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講演２：「山形大学事例」 
「山形大学型 EM コンセプトと EMIR への挑戦」（福島真司 山形大学エンロールメント・マネジ

メント部教授）の報告に対する質問 

 

Q3-1：EM 部の人数 ３名→17 名となったとのことですが、教員、事務の内訳と教員定員はどの

ように措置されたのか。任期があるのかをお教えください。 

福島：外部資金をとっていますので、その関係もあって一時的に増えている、という形でもあり

ますので、さきほどのデータ分析システムのプロジェクトは、３年時限の３年目ですので、

来年何か資金が取れないと何人か減る、という形になります。やっている業務がいろいろ

広いので、減ると厳しいな、というのはあります。最初の EM 室の段階では、EM 担当業

務のみだったのですけど、その後、うちでは入試課を廃止しまして、ある時期、入試課が

なくなったんですね。分散キャンパスですので、各キャンパス独立でやらせようというこ

とになったのですけど、これがうまく行かなくて。センター試験なんかの対応もあります

ので、結局必要ということになって、あっち行ったり、こっち行ったりしました。最初は、

色々くっついて EM 室を EM 部にするときに、入試教育企画 EM 部みたいな、全部くっつ

けた名前になるような話があって、これは最終的に学長の鶴の一声で、「EM のほうが大き

な概念だから、EM にまとめるべき」ということで EM 部になったので、いろんな業務が

入っています。就業力 GP 対応もあり、教育企画室と、入試課を統合したので、そこがちょ

っと純粋 EM ではない、というところもあります。現在、教員が４人です。みんな任期付

きです。私は最初「どうする？」って聞かれて任期をつけてもらったんですけど、任期付

きじゃないと、ちょっとかっこわるいじゃないですか。「終身雇用の権利をもらえたので来

ました」なんて言うと。だから「任期つけてくれ」って言いましたけど、任期があるほう

がここぞというときに押しが強いと言いますか、「こっちは任期付きでやってんだ」と、そ

ういう覚悟でやってますので。あと、たまたまなんですけど、EM 部には、就業力とかポー

トフォリオの GP も両方取り込んだので、結果としては良かったと思っています。全てつな

がっていますので。就業力のデータ分析する人たちとポートフォリオ分析をする人たちが

くっついてますから、仲良しなので同じ事務所で、突き抜けて分析ができる。私はもとも

とアドミッションの分析が得意な人間なので、そういう形で他にもいろいろいてくれると、

いいかな、と。どうやって雇用を維持するか、というところはありますけど、おそらく、

ちょっと今の質問からは外れるかと思いますが、「IR の専門家をどう確保するんだ」とかい

う議論の中で、それぞれの分野が先鋭化していますよね。アドミッションはアドミッショ

ンでものすごい分析始めていますし、ポートフォリオ分析もあるし、そういう形でやって

いると、「統合したデータ分析なんてできるのか？」って話もあるわけですね。「そんなの

全部の専門家じゃなければできない」だとか、そういう声もあるんですけど、私はそうじ

ゃなくって、統合して分析することも繰り返しやっていくうちに専門家になっていくと思

いますので、そういう統合して分析する人をずっと確保しないといけないのですけども、

とはいえ入試の分析を分からない人間が入試をやってもしょうがないので、いろいろな分

野の専門家が集まってきてやっていれば、誰かが欠けたときにそこを補充すればいい、っ
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て感じでいくんじゃないかな、って思ってます。今はそういう形で教員が４で、それぞれ

