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高等教育のナレッジマネージメンTT

一米国のIRが進める学部横断的 ｢知｣の共有-

松 塚 ゆかり*

はじめに

ナレッジマネージメントとは,組織を構成する個々人の経験やそこから培われた ｢知｣を共有す

ることにより新たな ｢知｣を継続的に創造し,組織や個人の諸活動を改善 ･向上しようとするプロ

セスとされる｡汀技術を活用するなどして組織横断的な知の活用を促そうとする試みであり,特に

個々人に内在する ｢暗黙知｣を掘 り起こし ｢形式知｣として表出させ,これに基づく実践経験がさ

らなる暗黙知を生み出し新たなアイディアの源泉となるという｡ 1980年代初頭より私企業を中心と

した組織構造論的観点から論じられてきた概念であるが,情報技術の汎用化に伴い公的組織や教育

機関においてもその通用性が議論されている｡

高等教育組織は数年来,非営利機関の市場参入,国際競争の激化,学生ニーズの多様化,アカウ

ンタビリティーの強化を求める社会的要請の高まりなど急激な変化に見舞われているが,これらの

状況を日本に先んじて経験した米国では,1990年代後半より,教育の質向上や組織改革の手法のl

つとしてナレッジマネージメントを応用しようとする動きが高まった｡個々の研究者に備わった学

術的な ｢知｣を教育や研究の分野でのみ発展させるのではなく,大学の組織全体で共有することに

より,業務全体の向上を目指し,教育や組織管理の改善に繋げることが大学におけるナレッジマ

ネージメントの特色と言える｡

本稿は,大学におけるナレッジマネージメントを,特に教育分野に焦点をあててその実践状況と

効用を明らかにしようとするものである｡まずナレッジマネージメントに関する理論を概観した

級,先進的な活動が報告される米国の高等教育機関での調査をもとに,大学におけるナレッジマ

ネージメントを巡る経験と,その経験が日本の大学に何を示唆するかについて検討する｡

1.ナレッジマネージメン トー理論

(1) ナレッジマネージメントの ｢知｣.とは

polanyi(1962,1964, 1983)は ｢我々が知り得ることは,語り得ることよりも多い｣と述べ,言

葉では表現しきれない知を ｢暗黙知｣とし,言葉や文書で表現可能な ｢形式知｣と分けて着目,暗

黙知を統合 ･再構成して新たな知識を創造することが,科学の諸分野において有効であることを説

いた｡その後,Nonaka(1991)そしてNonakaandTakeuchi('1995)は,暗黙知と形式知の ｢相互作
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用｣こそが,組織の継続的な知識創造と競争優位性確保の源泉となるのであり,これを実践できる

