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山形大学型 EM コンセプトと EMIR への挑戦 

 

山形大学 エンロールメント・マネジメント部    

教授  福島 真司  

 

 

山形大学の福島でございます。よろしくお願いします。東北ではちょっとややこしい名前でし

て、おそらくみなさまもお帰りになった後、私の話を少し憶えておいていただくと、「今日の講演

は、福島大の誰だったっけ」となることと思いますが、山形大学の福島でございます。それから、

山大というと、当地、神戸では山口大学を指すかと思いますので、さらにややこしいと思います

が、山形の福島です。 

 

こういったタイトルで、今日は

お話しさせていただきますけれ

ど、お手元の資料に無いスライ

ドがいくつか出てきますので、

こちら（スクリーン）の方をご

覧いただければ、と思います。

少し小さい字も多いですが。 

私自身の自己紹介なのですが、

こういったデータ分析やアメリ

カの EM という話になると、ど

うしても偏った議論になります。

マーケティングとか、いろんな

話が出てきますので。私は、こ

のように国公私立、規模の異な

る４つの大学を経験しています。その中でも、自分の大学がなくなるような、とか、紙切れ一枚

でボーナスが大きく減るとか、１／３の同僚教員が３年間でリストラに遭うとか、そのような経

験もしていますので、なんで自分が給料をもらって飯を食っているのかということ、目の前の学

生がいないと自分は飯が食えないんだということ、どんなに研究していても全く無意味で目の前

の学生がいないと我々は飯が食えないということ、そういうことを理解する経験をしました。そ

れで今、国立に来て、切った張ったがあまりないので、その辺もちょっと違いますけれど、まあ、

それぞれいいところ、悪いところがある、ということです。 

それから授業をやっています。こういう仕事ですので、教員職ですが、いつも大部屋にいまし

て、事務職員と一緒の仕事をしています。教職協働の仕事です。授業のノルマはないんですけど、

授業は好きなのでやってます。学生が分からないと、こういう仕事もできませんので。私の授業

では、まず最初、ひとコマ目にこういう約束をします。いろんな試算がありますけれど、ある教
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授の試算では、国立の授業は１コマ 6000 円、15 週で 9 万円。つまり、100 人いたら、そこに 900

万円集まっているわけですね。それは大変な価値ですので、「私の授業がつまらなかったら授業終

了後言ってくれば、一コマ 6000 円換算で全て返す」と約束しています。「その代わり、君たち、

たのむぞ、必死にやってくれ」と。「こっちも生活かかってやってるんだ」と。そういう話からス

タートします。そして、「１／２の学生が 1 コマでも返してくれと言ってきたら、私は辞表を書き、

二度と大学の教壇には立たない」と。まあ、教育の仕事しかできないので、仕事は続けますけど、

「教壇には立ちません」という約束をしてスタートします。でも、途中でですね、「やばいな」と

思ったら一杯おごるとかしまして、リスクヘッジをしています。結果的に、今のところセーフと

いう感じですが、研究というか、教育が好きな人間、教育という言い方もちょっとあれですけど、

こちらの方に足を置いている人間だというのをまず話しまして、で、EM ですね。この辺は、嶌

田先生の話もかぶってますので、トントンと行きますけど、ボストンカレッジにジョン・マグワ

イア博士、この人は理論物理学の方なんですけど、米国で有名な研究大学でテニュアトラックに

乗っていたのですが方なんですけど、母校から「帰ってきて、ちょっと手伝ってくれ」というこ

とで、アドミッションのディレクターとして帰ってきて、始めた、と。それで学生かき集めでは

上手くいかないということで、入った学生を満足させて、いい就職をさせて、一生大学といい関

係を続ける、そのサイクルが回って初めて、ご子息が入学してくれ、あるいは亡くなった後、遺

産を寄附してもらえるとか、そういうサイクルが回らないと大学は永続しないということです。

エンロールメント・マネジメントというと入学定員管理というのが、日本語では一番いい訳だと

思うのですが、入学者を恒常的にキープするためには、そういうサイクルを回さなきゃだめだと

いうことを理論化し、実践した方です。 

 

