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「米国のエンロールメントマネジメントと IR について」 

 

茨城大学 評価室  嶌田 敏行 

 

 

＃１ 

この本の第 1 章の部分がこの話

になっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃２ 

エンロールメントマネジメント

というと聞き慣れているような、

聞き慣れていないような言葉で

すが、日本でも一部の大学さん

では、始められてますね。この

ハンドブックの中では、「学生が

大学に入学し、在学し、卒業す

るまでのフローを検査・調査し、

管理しようとする IR 活動と企

画機能」としています。その大

学に fitする学生さんを連れてき

て、辞めさせずに卒業させまし

ょう、ということです。アメリ

カの大学の場合、一般に流動性

が高いですから、そのままうまくいてもらわないと、財政に直結するわけですね。なので、いい

学生さんを連れてきて、いなくならないように努力する、ということがエンロールメントマネジ
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メントの根幹になっている話です。３つ目の「・」ですが、説明責任もきちっと果たしていかな

くてはならない、というところがあります。やはり補助金をいただく以上、その辺についても IR

はデータを出してサポートしていく、というわけですね。このように、エンロールメントマネジ

メントについて、IR がどのようにそれを支援していくのか、ということがこの教科書には書かれ

ています。 

 

 

＃３ 

ＥＭの２つの業務、ということで

すが、まず学生獲得、というとこ

ろがあります。パイプラインとあ

りますが、欲しい学生さんをうま

くターゲッティングして、そこに

働きかけを行うわけですね。では、

いい学生さんとは何か、と言えば、

いたずらに学力の高い学生さん

ではなく、その大学に fit する学

生さんだと。逆に言えば、いなく

ならない学生さんを連れてくる、

というわけですね。そして、うま

く予測をやって、予算や投資計画

と連動させるわけですね。つまり、教室を拡張するとかしないとか、ありますね。やっぱり、学

生さんが教室にあふれるような状況になってしまえば、どんどんいなくなってしまうわけですね。

ですので、その辺のところもうまく考える、と。次、手続き率ですが、合格させても、そのまま

いなくなられちゃ困るので、その辺の歩留まりをどうするか、という話ですね。それと、経済的

支援です。もう１つが学生フローです。学生流動とどちらのタームにするか、まだ迷っています。

つまり、入学してから，卒業するまで、どういなくならないようにするのか、ということですね。

まず、なぜ退学するのか、この辺の理論があるので、それを向こうの IR の方も勉強するわけです

ね。次に、学習準備状況です。この学習準備状況を測る、というのが入試制度なわけですけど、

この辺のところがどうなっているのか、きちんと勉強しましょう、ということですね。そこに、

補助教育、雰囲気、さらにクラスに学生さんをうまくどう配置するか、というようなことに IR の

オフィスがいろいろ協力しているのですけれど、80 年代の後半から、単に学生を集めてくればい

い、という感じから、やっぱりきちんと修業年限で出しましょうよ、というところに考え方がシ

フトしている、という状況です。 

 

 

＃４ 

学生獲得、というところですが、どのくらいの学生が全米に入学可能者として存在して、どのく

らいの人が入学してくれるのか、データをもとに明らかにしたい。というニーズがあるわけです
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ね。ここでは、いくつか観点があるのですけれど、まず一つ目は、「教育パイプライン」という考

え方があります。「誰を教育したいんですか？」「誰が入学してくるんですか？」をきちんと考え

ましょうよ、ということです。考えるのはアドミッションオフィスの方です。IR の方が考えるわ

けではありません。募集したい学生の特性を明らかにして、ターゲットを絞り込んで、要するに

「働きかけ」を行う対象を決めるわけですね。つまり、こなさそうな学生さんには声かけないわ

けですね。来てくれそうな人にだけ、きちんと声をかけて、きてもらう、と。 

つまり、費用対効果が悪いことは

しないわけですね。日本だと、ア

ドミッションポリシーというと、

特に国立大学なんかは後付けで

作ったりしていたわけですが、ア

メリカだと、アドミッションポリ

シーでスコープを定めて入試を

やっている、という側面はありま

す。そういうのをアドミッション

オフィスの方がいろいろやるの

に、IR の人が教育パイプライン

とか、そういうことをきちんと理

解した上で、データを編集したり

して、効率的にそこが動けるようにいかにデータを示せるか、みたいなところが IR の仕事なんじ

ゃないですか、って書いてありますね。 

 

