
大学評価担当者集会 2013 第一分科会「評価と IR：活用編」 

23 
 

 

講義２「米国における IR による意思決定支援と我が国での活用について」 

 

浅野 茂（神戸大学*） 

本田 寛輔（メイン州立大学アーガスタ校）  

 

 

嶌田：「米国における IR による

意思決定支援と我が国での活用

について」ということで始めさせ

ていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嶌田：米国のインスティテュー

ショナル･リサーチが日本に紹

介されて数年経つわけですが、

IRとは何かみたいな話が定まら

ないままに様々なことが解決で

きる「魔法の杖」のように思わ

れている節があります。 

浅野：昨日の議論や本田さんの

コメントにもございましたよう

に、アメリカであっても「IR と

は何か」ということについては、

必ずしも 1 つの定義が存在する

わけではありません。大学の類

型や規模といった、属性に応じて状況が違うということは学術的にも言われているところです。

柳浦さん（Postsecondary Analytics, DC）の見解を借りると IR 部門は学内でも「何でも屋」と

                                                  
* 現所属、大学評価・学位授与機構 研究開発部 
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揶揄されているところもありまして、部署構成や業務内容は各大学に応じて違う、というのが本

田さんと同様にアメリカの第一線で活躍される柳浦さん知見だという風に捉えております。 

浅野：研究レベルでは、ソウプ

の定義が用いられることが多い

わけですが、何が言われている

か、といいますと、「意思決定を

支援するための情報を提供する

目的で行うさまざまな調査」と

いうようなことが言われていま

す。また、昨今の山田先生（同

志社大学）のご指摘を踏まえま

すと、「個別大学内の様々な情報

を収集して、数値化・可視化し、

評価指標として管理し、その分

析結果を教育・研究、学生支援、

経営等に活用する活動。」と定義されています。山田先生は、昨日も教学にフォーカスされた IR

を「教学 IR」という風に定義されていましたが、IR 一般でみますと、こちらにあるような教育、

研究、学生支援、経営等に活用するといったことが言われているかと思います。また、鳥居先生

（立命館大学）の論文から引用させていただいておりますが「IR は機関が優先する課題にそくし

て何を明らかにするのかを定め、適切なリサーチ・クエスチョン（問い）を立て、現状のモニタ

リングだけではなく、当初の計画・目標に照らした進捗状況を計り、改善に向けた次期計画の策

定につながるような意思決定を支える機能だと見てよい。」ということです。冒頭、嶌田さんのほ

うからも説明があったかと思いますが、やはり我々としても IR というのは、ひとつ重要な機能と

して意思決定を支える、意思決定を支援する、というところにフォーカスしていくべきではない

か、という風に捉えております。 
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浅野：一方で、日本の状況とし

ましては、佐藤さんらが 2009

年に調査された結果から、全体

的な傾向として、評価で把握し

た課題などが、大学経営に反映

されにくいという状況がある、

というのがあきらかになってい

ます。また、山田先生も、多く

の高等教育機関では、教育の改

善が不可欠であるにも関わらず、

なかなか共有されずに、先生方

の主観、あるいは経験値などに

もとづいて現状認識が行なわれ

ることが多い、と述べておられます。また、大学経営の現場におきましては、IR 組織や専門的技

能を有した人材がいない、というような状況、また IR 人材を育成するためのプログラムも存在し

ない、ということも鳥居先生、高田先生、森先生の論文で指摘されています。 

 

 

浅野：こういった状況を踏まえ

まして、本田さんと日米を少し

分かる形で対比させていただい

たのですが、例えば、こちらに

ありますように、「情報システム」

というのを軸に採ったときに、

どういったことがあるかと言い

ますと、「日本の現実」としては

データベースがなかなか整備で

きていない、というのがあって、

IR もデータを集めるために部

局回りに奔走するというような

ことになっています。昨日の私

の報告でも紹介させていただき

ましたが、日本の現状としては、システム的にデータを持ってくるのが難題といいますか、アタ

マの痛いところだと言えると思います。一方で、アメリカにおおきましては、かなり整備はされ

ておりまる。、一部手作業でデータを作成している大学もあることから、必ずしもアメリカが進ん

でいる、という状況ではないということはありますが、日本よりはデータを入手しやすい環境に

あると思います。「業務内容」に関しましては、日本の現実といたしましては、やはり評価報告書

の作成というのが IR 機能を担っている部門での主たる業務としてあるかと思います。一方でアメ

リカにおおきましては、やはり単なる報告書作成ではなく、報告書作成においてもある程度高度
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な分析がなされていて、その業務の割合というのは大学の規模や担当者の能力に依って異なりま

すが、ある程度データ分析の結果にもとづいて作成された報告書が意思決定にも活用されていま

す。もちろん、意思決定に結びつかない場合もありますが、日本とは少し状況が違うと捉えられ

るかと思います。また、「担当者」で見ていきますと、日本では教員か職員の職位しかなくて、部

署移動で専門性が高まらない、という問題があるかと思います。一方でアメリカにおきましては、

かなり専門職化されています。比較的、業務ごとに分割・細分化されていて 低限の能力として

ICT に強いようなことが求められる傾向がとくに強まっている、という指摘もございます。また、

担当者の受けた教育内容や職務経歴により、専門能力の高さは様々ということでありますが、昨

日の小林先生のご講演にもありましたように、やはりアメリカというのは、この辺で層の厚さと

いうのが日本と比べて異なっていると考えられます。一方で、意思決定支援というお話をさせて

いただきましたが、そう見たときに大学の執行部がどうなっているか、というところであります

が、（日本では）執行部はなかなか評価報告書やその他の分析データを意思決定に反映させていな

い、というのは、本日ここにお越しいただいているみなさまが普段抱えておられるモヤモヤ感の

１つだと思います。それに対してアメリカではどうかと言いますと、執行部はデータ以外の政治

的な側面にも配慮して、意思決定に活用している問う状況があります。しかしながら、案件の性

格によりデータの意思決定への活用には濃淡があり、特にアセスメント関係で教育改善にデータ

を活用するといったときには、我々が少なくとも調査した範囲では、アメリカにおいても同様に、

それほどすんなり受け入れられるものではなくて、特に IR 担当者の技量が問われる所でもあるか

と思います。一方で、やはり IR 人材の層の厚さであったり、情報が整っていたりということで、

改善志向の IR が徐々に定着してきていますので、アメリカの執行部については完全にデータに基

づく意思決定をしているわけではありませんが、それなりに進んできている状況があるかと思い

ます。 

 