専門が違っているので、分析としては面白いと思っています。あとは事務職員なんですけ

ど、校友会担当が定年退職後の継続雇用の方が２人います。これは一定の年齢があった方

がいい仕事ですので、そういう形にしていますが、そこも本当は事務スタッフがいないの

でちょっと困ってはいます。加えて、外部資金の対応で２名。それであとパートさんも含

めて１７名、という形です。ちょっと不安定なところですね。GP 対応は、外部資金なんで

すけど、山大以外もやっていると思うのですが、山大はマネージングプロフェッサー制度

というのを作っていて、普通は教授会とか運営委員会とかで公募で人事をやらなければな

らない、となっていますが、役員会人事で措置できる、というポストを作っているんです。

なので、一本釣りができるんです。「この人欲しい」と役員が決めれば採れる人事制度を作

っています。マネージングプロフェッサーですが、最初作ったときは、当時の事務局長と

学長ががっちり手を握ったので、課長代理級のポストを潰して、それを教員ポストに振り

分けたんです。だから学部から定員を取っていないので、勝手にしろ、って話になったの

ですね。教員と課長補佐では人件費の差がちょっとあるので、そこは学長裁量経費を充て

ていると。ということなので、退職金の積み立てが少ないんじゃないかと思うんですね。

その分だけ。定年までいるかどうかは想定せずに作ったポストなんだと思いますけど。EM

だけじゃなくって、山下先生（企画部准教授［評価担当］）もマネージングプロフェッサー

ですよね？ 

山下：そうはっきり言われたことは無いんですけど。 

福島：８人か１０人くらい居ますよね？ 

山下：外部資金で採っている方もいますよね。 

小湊：学長直轄で人事が決められて、それでポストが配置されるわけですね。それは学長室みた

いな形で括られているわけではなく、それぞれのプロジェクトごとに任命して、バラバラ

っと置いているわけですね。 

福島：そうです。 

 

Q3-2：昨今、高等教育において教育の質の向上、保証のための内部質保証が議論され、その際 

・教育マネジメント ・学生満足度 

・教学マネジメント ・学習時間の確保 

・戦略的教育施策 ・IR 

などのキーワードがありましたが、EM はこれらを統合するような概念ですか？（乱暴な考

え方ですが...。） 

福島：乱暴に答えると、大学の考え方次第だと思います。EM って使わなくても EM を実現して

いる大学さんはいくつもあると思いますので、そう呼ぶかどうかだけの問題だと思います。

国立の方であれば、こういうキーワードで、私立の方も同じかも知れませんが、外部資金

も、そういうコントロールの形ですよね。国が施策を決めて、そこに予算をつけて、その

施策に合うプランを持ってきたところにはお金を配分する、という仕組みだから、ここは

逃れられないんだと思うんですね。我々も、それは感じています。国立で「EM？はぁ？」
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という感じで、私は、私立の経験が国立と半々の人間なので、私立にいたら、恐らく「国

立で EM？あまり吹かすなよ（笑）」という感じなのですけど。それで、何とかまあ、乱暴

な回答なんですけど、目の前に居る学生の価値が高まるのであれば、いろんな用語使って

も何しても、ある程度、教育にはお金がかかりますので、それを外部から持ってきて、問

題は無駄に使わないかどうか、ということです。持ってきておしまい、ってことにするの

ではなくて、未来につながる仕事にこういうお金を１円も無駄にせずに使っていって、学

生に使う、ということですけど、それをやればいいんだと思います。まあこういう用語を

使って、本質的な部分もあるし、本質的ではない、お金取るために使う用法もあると思う

のですけど、各大学がやはり真剣に自分たちの学生に向き合って必要なお金をもらうため

とか、いろんなことのために使えばいいと思いますので、問題はこういうキーワードにあ

まり振り回されずに、自分たちの大学にとって価値が高いことをやっていくことだと思い

ます。 

 

