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年に「継続教育におけるマーケテイング」をテ  

ーマとした年次大会を開催し，非営利組織にお  

いても，マーケテイングの実践が，サービスを  

顧客に提供する際の効果的で効率的な役割を果  

たす鍵となることを示すとともに，同団体に加  

盟する州立大学とランドグラント・カレッジ  

（国有地交付大学）99大学におけるエクステン  

ション部門を対象にした調査において，約9割  

の大学が顧客のこ岬ズの変化や要求の変化に即  

してプログラムを変えるなどといったマーケテ  

イングを実践していると報告している12）。   

大学マーケテイングの歴史について論じた  

Mulnixは，大学マーケテイングに関するジャー  

ナルの論文では，1970年代半ばまでに通常のマ  

ーケテイング用語が使われるようになったと指  

摘し，コスト・ベネフィット分析，MBO，シス  

テムアナリシス，ポジショニング，差別化，セ  

グメンテーション，組織イメージ，学生獲得と  

リテンション，プライシング，マーケテイング  

監査といった概念を例示している（3I。この指摘  

を見る限り，マーケテイングが大学にも適朋さ  

れる「一般概念」として考えられ，その手法と  

して，企業で開発された手法と同じものが飼い  

られているようにも思われるが，教育を対象と  

した固有のマーケテイング概念はそれらの中に  

存在しえなかったのか，あるいはそもそもいか  

なるものとしてその概念を捉えなければいけな  

いのかという点に，筆者の問題関心がある。   

後述するように，アメリカにおいて大学マー  

ケテイング論が始めて見られたのは，Kotlerが  

概念拡張論を提唱したのと同じ1969年である。  

本稿では，この年から，Kotlerによって非営利  

組織のマーケテイングの体系化が始めて行われ  

た1975年の前年までを，アメリカにおいて大学  

1．間誼の所在   

本稿は，大学にマーケテイングを導入すべき  

とする主張（以下大学マーケテイング論という）  

が見られ始めた当時の論考を分析することによ  

り，大学を対象としたマーケテイング概念の形  

成と意味について考察し，大学における「マー  

ケテイング」とは何かを明らかにするものであ  

る。   

マーケテイング研究においては，1969年に  

Philip Kotlerによって出された「マーケテイ  

ング概念の拡張（BroadeningtheConceptof  

Marketing）」と遷された論文が契機となって，  

マーケテイング概念が経済的な財やサービスに  

限定されず，非経済的なものの市場取引を含む  

ものまで拡張していこうとする考え方が提示さ  

れた。以後Kotlerは，いくつかの論文を通じて  

「マーケテイングの血般概念（genericconcept  

Ofmarketing）」の追求を続け，1975年には著書  

『非営利組織のマーケテイング（Marketingfor  

Nonpro翫Organizations）』を世に出して，非  

営利組織を対象としたマーケテイングの体系化  

へと発展させる。その後は更に，医療機関や教  

育機関などといった非営利組織別のマーケテイ  

ング論が展開されていくが，このような流れに  

影響され，これら非営利組織の実務においても，  

マーケテイングの導入を推奨しようとする動き  

が見られ，実践が展開されていった。   

このことは大学においても例外ではなく，と  

りわけマーケテイング概念そのものが発祥した  

アメリカにおいて顕著である川。例えば「全米  

大学エクステンション協会（NationalUniversity  

ExtensionAssociation：NUEA）」では，1974  

筑波大学教育学系  
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れるようになったと述べている川。これら二つ  