 

浅野：今、お話しした内容を少

し具体例としてお示しさせてい

ただきたいと思います。ここで

紹介させていただきますのは、

嶌田さんと本田さんと 2011 年

の 10 月に米国の５つの大学に

事例調査に行きまして、IR 部門

の長や専門職の方々、合計９名

に面接調査をさせていただきま

した。本日は、その結果を共有

させていただきたいと思います。

ご存じの方もいらっしゃると思

いますが、アメリカで 近は IR

というよりは、IE という省略が

見られることが多くなっています。 近、学会発表をしようとしたときに、「これって Internet 
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Explorer じゃないですよね？」という冗談を言われたところですけど、 Institutional 

Effectiveness で、IE と略されています。何を意味するかと言いますと、先ほど出てきた IR が改

善志向に向かっているというところの「改善志向」というのを前面に押し出すために Institutional 

Effectiveness という風に部門の名称を用いているようです。 

本田：この辺で、「次から次へとアメリカからカタカナだったり、訳のわかんないローマ字を持っ

てきて日本を混乱させるのか」という複雑な思いを持っているのですが（苦笑）。今の浅野さんの

ご説明に私見を加えさせていただきます。私なりの見方としては、日本の評価室とアメリカの IR

室というのは全く異なるのかというと、そうでもない。先の嶌田さんのスライドにもありました

が、私は発展段階の違いだと捉えています。60 年代や 70 年代の IR 第一世代は、僕の目から見る

と、日本の評価担当者とあまり変わらないように映ります。連邦や州政府、そして適格認定協会

といった対外向けの報告書を作っていた人たち。大学によっては、教務課や人事部で数字を切り

盛りしていたようです。それが 90 年代に入って、適格認定協会が「もっと改善をしっかりやれ」

と言ってきたので、IR だけではなく、学習成果の診断や戦略計画と呼ばれる分野が芽生えてきた。

こうした新しい部門の専門員は、伝統的な IR 担当員のように単にデータ報告をするだけでなく、

教員と伍して仕事を進める専門性と資格が求められています。こうした専門分野を総括する用語

として Institutional Effectiveness という部書名を使っている大学があります。 

 

 

浅野：こちらのスライドが事例

の調査結果になります。実は何

も無しに聞きに行くと、比較的

総花的と言いますか、これまで

に論文で書かれたようなことし

か出てこない場合が多いので、

事前に本田さんと調整しながら

事前に調査の枠組みを設定しま

した。、実際には、本田さんから

ご提案いただいたのですが、単

に IR の業務を列挙していただ

くのではなくて、それがどのよ

うな目的で行われているのか、

というのをある程度踏まえて、

２つの軸を立てて IR 担当者にインタビューをしていく、というのをやりました。簡単に説明させ

ていただきますと、１つは通常やっている日常的な業務なのかどうか、という軸と、スポットで

対応する臨時的な業務なのか、というところの軸ですね。もう一つが、（その目的が）学外への説

明責任のためなのか、学内の改善なのか、ということを聞いていきました。我々も当初、訪問校

の担当者が答えにくいのではないか、というところを危惧しておりましたけども、インタビュー

していく中で、５大学に共通していたのは、すぐにみなさん（各業務を）プロットしてくださっ

て、意外とみなさん、この枠に当てはまりやすいのかな、というのを実感することができました。
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これが１つ目の州立 A 遠隔教育大学における IR 業務ということで、ここは少し特殊な要素が含

まれています。日本で言いますと放送大学に近いような大学です。通信制で社会人の方が主に学

生さんとして在学されるわけですけど、そこの IR 業務というのは、例えば、もっとも典型的なも

のですけど、［学外への説明責任］＋［通常業務］としてやっているのは、連邦教育省への高等教

育機関情報の提出、あるいは、学生調査の実施、適格認定の報告で、この辺は日本の評価室、評

価部門に近いような内容になっております。一方で、対角にあります［学内の改善］＋［通常業

務］というところにいきますと、戦略計画の実施であったり、学生の評価、学習成果のアセスメ

ント、出願と入学者数の分析、あるいは 4 年次までの在学率の分析であったり、様々な学生に係

る分析ということで、ここはかなり IR が進んでいる業務のひとつとして、捉えることが出来ると

思います。また、下に行きますと、スポットで、通常ではなく執行部や部局長等からスポットで

来るような調査、あるいは、学外からスポット的にくる調査であったり、その業務対応というの

は、こちらのほうに集約されています。こういった形で、例えばアメリカですと、全米学生実態

調査の実施や各種大学ランキングへの情報提出というのは、［学外への説明責任］（情報公開）＋

［臨時業務］（スポット）というところでやっている。また、［学内の改善］＋［臨時業務］とい

うところでは、競合校との比較分析あるいは、教員給与の比較分析といったことをやっている、

ということがあるかと思います。 

浅野：これは２つ目の調査結果

で、私立の教養教育系大学にお

ける IR 業務を図示したもので

す。、まず［学外への説明責任］

＋［通常業務］あたりは共通し

ていると思います。先ほどの A

大学だと、「戦略計画の支援」は、

［学内の改善］＋［通常業務］

に入っておりましたけど、冒頭

申し上げましたとおり、大学に

よって IR の位置づけは異なり

ますし、業務の捉え方、という

のも異なりますので、同じ州に

ある大学であっても、州立私立、

それぞれの業務の位置づけは異なってくる、というのがこの調査では明らかになりました。 

本田：実際、こういう小規模の私立大学だと IR 部署に人材を割けない、という事情もあります。 

浅野：そうですね。この大学は比較的小規模なので、スタッフが充実していない、ということも

あって業務の位置付けとしては、こちら（第二象限）のほうが優先され、こちら（第一象限）の

ほうはややウエイトが低いということも考えられるかと思います。 
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浅野：もう一つ私立です。工科

