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はじめに
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 米国のインスティテューショナル･リサーチ（Institutional 
Research、以下「IR」という。）が日本に紹介されて数年

経つが、政策や学内での改革議論においてその定義や
理解は錯綜し、あたかも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る。

 米国においても「IRとは何か」について、一概には答えら
れない古典的な問題である。（Terenzini, 1999）

 IR部門は学内の「何でも屋」（柳浦, 2011）であり、部署構

成と業務内容は各大学の類型や組織構造により様々な
ことから容易に一般化できない。



IRと意思決定

 IRは「機関の計画立案、政策形成、意思決定を支援す
るための情報を提供する目的で、高等教育機関の内部
で行われる調査研究」と定義される。（Saupe，1990）

 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。（山田，2013）

 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。（鳥
居，2013）
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日本の大学におけるIRの課題

 全体的な傾向として、各種評価の結果を大学運営に活
用できていないようであり、IR担当部門は執行部の意思
決定を支援するのが難しい状況にあることが指摘されて
いる。（佐藤他, 2009）

 多くの高等教育機関では、教育の改善が不可欠であるこ
とは共有されているものの、現状評価を客観的なデータ
に基づいて行うというよりは、教員個人の主観や経験値
に基づいて行う場合が多い。 （山田，2013）

 大学経営の現場にはIR組織や専門的技能を有し、IR業
務を担当できる人材がほとんど存在せず、IR人材を育成
するためのプログラムも存在しない。（鳥居，2013；高田・
森，2013）
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日米におけるIRの現実？
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日本の現実 米国の現実

情報
システム

データ･ベースが学内の様々な
部局に点在しており、評価担当
者はデータ共有を進めるため部
局周りに奔走する。

近では全学的なデータ集積と単純集計システム
（Data Warehouse）が整備されつつあるが、まだ手作
業でデータ作成をしている大学もある。

業務内容 評価報告書作りが主たる業務。

単なる報告書作成と高度な分析の業務の割合は大
学やIR部門の規模や担当者の能力により異なる。ま
た、データ分析の結果について解釈が異なり、容易
に意思決定に結びつかない場合もある。

担当者
教員か職員の職位しかなく、部
署移動で専門性が高まらない。

専門職は入学在籍者分析、情報管理システム、学習
成果の測定といった分野に細分化されるが、 低限
の能力としてリレーショナルDBに対する知識が求めら
れる傾向。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。

大学
執行部

執行部は評価データを意思決定
に反映させていない。

執行部はデータ以外の政治的な側面にも配慮してお
り、学内の案件の性格によりデータの意思決定への
活用には濃淡がある。

出典： 嶌田・本田・浅野(2013)「日本高等教育学会第16回大会」報告資料を参考に一部修正。

米国IRの実際を把握するための調査
5

 2011年10月16～18日の計3日間で中部適格認定協会
の管轄下にある5つの大学を訪問し、IR部門長と専門職
員の合計9名に対して面接調査を実施。

対象校対象校 被調査者被調査者

遠隔教育Ａ大学 IE担当副学長、IR担当員（２名）

私立教養Ｂ大学 元IR部長

私立工科Ｃ大学 IR部長

州立Ｄコミュニティ・カレッジ IR部長、戦略計画部長

州立Ｅ研究大学 IE担当副学長



州立A遠隔教育大学におけるIR業務

通常業務
Routine

臨時業務
Ad-hoc

学内の改善
Improvement

学外への
説明責任

Accountability

第一象限第二象限

第三象限 第四象限

・遠隔教育（日本の放送大学に近い）を提供する大学
・当校におけるIRは組織運営の有効性（Institutional Effectiveness、以下IE）オフィスへと発展し、学長室より直
属で設置されている。IE担当副学長を筆頭に、IR、戦略計画、学習成果アセスメント、データ管理の4つの係に分
かれており、各係の統括者（Director）、担当員、秘書を含め、合計9名で構成されている。