これは EM を表した概念図です

けれど、「一人の学生がある大学

に入学したら、充分彼が学費と、

期待に見合った学生生活を送れ

るかどうかという視点で、学生

を支援すること、つまり縦型に

組織されている事務組織を横断

的に管理するということが EM

の根本である。」学生支援の考え

方だとか、いろいろ言われるん

ですけど、一番大事なのは「充

分彼が学費と、期待に見合って

いるかどうか」というところだ

と思います。アメリカでは、大

学を出るときには、学生自身が授業料を払いますから、大変なローンを抱えています。なので、

ハーバードの場合はあり得ない、と聴きましたけど、中堅どころの大学だと、ワンランク、ツー

ランク大学のネームバリューを落としていくと、奨学金がもらえるということもあるわけです。

なので、フルに授業料払ってこの大学なのか、ちょっと名前は落ちるけれども、奨学金もらって
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こっちの大学で学ぼうか、ということを学生自身が考えて、どんどん転学をしていきますから、

これが極めて重要になります。学費と期待に見合っているのかどうか、というところですね。 

 

それから、横断的に管理する、

ところになります。今、いろい

ろと EM については言われてま

すので、いろんな大学のホーム

ページに出ていますけれど、学

生支援のあり方とか、教育の方

法だとか、いろいろ出てますけ

ど、まあ、そうではなくて、科

学的マーケティング手法によっ

て大学マネジメントサイクルを

回していくことだ、ということ

です。なので、ちょっとこれは

いろんな人の定義をごちゃ混ぜ

にして、私の考えも入れていま

すが、だいたいこの辺ではないかと。「EM は、大学調査などによって支えられ、戦略的なプラン

ニングによって組織され、学生の大学選択、大学入学、在学中の教育サービス、休学・退学の阻

止、（卒業後も含めた）学生の将来などに関わる支援諸活動を総合的にマネジメントすること。」

定義はこのあたりで考えております。この「大学調査」が IR ですが、ここで言う「大学調査」は、

第三者評価のような公開を前提とするものではない、と考えています。必ずしも公表を前提とし

ないものも含まれる、ということです。 

また、マーケティングの世界の定義なんかを持ってくると、マーケティングって「売らんかな」

という売る技法のことだと、大学の場合、学生を獲得するテクニックだと感じのものですが、こ

ういったマーケティングの定義は、かなり古いもので、今、例えば、アメリカのマーケティング

協会だとかさまざまなものを持ってくると、マーケティングというのは、組織一体となったダイ

ナミックな活動であること、これが定義の要素の 1 つです。もう 1 つが顧客価値の創造とその最

大化です。だから学生の価値を創造して、それを最大化するための組織一体となった取り組みが、

大学マーケティングの定義となります。 



福島 真司「山形大学型 EM コンセプトと EMIR への挑戦」 

38 
 

現在のマーケティングの定義を

含めて、大学に当て嵌めるとこ

ういった形になります。だから、

アドミッションがマーケティン

グなんだ、とか、あるいは同窓

会担当がマーケティングなんだ、

とか、そういうことではなくて、

一体となった活動だということ

になります。だから、この辺は

ぱぱっと書いていますけれど、

よくマーケティングスタッフは、

アドミッションだ、学生サービ

スがマーケティングのフロント

ラインと思われますが、バック

ヤードと書きましたが、既にマーケティングで言うとバックヤードではない。人事も、総務も、

財務も、会計も、契約もすべての事務スタッフは一体となって、学生の価値創造を。この人事で

学生の価値が上がるのか、ということですね。この会計の処理の仕方が学生にとって有益なのか、

ということを常に考える。これが一体となれば、学生の価値の創造につながりやすくなる、とい

うことです。よく会議の結論なんかを、「しょうがないか」という感じで組織の理論で決めますけ

れど、そうではなく、やはり学生、保護者がこの会議に参加していたら、今の結論になったのか、

ということを考え抜かなければならないということだと思います。 

 