Q3-3：日本型 EM の特徴について、もう少し知りたい。 

小湊：アメリカで発達してきたエンロールメント・マネジメントですけれども日本の高等教育を

考えたときに文脈がかなり違う。そもそも高等教育が抱えている背景が違う。制度的な条

件も違う中で「日本型 EM」という言葉をお使いになられていたかと思うのですが、もし「日

本型 EM」というのをイメージするときにどういうものなのか。その特徴、とくにアメリカ

との違いなのかもしれないんですけど、どのように捉えればよいのか、というところをも

う少し知りたい。 

福島：マーケティングということでいうと、各大学でやり方が違うわけです。ロケーションも違

えば、学生の抱えている問題も、アドミッションの問題も違うので、やっぱり各大学の個々

の問題だと思います。それがマーケティングの本質というか、日本型というか山形大学型

という言い方をしていると思うのですが、山形大学ではこうですよ、というところです。

それはちょっとさきほどの質問とからめれば、山形大学が初めて専任教職員で EM 組織を

作ったとか、ということがありますので、それを前面に押し出すと言うと、いやらしい言

い方ですが、外部資金も採りやすくなるわけですね。そういう方便のところにも使ってい

ますよね。こういうことは。だから、さっきと同じになりますけど、各大学の価値を上げ

るために、いろんな調査をしたりしながらその問題を解決し、永続するような組織を作り

上げていくということがEMですので、アメリカと日本しか大学がないということはなく、

他の国にもたくさんありますし、各大学自身が自分たちの問題の本質に迫って、それを解

決し続けて大学の価値を上げて、卒業生の価値を高めて、大学が永続するために行う活動

です。ですので、あまり国とか関係ないかな、と思っています。最初、大学マーケティン

グの、エンロールメント・マネジメントという概念がアメリカで始まった、というのを持

ってきているので使っていますけど、特にこの言葉を使う必要も無いんじゃないか、とい

う気はします。言葉の概念議論も重要ですけども、そんなに追求する必要もないのではな

いか、と思うところです。 
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Q3-4：学生募集に関する分析を行う際には、当該大学を選ばなかった受験生の意見を聞くことが