 

＃５ 

入学者予測ですが、業者さんのデ

ータを買ったりだとか、過去のデ

ータを蓄積したり、しながらいろ

いろやりましょう、ということで

すね。それで、歩留まりですが、

学生さんがどれだけ入学してく

れるか、というところですが、そ

こに追跡システムなんかを整備

してデータ的にサポートしてい

くのが IR の仕事ですよね、とい

うことです。例えば、入学を許可

されたけど来てくれなかった学

生さんと、来てくれた学生さんは

何が違ったのかとか、来てくれた学生さんは、大学の誰といつ、どのように接触していたのか、

などですね。そういうところを追跡しましょう、ということです。つまり、アメリカ人的な合理
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的な発想なのかどうか分かりませんが、費用対効果の高い入試業務をやりましょう、ということ

なわけですね。 

 

 

＃６ 

経済的支援です。日本だと、困窮

度が高い学生さんをいかになん

とかするか、みたいなところがあ

るんですけど、アメリカだと、経

済的支援をバーンと出して、それ

で学生さんを惹きつけるみたい

なところがありますので、費用対

効果がどうなっているのか、など

IR が分析したりする出番がある

わけですね。 

 

 

 

 

 

＃７ 

学生フローです。入ってから卒業

するまでをどうマネージしてい

くか、という話です。リテンショ

ン、つまり、学生在籍率から学生

フローへ、と言いますか、単年度

でいるかいないか、ということで

見ていくのではなく、入学から卒

業までトータルに流れとして見

ていく、という考え方へシフトし

ている、ということでした。アウ

トカムと説明責任については、日

本でも学習成果と説明責任、とい

うことで言われていますが、学生

経験、student experience、ということで、学生が在学中にどのような経験をしているのか、と

いうところや、いなくなる、いなくならないだけではなく、どのくらい卒業までにかかっている

のか、単位を取ってる？、とらせてる？というところにも説明が求められます。ICT の発達で、

それまで紙の学籍簿で管理していたようなものが、今は、データベースなどがありますから、簡

単に成績分布などを解析したりできるようになっているわけです。これらのような背景があって、
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トータルに学生を見ていく、というような流れになっているようです。それで、退学行動ですが、

これは、IR の人がやっているわけではなくて、学生調査とか、そういう方がやっているわけです

が、そういうのをきちんと IR の人も勉強しましょう、ということです。 

 

 