この辺は言葉の遊びですが、「学

生のためだ」と自分の一回きりの

学生生活を考えて、「お前のため

を思って言っているんだ」と言う

姿勢ではなくて、自分の経験や知

識などのナレッジがあって、その

上で、今、二十歳の学生だったら、

どんな選択をするのか、そそうい

ったことを考えながら、こういう

姿勢を貫いて、学生と対峙する、

と。対峙というより、今は、同じ

方向を向かなくてはならないわ

けですけど、分析的に考えましょ

う、と。だからデータが要ると。会議で学生のニーズを決めない。「今の学生はこう思っているよ

ね」なんて誰が決めたんだ、って話なんですけど、こういうのを決めがちな会議は多いです。そ

れで学生分かったつもりで議論する。それから知ることをあきらめる。「今の世代って携帯だよね。

わかんないよね。」これを大学の教職員として言った瞬間にあきらめたバンザイ状態なんです。だ
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から、学生の価値を生めないので、私を含めてそういう考えになった者はこの業界から退場しな

いといけないと思います。個人的な考えや憶測をベースに議論するのではなくてデータファクト

をベースに議論する、そういったものが必要だと考えます。ただし、一方で教育に対する思い入

れは重要です。これがないとしょうがないので、思い入れを持った上で、自分はこういう学生を

育てたいとか、いろんな思い入れを持った上で、その通りになっているかどうかということはデ

ータやファクトを中心に考えましょう、だからデータベースが要りますということです。 

 

データベースの中身なんですけ

れど、やはり競合分析も必要で

すし、あまり SWOT みたいなも

のを時間かけてやるのはどうか

というのはありますけど、自分

ところだけをやってもいけない、

というところもあります。ここ

をちょっと青の点線にしていま

すけれど、例えば韓国の大学は

IMF ショックといいますか

1997 年に国家破綻をしかかり

ました。その当時、極端に言う

と韓国は日本よりも受験勉強が

厳しいって言われてますけれど、

韓国の東大を出ても就職無いという時代があったんですね。最高峰の大学を出ても就職がないん

だと、そういう時代を大学が迎えたときにどうなるんだということです。韓国のトップの大学は、

それから授業を英語でやっています。これはいろんなところから調査データが出ていますが、そ

の後韓国では英語の負担のため、精神的不安定者が増えたとか、いろいろ分析していますけども、

しょうがないですよね。飯が食えないわけですから。飯を食うためにはどうするか、ということ

でいろいろあるわけですから。こういう大学のモデルチェンジに我々がついていけるか、という

ことですね。AGB というアメリカの経営者の集まりがあるわけですが、何回か参加させてもらっ

て、その議論の中で、Diversity、多様性がテーマになっていてですね、「お前のところどうなん

だ、日本は。」と聞かれて、留学生 30 万人計画とか、山形大学も今はちょっと旗を降ろしました

けれど、「2000 人、全学生の 20％を留学生にしたいという計画があります」と言いました。そう

したら、「お前のところの学長は外国人か？」「日本人です。」「それなら経営者の何％が外国人な

んだ？」「いや、オール日本人です。」とか言って「それじゃ、教員の何％が外国人なんだ？」「あ

ー、ほとんど外国人いません。」なんて言うと、「それは無理だ」と。「アメリカでも失敗したのだ

けれど、国際化を学生だけに求めるのなんてあり得ない」と。「例えば、15 年後にそうなるので

あれば、10 年後には 60％、70％の教職員が外国人あるいはバイリンガルになっていないと不可

能だぞ」と言われて、「あわわわ…」と思いましたけれど、とにかく徹底的にやらないと、学生と

いうのは、さきほどの創価大学さんの事例ではないのですけど、徹底してやらないといけない。
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でも徹底してやりさえすれば、大学はまだまだ教育力持っているわけです。まあ、自分の大学だ

けのデータではなくて、そういうグローバルのトレンドを見ないといけない。こういうデータも

集積しなくてはならないわけです。 

 

それからマーケティングですが、

これには様々な調査が必要です。

その上でセグメンテーションし

て、ターゲットを決めて、その

中で自分の大学をどのポジショ

ンにおくかということをしっか

りと考えなくてならないという

ことです。すべての学生のすべ

ての満足を高くすることは不可

能です。学生満足度調査の多く

は、出てきたデータを業務ごと

に切り分けて関係部署に配布し

ます。「去年より数字あげろ。」

と。不可能です。永久にコスト

が拡大し続けます。自分たちは、どのグループの学生が一番大事なのか、ということはやっぱり

議論しなくてならないといけないと思います。でも、そのときにもデータがないとお話にならな

いわけです。 

 