重要と言われていますが、具体的な方法が課題となっています。何か良い方法があればご

教示ください。 

福島：これは国立大学だとやりやすいんですけど、国立大学の場合、国立大学を受験したい層、

というのが一定程度いるわけですね。そういうのは進研アドさんとか、いろいろな会社が

名簿を持っていて、名簿は買えないのですが、お金を払って一緒に調査させてもらう、と

いうことで名簿にアプローチする。放っておくと、アドさんはアドさんの感覚で調査をや

っちゃいますので、何回も何回もアンケートを「こういうことを訊きたいんじゃないです」

という感じでやりとりして調査をやりましたが、欲しいのは彼らの名簿です。調査自体の

設計は自分たちでできますし、彼らが持っているナレッジもちょっとはもらいますけど、

個々の大学の望みとずれていることも多いので、彼らが持っている名簿に対して調査をか

けられるかどうか。自分たちへ接触した学生については、自分たちが調査を独自にやって

いますけど、それ以外では、卒業生調査をやるときにベンチマークを取りたかったので、

うちは日経リサーチさんと一緒にやりましたし、企業調査のときには能率協会さんと一緒

にやってますから、一定のお金は払ってますけど、そういうわけで、自分たちがアクセス

できない名簿に関しては、持っているところと組むしかないので、どの企業さんがいいの

か、というところを何度も何度も話し合って決めて、そこにお願いしていっしょにやる、

ということですね。ただ、丸投げは絶対しませんので、とにかく質問の一つ一つから文言

から、朱を入れて何度も何度もやりとりして質問を決めてからやる、と。 

小湊：自大学にどのような学生に来てもらいたいのか、というのは学生募集に直結する話だと思

うのですが、どこに焦点を当てていけばいいのか、ということですよね。そういった意味

では、嶌田さんの方から概念的には説明があったと思います。教育パイプラインという言

葉が出てきたかと思いますが、何か嶌田さんの方からありますか。 

嶌田：翻訳していたときにいろいろ感じたのは、アメリカの大学はもっとドライなのかな、要す

るに「来る者拒まず、去る者追わず」というイメージで翻訳をしていたのですが、いろい

ろわからない語をどうなのかな、と考えていくうちに、アメリカの大学は、意外に学生を

しっかり見ている、ということが感じられました。それは当然、お金が必要ですから、真

剣に見ている。放っておくといなくなってしまう、という現実があるわけですから。ただ、

部署が入試の人だろうと、学務の人だろうと、就職関係の人だろうと、みんなが学生を真

剣に見ている。それで横のつながりをある程度持ったりしながら、連携して学生をしっか

り見ているという、そういう姿勢というのは、日本でも考えていかなくてはならないじゃ

ないのかな、と思います。入試の人は入試のことしかやらない、学務の人は学務の範囲の

ことしかやらない、就職の人は就職、学生生活の人は厚生補導しかやらないみたいなこと

ではなくて、いかに大学として連携して見ていかなくてはならないのか、そういうエンロ

ールメント・マネジメント的な概念というのは積極的に導入してもいいのではないかとい

うことが、翻訳を行いながら、翻訳チームのみんなと議論したことの 1 つです。 
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Q3-5：卒業生の調査はどのような方法でされていますか。 

福島：これは今後ブラッシュアップするんですけど、ベンチマークも採りたかったので日経リサ

ーチさんがやっている調査があって、１万人くらいの日本の大学の卒業生で、卒業後５年

～10 年という人たちに web 調査をした大きな調査があるんですね。そのうち、中規模国立

のグループを切り取って比較してくれたりするので、共通項目がほとんどで、そこに山大

独自のものを加えて調査するものです。卒業生が社会人になって振り返って、大学教育が

どれくらい有用だったと感じるのか、というものです。細かなところは、英語はどうだっ

たのか、コンピュータ教育はどうだったのか、ということもいろいろ聞いてます。振り返

ってどうか、ということです。選択式も多いのですけど、問題があったら、何が問題なの

かとか、そういう調査です。あと自由記述で問題の先生や問題の授業を挙げさせることは

できませんので、良い影響が与えられた活動ですね、クラブ活動でも何でもいいから書い

てくれっていうと「この先生のこの授業が良かった」とか「サッカー部だったけどすごく

良かった」とか「ゼミが良かった」とかいろいろ書いてきてくれます。やり方は web アン

ケートなんですけども、５年～10 年経った卒業生にレターを送り、そこに URL、大学のト

ップページなんですけど、そこにバナーを貼っておいて、そこから、ID とパスワードを伝

えて、入っていただいて答えていただく、という形になります。web アンケートは一般的

に紙のアンケートに比べて回答率が低いということが言われていますが、実際にそうです。

ただ、良いことは自由記述に膨大なことを書いてくるんですね。これは結構建設的な意見

が多いです。回収率は 13％くらいで、日経リサーチさん自体が言うのに、他の大学でやっ

ても同じくらいだっていう率なんですけど。学問的には、13％では統計的に意味があるの

か等々、いやらしいことがありますけど、これは思いつきのレベルでしかないんですけど、

結局、どの学生の言うことを我々は聴くべきか、ということですが、100％の卒業生の言う

ことを聴くことはない、と私は思っています。やっぱり満足度調査をやっても、本当に一

生懸命書いてくれる学生はいて、結構、そういう層はいますね。卒業生アンケートなんか

は、卒業式に同じようにレターを出してやってくれとやると、すごく回収率は低いですけ

ども書いてきてくれる人間はものすごく書いてきてくれて、卒業後のインタビューに今後

答えてくれますかと聞くと、ほとんどの人がアクセス先を書いてくれるんですね。いつで

も協力します、ということで。その辺は大学のポリシーということになるのでしょうけど、

どの学生のアイデアを採り入れるか、というのは考えなきゃいけませんので、ちょっとそ

ういうのが絞り込めればな、という設計もしていて、答えた人はどういう層はなのか、と

いうことが分かるようにして分析すると、回収率が低くてもそれなりのものが得られるか

なと思っています。ということで、郵送で送って URL をクリックしてもらって ID、パス

ワードで入ってもらって答えていただいています。 
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Q3-6：学部との衝突以外に苦労した点があれば教えていただきたい。 