＃８ 

学習準備ですが、これは、入試の

話です。入試は、その大学に対す

る学習準備がどれだけできてい

るのか、ということを測るところ

ですので、そのあたりのシステム

がどうなっているのか、IR の人

もちゃんと勉強しましょう、とい

うところです。高校の成績、つま

り、評定平均値みたいなもので見

たり、標準テスト、まあ、センタ

ー試験みたいなもので見るわけ

ですけど、高校の成績は、みなさ

んも大学人なので、ご存じのとお

り、ズルする高校だったらインフレしてしまうわけですし、一発の試験だと、瞬間最大風速しか

見られないわけですから、本当にその学生さんが実力を持っているかどうかを測りきれないだろ

う、というところもありますから、そのあたりの特性みたいなものをきちんと理解しておきまし

ょう、ということですね。次にどういうコースに学生さんを配置するか、ということですが、例

えば、すごく出来る学生さんを低レベル、といいますか、学習到達度が低い学生さんが多いクラ

スに入れてしまうと、つまらなくなっちゃう、ということがありますし、逆に、あまり実力がな

いのに、ハイレベルのクラスに入れてしまうと、ついて行けなくて、くじけて辞めてしまう、み

たいなことですね。お互いに不幸なことになるので、その辺は気をつけましょうね、ということ

がありました。最後、カリキュラム分析もいろいろやっていくわけですが、IR の人としては、「大

学がこう受けて欲しい」「こういう順番で受けてほしい」などを学生がちゃんとその通りに大学の

思惑どおりに授業をとっているのか、それで単位を取っているのか、ということ、つまり、大学

の思惑と実際との齟齬を分析して、学科の先生にきちんと話をしましょうよ、というところがエ

ンロールメント・マネジメントとにおける IR の仕事ではないか、ということが書かれています。 

 

 

＃９ 

キャンパスの雰囲気、Campus Climate には、結構ページを割いていまして、日本では、僕らも

あまり考えていなかったのですけど、学生と大学がどう関わるのか、みたいなところを重要視し

ていました。例えばですね、もし学生が大学とポジティブな関係を持つことができているならば、

学生はもっともっと学びたいと思う気持ちが高まり、卒業率も高まっていくだろう。この辺は、
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この本が出版されたら、退学理論のところを読んでいただけばいいわけですが、その辺の絡みの

話です。 

好ましいキャンパスの雰囲気を

形成する上では、大学の理念や目

的がはっきりしていること、や大

学が開放的であること、公正であ

ること、秩序があること、など環

境と言いますか雰囲気を正しい

方向に向かわせるように調査な

どをしたりしながら、いろいろ提

案していくのも IR の仕事ですよ

ね、ということが語られています。 

 

 

 

 

 

＃１０ 

エンロールメントマネジメント

をどう支援するか、ということな

のですけど、この辺は、そのまま

です。流していきますけど、技術

的・分析的スキルをしっかり身に

つけなさいよ、という一方で、リ

サーチデザインと言いますか調

査計画をきちんと立てて行くこ

とが重要で、とにかくやたらめっ

たら調べればいい、というのでは

なくて、何を調べたいのか、とい

うことをきちんと調べながら、き

ちんとやっていきましょう、とい

うようなことが書かれています。 

 

 

＃１１ 

データをどう使うか、ということですが、データを集められなければ、単純な分析ですら出来ま

せんよね、というのがあります。ですので、データの所在、データを収集する方法、データの管

理者、そしてデータへのアクセス方法をきちんと理解しなくてはなりませんよ、というのがあり

ます。データは必ずしも、IR オフィスの分析のために取られているわけではないですよね。みな
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さんもデータ集めていておわかりだと思いますが、データは各現場の方々が状況を把握したり、

効率的に業務を行えるフォーマットで集めているわけですよね。 

ですので、必ずしも IR が求める

フォーマットになっているわけ

ではありません。ですから、いろ

いろ IR で分析に使うとすれば、

フォーマットの変更（や基準日変

更）などをやってもらわなくては

ならないこともありますから、現

場の方とは良好な関係を保って

いた方がいいですよ、ということ

が教科書にも書かれていました。

ほかにも、データシステムの更新

の時には、顔を出しておきましょ

うね、とか結構実践的なことがこ

の教科書にも書かれています。 

 

 

＃１２ 

情報の伝達、というところですが、

効果的な EM を行うには、関係

各所で情報を共有していましょ

うね、といことがあります。まあ、

当たり前の話ですよね。そして、

効果的なコミュニケーションを

図りましょう、と。まず、誰がデ

ータを必要とするかを知りまし

ょう、と。特に意思決定する人た

ちには、その人達が求める形で渡

してあげないと。忙しいですから

ね、というようなことが書いてあ

りますし、情報がいつ必要となる

かを知ることも重要だと。つまり、いつ大学で重要な決定がなされているかを知り、そこを踏ま

えて示す、と。要するに、例えば、入試関連の提案があるとして、日本の場合２年前公表ルール

とかありますから、すべていろいろ固まってからデータを出しても、「なんでいまごろ？」となっ

てしまうわけで、タイミングというものを考えましょう、ということですね。（ルーチン的なスケ

ジュールを押さえておけ、という意味もあると思います。）さらには、最善のフォーマットで報告

書を出してあげましょう。それで、大学執行部や学部長さんなど、意思決定に関係する人たちは、

報告されるデータの意味や彼らの行おうとする決定にとってどんな意味があるのかを知りたいわ
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けですね。データ分析方法とか前置きは、どうでもよくて、「で、どうなの？」「結局どうなの？」