組織を ｢KnowledgeCreatingCompany｣と称し,これ以後,知の効果的活用は ｢ナレッジマネージ

メント｣の名のもとに活発に議論されるようになった｡

Nonaka(1991)によると,知の ｢相互作用｣には4種の ｢知識変換 (KnowledgeConversion)｣が

伴う｡まず,① socialization(共同化)という変換で,ここでは言語が介在することなく,見て覚

えたり,経験を共有 したりすることなどにより暗黙知から暗黙知- と知が伝達される｡次に②

Externalization(表出化)というプロセスがあり,ここでは対話や記述などによりイメージや経験

が言語化されるため,暗黙知から形式知への変換がなされる｡(彰combination(連結化)では,言

語化された知が体系化され他の知と関連付けられることにより,形式知から形式知-の情報処理が

なされる｡そして最後の④ Internalization(内面化)は,言語化された形式知が実践を通して内面

化され,新しいアイディアや理解の源となるプロセスであり,ここでは形式知から暗黙知への変換

がなされる｡このプロセスが繰 り返されることにより,組織は知識を絶えず生み出すことができる

ようになるという｡

(2) 高等教育のナレッジマネージメント ､

1990年代後半より米国では,教育の質向上や組織改革にナレッジマネージメントを応用する動き

が高まった｡ナレッジマネージメントの積極的提唱者としてAdreaM.SerbanやJingLuaTlが知られる

が,彼らはナレッジマネージメントにより,｢大学組織内にある 『ブレイン』を体系的かつ組織的

に活用し,業務効率を向上させイノベーションを促進し,組織の比較優位性を確保することができ

る｣と述べている (Serban2002;SerbanandLuan,2002)｡ナレッジマネージメントの概念と実践は>

教育学,高度技術論,組織論などの分野でも論じられ,Hargreaves(1999)は,高等教育に対する

社会的要望が高まり多様化する中,大学はそれに敏連に応えるべ く ｢知｣を創造し続ける組織,

｢KnowledgeCreatingSchool｣でなければならないとし,stevensonノ(2000)は教育におけるベストプ

ラクティスをナレッジマネージメントにより収集,共有,実践するとともに,研修や トレーニング

の開発に活用し,そのためのIT基盤を整備することが急務であるとした｡教育学の分野において

は,教授法,カリキュラム開発,学生評価などにIT技術を活用しながらナレッジマネージメントを

適用する手法が報告されている (Kidwell,VanderandJohnson,2000)｡

Hayward(2000)は,ナレッジマネージメントの具体的なプロセスを,知の ｢創造｣｢獲得｣｢系

統化｣｢アクセス｣｢使用｣として,各段階にどのような行程があり得るのかをまとめている｡ これ

を大学でのナレッジマネージメン吊こ応用すると,まず知の◆｢創造｣においては ｢発見｣｢認識｣

｢理論の整理｣｢議論｣などが挙げられ,これらは大学における学術研究のコアとなる活動である｡

すなわち,学術的発見や理論の構築が ｢知の創造｣に相当する｡次の行程として示されている知の

｢獲得｣とは,創造された知を失わないための処置であり,文書化 抽出,言明,デジタル化 蓄

積などの行為が含まれる｡次の ｢系統化｣には,構造や要点を整理する,目録を作成する,分析す

るなどの処理が伴う｡形式知が形づくられる過程とも言えるが,これらも大学における代表的かつ

日常的な活動である｡
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次の知への ｢アクセス｣はナレッジマネージメントの特徴的な行為とも言 える ｢知の共有｣を実

現する重要なプロセスといえる｡ ｢アクセス｣の行程においては,発表,表示,通知,紹介などを

通し七1つの知が他の知にアクセスをとる｡ 具体的な設定としては,学会発表や会議,研究会など

･があげられるが,lT技術を効果的に活用することを付加価値とするナレッジマネージメントでは,

グループウエアやイントラネットを通した知の共有が提唱されている｡スケジューラーの共有,

ネット媒体での協働やデータの即時共有を通した研究 ･教育プロジェクトの開発などがそれであ

る｡ また,ITの活用は共同作業の経験記録が逐次データベースに蓄積されるため再利用を可能とす

ることを意味する｡

情報の共有は知を組織の資産として蓄積する重要孝プロセスであるが,BukowitzandWilliams

(1999)はこの行程が最も困難であることを指摘している｡個の所有する知を快 く他と共有するこ

とは容易ではなく,それは大学や研究機関ではより顕著であるという｡大学の研究者や教員は ｢知｣
●

を培い伝達することを主たる生業としている｡それが故に個の中に蓄積された知はその個人にとっ

て重要なアセットであり,これを不用意に共有することは生業の術を損なうこ●とになりかねない｡

学会や研究会での発表や共同研究は,知の所有者が認識された上での知の共有であり,またフィー

ドバックなどを得ることにより自らの知を一層高めることもできる｡しかしながらナレッジマネー

ジメントにおける暗黙知の共有は,個も他も知の所有権を認識せずして成されるわけであり,個の

知が知らずして他に利用される可能性を学んでいるめである｡

従って,暗黙知の共有を可能とするにはそれに報いる環境づくりが問われることになる｡知の共

有を促す設定条件として,Szulanksi(1994)は,知の移転目的の明確化 知を与える側と与えられ

る側の信頼関係の構築,知の吸収と活用を敏速にすることをあげてし､る｡●これら条件が備われば,

例えば,｢協働｣を通して共同研究や共同執筆,カリキュラムや教授法などの共同開発を行い,そ

れらによって形成された知識や情報,経験が大学の職員間,部門間で共有され,結果として活用に

つながる｡その効用として高度な研究実践,授業や教育の改善,･学習支援や生活サポー トの向上な

どになるのだろう｡強調されるのは,学術的な ｢知｣を教育や研究の分野でのみ発展させるのでは

なく,その知を学内全体で共有することにより,大学業務全体の向上を目指すことである｡ 諸学問,

例えば高等教育論,教育統計,情報技術論,組織論などを学問として研究するに留まらず,実際の

高等教育の運営改善に応用していくことが大学におけるナレッジマネージメントの特色と言える｡

2.米国での運用状況

ナレッジマネージメントを導入している米国機関の中から,総合大学3校,短期大学4校を訪問し

ナレッジマネージメントの実践状況とその効果に関する調査を行ったり｡調査は各大学の代表者,

教育事業推進部,機関調査部門,情報センター,学部教員などとのヒアリングと,システムや教務

環境の視察から構成される｡以下ではまず,ナレッジマネージメントを実践している組織体制,吹

にナレッジマネージメントの実践内容,最後にそれら体制と実践内容が何を示唆するかについて,

述べる｡
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(1) lRの中のナレッジマネージメント (KM)

訪問した7校の中,短期大学の全4校,そして総合大学の2校において,ナレッジマネージメント

もしくはそれと同様の活動はIR部門,すなわち ｢インステイテユーショナル ･リサーチ ･オフィス

(大学機関調査 ･研究部門)｣が主体となって行われていた｡残る1校は大学調査関連の機能が細分

化されており,ナレッジマネージメントは学習評価部門と機関調査部門の連携により行われてい

た｡IRを支援する最大の協会であるAssociationforInstitutionalResearch (AIR)でもナレッジマネー

ジメントが恒常的に扱われていることからも,ナレッジマネージメントの業務がIRの中に位置づけ

られていることは全米を通して一貫しているものと思われる｡

IR内で自生的に始まったのではなく,組織的なインセンティブがあった｡上述した社会的要請,

すなわち情報公開の求めや,アカウンタビリティー強化の要請,そして教育効果を可視的なかたち

で提示する要求があったことが背景にあり,大学の運営方針としてナレッジマネージメントの導入

が進んだことが分かっている｡訪問した7枚中6枚で,大学執行部の強力なリーダーシップがナレッ

ジマネージメントの引き金になったと述べられており,たとえばフロリダ州郊外にあるG大学では

大規模な州立大学でありながら学長自らの強い関与があったという｡

"LotsofthatincentivelforKnowledgeManagement]comesfrom ourleadership.Bothour

presidentandourprovostverymuchseethevalueofdatathatsupportsthedecision-making∫

process.Sobecauseofthattheyhavesupportedthedevelopmentofthiswarehousetomakethe

timetoprovidethoseresourcestothem."