系の単科大学に近いイメージで

すが、どちらかというと教育と

研究がバランスされた大学でし

た。こちらも IR オフィスに関し

ましては 3 名で運営されていま

して、大規模ではございません

が、見ていただきますと、さき

ほどの教養大学とは、あまり内

容的には変わらないところです。

特徴的だったのは、データベー

スとかそのあたりのシステム系

の整備がかなり進んでいる大学

だったかと思います。 

 

 

 

浅野：再び州立のほうにもどり

ましてコミュニティ･カレッジ

の調査結果になります。こちら

を少し見ていただきますと、こ

この第一象限（［学内の改善］＋

［通常業務］）が充実していたと

いう印象を持っております。ホ

ームページで調査結果を学内外

に公表しており、情報発信が充

実していました。担当者のお話

ですと、毎年 1000 ページくらい

のホームページのデータを更新

する、というようなことを言っ

ておりましたので、コミュニテ

ィ･カレッジという特性もあるのかもしれませんが、かなり IR に熱心に取り組んでいて、その調

査結果を学内の改善や学外の公開に向けて、積極的に発信しているというようなところでござい

ました。また、こちら（第四象限）を見ていただきますと、私立大学や IR が進んでいるところで

すと、学内の改善の中にアセスメントといったものが入っておりましたが、ここでは、まだ、そ

こまでは定着していませんでしたが、この調査結果から見ていただいても分かりますように、こ

の象限の位置づけというのが、大学によって異なっていっているかと思います。 

 

 



浅野 茂・本田 寛輔ほか「米国における IR による意思決定支援と我が国での活用について」 
 

30 
 

浅野：これが５つ目の大学で、

州立の研究大学です。日本の国

立大学に近いイメージだと思い

ます。意外だったのは、研究系

の大学であっても、学生のエン

ロールメント・マネジメントや

リテンションというのは、通常

業務として改善志向でやってい

る、というようなところも見受

けられました。こちら（第三象

限）の業務に関してましては、

比較的他のところと共通してい

る感じだと思います。州立大学

の中ではかなり有数の研究大学

ではありましたが、IR 部門には IE 担当准副学長に 2 名と IR 統括者（Director）、3 名の IR 担当

員の合計 5 名で構成されておりましたが、かなり業務は細分化されていて、IR 業務が定着してい

る大学の１つでした。 

浅野：次に、これまでお話しし

た５つの大学の調査結果を総括

させていただきます。事例対象

校に共通するというところを抜

き出していきますと、さきほど

の軸でいきますと、［学内の改善］

＋［通常業務］でフォーカスさ

れていたのが、とくに学生系の

進級率、在学率、卒業率の分析

といったものであります。一方

でまだまだ定着していない、と

いうのが見受けられたのは、ベ

ンチマークであったり、戦略計

画の策定支援であったり、学習

成果のアセスメントということであります。本日の議論に関わるのは、たぶんこのあたり（第一

象限）の業務だと思うのですが、アメリカでは大学の特性に応じて IR 業務の位置づけが異なると

いう話はさせていただいきましたが、１つ日本と随分違うな、と思いましたのは、例えばこのあ

たり［学外への説明責任］＋［通常業務］がかなり第一象限にシフトしかけている、というとこ

ろです。かなり第一象限に向けて改善志向の方に向かって行っている、あるいはスポットでやっ

ているような臨時業務でも第一象限に向かうような形で、IE という名称にも象徴されますように、

評価結果あるいは IR の分析等を通じで出てきた結果を改善に結びつけていこうという動きが強

い、という風に捉えております。 
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浅野：おさらい、と言いますか、

我々が実際に調査してきた結果

をみなさんと共有させていただ

きますと、（１）アメリカの IR

部門といえども日本の評価室と

同様に学外への説明責任に対す

る業務に多くの時間を割いてい

る、という実情があります。ま

た、一方で、（２）説明責任とし

て作成したデータを、学内の執

行部や各種委員会が要求するデ

ータ分析に活用している、とい

うところは少し違いが見られる

かな、と思います。また、（３）

学習成果の診断、つまりアセスメントですが、これは学内での反発が強い、というのはアメリカ

でも共通しているようですが、それ以上にアメリカでは適格認定団体、アクレディテーション団

体からの圧力がどんどん強くなっていてアセスメントが求められる傾向が強くなっていますので、

それに対応していく、というのが今後の課題として挙げられています。また、（４）学生調査に関

しましては結果自体の良し悪しであったり、競合校との優劣によって、改善への活用度が異なる

ということでありますが、これは NSSE であったりそのあたりの全米規模の調査であったり、

IPEDS 等を活用して、とくに学生にフォーカスしたベンチマーク等が実施されていて、それが改

善に向けて活用されているという風に捉えております。 
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浅野：ここまでの話で、今回の

テーマにしております意思決定

支援というところにフォーカス

していきますと、アメリカにお

きましても、IR 業務というのが

意思決定に必ずしも活用できて

いない、というところがありま

す。活用できているのは、どち

らかというと財政的な案件、お

金に絡む案件です。学内の教職

員の意識改革や組織文化の変革

を伴う案件については、アメリ

カであっても、まだまだ困難な

状況にあると捉えています。少

し補足させていただきますと、意思決定支援に活用できているというのは、設備投資をどう効率

化するか、あるいは学費割引率をどういう形で抑制するか、あるいは補助金削減対策としての全

学予算編成委員会の編成の見直しといったことに対して、ある程度データが活用されているとい

うのが実情です。 

 

 