本学の EM は７年目を迎えます

が、お恥ずかしい限りではあり

ますけれど、まだヨチヨチ歩き

の段階です。「学生を知り抜こう」

ということで、さまざまな調査

をやっています。そういうもの

を役員会等々のしかるべき会議

に報告しています。最初は、デ

ータ分析の話などは、あまり聴

いてもらえないのですが、まあ

良質な調査結果を出せると、だ

んだん、もっと持ってこい、と

いう話になりますので、それを

今やっているというところです。 
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これはお手元の資料にあります

ので飛ばしますが、いろいろな調

査をやっています。本家本元のア

メリカのボストンカレッジで最

初に EM をやったジョン・マグ

ワイアさんという人は、今、ボス

トンカレッジをスピンオフして

マグワイア・アソシエイツという

会社を作っています。大学マーケ

ティングのコンサルタントです。

彼らは、こういう EM チェック

リストというものを作っていま

す。海外の大学のバイスプレジデ

ント（副学長）クラスにインタビ

ューに行かれると分かりますが、資料を持ってしゃべる人はほとんどいないんです。「今、どんな

問題ありますか」と聞くと「学生募集で言うと、アジア系が何％で、ヒスパニック系が何％で」

って空で言って、「そのうち奨学金を希望しているのが何％、実現したのが何％、そのうち満足度

が何％でリテンションがどうこう」と、全て空で言うわけですよね。「おい、事務官、データはど

うなっている？」なんて言う人はいないんです。向こうの副学長クラスというのは。いつも数字

をつついているなと思うのですが、数字が頭に全部入っているわけですね。なので、全部、それ

を空で言えて、テーマとして「ここをどうする」「ここを何％に変えるんだ」というのが、すらす

らと出てくる。 

我々もこういうのを自分たち版じゃないと意味が無いんですが、こういったチェックリストを

作って、いつもトラック（追跡）していくことが重要だと思います。 

嶌田先生がおっしゃっていたことと全くかぶっていますが、アメリカと日本では環境が違いす

ぎますので、真似をしてもあまり意味が無い部分があります。向こうの収支構造は非常に複雑な

んですね。レベニュー・マネジメントを行っていますし、奨学金も多様な段階がありますから、

人によって奨学金の額も異なっています。その上で、利益最大化をめざす。実質的な授業料をい

くらにすると一番学生が集まってきて、一番不満が少ないかとか、そういう数字を常に追ってい

ます。また、単位互換すると互換先に授業料を払いますから、教室に一杯人がいても、授業料を

他の大学に払ってばかりとか、奨学生ばかりということがあるわけで、下手すると週報レベルで

収支を監視していかないと、入学者が多いといってもあっという間にクラッシュするわけです。

だから向こうの事務職員というのは、MBA とか数学の博士とかがうじゃうじゃいて、そういう計

算をいつもやっています。日本の場合そういう収支構造にないので、MBA ホルダーがいてもあま

り意味が無いかもしれませんね。じゃあどういう人がいればいいのか、というのは各大学の考え

方次第なんですが、ただ大学ごとのあり方は追求しなくてはいけないですね。そういう意味でも、

日本型、自分の大学型の EM チェックリストを作らなくてはならない。 
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私たちの EM 組織は、アドミッシ

ョンの問題が理由で、組織されま

した。2001 年 5 月に分かったこ

とですけど、過去 5 年間に 428

名の学生について、センター試験

の現国の点数を 2 倍するのをシ

ステム上間違えていまして、合格

するはずだった学生を落として

いました。5 年後に発覚し、大変

な事態でした。お詫び行脚に教員

が全国を回りました。当時は国立

大学でしたので国家補償が受け

られましたけれど、引っ越しの特

別な要求などは、政府から負担されなかった。そこで教職員が人によっては 10 万円、20 万円と、

お金を出し合って、大変な金額を集めて、お詫び行脚に回った、という経験がありました。その

あたりの危機感があり、山大は分散キャンパスだし、それぞれ分解されて、他の大学に吸収され

て無くなるぞ、というのを 3、40 代が、もう大体 10 年で定年だから、という人たちじゃなくて、

まだ 20 年、30 年あるぞ、っていう連中が中心になって一生懸命に解決を図ったということを、

私はまだ赴任していなかった時代のことですが、そう聞いています。 

 