I

他にも,ナレッジマネージメントが トップダウンで促進された経緯が報告されている｡企業を起源

とするナレッジマネージメント自体,組織の競争力を高め,技術革新を進め,経営の発展をもたら

すことを意図した組織管理的なイニシアティブであったことから,大学で応用されたナレッジマ

ネージメントも経営管理の哲学が適用されても不思議ではない｡IRは全学的組織であり,大学執行

部の直下に位置する場合が多い｡また,IRの主要業務に,学内のデータを集約,蓄積,分析すると

いう機能があり,これがナレッジマネージメントを始める上で基盤になったものと考えられる｡

volkwein (1999)は,IRの主要目的として情報管理,分析,評価,調査研究をあげ,これらをIR

の4つの顔 ｢FourFaces｣ としたが,これを受けてSerban (2002)は,ナレッジマネージメントはこ

れらIRゐ4つの役割に続 く ｢5番 目の顔｣であるとした｡表lは,W lkw｡i｡が示 したIRの目的と,

serbanによるナレッジマネージメントの位置づげを参考に,各訪問大学におけるIRとKMの役割を

まとめたものである｡これまでのIRにおける4種の役割は,｢伝統的役割｣として位置づけられる｡

その中,情報管理と評価などについては ｢制度的｣な性質を有し,分析と調査研究は ｢学問的｣な

いしは専門的性質を持つ｡そしてナレッジマネージメントの目的と役割は,｢新しい役割｣として

配置され,ここでは組織内の知と情報を蓄積,表出させ,それを共有,維持,活用するインフラの

構築が期待される｡

日本でも過去数年IRが大きな話題となっている2)｡ 2008年3月の中央教育審議会大学分科会制度 ･
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教育部会がまとめた 『学士課程教育の構築に向けて』では,新たな職貞業務として,｢インステイ

テユーショナルリサーチャー｣の必要性が言及されていた｡その意味でもIRと密接に交差する業務

として捉えられるナレッジマネージメントの体制と活動内容について,今後議論が深まるものと予

測される｡ '

表1 1RとKMの目的と役割 ･

伝
統
的
役
割

新
し
い
役
割

目 的

学内諸業務の改善を目的とする 報告 .公開義務など対外的な対応を月的と

する＼ⅠR >p-刺皮的 就学 .学業の管理業務 .達成度評価計画策定の支援ProfessionalDevelopment 就学状況調査調査結果の報告 .公開教育関連データの公開

模範例の提示の役割 FacultyDev

elopment学問的 情報とデータの分析分析法の開発教育や教授法の開発 分析結果の公開評価モデルの設計と公開結果の根拠や効果の説明調査研

究法とその妥当性の確立KM 知と情報の蓄

積 =〉 機関リポジトリの構築知の獲得と表出 ⇒ 情報やデータの分析,知への変換

知と情報の共有 .維持 .活用の ⇒

知の共有を可能とするインフラづ くり役割 ⇒ 共有システム,協働システム,ポータルなどの構築⇒ ナレッジの創造,獲得,共有過程を維持 .促進するイン

フラの構築-ナレッジマ

ネジャーとしてのⅠR(2) KMの実践状況訪問した7枚全てにおいて,ナレッジマネージメ

ントの概念及び実践は,IR関係者をはじめ,大学の管理部門や運営執行部に浸透し一般的な

ものとして受け止められていた｡かならずLも ｢ナレッジマネージメント｣という用語が使用されてい

るわけではなく,｢ナレッジ ･シェアリング｣,｢ナレッジ ･ネットワーキング｣,｢インフォメ

ーション･㌢ェアリング｣などの名称がナレッジマネージメントと同様の概念と活動内容として理

解されていた｡調査を通して明らかになった活動例は,おおよそ① データベースの構築,② 情報やデ

ータの分析,③ 調査 ･分析結果の共有,④ 教育活動への適用の4つに分けられる｡①のデータ

ベース滞築においては,教育データ,研究データ,財務データ,人事データなどの統合が進められて

いた｡②情報やデータの分析においては,ア)入学,成績,学生維持状況などを含む修学状況の分析,イ)O｡t

c｡meAssessmentと呼ばれる教育 ･学習成果の分析,さらに,ウ)データマイニング (D

M)などの高度技術を駆使したITツ⊥ルの活用があげられた｡③の調査 ･分析結果の共有につい

ては,主な共有形態として,ア)大学執行部-の報告 , イ)学部-の報告,ウ)教員や職員間での

共有,があげられた｡最後に④の教育活動への適用については,ア)修学管理,イ)学生支援,ウ

)カリキュラムや教授法の開発があげられている｡これを,上述したserban(2002)の枠組みに

沿ってナレッジマネージメントとしての位置づげを確認するならば,① データベースの構築が ｢知と
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得と表出｣,③ 調査分析結果の共有,および ④ 教育活動-の適用が ｢知と情報の共有 ･維持 ･活