･戦略計画の実施
･学生による授業評価の実施
･学習成果のアセスメントの実施
･出願と入学者数の分析
･4年次までの在学率の分析
･4年次と6年次の卒業率の分析

･連邦教育省への高等教育機関
情報の提出
･州立大学学生意見調査の実施
･中部適格認定協会への報告
･大学機関情報の年鑑の作成
･州立大学学生意見調査の実施

･競合校との比較分析
･教員給与の比較分析
･教員昇格審査に係る情報の集約
･学事暦の変更に係る調査の実施
･職場風土に関する調査の実施

･全米学生実態調査の実施

･各種大学ランキングへの情報提
出
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通常業務
Routine

臨時業務
Ad-hoc

学内の改善
Improvement

学外への
説明責任

Accountability

第一象限第二象限

第三象限 第四象限

・ 学生の選抜性では中位のリベラルアーツ・カレッジ
・ 当校のIRは組織運営の有効性（IE）オフィスへと発展し、学務筆頭副学長の下に置かれている。IE部門はIR
の他に、戦略計画、学習成果のアセスメント、適格認定対応の4つの係を包括し、IE担当副学長、IR統括者
（Director）、IR担当員、アセスメント統括者の4名で構成されている。

･大学機関における主要業績指標の
作成
･大学機関情報の年鑑の作成
･全米学習実態調査
･2年次への進級率の分析
･4年次までの在学率の分析
･4年次と6年次の卒業率の分析
･学習成果のアセスメントの支援

･連邦教育省への高等教育機
関情報の提出
･州政府への報告書

･中部適格認定協会への報告
書
･学内の基本情報

･戦略計画の支援
･学内の各部局による調査の支援
･各種調査結果の妥当性の検証
･競合校との比較分析

･各種奨学金に関する報告

私立B教養教育大学におけるIR業務

7



通常業務
Routine

臨時業務
Ad-hoc

学内の改善
Improvement

学外への
説明責任

Accountability

第一象限第二象限

第三象限 第四象限

・学生の選抜性は 上位ではないものの、工科系では伝統校として有名
･当校のIRオフィスは学務筆頭副学長の下に置かれ、IR統括者（Director）、IR担当員、学習成果アセスメント担
当員の合計3名で運営されている。IRオフィスの全体的な業務内容と分類は図4の通りで、IR統括者は執行部か
らの要望に対応する中で、オフィス内の業務の調整等を行っている。

･奨学金付与額の適正化分析
･2年次への進学率の分析
･4年次までの在学率の分析
･4年次と6年次の卒業率の分析
･大学機関における主要業績指標
･競合校との比較分析

･連邦教育省への高等教育機関
情報の提出
･州政府への報告
･中部認定協会への報告
･高等教育機会均等法への報告

･戦略計画の支援
･学習成果アセスメントの支援
･授業科目のアセスメントの支援
･入学年度別の進級率の分析

･在学率や成績、学生生活など性別
による分析

･USニュースの大学ランキング
･学生の学習関与調査

私立C工科大学におけるIR業務
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州立Dコミュニティ･カレッジにおけるIR業務

通常業務
Routine

臨時業務
Ad-hoc

学内の改善
Improvement

学外への
説明責任

Accountability

第一象限第二象限

第三象限 第四象限

・州立で職業訓練と一般教養を提供する2年制大学
･当校のIRオフィスは全体の業務を統括する組織的な効果（IE）担当副学長の下に置かれており、IR統括者
（Director）と専任の担当員2名の合計3名で運営されている。適格認定や他の業務が集中する時期には非常勤
の人員を臨時で雇用している。

･IRホームページの更新
･学生の授業評価の実施
･州立の学生意見調査の実施
･学内の小規模な調査の設計と実施

･インターネットを通じたアンケート調
査

･連邦教育省への高等教育機関
情報の提出
･州政府への報告
･中部認定協会への報告
･高等教育機会均等法への報告

･学内の各種委員会への報告
･学習成果アセスメントの支援
･学科の自己点検の支援
･学内の大規模アンケート調査の実施
･全米学習実態調査の実施
･教員昇格の審査情報の取りまとめ

･短期の学内調査の実施

･学外の各種委員会からのデータ
要求への対応
･パーキンズ助成金への報告
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州立E研究大学におけるIR業務

通常業務
Routine

臨時業務
Ad-hoc

学内の改善
Improvement

学外への
説明責任

Accountability

第一象限第二象限

第三象限 第四象限

・州立大学システムの中では有数の研究大学
・当校のIRは組織的な効果性（IE）オフィスと発展し、学務筆頭副学長の下に置かれている。IE担当准副学長、2
名のIR統括者（Director）、そして3名のIR担当員の合計5名で構成されている。