の要因が，当時の大学にどのような影響を与え，  

マーケテイング導入へと結びついていったのか  

を，この時代の大学マーケテイング論を手がか  

りとして見てみよう。  

（1）志願者・学生市場の変化と競争環境の激化   

当時の大学にマーケテイングが導入された背  

景としては，第一に，志願者・学生市場の変化  

と競争環境の激化が挙げられるであろう。  

0’Brianは大学マーケテイングの歴史について  

紹介した1973年の論文の中で，過去25年間，大  

学は増加する学生のこ－ズへの対応に追われ，  

教員や施設の不足に見舞われていたが，このよ  

うな状況はここ数年で変化していると述べてい  

る。第二次大戦後のベビーブームで生じたセグ  

メントが学齢を超えた，大学入学前に多様な経  

験を積むことを希望する若者が増加している，  

1960年代における大学紛争や薬物使用などとい  

った大学の荒廃が保護者の大学進学への不信感  

となっている，景気後退とインフレにより大学  

数育で得られる収入が教育のコストに見合わな  

いとされ，職業志向の教育の重要性が認識され  

る，授業料無償で職業技術を教える教育機関が  

増加する，といった状況がそれである（6）。0’Brian  

は次のように述べている。「1960年代において，  

大学関係者は高等教育は万人のためのものであ  

ると考えていたが，今では時間とお金をかけて  

高等教育からベネフィットを得ることに確信を  

持つ人たちを探さなければいけない。大学は公  

衆に対して誇っていた地位を失い，教育，非教  

育を問わずあらゆるサービスの提供者との競争  

に突入する準備をしなければいけない。」（7）。   

ここで，当時のアメリカにおける高等教育を  

取り巻く状況を概観しておこう。アメリカ国民  

の教育機会への熱望は，第一次大戦までは初等  

教育に，第二次大戦までは中等教育に注がれて  

いたが，第二次大戦後は高等教育へとその段階  

が移り，1960年代は「費金時代」であったと言  

われるほど，アメリカの高等教育は拡大した。  

その方向は政策としても推し進められ，1964年  

に全米教育協会（NEA）の教育政策委員会は  

「全ての者にハイスクール後の教育を提供すべき  

マーケテイング論が導入された時期（以下導入  

期という）と捉えることとする。そして，この  

間に提唱された大学マーケテイング論において，  

いかなる論理でマー ケテイングの導入が推奨さ  

れ，またそこでのマーケテイングがいかなる意  

味を持つ概念として提唱されているのかを明ら  

かにすることを通じて，大学を対象としたマー  

ケテイング概念の展開過程を明らかにする研究  

の出発点としたい。   

第2節では，アメリカの大学にマーケテイン  

グ導入が推奨された背景を，関連する論考をも  

とに整理する。第3節では，大学マーケテイン  

グ論が始めて登場する1969年に提示された二つ  

の論考を対象として，第四節ではこれらに引き  

続いて導入期に提示されたその他の論考を対象  

として，それぞれ分析を加え，それらにおいて  

マーケテイング概念がいかに形成され，その意  

味がいかなるものとして捉えられていたのかを  

明らかにする。第4節では，これら大学マーケ  

テイング論に見られるマーケテイング概念の特  

質について検討を加える。なお，マーケテイン  

グ概念の特質の検討に際しては，大学マーケテ  

イング論が影響を受けてきたと予想される  

Kotlerの理論との比較を行うことによって，大  

学を対象としたマーケテイング概念独自の意味  

を探ることが可肯削こなると考える。   

大学マーケテイングの歴史については，アメ  

リカにおいて大学マーケテイングの専門ジャー  

ナル（陶γ乃βJ〆肋蕗g正樹カr勒γ肋cα如乃）  

が刊行された1988年を中心として，導入の背景  

とそれまでの実践の動向とを紹介することを目  

的とした論文がいくつか散見される（4）。しかし，  

大学マ岬ケティングの導入に際して前提とされ  

ていたマーケテイング概念がいかなるものかを  

分析的に明らかにする研究は，管見の限り内外  

ともに見受けられない。  

2．大学マーケテイング導入の背景   

先に紹介したMulnixは，1960年代後半、  

1970年代前半に，大学への入学者減少と経済不  

況が同時に起こったことが契機となって，アメ  

リカの大学にマーケテイングが広く取り入れら  
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ノリティ層を受け入れるためのクラスを開講し  