用｣となるだろう｡表2は大学別にナレッジマネージメントの活動状況を示すものである｡○が十

分に実践されていると判断された活動,△が一部実践されていると判断された活動,空欄はインタ

ビュー と視察では実践されているとは判断できなかった活動である｡以下,serban(2002)のナ

レッジマネージメントの枠組みに即して活動状況を記述する｡

表2 調査対象となった各大学のナレッジマネージメント活動状況

活動/大学* A B C D E

F Gデータベース構築教育データ ○ ○

○ ○ △ △ ○研究データ

○ ○ ○ ○ △● △ ○財務データ △

△ △ △人事データ △ △情報 .

データの分析修学状況分析 ○○ ○ ○△ ○ ○ ○ ○教育 .学習成果分析DMなど高度汀ツールの活用 ○

○ ○ ○調査 .分析結果の共有大学執行部への報

告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○学部への報告

教員や職員間での共有 △ ○○ ○教育活動への適

用修学管理 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○学生支援カリキュラム .教授法の

開発 ○ ○ ○ ○ヽ○ ○*AからDが2年制大学,EからGが4年制｡

① 知と情報の蓄積 :データベース (DB)の構築デー●タベースの構築には.データを蓄積し随

時更新する作業に加え,大学全体で一括 ･集中管理をするシステム構築が伴う｡進展のレベルに差異

があるものの,いずれの大学においてもデータ構築lは行われていた｡特にA校では ｢l大学l

つのDB｣を実現することの重要性を主張しており,初期投資は高いものの,データを一極集中管

理することにより分散環境の場合よりも人員や施設に要する運用コス トが削減されることが主張さ

れた｡また,データベースが1つであれば,包括的かつ正確なデータ分析が可能となることが指摘

された｡ほとんどの大学がまず教育データを蓄積,これに研究データを統合し,財務と人事につい

てはA校のみ統合がなされており,あとは一部財務データを統合するのみに留まっていた｡財務デ

ータの統合がほぼ完了する段階にあるというC校では,これにより,予算管理,スケジューリング
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ベースは,いずれの大学においても "Untouchable''-触れてはいけないもの- とされ,学部にそ

の扱いが委ねられていた｡

米国で特徴的なのは,学内のデータベースに外部データを統合していることである｡C校では学

内のデータ ･ウエアハウスにNationalStudentClearinghouse,すなわち全米の学生情報を網羅した

データベースから抽出データを統合し分析 していた｡これにより,学生が同カレッジを退学,休

学,もしくは卒業した後にどの大学で何を学んでいるかを追跡調査することが可能となる｡ 在籍し
●

た学生の ｢その後｣を把握することにより教育や大学運営の課題を明らかにしていくことを目的と

しているという｡フロリダ州は特にデータ収集とその活用を積極的に行っていることで知られる

が,同州ではIPEDS (IntegratedPostsecondaryEducationDataSystem)という,教育省教育統計局が

集約 ･管理している全米の高等教育機関から収集されたデータを抽出し,これを州内で独自に収集

したデータと統合分析することにより,同州で幼稚園に入園当時から高等教育課程,その修了後の

就労期間に至るまでを数十年に渡り追跡調査し,教育の経緯とその後の状況を分析している｡

(彰 知の獲得と表出 :情報とデータの分析

情報やデータの分析については各大学とも概ね3段階のレベルを設定している｡｢機関レベルの分

析｣｢プログラムレベルの分析｣｢コースレベアレの分析｣である｡機関レベルの分析は大学の戦略計

画,日本でいう ｢中期目標 ･中期計画｣に相当する計画を策定するためのものであり,大学全体の

運営を支援する業務である｡ プログラムレベルの分析は,主に州が大学に課している報告義務に応

えるものであり,各学部やプログラムの収容学生数や各教員の担当プログラム内容などを報告す

る｡ 最後のヲ-スレベルの分析は,教科別にコースのパフォーマンスやその成果を測るもので,

LeaningOutcomeAssessmentや評価法の開発などがこれにあたる｡

LeamingOutcomeAssessmentは,学習の成果を,成績,テス ト,リテンション率や卒後の経緯か

ら測ろうとする試みであり,日本でも2000年中ごろから積極的に議論されるようになっている｡訪

問した大学の中でこれを実施している大学は4年制に偏っていた｡2年制大学は学生維持率が低 く成

果査定が困難であるなどの問題を抱えており,学習成果というよりも維持率に焦点をあてたコス ト

分析が中心となる｡教育の成果測定については各大学において賛否両轟があった｡論点は大きく2

点あり,lつは測定の技術的困難性,すなわち測定指標の妥当性と信頼性に関わる問題で,もう1つ

は教育を計量化することに対する疑問である｡前者はIR関係者が指摘する傾向にあり,後者は学部

の教員や大学執行部から多く聞かれた｡E大学の教育学部長は以下のように述べている｡

"ifyoucan'tbecounted, itmustnotbevaluableandinmymindatleastthat'Sproblematicbecause

someofthemostimportantthings,webelieve,needtohappeninasocietyarenotmeasurableorat

leasthavenotbeenmeasurableatthispolnt."