･学内データ･システムの整備
･2年次への進学率の分析
･4年次までの在学率の分析
･4年次と6年次の卒業率の分析
･教員の授業負担の分析
･教室規模と履修者数の分析
･学内調査の相談と支援
･各種調査での競合校との比較分析

･連邦教育省への高等教育機関
情報の提出
･州政府への報告
･中部適格認定協会への報告
･高等教育機会均等法への報告
･全米学習実態調査の実施

･戦略計画の支援
･教員の業績情報の収集
･学習成果アセスメントの支援
･学科の自己点検の情報提供
･卒業研究科目などの分析
･財務分析の実施

･USニュース大学ランキングへの
対応
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事例対象校に共通するIR/IE業務

通常業務
Routine

臨時業務
Ad-hoc

学内の改善
Improvement

学外への
説明責任

Accountability

第一象限第二象限

第三象限 第四象限

･2年次への進級率の分析
･4年次までの在学率の分析
･4年次と6年次の卒業率の分析

･連邦政府への高等教育機関
情報の提出
･州政府への報告
･中期適格認定協会への報告

･高等教育機会均等法への報
告

･州立学生意見調査
･全米学習実態調査

第一、二、三の複数象限
に拡散

･競合校との比較分析
･戦略計画
･学習成果のアセスメント

第一、四の複数象限
に拡散
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・複数の象限にまたがる業務もあったが、各大学の体制に依るものである。

・臨時的に行っていたものを通常業務化したり、説明責任のために行っていた業務を改善のために目的をシフトさ
せたことが原因である。



調査から見える米国IRの実際
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（１）米国のIR部門は日本の評価室と同様、学外への説明
責任に対応する業務に多くの時間が割かれている。

（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。

（３）学習成果の診断は学内での反発が見受けられる一方
で、アクレディテーション団体から圧力が強くなっている。

（４）学生調査は結果自体の良し悪しや、競合校との優劣
により、改善への活用度が異なる。

米国のIR業務と意思決定支援の実際
13

 IR先進国とされる米国においても、IR業務を意思決定

支援に活用できているのは財政的な案件と関連している
ことが多く、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。
 設備投資の効率化

 学費割引率の抑制

 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など



IR部門が意思決定支援において留意していること
14

 関連部門への事前の根回し。直接、執行部に上げるのではなく、
事前に担当者に通知して理解を得る（遠隔教育A大学、私立工科
C大学）
 「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。ある会議で特定の案件を扱う関係者には、事前に情報を提供している。そ
のことで各々が心の準備をし、会議では問題点を取り上げるだけでなく、対応
策の検討まで議論ができるようになる。」（私立工科C大学）

 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
間違いを指摘するのではなく、その理由及び根拠を明確に示して
共通の理解を得る（遠隔教育A大学、私立工科C大学）
 「教員が持ち出してくるデータは定義がずれていたり、解釈が不適切な場合が

あるため、IR部門が執行部と教員の間に入って、適切なデータ解釈に修正し
ていく必要がある。その際、常に意識しているのは頭ごなしに間違いを指摘す
るのではなく、礼儀正しく誤りを正し、教員の自尊心を傷つけないことである。」
（私立工科C大学）

IR部門が意思決定支援において留意していること
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 IR部門は中立的な立場から、データ定義の調整とバイアスの
排除などを確保する（遠隔教育A大学、州立E研究大学）
 「時に、教員や他の副学長クラスが持ち寄るデータは、自分の部署に有意

に働くよう精査されているため、学長は我々IR部門に対して、バイアスの
無いデータを要求する。 IRの鍵は学内における信頼性であり、それは綿
密なデータ管理や調査の設計、分析を通じて、バイアスのないデータを作
ることで築くことができる。」 （遠隔教育A大学）

 収集・分析したデータを即座に意思決定に用いられなくとも、
計画立案につながりそうなデータを逐次探り、提供していくこ
と（州立Dコミュニティ・カレッジ、州立E研究大学）
 「学内関係者には現時点であるデータを利用されなくても、今後の政策形