浅野：この調査結果から本日の議論にある程度参考にしていただけるのかな、というのが調査結

果の中にございましたので紹介させていただきます。まず IR 部門というのは、みなさんデータを

ガツガツ分析して、そのレポートをすることによって学内で意思決定を支援されているという風

に捉えられているかもしれません。しかしながら、実際に行ってみると、関連部門への事前の根

回しを非常に重視し、学内でのコミュニケーションを円滑にすることに留意しています。調査時

にインタビューにお応えいただいた方のお言葉をそのまま引用させていただいておりますけど、

重要なのはここにありますように、「役職者の会議ではデータ提出の際に彼らを驚かせないのはと

ても重要である。」といったことです。当事者を驚かせるのは、改善を進めていく際、望ましくな

いわけですね。突拍子もないデータをいきなり出して、唖然とさせるようなことではなく、会議

に先立ち、事前に情報を提供するわけです。そのことで各々が心の準備をし、会議までには問題

点を冷静に受け止めて対応策の検討まで議論ができるようになる、というようなことも IR 担当者

は述べておられました。 
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また、他の大学ではありました

が、「データの誤った解釈や誤用

を是正する際の応対」では、頭

ごなしに「あんた間違っている」

「おかしい」みたいなことを言

うのではなくて、なぜそれが間

違っているのか、というのを明

確にしながら理解を得るという

ようなことをやっています。特

にここに書かれていますように、

例えば、先生方の自尊心を傷つ

けないとかですね、意外と人間

的な側面が強いという風に言え

るかと思います。 

 

 

 

浅野：もう一つ重要なのは、デ

ータの中立性、というところが

あります。学内でさまざまな委

員会等で出てくるデータという

のは、一般の先生方であったり、

理事の先生方がご自身の所掌で

あったり、ご自身のご所属に有

利な形でデータを提供される形

が多いのですが、IR 部門はそれ

に対して、バイアスのないデー

タを提供していくためにデータ

に中立的である、というのが重

要であるという示唆があります。

また収集して分析したデータと

いうのは、その場では意思決定に用いられなくても、次の計画立案につながりそうなデータとし

て根気強く提供していくということが重要だということを述べておられました。そのことによっ

て、IR の存在意義を示していっているというようなことも言われておりました。 
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浅野：以上のことをまとめさせ

ていただくと、まず IR部門の「勘

どころ」と言いますか IR が意思

決定支援をする上での重要な心

得といったものがあるように思

えます。１つ目に言えるのは、

データに対する誤った解釈を是

正する際に事前に関連部門に根

回しをする。あるいは、地道に

継続的なデータ分析活動を通じ

て「あの部門のデータは使える」

と思っていただけるような状況

を醸成していくということです。

２つ目として、データを盾にとって関連部門または当事者と対立するのではなく、むしろ協調す

る姿勢を重んじる、ということである。これは先ほどお話ししましたように、IR 部門は得てして、

全学のセンシティブなデータを含めてアクセスすることが可能になって参りますが、それ故にデ

ータに対してはすごく慎重であるべきだ、と言うことだと思います。データがあるからといって、

それを盾に「ここがおかしい」「あれがよくない」とかを頭ごなしに言っているのではなくて、一

緒に大学をよくしていきましょう、と協調する姿勢を持ちながら、議論をしていくべきだ、とい

う風に考えております。また、これは日本の大学でもアメリカの大学でも共通していますけれど

も、執行部の交代に依ってですね、IR 部門に対する風当たりや捉え方というのも、どうしてもそ

の時々によって変わってきます。ただ、そういうことに完全に受け身になるのではなくて、IR 部

門が大学の中ではサービス部門の１つの部門でることを踏まえ、継続的な業務を展開していく上

では、執行部の交代に左右されることなく、その時々の要望に応じながら、学内の調整役という

のを果たすわけですけども、先ほどお話ししましたように「データに忠実である」とかですね、

他の部門との調整というのを重視しながら執行部との意思疎通というのも円滑化していくという

のも重要かなと思います。とくに意思決定者は執行部ですので、IR 部門に出来ることは、意思決

定をする方々をどのような形で支援していくかというところに尽きますので、自分が意思決定で

きない、という矛盾、モヤモヤ感は残りますが、それは少なくとも自分たちが持ち得ているデー

タを提供することによって執行部の意思決定を促進していくことが重要かなと捉えています。 
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浅野：ここから少しずつ難しい

話に切り替わっていきます。意

思決定とはそもそも何ぞや、と

いうところに展開していきたい

と思います。少なくとも、私個

人的は、このように捉えていま

して、「意思決定とは、特定の目

標を達成するために、ある状況

において複数の代替案から 善

の解を求めようとする行為。」と

考えています。ただ、一方で、

特に IR部門で言われていますが、

意思決定というのはここにあり

ますように、情報収集・分析して、政策提言して、施行支援をしていく、という単線的に物事が

順序立てて進んでいくリニアな経路ではなくて、ここを行ったり来たり、あるいはここからこっ

ちに戻ったり、と行ったり来たりするプロセスであるのと同時に、複数の要素がそこに絡んでく

る複雑な経路として捉えてみたほうがいいのではないか、という風に考えております。その際の

視点として、これからお話しするのは組織論の中から持ってきていますけども、「大学の組織特性」

ともう一つ意思決定について重要な知見をもたらしています「ゴミ箱モデル」というのがござい

ます。こういったものを今回ご紹介させていただきながら、意思決定という難しい現象を捉えて

みようと考えています。 

 

 

浅野：まず、組織の特性というこ

とでありますが、バーンバウムと

いう方をご存じの方はいらっし

ゃいますか。見たことがある、読

んだことがある。聞いたことがあ

る、というのでも結構ですけど。

こちらが英語の原著です。もしよ

ろしければ、みなさんにもご一読

いただければ、と思います。私は

神戸大学の大学院で、この本で学

んだので、図書館に当然あるだろ

うと思っていたら、国内でも有数

の社会科学系の蔵書を誇る神戸

大の図書館にこの原著はなかったのです。そういう意味では非常にレアな本ですが、これが原著

で、日本語版は玉川大学出版部から出ていますが、絶版になっています。実は、この本は非常に

知見に富む内容になっていて、米国の高等教育関係の大学院では必読文献になっているようです
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が、なかなか読み解きにくいところもあります。アメリカの大学院で半年から１年をかけて講義