教育の成果は測定可能なのかという根源的な疑問である｡

ただし,同学部長をはじめ多 くの管理者がアウトカムアセスメントの実践を容認せざるを得ない
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としており,その理由として一様に挙げていたのは,アウ トカムアセスメントは評価の唆昧さを修

正すろ有効な手段 となり得ることであった｡ これまでは学生の評価は教貞の裁量により,個人的な

価値観で行われることが少なくなかっ●たという｡カレッジDでは以下の指摘があった｡

"I'veactuallycometobelievefairlystronglythatassessmentisimportantandthereasonisbecause

youhavelotsoffaculty teachingcourseswithverylittleagr?ementabouthowtheyaregrading

students･Eveniftheyhaveparticularobjectivesforthecourse,there'Sverylittleagreementabout
●

howyou'regolngtOmeasureWhetherastudenthasbeenabletosucceedatthoseobjectivesand

thenthestandardsatwhichyou'regolngtOglVesomebodyahighgradeversusalowgrade."
●

授業の目標は明確に設定されるに至っているが,個々の学生がその目標をどの程度達成したかを判

断する基準についてはほとんど同意が得られていないのである｡アウトカムアセスメントの実践に

おいては,評価基準を明確にすることが求められる｡ そして学修の経緯とその成果について標準化

された指標が必要となり,これにより唆味な教育評価は是正され得ると考えられている｡

最後に,発展的なデータ分析手法として,データマイニングがあげられた｡多量な情報をデータ

ベースに入れこみ,マイニングやセグメンテーションの手法を用いて一定のパターンやルールを見

つけだす｡仮説から実証ベースの分析と異なり,予測できない傾向も ｢掘 り起こす｣ことが可能と

されるものであるが,これについて実践事例があったのはA校のみであり,C枚においては過去に

実践の試みがあるという程度に留まっていた｡

③ 知と情報の共有 ･維持 ･活用 :調査 ･分析結果の共有 ･教育活動への適用

ア)情報の共有

調査 ･分析結果の共有には,大きく3つのルー トがある｡大学執行部へ報告し,大学の管理 ･経

営の材料を提供する場合,学部や部局の運営資料として提供する場合,個別の教員や職員の要請に

対して情報を提供 したり,勉強会や研修会,懇親会やネット媒体などを通して情報が共有される場

合である｡

表2が示すように,データ共有は執行部への報告,という形で行われることが共通していた｡こ

の場合の報告内容で最も多かったのが,戦略計画と称される,経営 ･研究 ･教育に関する方針作成

に伴う資料の提示である｡この戦略計画をもとに,IRは大学やカレッジの経営 ･教育 ･研究方針が

いかに実践され,実践されていない場合は,その理由は何なのか,次の目標と計画にどのように反

映されていけばよいのか,などを検討するための参考材料を提供する｡コース管理や就学管理,学

業パフォーマンス管理などもその資料の一部となるのである｡

学部とのデータ共有を行っているのは3枚であった｡データ内容によって学部組織 との情報共有

が容易ではないことが5枚で指摘された｡たとえば学内の教員や部局にデータや分析結果を提供す

るという業務の場合は,教員や部局は ｢クライアント｣であり,連携 しながら業務にあたるという

構造が成立しない場合が多い｡また教育改善や研究向上,業務改善などを目的に調査やデータ収集
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を行う場合においては,大学管理の一躍を担っているわけであり,教育や職員は ｢評価される側｣

でIR側は ｢評価に携わる側｣という構図が避けられないという｡連携が可能なのは ｢学生の学習経

験を高める｣という対学生の視点に立った場合である｡学生の就学状況を知り,学習のあり方を明

らかにし,問題があれば解決の手立てを共に講じる連携が可能であり,また実践されている｡

さらに少なかったのは教見もしくは職員間での情報共有であり,これが機能しているのは1校の

みであった｡ しかも ｢共有｣というより,教貞の要請に応じ情報の提供を行うという一方向性の形

態であった｡情報共有が必要であることには同意が得られているものの,いざこれを実践する段に

なると蒔躍するのが常であり,明らかな抵抗に合うことも少なくないという｡G大学のパー トナー

校では,問題学生の早期対応システムであるEarlyAlertシステムの導入から稼働まで6年を要したと

いうが,これは教員が学生や教育に関する情報共有を拒んだことが主因であったという｡事実;敬
一

員特有の ｢抵抗｣は全大学において指摘された｡ 新しい事業や改革を行う場合, トップダウンのイ

ニシアティブがあったとしても教貞の同意が得られないことが多々あるという｡

=…intheUnitedStatesifanythingisjustcomingfromthetop,thefacultywillsayno."