たり（10），労働市場のこ－ズに即した実学志向に  

基づくカリキュラムの見直しを実施する111｝。高  

等教育における売り手市場が買い手市場へと変  

化していったのである（12）。  

（2）大学における財政事情の悪化   

志願者・学生市場の動向に加えて見逃せない  

のは，当時の大学における財政事情の悪化であ  

ろう。先の論文でも0，Brianは，当時の大学が，  

それまでの「増加する学生のニーズヘの相応に  

追われ，教員や施設の不足に見舞われていた」  

と述べていた。カーネギー審議会は，1972年に  

『高等教育への機関援助（InstitutionalAid）』と  

遷する報告書を出し，1970年代に入って深刻化  

してきた大学の財政危機を救うために，連邦政  

府による援助が必要であることを提言Lている。  

同番議会は，高等教育財政が危機に陥った理由  

とLて，1960年代の量的・質的拡大による総高  

等教育コストの高騰，インフレによる高等教育  

コストの急上昇，国家財政からの高等教育への  

支出額の減少といった点を挙げている。また同  

じ1972年に同審議会が出した報告書『資源の有  

効利用（TheEffectiveUseofResources）』で  

は，大学に対して具体的な経費の削減策を提唱  

しているのである（13）。  

（3）なぜマーケテイングか   

以上のような状況を考えると，当時の大学に  

経営の改革が求められていたことについては疑  

いがない。Kotlerも1972年に「教育問題とマー  

ケテイング（EducationProblemandMarketing）」  

と題する論文を発表しており，その中で，アメ  

リカの教育制度への信頼は1960年代半ばがピー  

クであり，直面する問題として，財源不足，や  

る気がない生徒の存在といった2点に加えて，  

教育機関におけるイノベーションの遅れを指摘  

している。ではなぜそのための手法がマーケテ  

イングに求められたのか，当時の大学マーケテ  

イング論に見られる論理を明らかにしよう。   

まず，大学を含めた教育観織の抱えている問  

題状況に関しては，「ビジネス組織の抱えている  

問題は教育観織と何ら変わらず，財政上の問題  

に直面している状況は類似している」（1㌔ この  

（HigherEducationforAll）」と主張した。しか  

し，このような大学進学への圧力が，不本意就  

学者やドロップアウトの増加へつながっていっ  

たことが指摘されているは）。   

喜多柑は，1960年代後半から1970年代初頭に  

かけて，明らかに従来とは異なる変化の兆候が  

アメリカの高等教育システムに現れていたこと  

を指摘している。伝統的な学生層とは異質の進  

学動機を持つ新しい型の学生集団や成人層・短  

大からの転入生の増加，高校卒業後に就職・旅  

行・社会奉仕情動に従事した後に大学に入学す  

るという進学ルートの変化，入学後学外の経験  

を求めて大学を離れていくストップアウト現象  

の増加，大学よりも職業教育を中心とする各種  

学校や企業学校を志望する者の急増などであり，  

先の0’Brianの指摘と同様の点が，ここでも指  

摘されている。大学進学年齢層の人口自体は増  

えているものの，大学進学率は相対的に低下し，  

大学以外の教育機関に進む者の割合が急速に増  

加しているのである（9）。ここから予想されるの  

は，志願者や学生層の意識・価値観の変化とそ  

れに伴う大学進学へのニーズの減少といった意  

味での，学生・志願者市場の変化であると言っ  

てよいだろう。   

喜多柑は，アメリカの高等教育が従来のマス  

塑からユニバーサル型へと移行しつつある兆候  

を示すものとして，先に述べたような変化が  

1970年代初頭ににわかにあらわになってきたと  

述べているが，そうであるならば，このような  

志願者・学生市場の変化は，この時期が，まさ  

にアメリカの高等教育システムが発展するプロ  

セスの転換点であったことに帰国するものと言  

ってよいように思われる。   

それらに加え，0’Brianが指摘するように，  

当時の景気後退が大学進学へのニーズの減少に  

拍車をかけていった。1971年に実施されたベト  

ナム戦争時代の兵役免除特典制度の廃止に伴う  

学生数の減少も，当時のアメリカの状況として  

無視できないであろう。   

これらを背景として，大学は，望むと望まざ  

るとに関わらず，顧客志向にならざるを得なく  

なっていき，非伝統的学生層である女性やマイ  
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分野であり，行動科学をよりどころとしている  