される内容を、今回は要点だけ説明させていただきます。バーンバウムさんについては、実はア

メリカでもいろんな大学の学長さんを歴任されて、自らが大学のマネジメントに関わったという

ご経歴をお持ちの方ですけども、その方がおっしゃるには「大学では、企業組織における合理主

義的意思決定によって運営するのではなく、構成員の合意形成によって運営される。」というとこ

ろです。ここはたぶん重要なポイントかな、と思います。大学では、意思決定を単なるプロセス

と捉えるのではなくて、どのような形で合意を形成していくか、というところが重要な組織だと

いう風に捉えていただければ、と思います。「大学の組織を含めた教育組織においては、組織の目

的について構成員の意識が曖昧かつ多様であり、組織を取り巻く状況についての因果関係が理解

されにくい。」これは難しいように言われていますけど、簡単にお話いたしますと、要は大学が目

指すべき方向について、みなさん共通の理解を持っていない、といえるかと思います。 

 

 

浅野：このバーンバウムさんの本

の中で出てくるのは、４つの大学

のタイプが出てきます。この本の

言おうとしているところはです

ね、それぞれの大学の属性に応じ

て意思決定の支援の仕方とかで

すね、そういうのが異なるのでは

ないか、というのが言われていま

す。簡単に紹介させていただきま

すと、「同僚平等型組織」という

のがありますが、これは組織が非

常に単純で、いわゆる地元密着型

の大学とかが該当するかと思い

ます。そういったところでは、対面での相互作用というのが非常に重要で、そういった対面を通

じた日常のやりとりの中で調整が図られ、物事が決定されることによって意思決定といいますか

合意形成がなされていくといわれています。ただ、その際に、逆に日常の接点というのを重視し

ますので、慎重にやっていく、というところが求められます。一方で、「官僚制型大学」というの

は、組織は単純ではなくて、徐々に規模が大きくなっていく、あるいは学部数が増えていくとい

ったことになりますと、組織はどんどん階層的に構造化されていきます。そのことによって規則

であったり、活動の調整であったりというのが、ルールで徹底されるようになります。そういっ

たところでは、意思決定は規則によってある程度合理的になされ、あるいは管理上に専門性とい

うのが入ってきますので、インフォーマルな仲良しクラブみたいなものから、徐々に組織として

の体裁が整ってくるわけですけども、そこでは意思決定というのかなり合理的に捉えられていま

す。ある程度、手順を踏んでものごとを決めていくような形になります。「政治型大学」というの

は、さらに規模が大きくなるに連れ、組織は複雑で分権化されていき、意思決定に役立つ合理的

な計算、法規や規則は存在しませんが、利害関係者間の交渉というものが重視されるようになり
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ます。いわゆる、学部レベルでの闘争といいますか、そういったものが強くなってきて、そこら

辺の調整というのが重要になってくるというような形になります。「無秩序型大学」というのは、

これは研究大学が たる例だ、という風にいわれています。組織としての要件である、構造、役

割、規則は持ちますが、目標に対する合意、解決のための明確な手段、あるいは安定した意思決

定参加がない、ということでかなり専門性の高い集団になりますので、そこに対する共通のルー

ルもなければ、意思決定に参画する人もその時々によって変わってくる、という形になります。 

本田：突然、このようにいろいろな類型の大学があると説明されても、皆さんとしては困っちゃ

いますよね（苦笑）。これはアメリカの話だから、日本の大学の話にどう引き戻していけばいいの

かというのが、参加されている方々の関心であったり、課題かと思うんです。このバーンバウム

の研究というのは、様々な大規模研究大学や小規模の私立教養大学を訪問して、現地調査から浮

かび上がってきた特性を抽出して、こういった概念モデルを作ったわけなんです。日本の状況に

無理矢理当て嵌めてみるとするならば、「同僚平等型」みたいな大学は、例えば、学生数が 2～3,000

人の本当に小規模なところ。どちらかというとルールに縛られるよりは、人間関係の中で意思決

定を進めることに重きが置かれるようです。それが学生収容数 5,000 人くらいになってくると、

「官僚制型」に移行してくる。人間関係だけでは、5,000 人規模の学生を捌き切れなくなってく

るので、どうしても規則と手続きが出来あがってくる。更に 8,000 人以上の大学になると、学部

数が増えてきて、学部間の利害関係や交渉事が増えてきて、政治型の特性を持った組織運営に移

行します。これが、10,000 人以上で、とりわけ旧帝大のような研究重点大学あたりは「無秩序型」

の組織運営になってくる。何ででしょうか？それはですね、大規模研究大学になると一生懸命に

経営しなくても、入学の選抜度と学生の質が高くて手間が掛からないし、教員の研究の生産性も

高くて、財政的にも中規模や小規模の大学よりは安定しています。こうなると、特に規則や調整

なんかをしなくても、それぞれの部署の自律性に任せた組織運営が可能なわけです。もちろん、

社会一般から認知されるように一定の組織運営の適切さは表面的に担保していますが、意思決定

の内実は意外に場当たり的なのかもしれません。 

 

 

浅野：今、本田さんから補足いた

だきましたように、バーンバウム

さんの中では４つのモデルが描

かれますが、その４つのモデルを

統合して、大学経営の理想像みた

いなものを掲げられています。そ

の中で言われているのは、ここに

挙げていますように、実際の大学

においては、ある程度類型化され

るといいつつ、さきほど出てきた

４つのモデルは、それぞれの大学

のなかで見られる、ということで
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す。例えば、小規模の 2,000 人規模の大学であっても、無秩序型の大学で見られるような側面が

見られたり、官僚制型の大学の側面が見られたり、ということで程度の差はあれ、４つのモデル

が混在しているというようなことも言われています。一方で、そういったことを踏まえますと、

大学というものを捉えていくときの視点として、社会規範相互作用、官僚的構造、競争選択、及

び認知限界と偏見の要素といったものがありますが、大学というものはやはり、そういったもの

が「ゆるやかに」結びついているような場合と、「きつく」連結している場合とが混在しています。

そのため、大学によって、それが緩いのかきついのかの度合いが異なり、大学間の差は連結の度

合いの差に過ぎない、という風にも言われています。一方で、大学におきましては、先程来出て

きていますように、核となる文化的要素であったり、組織の下位システムであったりが同じよう

に見える側面がある反面、それらがすべての大学において同じように機能するわけではない、と

いうこともいわれています。要するに、目標が曖昧であったり、組織が違ったりということもあ

りますし、それは大学に応じて機能する度合いが違ってくるということかと思います。ですので、

大学において機能する管理運営の参考例というのは存在せず、実際に機能させるのは困難である

ため、構造的なことを考えるよりも管理職が何をしたらよいかを考える方が良いかもしれない、

というようなこともおっしゃっております。 

 