いろんなドラマがあって、とに

かくがんばろうじゃないか、と

いう雰囲気の中、一方で、どん

どんどんどん志願者数が、国立

にもかかわらず下がって行きま

した。隔年現象ではなく、右肩

下がりで、どんどんどんどん下

がっていく事態です。そこで、

EM を作り、本格的に「何とか

やろうじゃないか」ということ

でスタートしたということです。

最初は、事務組織で始めたんで

すが、丸一年経って、私は、呼

んでいただいて、そこからいろ

いろあってですね、3 人でスタートしたのが現在 17 人くらいになっていますけど、EM 室から

EM 部になりまして、現在も大きくなっています。ただちょっといろんな他の業務も入っていま

すので、まあ純粋 EM というわけではないですが、一応、EM 部、という部になり、人も増えて

いるという形になってます。 
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課題ですが、アメリカの EM の

ようなファイナンスの部分につ

いては、特に国立はいじれませ

ん。奨学金の設計なんてものは、

外部資金を得ない限りできず、

国が授業料のディスカウントレ

ートを決めています。震災があ

ったらちょっと増えたり、国の

方針で決まります。外部資金で

作る奨学金以外は、勝手に作れ

ませんのでなかなかファイナン

スと共に EM をやると形ではあ

りませんので、アメリカ型では

全くありません。ただ一応、入

学前、在学中、卒業後と、学生募集、マーケット調査を含めて、在学生は教育機関ではないので

調査分析となりますけど EMIR という造語を作っていますが、学生の入学前から卒業後のデータ

をくっつけよう、と。それから卒業生のコミットメント醸成をしていって、寄附募集もまだまだ

弱いですけどもやるようなプランニングもする、と。当初、アドミッションに偏ったのが、だん

だん今は５：３：２くらいですね。それで近いうちには、３：４：３くらいにもっていかないと

いけない、ということを考えています。 

 

 

IR でいうと、文部科学省の概算

要求事業に、こういう総合的な

学生情報を集めるデータ分析シ

ステムを作りましょう、という

ことを申請して採択を受け、今

年三年度目で最終年度になって

いますけれど、法律に従って

粛々とやる、いわゆる財務会計

的 IR ではなくて、管理会計的な

システムですね。財務会計は、 

バランスシートとかそういった

ものですね。貸借対照表とか、

そういうのを出さなくてはなら

ない。上場企業は当然すべて公
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開していますが、公開を前提とするものです。管理会計は、そうじゃなくて、各大学が個別に実

施するもので、必ずしも公開を前提としない。企業の管理会計的指標には、顧客満足度とかエン

プロイ満足度など数値化出来ないものも含まれます。単年度で見ると業績はすごくいいんだけど、

顧客満足度が下がってますよ、とか。「このままじゃ、顧客が離れ、３年後にクラッシュするよ」、

とか、あるいは「非常に上手くいっているけれど離職率が高い」というようなものです。こうい

う指標をトラックすることで、うちの企業もまずいんじゃないか、とか、いろんなデータを持っ

ていて、お金に換算できないデータですね。そうやって将来を考えていくわけです。山大では、

評価分析室が財務会計的なデータを扱い、EM は管理会計的なデータを扱う。これは重なる部分

もありますし、きれいに分かれませんけど、そういう感じで今の山大の IR は動いてます。 

 

 

データが学内に点在しておりま

すので、それをくっつけていく

ということです。データを集め

るのは、これはこれで大変なん

ですが、個人情報保護上の問題

など、そういったものをクリア

しつつ１コずつ集めていく、と

いう作業をしまして、これを統

合して分析する。 

 

 

 

 

 