とはナレッジマネージメント協会代表者の意見である｡ トップから強要されればされるほどファカ

ルティーはこれに従いたがらないという傾向である｡たとえばアカウンタビリティー強化の要請が

州当局からあった際の教員の反応をD枚の学長は以下のように話す｡

"Onethingthatcanhappenispeoplecanshutdownandsayno.Theymighthavebeeninfavorof

somethingbeforebutwhensomeonetellsthemfromoutside"youhavetodothis",allofasudden

theydon'ttrustthatandtheymightsay'okay'buttheydon'tdoit."

"Teachersarenotlikeworkers.Theydon'tjusttakeordersfromsomeone&omabove.Theyhave

controloftheirclassroom, so,it'sdifrlCultandespeciallyinhighereducation, faculty members

havealotofpowerandcontrolandiftheydon'twanttochangetheyo洗endon'tchange….In
●

co叩Orations,youJuStSay"here,youwillusethisnow"andtheyhavetodoitbutitdoesn'thappen

tha-twaylneducationalinstitutions･Theculturemakesabigdifference･M
●

これは ｢教月の文化｣というよりも,｢大学の文化｣として捉えた方が良いのかもしれない｡教

員の独立性の強さ,学部においては学部自治の強さ,そして大学の対外関係にも民主主義理念に

のっとった独立性保持が主張される｡

イ)教育への適用

ナレッジマネージメントの教育活動への適用については,EarlyPreventionに代表されるように,

問題を抱える学生を履修や成績データの分析を通して,また学内各部門の連絡を密にして早期に発
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見し対応するという修学管理が最も一般的であり,訪問した全大学で行われていた｡また修学管理

の延長として,問題があると思われる学生にカウンセリングを通して支援を行うという事例が5校

であった｡問題がある学生を認識したときに学生カウンセラーを紹介するというプロセスは従来か

らあったものであるが,これを情報システムを介してより敏速かつ効果的に行おうとするものであ

る｡まず,問題を有すると教員が判断する学生の情報を学生相談室に通知する｡そうすると学生相

談室のカウンセラーからその学生にアプローチし,問題有無の確認とその原因,対処法を判断す

る｡基礎学力がないため授業についていけない,~などの問題である場合はチュ一夕リングを手配

し,メンタルな問題やその他健康上の.問題である場合は保健関連センターもしくは医療機関へと送

る｡そしてそれらの対処内容に関する情報はすべて関係する教員-と送られる｡これにより学生が

ドロップアウトする前に対応することが可能とされ,よってEarlyAlertシステムと呼ばれるのであ

る｡ また,調査や分析の結果を反映したカリキュラムや教授法の開発を行う,などの例も2校で報

告された｡これらはアウトカムアセスメントを含む就学状況や教育 ･学習成果の分析と並行して行

われており,学習効果の高いカリキュラム,学生の需要の高いカリキュラム,無駄のない,いわゆ

るシームレスなカリキュラムの編成目的とするものであった｡

(3) 旧の使命を帯びたKMの形態

IRにナレッジマネージメントが組み込まれた背景について,すべての訪問機関で聞かれたのは,

アカウンタビリティーの要請が高まる中,外部-のデータ公開が求められ,さらにその要請に敏速

に,効果的かつ効率的に応える必要が生じたことである｡ また,少子化や営利機関の高等教育参入

が進み,競争力を強化しなくてはならないこ.とも原因となっていた｡公的教育費は学生数に従って

割り当てられる｡予算を獲得するためには,学生を維持し卒業させなくてはならない｡卒業できて

いない学生についてはその原因を明らかにし,具体由対策を講じなくてほならないのである｡

大学進学者の増加に伴い,アカウンタビリティーの要求は今後一層厳しくなることが予測ざれて

いる｡これは特に省庁や民間をリソースとした外部競争資金というかたちで予算の獲得が成された

場合,より厳格になるだろうと思われる｡特に2年制大学の場合は外部資金もその多くが教育に充

てられる｡これらの資金は1年から長くて5年の期限付きである場合が多いが,そうするとその資金

で何を行い,どのような成果を得たのかを具体的かつ短期的スパンで報告する義務が課せられる｡

然るにナレッジマネージメントの要請は時代の様々な求めに応じて高まったと言える｡これをC

校のIR担当者は,"likethelittlegritofsandthatmakesapearl"と表現している｡様々な小さな砂の塊

が真珠を作ったということなのだろうか｡設置基準に伴う法的な要請からアカウンタビリティーに

代表される社会的要請などのすべてに応えるうちにナレッジマネージメントの役割が期待されたの

だろう｡

ナレッジマネージメントのあり方はまた,大学の形態や性質によってb-異なる｡例えば,上位大

学におけるナレッジマネージメントと,下位大学におけるナレッジマネージメントの在 り方とは異

なることがわかっている｡今回のフィールド調査の対象となった7校のうち,有名私立大は1校であ

る｡この大学での会話の中に,｢大学をドロップアウトした場合,それは本人の問題,高校までで
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ドロップアウトした場合,それは先生か学校の問題,コミュニティーカレッジはその中間｣との意