 

浅野：ここまでが、大学という

組織の特性についてお話しさせ

ていただきました。ここからは、

意思決定の方に話を移していき

ますが、先ほどお話ししました

ように「ゴミ箱モデル」を紹介

させていただきます。「ゴミ箱モ

デル」というのはコーヘンらに

よって 1972 年に提唱された枠

組みです。その枠組みというの

は、従来の「 適化意思決定論」

に対して、、「満足化意思決定論」

として確立されたものでござい

ます。前者の「 適化意思決定論」とは何か、というところでありますが、これは経済学、ある

いはオペレーションズ・リサーチといった経営の分野でもよく言われている行動科学のように人

間の行動を観察していくような分野で中心に展開されてきた枠組みです。共通しているのは、経

済学の発想が根底にあり、「利潤 大化及び費用 小化の原則に基づき、数学的なモデル等によっ

て導き出した 適解の選択行為」ということです。これが何かと言いますと、いわゆる数式のよ

うなもので、「こうすれば、こうなる」という、かなり予測可能性を前提にしている理論です。し

かしながら、現実世界においては、人間の選択であったり、行動というのは、経済学で言う効用

関数のように単純なわけではございませんので、「ある選択がある特定の結果をもたらす」という

前提も通用しない場面が多い、ということであります。それを踏まえて展開され始めたのが、「満
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足化意思決定論」でございます。人間の選択行為の複雑性を踏まえて、とくに集団心理学等の領

域を中心に展開されたのが、この「満足化意思決定論」というものであります。ここでは、意思

決定というのは「 適解を導き出す 適決定ルールは存在せず、受容可能で満足できる代替案か

らの 適な選択行為」として位置づけられています。ですので、先ほど申し上げましたように、

意思決定を単線的に捉えない、というのはこういった視点からも援用しているところであります。 

 

 

浅野：では、このゴミ箱モデル

というの何かについて、これか

ら説明させていただきます。こ

のモデルは、大学の研究から生

まれてきたものです。提唱者の

コーヘン等は、所属していた大

学の中での意思決定をモデル化

しよう、という着想から構想し

たものです。そのため、大学と

は非常に親和性が高いといいま

すか、もともとそういった属性

を踏まえて、出てきた理論であ

るということも言えると思いま

す。重要なのは、組織の目的であったり、構成員の意識が曖昧かつ多様であったりといったこと

や、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いう前提を置いていま

す。そのため、意思決定を特に定常的ではない非定型の意思決定というのを射程に入れています。

定常的というのは、日常的にルールに則って決めていくようなことですけど、それ以外のものに

関しましては、その時々によって意思決定に参画する人が定まっていない、ということがありま

す。これは、大学で言いますと、委員会等が該当すると思いますが、その時々によって、例えば

代理の先生が来られたり、あるいは２年に１回どんどん委員が交代したりしますので、定期的に

意思決定に参画する人が変わってくるということを前提に置いています。こういった状況をゴミ

箱理論の中では、「組織化された無政府状態（organized anarchy）」と位置付けています。そのた

め、大学という組織では、「組織化された無政府状態」にあり、意思決定は、以下に示す４つの独

立した構成素から誘導された結果だと捉えています。その構成素が何かと言いますと、「問題」「解」

「選択機会」「参加者」です。 
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浅野：こちらのスライドにそれ

ぞれの構成素の概要をまとめさ

せていただきました。まず、「選

択機会」というのがございます

が、これは組織が「決定」をし

なければならない状況を意味し

ます。例えば、老朽化した設備

を更新しないといけない、契約

の結ばなければいけない、職員

の雇用・昇進・解雇等を決めな

ければならない、といった節目

節目のタイミングや場面だと理

解していただければよいと思い

ます。次に、「参加者」というのが出て参りますが、これは先程来出ていますように、この意思決

定の場面に入る人たちですね。次の「問題」というのは、先ほどお話ししました「選択機会」で

解決されるべき「問題」です。例えば、老朽化した設備を更新する「選択機会」では、その決定

に参画する「参加者」にどの設備を更新してもらうか、あるいはもっとも優先度の高い設備が「問

題」として捉えることができます。 後に「解」というは、「選択機会」「参加者」「問題」がそろ

った段階で、それをどういった形で解決していくのか、ということの決定の結果です。通常、「解」

は「問題」とは別に誰かが生み出した結果と捉えられます。 

 

 

浅野：少し、難しい話をしてきま

したので、どこまでみなさんに伝

わっているのか、少し気になると

ころですが、これまでの話を大学

と照らし合わせて、この表に整理

してみました。先ほどの４つの構

成素の順番は異なりますが、それ

ぞれの構成素ごとに大学では何

が該当するのかをこの表にまと

めました。まず「問題」というの

は例えばが、学生の確保、学習成

果の測定、戦略計画や財務などに

関する課題と置き換えることが

できます。次に、「参加者」というのは、執行部、教職員あるいは、IR 部門の担当者が該当しま

す。また、学外ですと適格認定団体、あるいは連邦政府、州政府、日本ですと文部科学省かもし

れませんけども、こういった方々が参加者に該当します。次に、「選択機会」というのは、執行部

の会議であったり、各種委員会、戦略計画の策定などを実施する場面を指します。そして 後に
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「解」とは、特定の課題に係るデータの集計であったり、分析、さらには構成員の認識により導

き出された解決案、という風に言えるかと思います。 

 

浅野：いままで、いろいろな要素

を出して説明してきましたが、少

なくとも我々の中で、この図を見

ていただいて、ご理解いただけれ

ば、と思って準備させていただき

ました。単純に言いますと、「問

題」「解」「参加者」「選択機会」

という構成素が偶然、組み合わさ

れて一定の時間軸を経て、何かし

らの決定がなされる、というのが

ゴミ箱モデルの基本的な考え方

です。そのため、例えば「問題」

「解」「参加者」「選択機会」が同

じであっても、時期をずらして実行しても、その結果として導出される決定は、その時々によっ

て違う、と言われています。先ほど、お話ししましたように経済学をベースに置いている意思決

定論ですと、ここに入っている要素が必ず数式の様に組み合わさって、必ず同じ答えが出てくる

と考えるわけですが、このゴミ箱モデルにおいては、これがそのときどき、すなわち投入される

タイミングや参加者が異なることを踏まえて、同じ問題であっても、そこから出てくる決定とい

うのは違う、という風に捉えています。 

 

