（Provost）が共通して指摘していたのは、
教員を説得するのはかなり骨の折れる仕事
であり、その所以は教員が自分の専門分野以
外については、あまり関心を持たず、何が問
題であるかの本質を理解できていないこと
であった。また、こうした環境下では、気長
に交渉しながら説得するしかすべはなく、IR
部署及びアセスメント部署から提供される
データを効果的に活用していくよう考慮し
ているという。
他方、IR 部署及びアセスメント部署から提
供されるデータだけを見て学内の改善や意
思決定を進めることはできないことも付言
していた。IR 部署及びアセスメント部署から
提供されるデータは現状を知るために必要
不可欠であり、解決策を模索するうえで重要
な情報源として位置付けられてはいるもの
の、学内の様々な要素を加味しながら判断し
ていくのが大学における意思決定の本質で
あると捉えているのである。
以上のことから、IR 先進国とされる米国に
おいても、IR 部署及びアセスメント部署が提
供するデータを実際の意思決定につなげる
のは一筋縄ではいかないようである。また、
主たるデータ利用者である教学担当副学長
（Provost）の多くはデータを絶対視するの
ではなく、意思決定に向けた合意を形成する
ための参考情報として活用し、ある共通認識
の醸成へ向けて、各種情報を活用するという
地道な努力の積み重ねが必要であると捉え
ていることも明らかになった。このように、
「データ利用者」である大学執行部が「デー
タ提供者」である IR 部署およびアセスメン
ト部署のデータをどのように活用している
かについては、日本に限らず米国でも先行研
究が乏しい現状があり、本研究を通じて仮説
的にではあるが、一定の知見を示すことがで
きまた。また、日本において関心の高い米国
の高等教育機関における意思決定の実態に
迫ったところにも、本研究の意義があると考
える。
なお、本研究の成果については、主として
AIR Annual Conference（以下の〔学会発表〕
の項目に記載している業績番号 10,15）及び
日本高等教育学会での報告（以下の〔学会発
表〕の項目に記載している業績番号 8,9,16）
、
学術雑誌等への掲載（以下の〔主な発表論文
等〕の項目に記載している業績番号 1,4,5）
、
更には図書の出版（以下の〔図書〕の項目に

記載している業績番 1）を通じて学術的な発
信を行った。また、大学評価コンソーシアム
における研修会や勉強会等の実施（以下の
〔図書〕の項目に記載している業績番号
2,3,4,5）
、情報誌「大学評価と IR」への投稿
（以下の〔主な発表論文等〕の項目に記載し
ている業績番号 2,3）など、速報性を重視し
て、実践的な発信も行った。さらに、他大学
からの招待講演（以下の〔学会発表〕の項目
に記載している業績番号 2,4,5,7,12,13）に
おいても、最新の情報として提供した。
本研究の成果については、上記のような多
様な媒体や方法で積極的に発信した。
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