成に使ってもらえそうなデータを逐次出して行くようにしている。そのうち自
己点検や事業計画を作成する時期になり、いずれ各部門がIRのデータが
使えると気付くことになる。それがIRの存在意義を示すチャンスとなる。」
（州立Dコミュニティ・カレッジ）



IRが意思決定支援をするうえでの「勘どころ」
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 関連部門への事前の根回し、データに対する誤った解
釈を是正する際の真摯な応対、地道かつ継続的なデー
タ収集・分析活動を通じて「あの部門のデータは使える」
と思ってもらえる状況を醸成する。

 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。

 執行部が交代したら、IR部門も執行部の方針や仕事の

仕方に柔軟に対応しつつ、各種要望に応じて学内の他
部門との調整役を果たし、執行部との意思疎通を円滑化
することが重要。

意思決定をどのように捉えるか？
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 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。

 IR部門の意思決定支援を単線的（リニア）な経路としてでは
なく、曖昧かつ複雑な経路として捉えてみる。

 組織論からみた「大学の組織特性」と「ゴミ箱モデル
（Garbage Can Model）」の視点を援用し、大学運営において
データを活用した意思決定支援の課題を整理する。

情報収集 情報分析 政策提言 施行支援



大学という組織の特性
18

 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
る運営される。（Birnbaum, 1988）

 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。
（Cohen et al.，1972）

４つの大学モデルと意思決定
19

 同僚平等型大学
 組織は単純で、対面での相互作用を通じて規範を強めて活動の調
整が図り、物事を徹底すること、慎重であることが重視される。

 官僚制型大学
 組織は階層的に構造化され、規則によって活動の調整を図り、意
思決定では合理性、管理上は実力と専門性が重視される。

 政治型大学
 組織は複雑で分権化され、意思決定に役立つ合理的な計算、法
規や規則は存在せず、利害関係者間の交渉が重視される。

 無秩序型大学
 組織としての要件（構造、役割、規則）を持つが、目標に対する合
意、解決のための明確な手段、安定した意思決定参加がない。



大学と管理運営
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 実際の大学においては、程度の差はあれ、4つのモデル
のいずれの側面も存在する。

 社会規範相互作用、官僚的構造、競争選択、及び認知
限界と偏見の要素が、ゆるやかあるいはきつく連結する
度合いの差にすぎない。

 大学は、核となる文化的要素と組織の下位システムを同
じように持っているが、どの大学においても同じように機
能するわけではない。

 そのため、管理運営を機能させることは困難であり、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。

ゴミ箱モデルとは？
21

 「ゴミ箱モデル」とは、Cohen、CyertとOlsenの論文によって1972年
に提唱された枠組みであり、従来の「 適化意思決定論」とは一線
を画す「満足化意思決定論」の先駆けとされる。

 経済学やオペレーションズ・リサーチ（OR）研究を中心に展開され
るのが「 適化意思決定論」である。ここでは、意思決定を「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」として捉えている。

 現実世界においては、人間の選択、行動が効用関数のように存在
するわけではなく、「ある選択肢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。

 こうした現実を踏まえ、行動科学、集団心理学等の領域を中心に
展開されたのが「満足化意思決定論」である。ここでは、意思決定
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る。



ゴミ箱モデルの構成要素
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 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。

 意思決定、特に定常的ではない非定型の意思決定に誰が参加す
るのは、あるいは結果として誰の意見が入ってくるのかという点に
関して、参加者は確定的なメンバーに留まらないし、かなり流動的
な側面が強い。

 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」

意思決定の構成要素
23

要素 概 要

選択機会
（choice
opportunities）

組織が「決定」と呼べるような行動を生みだすことが期待されている機会のこと。
例： 老朽化した設備の更新、契約の締結、職員の雇用・昇進・解雇等。

参加者
(participants)

いろいろな選択機会に入ったり出たりする人。参加者がある選択機会に入るという
ことは、他の選択機会から出るということでもあり、ある選択機会に対しての参加者
の現象は、参加者の時間が他の選択機会に奪われることを意味している。

問題
(problems)