 

浅野：そういった前提の下、決定

には、どういったタイプがあるの

かというところに話を移します。

ここに示していますように、「見

過ごし」「やり過ごし」「解決」と

いうものがございますが、ゴミ箱

モデルでは、意思決定というのは、

いずれかの３つの決定に帰着す

る、と言われています。先ほどお

話ししましたように、どのような

タイミングや組み合わせで、ゴミ

箱に投入されるかによって、いず

れかに帰着するわけですけど、重

要なのは再現不可能ということであります。今日、こういうことが決定されたからといって、明

日、同じような条件でやっても再現はできないということです。 
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浅野：３つのタイプについて、説

明させていただきます。まず、「見

過ごし」ですと、問題がきちんと

投入されないうちに、潜在的な問

題を見過ごして問題に対する解

を決めている場合です。問題を見

誤って意思決定がなされると「見

過ごし」というものに帰着しやす

いと言われています。次に「やり

過ごし」については、問題に対す

る解を決めることができず、先送

りにしているうちに、タイムリミ

ットが来たので何らかの決定を

形式上行ったという場合です。何かわからないが、やっているうちに結果的に何かが決まった、

というような状況といってよいと思います。そして、「解決」というのが、どちらかというとみな

さんがイメージされている意思決定に近いかと思います。投入された問題に対して、ある程度対

応するような解決策が導き出される決定だという形で捉えていただければと思います。 

 

 

 

浅野：これまで、少し理論的なお

話をさせていただきましたが、大

学の実態に照らして問題を見て

いきたいと思います。例えば、問

題の捉え方の相違というのは、現

実の場面では、（１）執行部と学

内教員の認識の相違といったと

ころにも見て取れます。より具体

的な例として、学習成果の測定に

おいては、評価担当部門は自らの

業務に対応するために必要だと

捉えがちですが、執行部は必ずし

もそういう形では捉えないとい

うこともあるかと思います。また、（２）学内関係者の主観に基づく課題の認識ということについ

ては、執行部の先生方はご知見が豊富ですので、自らの経験で「自分はこう思う」ということで、

必ずしも根拠を明確にしない場合もあるかと思います。ただ、そういうことがなされないことに

よって、執行部の先生が問題だと思っていることを学内にいる方がそう捉えるか、というとそう
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でもないという状況になるかと思います。また、問題を捉える上で重要な要素としては、例えば、

（３）調査結果が良好な場合というのは、なかなかそれが課題としては認識されにくい、という

ことがあるかと思います。学生調査等を実施された経験がある先生方や職員のみなさんは、少し

実感が湧くかと思いますけども、非常に結果が良好な場合、学内では課題として捉えられず、次

の行動に結びつけにくいということがあるかと思います。そのため、様々な課題があっても結果

が良好な場合、なかなかそれが課題あるいは問題だと捉えてもらえない部分があるかと思います。

したがいまして、こういった条件がある場合というのは、IR 部門が「問題」ですよねということ

で提案するため、データや分析をしていってもなかなか意思決定に繋げてもらえないというとこ

ろがあるかと思います。一方で、大学という組織の特性を踏まえますと、これは本田さんとずっ

と議論させていただいているのですが、IR の根底には、先程お話ししましたソウプの定義などに

ありますように、経済学的な要素が強くございます。より具体的には、合理的な意思決定を支援

する、というようなところを意図した定義がなされていますので、どちらかというと大学組織の

特性、特殊性とは全く違うベクトルや方向にあると捉えるべきではないか、という風に考えてい

ます。こういったことを踏まえますと、IR 部門というのは、必ずしも自分たちが適切だと思うよ

うな「解」を投入しても、なかなか意思決定者である「参加者」に受け入れられない場合が多い

ということがあると思います。また、「解」を投入しても、「見過ごし」あるいは「やり過ごし」

に帰着してしまい、想定していた解決型には帰着しにくいといったことになるかと思います。「問

題」に対する「解」を投入しても、そのために準備された「選択機会」や意思決定への「参加者」

に依存するため、IR 部門が理想とする状況はなかなか作りにくいのではないかということが言え

ると思います。 

 

 

浅野：ここから少し、先程来お話

ししています、アメリカの調査結

果と照らし合わせて行きたいと

思います。IR の先進国アメリカ

においても先程来お話していま

すように、IR 業務を意思決定支

援に活用できている、というのは

財政的な案件が多い状況があり

ます。一方で、学内教職員の意識

改革や組織文化の変革を伴う案

件については困難な状況にある

ということが言えます。このこと

は、日米を問わず、一般的な傾向

として、大学内では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当然

のことではないかということを暗示しているかもしれません。また、IR 部門が問題に関する全て

の情報を提供できる、というわけではないということもございます。したがいまして、解決策の
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決定に至るまでには構成員の間で、共通認識、あるいは合意の形成へ向けて地道に努力していく、

ということが重要ではないかという風に捉えております。 

 

 