というところを知りたいので、まずそこからコンパクトに説明してあげるようにしましょうみた

いなことが書かれています。 

 

＃１３ 

形式ですが、「過ぎたるは及ばざ

るがごとし」ということで過不足

無くやりましょう、ということで

すね。また、悪い知らせは早く伝

えろ、ということも書いてありま

した。すべてのことが終わってか

ら、がっかりするような内容を意

思決定者としては知りたくない、

ですから、そういう危険を察知し

たらすぐに教えてあげましょう、

というようなことが書いてあり

ました。それで、情報伝達は成果

物ではなく、プロセスである、と。

そういうワークフローをいろいろ考えていきましょうね、ということですね。まとめますと、Ｅ

Ｍの情報に関する効果的なコミュニケーションとは、適切な人へ適切な時に適切なことをするた

めに適切な情報を伝えるこということ、です、と。また、情報伝達をオープンで公的な持続的プ

ロセスにすることは、学生を教育することに関わる多くの人を啓蒙する、ということです。要す

るに情報伝達をやっているうちに、現場の人も、間の人も、やりとりしているうちにデータを見

ますから、ああ、いま、こういう状況になっているんだね、ということをみんなが分かっていく

でしょう、ということでしょう。 

 

 

＃１４ 

EM における日本型 IR の可能性ということなのですが、まず、学生獲得というところでは、アメ

リカでは重視していたわけですが、日本でもそれなりに重視している、と。平成 20 年の２月に三

菱総研さんが各大学さんに実施した「経営課題を３つ選んでください」という調査では、私立大

学さんの７５％が「学生獲得」を選んでいる、と。でも、国立・公立は、まだ余裕があるのかど

うかは分かりませんが、あまりそういうのは選んでいない、と。まあ、今後、こちらも予算が絞

られているわけですから、エンロールメントマネジメントやアドミッションポリシー戦略という

のは、今後強まっていくものと考えられます。学生の在籍維持というのは、あまり日本では課題

にならないのか、本当は、課題にしなくちゃいけないと思うんですけど、メンタル面での学生の

モチベーション向上をどうするのか、といいう研究は、日本では進んでいるような、いないよう

な感じがします。また、カリキュラムの分析や学生支援体制などを誰がやるのか、ということに

ついて、認証評価など外側からの質保証や評価については、総務系の評価室や企画室というよう 
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なところがやっている一方で、教

育改善などについては、教育系セ

ンター、FD 系センターがやって

いるなど、学内のいろんなところ

で、いろいろやっているというの

をどう統合していくのか、という

のも今後、ポイントになっていく

んじゃないでしょうか。データの

活用については、明日の分科会で

お話しさせていただきます。基本

スタンスとしては、IR というの

は支援、裏方といいますか、今回

のエンロールメントマネジメン

トだったら、エンロールメントマネジメントの部署やアドミッションをやるところがやっていく

わけですが、それを効率的にいかに支援してバックアップしていくか、というところが重要です。

IR はその担当部署に役立つ仕事、システム管理とかデータ関連のコミュニケーションがうまく図

れるようなことをやっていくわけです。提案はするわけですけど、IR が直接、それを行うわけで

はなくて、各部署がやりやすいように、いろいろ空気を読みながらやっていく、というのが 1 つ

の IR のやり方ではないか、ということがこの教科書の中では語られておりました。以上です。 

 

 

 

 

［平成 23 年 9 月 15 日 於：九州大学箱崎キャンパス］ 

 

 