問題の解決と決定とは別物である。決定が行われた時でも、問題は解決されない
こともある。例えば、たとえ解決すべき問題がなくても、選択機会である以上は、そ
れが完結する際には「決定」が行われたことになる。そこで、ある数の問題が存在
し、各問題は各期においてただ一つの選択機会に投入されていること、そしてそ
れぞれの問題は出現時刻とその問題によってい特徴づけられると仮定される。

解
(solutions)

解は、ほとんどの問題とは別に無関係に誰かが生みだしたものである。従来、問題
をうまく定式化するまでは、解は見いだせないと言われていたが、実際の問題にお
いては、解がわかって、初めて問題が何であるかがわかることがしばしばである。



ゴミ箱モデルと大学の意思決定場面の照合
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項目 ゴミ箱モデル 大学

問題
組織内外の人々の関心と
注意により規定される

学内構成員の学生確保、学習成果
の測定、戦略計画や財務などに関
する課題の認識

参加者
何らかの意思決定の選択
機会への参加者

学内：執行部、教職員、IR部門

学外：適格認定団体、連邦、州政府

選択機会 意思決定を行う主体や場
執行部、各種委員会、戦略計画の
策定など

解
構成員の誰かが生みだし、
様々な問題に適用可能な
選択枝

課題に係るデータ集計と分析、さら
には構成員の認識により導出された
解決案

ゴミ箱モデルの概念図
25

問題 解 参加者 選択機会 

決定 

（見過ごし、やり過ごし、解決） 

タイミング 



ゴミ箱モデルにおける意思決定
26

 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
函だと考える。

 そのため、どのような組み合わせやタイミングでゴミ函に
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．「見過ごし」による決定(decision making by oversight)

２．「やり過ごし」による決定(decision making by flight)

３．「解決」による決定(decision making by resolution)

意思決定のタイプ
27

 見過ごし： 問題がちゃんと投入されないうちに（潜在的な問題を見過ごして）解
を出してしまって実行する。新しく選択機会が出現したときに、その選択機会に問
題が投入されないうちに、すぐに参加者によってエネルギーが投入されると決定
が行われる。つまり、他の選択機会に存在しているかもしれない問題を見過ごし、
当該選択機会に問題が投入されないうちに行ってしまう決定である。
 例：

 やり過ごし：問題をやり過ごしているうちに問題自体がなくなる（他の選択機会に
移る）。問題のエネルギー必要量が大きいと、選択機会に問題が投入されたまま
で、解決されずにいることになる。しかし、もし問題がその選択機会を出ていって
しまえば、ヱベルギー必要量が減り、決定が可能になるかもしれない。問題をやり
過ごしているうちに、問題の方が選択機会から出ていく。

 解決： ちゃんと、投入された問題に対して解を出して実行する。選択機会は、あ
る期間、問題を抱えており、その間、参加者によってエネルギーが投入される（問
題を解く作業が行われる）。問題解決に必要なエネルギー量が投入されたところ
で、問題は解決され、決定が行われる。



ゴミ箱モデルから見た意思決定の困難性
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 問題の捉え方の相違
 （１）執行部と学内教員の認識の相違（例：学習成果の測定）

 （２）学内関係者の主観に基づく課題の認識

 （３）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

などが見られる場合、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。

 大学という組織の特性
 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。

ゴミ箱モデルから見える米国IRと意思決定支援
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 IR先進国とされる米国においても、IR業務を意思決定支援
に活用できているのは財政的な案件と関連していることが多く、
学内教職員の意識改革や組織文化の変革を伴う案件（例え
ば、学習成果の測定）については困難な状況にある。

 日米を問わず、一般的な傾向として、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
はごく自然なこととしてとらえるべきではないか。

 IR部門が問題に関する全ての情報を提供できるわけではな
いため、解決策の決定までには構成員の間で、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。



ゴミ箱モデルから見える米国IRと意思決定支援
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 米国のIR部門は、
・学内関係者とのコミュニケーションの重要性
・継続的なデータ提供
・データ分析における中立性
・ベンチマーク分析
・大学執行部のデータへの感度

を通じて、「見過ごし」ないし「やり過ごし」を抑制するため、
「解」を投入し続けることで「解決」による意思決定を推進しよう
と努力している。

 上記の点は、日米共通の意思決定支援における「勘所」とい
えるのではないか。
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