浅野：そういったことを促進する

ために米国の IR 部門がどういう

ことをやっているかというと、繰

り返しになりますが、ひとつは、

学内関係者とのコミュニケーシ

ョンを非常に重要視している、と

いうことであります。多少裏話を

しますと、嶌田さんと私で本田さ

んに（訪問調査の）お願いをした

ときにですね、本田さんからお叱

りを受けたのは、アメリカを青い

鳥化するな、ということでした。

実際に我々も行ってみて意外だ

ったのは、先程の事例報告でも出てきましたけれど、非常に人間的な側面が重視されています。

アメリカの IR の部門の方々は、自らが分析したデータをそのままぶつける、あるいはそれを盾に

とって何かをする、というのではなくて、仮に A という部局に不利なデータが出てきた場合、A

部局の関係者とまず事前にしっかりその情報を共有して、まず自分たちはこういう根拠で分析を

したけれども、あなた方はどう捉えるか、という確認であったり、結果が A 部局にとって不利で

あっても、そこには分析から見えてこない他の要因があるかもしれない、ということで、その辺

をかなり慎重に手数を踏んでですね、やっています。このことについては、例えば研究論文なん

かを読まれた方々はランディ・スウィング先生が IR の１つの重要な側面として、コミュニケーシ

ョンというのを挙げておられますが、まさしくそういった側面が、我々の事例調査でも見て取れ

ました。一方で、コミュニケーションを重要視しながら、実は継続的にデータを提供する、すな

わちデータを集めて、いろんな分析をしていく、あるいはデータに対しては、かなり中立的であ

るということを重視しています。中立性を担保する一環として、ベンチマークであったり、大学

執行部へのデータの感度を高めることで、昨日の私の報告でも配布させていただきましたああい

うデータ資料集を作成して、通常はみなさんが想いだけで語られているところに、少しずつデー

タを裏付けていってやるといったこととか、本日お越しいただいている阿部先生のご報告にもあ

りましたように、やはり当たり前だと思っていることをデータで示していくというのは、実は重

要だったりするわけですね。ですので、そういったことをアメリカの大学は、実はかなりやって

いる。そうすることによって当初は先ほどのゴミ箱モデルで言いますと、問題を取り違えていた

場面や、あるいはやっているうちに何かしら解決したというようなことを少しずつ抑制していき

ながら、いわゆる問題と解決が、対応していくような状況を作って解決型の意思決定を推進しよ

う、という風に努力していることが見て取れます。こういったことはですね、おそらく先程から

お話ししていますように日本とアメリカにおいても、組織の違い、国の違いはありますが、大学
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を１つのセクターとして捉えたときに、実は日米共通、あるいはもしかしたら世界共通なのかも

しれませんけども、意思決定支援においてこういった要素というのは、実は非常に重要なポイン

トではないか、という風に捉えております。 

 

本田：昨日から参加されている方は、４時間のシンポジウムのあとに、今日もまた午前中に２時

間ですね。我々企画側でも、今日の午前中の資料は盛り沢山すぎるのではないかと懸念しており

ました。でも、なぜ敢えてやってみたのかを簡単に説明させていただきます。 

我々の意図としては、大きく 3 つありました。まず 1 つ目に、四象限分析で IR 業務を整理す

ること。「アメリカの IR って何ですか？」という問いに対し、先行文献は単に様々な IR 業務を

羅列する嫌いがあります。「それらを全てやっているのか？」というと、そんなことは無くて、大

学によって IR 部署や業務が異なることは昨日以来、様々な講演者が報告されています。数ある

IR 業務を、あのような四象限で分類すると分かり易いのかなと思って、皆さんにぶつけてみた次

第です。 

この四象限なのですが、ご自身の所属されている評価部署の業務を振り返える際にも使ってい

ただけるかと思います。例えば、この業務は執行部から臨時の問い合わせが多いなとか、この業

務は毎年定例でやっているから定常業務だなと整理する道具として使えます。ご自身の部署内で

は各象限に割いている業務量の見直しや業務分担の確認ができるでしょうし、執行部との関係で

いえば評価室がどのような業務を担っているかの全体像を示す際に有効でしょう。 

2 つ目に、バーンバウムの大学モデルはアメリカの高等教育の組織論で一番読まれている教科

書です。我々はこれはおもしろいと思って、全部読み込んできたわけですが、みなさんも興味を

持たれたら、玉川大学出版から和訳が出ていますから是非読んでみてください。「うちの大学の状

況って、まさにこれだよ」と面白い発見があると思うんです。今日のスライド一枚を５分ですべ

て説明するのは、ちょっと難しいかなと承知していたのですが…。それでも、「こういう大学の捉

え方もありますよ」とまずはご紹介させていただきたく、発表に盛り込みました。 

もう少し欲張った意図を申し上げると、自分の大学の現実が、他所の大学と全く同じというの

は考え難いわけです。ですから、午後のグループ討論のなかで、「うちの大学はこういう特性があ

るのですが、あなたの大学ではこういう特性が強いですね」という議論をする際のヒント、もし

くは情報源の１つになれば良いなとも考えています。 

後に、3 つ目のゴミ箱モデルなのですが、あれは評価関係に携わる方々の一般教養的な意味

合いがあります。アメリカでは IR やアセスメントなど細分化された専門家がいるわけですね。デ

ータベース屋さん、調査屋さん、統計屋さんとか沢山いるわけですが、僕はどちらかというと組

織論を学んで IR の分野に入って行ったので、あまり理想を持たない方です。執行部がデータみて

くれなくても「まあこんなもんだよな」って妥協できる。ただ同僚を見ていると、例えば情報工

学や心理統計などをガリガリやってきた人に限って、組織論的な素養が少し薄いようで、意思決

定を単線で捉えてしまうことがあります。「データ集めた、分析した、執行部は必ず使わなくては

ならない」みたいなものすごく高い「期待度」を持ってデータ報告をして、それが無視されると

イライラしちゃうんですね。みなさんもイライラしていませんか？（笑） 

浅野さんのゴミ箱モデルというのは例え話なんですね。意思決定が単線ではなくて、複数の構

成要素がある。例えば、参加者によっても変わってくるし、問題の捉え方によっても変わってく
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るし、複数の要素があって、それをガラガラポンで意思決定が紡ぎ出されているわけです。しか

も、データを意思決定に使っているというお手本的な場合と、関係者の間で問題さえうまく捉え

ないで理想論だけで解決策を探っている場合と、たとえ問題の把握はできても、解決策の合意に

まで達することができないこともあり、そうこうしている内に、「はい、これまで」と時間切れで

す。これって、会計年度が決まっている財務ではよくある話しです。何はともあれ、そういう風

に「意思決定にはいろんな形があるんだ」と皆さんの頭の中の片隅にでもちょっと入れておいて

いただけると、先に私が申し上げた、「データを執行部が使ってくれないよ」という憤慨を少しで

も和らげることができるのかなと思って、説明させていただきました。 
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