やはり個人情報云々というのが

あったので、システムを作ると

きに全部もう暗号化をしようと

いうことで不可逆暗号化を行い、

データストアに入るときには属

性情報があるのだけど、個人情

報じゃない状態にしてくっつけ

て分析するとか、様々な仕組み

を工夫しました。それから、デ

ータは技術的には、自動で収集

できるんですが、勝手に教務シ

ステムからデータを持っていか

れたら気持ち悪いな、という議
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論になり、原課サイドで、手動で暗号化して送信することにし、この仕組みにも結構なコストが

かかりました。ただ、一旦動き始めると、データ転送に手間が掛かりますので、「おい、自動で持

って行ってくれよ」って話になるわけですね。やっぱりめんどくさいから、と。また、システム

チェンジになれば、大変なお金が発生するのですが、これは必要なプロセスだと思っています。

まあ税金使っていますので、それについてはごめんさない、としか言いようがないのですが、学

内議論を１コずつクリアしていくようなものが必要です。データの吐き出しについても、当初は

個人名は絶対にダメ。ですが、議論が進むと、「これを指導に使えなければ、意味が無いじゃない

か」ということで個人情報をくっつけて欲しいという要望が出る。まだ学部によっては疑心暗鬼

のところもありますし、学部によってはイケイケのところもありますので、なかなか統一して云々

というのは難しいのですが、そういう議論を日々続けているところ、ということになります。こ

れはお手元にありますので、まあ、くっつけて分かること、というのはいろいろあります。 

 

 

学生満足度であれば、今までは無

記名式の全体のグロスのパーセ

ンテージしか出ませんでしたか

ら、先ほど言いました、GPA が

高い学生はどうなのか、とか出席

がいい学生はどうか、とかセグメ

ントができていないわけですね。

こういうデータって非常に危険

なので、セグメントに分けてデー

タを見ていく習慣が大切ですね。

そのうち我々はどのグループの

学生を大事にすべきだったのか、

ということをやっぱり議論して、

そこに選択と集中をしていかな

いと、大学経営としては上手くいかない、と思います。 
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休退学についても、これは進ん

でいる大学は、すでに IC カード

で管理しているかと思いますが、

遅ればせながらようやく山大で

もこれをスタートして、中央で

状況は管理しよう、と。ちょっ

と不幸な事件も起こりました。

救急車を呼んでも、救急車が来

ずに学生が亡くなる、という、

今、市と学生の保護者の間で裁

判になってますが、大学としま

しても１週間以上、そのことが

分からなかったんですね。学生

が１週間来ないといっても「そ

んなもんかな」というのが大学ですから。やっぱり出席情報を把握して、全授業を１週間休んで

いれば、実は、今、３日でやろうとしていますけど、３日でももしかしたら手遅れということも

あるかもしれませんが、とにかくそういった学生とコンタクトをとるような仕組みを作ろうと。

山大も１万人近く学生がいますので、個々の教員が全てを管理という世界ではなかなか難しいで

すから、中央で情報だけは管理するしかない。休退学というのはセメスターの切れ目で書類が出

ますから、休退学月を追ってもあまり意味がありませんので、いつ相談が始まって、いつ欠席が

始まって休退学になったのか、とか、そういったものを分析しないと有効な対策に結びつかない

と思います。 

 

 

卒業生からの評価をどう考える

か。今までは卒業生アンケート

も、全体のグロスのパーセンテ

ージだけで見ていました。卒業

後５年から１０年経って、振り

返ってみて、大学教育には満足

しているのか。「非常に大学教育

は良かった」と回答する卒業生

が、学生時代どういう学生だっ

たか、プロファイルが追えます

ので、そういうものを追ってい

くことで山大の強みが分かって

くる。そうすると３ポリシーで

すね。大学の強い思い入れで作

ったポリシーに対して、こういうデータも加えていって、山大は過去１０年、こういう学生を成
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功させてきた、ということがわかれば、高校に対しても「誰でも来い」じゃなくて「こういう学

生いませんか？」というパターンができてくると思っています。 

 

 