見があった｡すなわち,･コミュニティーカレッジなどが予算獲得のために学生の維持に必死に取 り

組んでいる一方,上位大学はそこには関与せず,とし.､うことなのである｡ また,州立の大学が,入

学者の獲得や経営戦略の材料として,すなわち大学全体のミッションとしてナレッジマネージメン

トを重要と感じている一方,私立有名校はプログラムやコース単位で情報やデータの分析をしてい

る傾向にある｡ すなわちLeamingOutcomeAssessmentの範噂である｡さらに,｢リサーチユニバーシ

ティー｣と称される大学では,MITの例が知られるように研究開発分野におけるナレッジマネージ

メントが主流となる｡大学の運営に余裕のある私立有名校はしたがって,教育と研究の質向上に資

するデータ運用に傾斜する傾向にあり,定員を確保したい大学,運営効率を高めることが問われて

いる大学 ･短大は,大学の管理ツールとして情報とデータの活用を図っている｡

時代の要請や個々の大学の特性や必要性に即してそのあり方が規定されるナレッジマネージメン

トは,大学の経営を維持する手法として導入されてきたと言える｡ これにおけるナレッジマネージ

メントは情報やデータの蓄積においてもその運用概念においても全学的な取 り組みであり,従って

IR部門の使命および機能と高い整合性を有するものであった｡このことは即ち,､大学におけるIRの

ジレンマをそのまま引き継 ぐことを意味する｡大学は本来学部や教員個々の独立性を尊重する文化
ヽ

を有する｡そしてIRは独立しようとする部局を横断しようとする ｢Interdisciplinary｣な組織である｡

その組織を通して トップダウンで要請される知の共有が個々の教員に浸透しないのは想像に難くな

い｡

しかしながら,野中やPolanyiが提唱した ｢暗黙知｣の活用ははたして トップダウンで機能する

性質を有しているのだろうか｡個々の組織構成員が日々過ごす仕事環境の中に知を共有する場を設

定することに力点が置かれていたのではないだろうか｡暗黙知は自ら表出するものであると考えら

れ,ナレッジマネージメントはむしろ,外から押 し付けられるほどに機能し難 くなるのではない

か｡もとより自主独立を重んずる大学機関においては特にその傾向が強いことは本研究の結果から

も明らかであった｡

･一方組織が終蔦することを望んでいる構成員は少ないであろう｡また,大学の社会的責任という

観点からも社会の要請には応えなくてはならない｡危機感と責任を共有し,知の共有の必要性を真
4

に感じ取った時に野中の言うナレッジマネージメントが実現し得るのだろう｡教育の価値や効果は

収益や効率性など可視的な物差しのみで測ることができない｡したがって,企業原理に基づき実践

されてきたナレッジマネージメントを導入しようとするならば,相当な知恵と工夫が求められると

思われる｡

3.まとめ

米国の高等教育機関では,ナレッジマネージメントの概念やその内容についての理解が,特に大

学執行部やIR担当部門で共有されており,大学の規模や形態により差異はあるものの,情報を共有

し大学運営に生かそうとの試みは定着していた｡特に教育評価や教育効果分析の分野で具体的な成
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果が見られており,発展的な大学では,教育データや研究データに加え,財務データや人事データ