小湊：これは EM の活動を推進していく中で、ということだと思いますが、学部との衝突のお話

があったかと思いますが、それ以外でいろいろご苦労されているのではないかと思います

が、もしよろしければ、その点のお話を教えていただきたい、ということです。 

福島：結局、途中でも言いましたけどクリアされてみれば、こちらの説明不足だったとか、ある

いは「突然、中途で採用された人間が、山大のことどんだけ分かってるんだ」というのは

熱心な先生ほどあるんだと思います。なので、衝突と考えない方がいいといつも思ってい

ます。まあストレス溜まったり、がっくり落ち込んだりはしますけど、議論が往復する中

で、ちょっとでも理解してもらえれば、全部否定する人はいないので、もっとこの辺の、

こういう調査をやったらどうなんだとなれば、じゃあそれやらせてください、ということ

で話が進んでいくものだと思っています。ただ、事務と教員との衝突ではなくて、あるセ

ンターとか、センター長はいいよって言ってくれていても、事務方がデータ出さない問題

もある。学長は普段、仕事上、いろんなバーターをかけて学部の先生方とやり取りしてい

るので、学長のトップダウンかければ、かけられなくはないわけですが、いろんなところ

でトップダウンかけてますから、データをくれというようなレベルでトップダウンはかけ

てもらいたくないわけですね。なので、結局は、事務の担当の方が出したくないでは済ま

ないんですよね。なので、やっぱりコミュニケーションが大事です。どうしても、ってい

うときにはその担当者が代わるまで待つしか無い、というのもありますけど。たまにどう

してもスタックしてしまうと理事に頼んでひとこと言ってもらう、というのもありますけ

ど、あまりいい方法ではないと思っています。本当は何度も何度も話したように、現場の

話し合いで乗り越えていく、というのが一番のやり方だと思っています。ということを自

分にも言い聞かせてやっております。 

 

Q3-7：データベースを持っているような企業と連携して調査をする、というような話があったの

ですが、実際、いくらくらいかかるのか。 

（大阪大学 評価・情報分析室・齊藤 貴浩） 

福島：どの部分ですか。企業調査の部分ですか。 

齊藤：全部聞ければ聞きたいですが、もちろんお話しいただける範囲で結構です。 

福島：企業によって定価は決まっているんですね。学部数×いくらとか、ですね。そこでまけて

もらうわけですけど、企業調査は 1000 社とか 2000 社送ったレベルなんです。帰ってきた

のが 300、400 社ですので、それやってもらって 100 万円台の中盤ぐらいです。 

齊藤：これは、そのデータベースを持つリサーチ会社を使った、ということなのでしょうか。そ

れとも、既に調査をやる予定の会社に福島さんが乗り込んで行って、俺にもやらせろ、と

いう形でやっているのでしょうか。 

福島：例えば、能率協会さんなどは会員機構を持っているんですね。セミナーやったりしていて。

彼らは関係作っているわけです。そこに対してアプローチする、ということですので、山

大と共同調査という形です。山大のほうは山大のほうで、過去５年間の卒業生の企業リス
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トを用意しますので、企業さんも「ああ、山大さんから来ているよね」という形なので、

半々ですね。あと彼らも安くしてくれるときに、実はこういう調査を入れたいんだけど、

いいかというと、どんどんいいですよって感じで、そりゃ、彼らも何十問も入れられると

調査が変わってきますけれども、１、２問こんなの入れてくれっていうと、どうぞ入れて

くださいっていうことで Win-Win とっていくと、郵送料入れても 150、60 万、というとこ

ろですね。 

齊藤：みんなが押しかけたら、その額だとたいへんかもしれませんね。 

  