就職活動も同じです。パーセン

テージと企業規模だけで評価し

ないということです。今、帝国

データバンクから、企業情報を

買っていますけど、ちょっと新

しい見方をしたいと思っていま

す。一人あたり収益率とか、特

許本数とか、どういう企業が

我々の学生にとっていいのか、

ということを過去の卒業生をし

っかり分析することで考えよう

と思っています。こういうこと

も、データをくっつけないとで

きないことです。 

 

 

ここまでの、プロセスなんで

すが、こういうハード面はお

金を払えばできますので、ソ

フト面が大切ですが、２年前

に各学部長と会議をしてです

ね、大変でした。サンドバッ

グ状態というか。ですが、こ

れは、理由が分かるんですね。

考えてみたらいきなりですね、

伝統ある学部でずっと教えて

きた先生方に対して、「分析す

るからデータくれ」なんて言

って、「何のためだ？」って話

になり、そのうちに「君たち

は、私の学部の教育に問題があるからこういうことをしたいと思っているんだと思うけど、であ

ればどこに問題があるのか述べてみろ」って話ですね。大変です。でも、これは、当たり前のこ

とだったと思います。当時は「ひどいこと言うなあ」とか、「いいことやろうとしているのになん

でこんなこと言われるかなあ」って気持ちもありましたけど、でも、これは当たり前だと思うん
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ですね。現場の一生懸命日々やられている先生方にとって「何をみたいんだ？」ってことですね。