との競合分析,さらに学生の就学状況を包括的且つ長期的に検討するために,外部データとの競合

分析も日常的に行われていた｡これらの活動は,多 くの場合外部からの情報公開やアカウンタビリ

ティーの要請並びに教育の質改善の要求に応えるかたちで展開されてきた｡したがって,ナレッジ

マネージメントの実践は,学長や大学運営執行部などのリーダーシップのもとに, トップダウンで
_i

おこなわれている傾向にある｡それが故に,個々の教月の中には,ナレッジマネージメントの諸活

動に抵抗を示す者が少なく･なく,ここには学部の自治や情報共有の知的管理問題など大学組織特有

の文化が作用している｡このことは,BukowitzandWilliamsなど過去の研究者が明らかにした,敬

育機関における ｢知｣の共有の困難性を確認する結果でもある｡

しかしながら高等教育のグローバル化,競争化が進む中で,大学運営のコス トを削減しつつ教育i;ヨ

内容を実質化することは喫緊の課題であり,これは日本の大学においても深刻な問題である｡ コ･ス

ト削減並びに教育のアカウンタビリティーの強化は学部横断的な課題であり,全学的に進めた方が

その効果も高い｡ナレッジマネージメントの概念が世に出てからしばらくした後も,｢Knowledge

EconomyJ｢KnowledgeSociety｣などの概念が継続して提唱されたように,｢知｣の共有は組織が生

き残るための必須条件であるとまでされている｡この観点からは,特に組織管理という面において

高等教育機関は立ち遅れているといえる｡教育 ･研究の分野においても,教材や研究情報に敏速に

アクセスをとることができ.る環境はもとより,教育 ･研究者同士の情報共有と協働の場を組織内の

情報網に組み込んでいく.ことは高等教育の質向上に有効であると思われる｡さらに,ナレッジマ

ネージメントの真のメリットとされる ｢暗黙知｣の表出と共有は,諸科学の発展にも寄与するもの

であろう｡

したがって,ナレッジマネージメントを議論するにおいては,その概念の是非ではなく,ナレッ

ジマネージメントが ｢誰によって｣,｢どのように｣推し進められるのかという,導入と実践のプロ

セスが論点となる｡新しい試みが実践されるときに抵抗や席捲が伴うことは良くあることであり,

実践当事者のコミットメントが得られるまでには相当な時間を要する｡特にナレッジマネージメン

トには,ITインフラの構築やITスキルの養成が必要となる｡新概念の受容に併せて技能の習得とい

う,我々の多くにとって面倒な作業が伴うのである｡これを実践するにはその目的と必要性,そし

てその効用を明確に示すことが求められる｡ナレッジマネージメントがなぜ必要なのか,どのよう

に組織そして組織を構成する個々のために有益なのか,有益性を確保するためにはどのような具体

的努力が求められるのか,そしてそれを支える組織体制はいかなるものなのかを組織の構成員が理

解するプロセスを経た後にその実践が成され効果が得られるのだろう｡

【注】

1)調査は科研費 (19601004)の助成を受けて行ったものである｡また,大学の選択や基礎情報収

集などにおいてコロンビア大学教育経済研究所の協力を得た｡

2)IRの機能や役割については,Saupe(1990),スウィング (2005),小湊･中井 (2007)が詳しい｡
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KnowledgeManagementinHigherEducation:
interdisciplina･ryknowledgesharlngpromotedthrough

●

institutionalresearchintheU.S.

YukariMATSUZUKA*

Overthepastyears, post-SecondaryInstitutionshavefacedseriouschallengesincludingglobal
●

competition,marketentryoffor-profitorganizations,diversirlCationofstudents'needs,andincreasein

demandsforac?ountability･TheU･S･post-Secondaryinstitutionsthatexperiencedsuchchallengesearlier,

initiatedKnowledgeManagementfororganizationalreform andperformanceimprovement.Knowled g e

Managementinhighereducationaimsatsharingtheacademicknowledgeofindividualfacultynotonlyfor

theadvancementofscientirlCresearchbutalsofortheorganization-wideimprovementofmanagerialand

educationquality.ThispaperattemptstoexploreactualexperienceofKnowledgeManagementinUShigher

educati6nbasedoncasestudyof7post-secondarylnStitutions.Afterareviewoftheliterature, thepaper

reportswhatwasfoundfromthecasestudy,andwhattherlndingsimplyforJapanesehighereducation.

Fromthecasestudy,Ifound:1.theconceptsandactivitiesofKnowledgeManagementwerewell

understoodandsharedamonguniversitymanagementsandtheoffTICeSOfInstitutionalResearch-theyhave

workeddailytocollectin-houseinfわrmationanddata, analyzedthem,andusedthem toimprove

organizationalactivities;2.substantialresultshavebeenreported,particularlylntheareaoflearnlng

assessmentandqualityevaluationwheresomeinstitutionshaveintegratednotonlyeducationandresearch

data,butalsofhancialandpersonnelinformation-theyevenhaveintegratedexternaldataintotheirin-1

housedatabaseinordertoanalyzestudentleamlngandschoolexperiencecomprehensivelyandoveralong-
●

run.;3.howeverthereweremorethanafewfacultymemberswhoresistedtheconceptandactivities

promotedbyKnowledgeManagementduetoissuesonintellectualpropenyandalsoforissuesrelatedto

protectionofacademicautonomy,whichareunlquetOacademicorganizations.
●

ManyactivitiesunderKnowledgeManagementaredeslgnedtorespondtosocialdemandfor

accountability andtoregulationforqualitymanagement.Theseactivitieswerefirstintroducedtop-down

undertheleadershipoftheuniversitypresidentorothermanagerialstructure.Themissionwasca汀iedout

throughtheInstitutionalResearchO用ce, aninstitutional-wideorganizationthatspecializesininfbmation

gatheringandorganizationalresearch. H encetheinitialstageofKnowledgeManagementwasrelatively

smooth.Howeverthecross-departmen talinitiativefわrthesakeofuniversltymanagementtendedto

challengetheautonomyofacademicdep artments.EspeciallywhenteachingImprovementWasimplied,

facultytendedtobelesslikelytosharetheirknowledgeandinformation.Whenthefocuswasidentifledas

*Professor, ResearchandDevelopmentCenterforHigherEducation,HitotsubashiUniversity
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"theimprovementofstudents'learnlng",facultyweremorecooperativeandmanysuccessstorieswere

reported.

Thispapersuggeststhatforsuchanirmovativeactivity asKnowledgeManagement,theissuesareーnOt

whethertheconceptandcontentsareadequateornot,but"how"theactivityispromotedand"who"is

promotingit.Thusthe"process"ofitsintroductionandimplementationareofprimaryCOnCern.Under

globalizationofhighereducationandeverincreasingcompetition,Japaneseuniversitiesfaceurgentneeds'to

substantiateeducationquality andatthesametimeimprovecostefrlCiency.Thecostreductionandthe

strengtheningofaccountabilityareinterdisciplinaryissues,andtheeffectwillbelargerunderaninstitutional-

widemanagementratherthansectionalone.Meanwhile,withouttheunderstandingandcommitment′of

facultymembers, whoperformthedailyactivitiesheducation, nomeaningfulresultwi1laccrue.Thusthe

logi_Stiesforbothintroductionandimplementationareimportant.Allfacultyhavetobewellinformedon

whyKnowledgeManagementisnecessary,howitworksforeducation,andhowitbenefitsStudents.