その辺もこっちも認識が甘かったと思います。紆余曲折があって、結局ワーキンググループを作

りまして、「学部の先生方を入れて、監視下においた上で、分析を議論しましょう」と。そうする

と、最初は、「学部査定システムとか教員査定システムを作るつもりだ」と、そういうことを言わ

れましたので、「そうではなく、各学部教育に資するものを作りたいので、学部の監視下におきま

しょう」ということでワーキンググループを作って議論しました。そうする内に、だんだんデー

タが出て来ます。試行分析として、一学部のデータを丸ごといただいて、分析結果を見せて、そ

れで初めてワーキンググループの中でも、「もっとこうすべきだ」とか、「３年とか５年じゃなく

て大学がある限り続けるべきだ」とか、いろんなデータを出してもらえるようになるわけです。、

ただし、全教職員がこのシステムを知っているわけではありませんから、まだまだ改良する部分

は大きいです。とはいえ、２年経って各学部を回ったときには、反応は随分変わりまして、具体

的なデータ分析結果もありますので、随分変わりました。必要なステップを踏まずに、いきなり

「いいことやるから、協力しろ」なんて言ってもだめだったんだなあ、と思います。これは教職

協働などでも、「お互いが理解できない」「壁がある」なんて愚痴みたいなものはよく聴きますけ

ど、結局どこまで議論したのか、何度も通ったのか、それから一緒に酒を飲んだのかとか、そう

いうことを何度も何度も繰り返しているうちに、そのうちにだんだん分かって、お互いわかり合

って、我々も何であんなに怒られたのかも理解ができるようになるということもありますので、

おそらくコミュニケーションの量を増やすことで、これはほとんど解決できるものだと思います。

最初から傷をなめあうよう会議が多すぎるので、みんなあきらめて「教員はよくわからない人た

ちだ」とか、「事務職員は無駄が多い」だとか、やっているようなバリアが高すぎるんだと思いま

す。とにかく細かな議論を顔を合わせてやっていけば、だいぶ違っていくんだと思っています。

また、学内だけで考えていてもだめだということで、ちょっと宣伝で恐縮なんですが、お手元に

資料がありまして［第 2 回 EMIR 勉強会の資料］です。９月末に東京で勉強会を実施させていた

だきますので、ぜひご興味のある方は、参加資格もなくて、無料でやっていますので、ぜひお越

しいただければ、と思います。大学経営者層、私大の方もパラパラ来られて、実務家、大学団体

から ICT 企業ですね、企業側のこういう技術があるぞ、という報告もいただきますので、コンサ

ルとか R＆I のような格付け機関みたいなところからもコメントをもらったりします。それと高校

の先生も１回目はお呼びしました。これは大事なことだったと思うのですが、高校の先生から、

こういうシステムだとかデータベースの議論をお聞きいただいて、最後に一言いただいたときに、

「高校の教員というのは、担任の生徒の親の仕事はみんな知っていて、仕事を知っているという

ことは年収も全部分かるので、その上で、どの大学だということを考え抜いて指導する。ずっと

毎日つきあって、人間性も分かった上で、どの大学で伸びるのか、浪人できる経済的な余裕はあ

るのか等を一生懸命考え抜いて決めて、その子が将来どうなっているのかをいつまでも気にして

ているのが高校の教員で、中学の先生も同じです。大学に入ったら、いきなりアンケート採って、

GPA のデータを見て、データベースで学生をわかるなどは、ちょっと違和感がありすぎる」と、

ということを言っていただきました。実際そうだと思うんです。こういったデータだけで学生を

理解するなんてあり得ないわけで、そのあたりの気合いというか、どれだけ学生の価値を本当に

自分たちが高めたいのかという思い入れですね。これがとにかく重要なんだと思います。 
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最後は、いろいろと問題があ理

ながらも、今後どう進展するか、

ということです。現在は、学生

の情報を集めました。次に、研

究情報とか、社会貢献に関する

情報、それとやはり大事なのは

財務の情報です。これを統合し

て、まだ何ができるか分からな

いですけども、いくつか分析モ

デルを考えています。たぶん、

こういうものをくっつける中

で、しっかりとした内部評価が

できてくると思います。 

 

 

お金が切り口にないと、施策の

プライオリティ決められません。

いいのは分かっていても莫大な

コストがかかるものと、やっち

ゃえばいいじゃないか、という

ものと、こういうプライオリテ

ィを決められませんので、教育、

研究、地域貢献に加えて、財務

の情報を加えて分析することを、

提案しているところです。 
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最後に、最も大事なことは、RMIR については、学生を知り抜くことですね。それと周辺の社会

の期待を知り抜くことです。マーケティング手法に、フレームワークはありますけども、統一手

法はありません。だから全国統一調査にいくら乗っかっても、ベンチマークとしてはいいんです

けど、個別大学のソリューションには機能しませんので、ここは重要です。いくら隣と比較して

も、満足度は、違う大学の違う授業を違う学生に聞いているわけですから、それをお互いに比較

しても無意味です。お互いに学生を交換すればいいんですけど、現実的ではないです。じゃあ調

査は意味が無いか、というとやはり意味はあって、ベンチマークとしては意味がありますけど、

問題発見、解決に資する調査は、やはり自分たちの事情で、自分たちの大学でやらないと。 

 

 

各大学に即した手法を、トライ

＆エラーで、見つけていくしか

ないですね。早く始めて、早く

議論すれば、早く成果に近づけ

るのではないかと思います。EM

は、マーケティング手法ですか

ら各大学それぞれの考え方で実

施すべきものです。機関調査（IR）

は、全国統一規格で行っても意

味は無い。特に、学生調査は、

「学生を知り抜くため」に行う

もので、論文を書くため、科研

を取るため、広報に利用するた

め、認証評価のために行うもの

ではありません。それが中心になると、問題の本質に、絶対にたどり着けません。「～のために考
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える」のではなく、「～の立場になって考える」。一番下ですが、学生の価値創造と最大化を組織

一体となって行っていこうと。これが恐らく、大学の価値ですよね。我々教職員が、学生の価値

を高め、卒業生の価値が高める。そういう彼らが、社会で活躍して、社会をいい方向に変えてい

ってくれる。こういうことが我々のような仕事の醍醐味だと思います。教員、職員関係なく、こ

んなにやりがいのある仕事に、自分たちがご縁があって参加しているわけですから。100 年後、

1000 年後の世界を変える仕事を、私たちは、今やっているわけです。なのであきらめられるわけ

がない、というかどんなに困難があっても、まあ、一歩ずつでもやっていって、後輩も育てれば、

定年後もその後輩たちががんばってくれますので、必ずこういういい方向に、いつか達成される

と思いますので、あきらめないこと。そのためにこういった勉強会をしながら、みなさんも切磋

琢磨してやっていこうじゃありませんか。私の報告を終わります。ありがとうございました。 
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