点が共通していると指摘する。教員は学生の学  

習パターンを理解するために心理学によって開  

発された学習理論を用い，マーケテイング戦略  

に携わる者は同じ情報を伺いて新しいカリキュ  

ラムが受容されるか否かを評価するという点が，  

類似しているのだと言うt24｝。   

以上のように当時の大学がマーケテイングに  

着日した背景には，Kotlerがこの時期に提唱し  

た概念拡張論の影響があったことが挙げられる  

が，それに加えて当時のアメリカの高等教育シ  

ステムが，志願者・学生市場の変化と財源獲得  

の必要性といった，マーケテイングによって解  

決が期待されるような問題状況を抱える転換点  

に差し掛かっていたことを指摘することができ  

るだろう。   

では具体的に，大学におけるマーケテイング  

がいかなるものとして考えられていたのか。次  

節では，当時の大学マーケテイング論を手がか  

りとして，マーケテイングの概念がいかに形成  

され，その意味がいかなるものとして捉えられ  

ていたのかを明らかにする。  

3．大学マーケテイング論の登場   

アメリカにおいて大学マーケテイング論が始  

めて見られたのは，Kotlerが概念拡張論を提唱  

したのと同じ1969年である。本節では，この年  

に出された二つの論考の特徴を検討する。  

（1）小規模私立大学におけるプロダクト開発   

当時経営問題が深刻であったことが予想され  

る小規模私立大学に対してマーケテイングを導  

入すべきと主張していたのは，Lynchである（25）。  

彼は，小規模な企業がいかにして厳しい経営環  

境の申で生き延びているのかに着目し，政府か  

らの助成がなくとも，合理的・現代的なマネジ  

メント手法を用いることによって大学組織は栄  

えることができるとしている。その主張をまと  

めると以下のとおりとなる。   

多くの小規模な企業は大規模な企業によって  

支配される環境の中でも良好に仕事を進めてき  

た。大学のアドミニストレーターも，運営の効  

率を高めるための目的設定を行うべきであるが，  

ため「労働組合，病院，政府機関や大学におい  

ては，企業体と同様の事業主としてのスキルを  

必要」とし（15），「大学に求められている経営改  

革においても，ビジネスなど大学以外の組織の  

手法の借用が求められる」（州。具体的には，過  

去数年の間に高等教育が直面してきた問題解決  

に際しては「経常情報システムや人事政策，フ  

ァイナンスなどが取り上げられ」（17），「コスト・  

ベネフィット分析やMBO，システム分析とい  

ったビジネス思考のアプローチを教育組織へ適  

用することに利点があると考えられてきたが，  

マーケテイングも大学を支援するビジネスアプ  

ローチとして浮上している」（18）。その一方で「現  

実には，大学においても，ある程度のマーケテ  

イングは既に行われている」（19】とする見方も同  

時に現れている。このように，大学においてビ  

ジネスの手法が現に行われているとの見方は，  

Kotlerの概念拡張論における主張と同様のもの  

である。Kotlerは言う。「全ての組織は古典的  

な企業の諸機能を果たしており，財務，生産，  

人事，購買機能とともに，彼らがそのように認  

識しているかどうかは別として，全ての組織が  

マーケテイングの“ような”活動を遂行してい  

ることは明らかである。」（20）   

マーケテイングが現に行われているのみなら  

ず，それらが当時の大学を取り巻く問題状況の  

解決に有益であるとの主張も，同時になされて  

いる。「顧客の需要や現代的ニーズヘの対応に失  

敗していたビジネス組織においては，顧客のニ  

ーズと欲求をアセスメントし，提供する商品・  

サービスをそれらに合わせるといったマーケ  

テイング・コンセプトと呼ばれる理念が発展し  

た」（21｝。「大学に批判があるのは，大学が学生や  

社会のニーズに応えていないからであり，この  

点の解決のためにはマーケテイング・コンセプ  

トに期待が持てる」（22）。このように，当時は「顧  

客を引きつける技術」（23）としてのマーケテイン  

グに期待が寄せられていたのである。   

大学という組織の特性からも，マーケテイン  

グという手法の適用が適当であるとする独自の  

論を展開しているのはFramである。彼は，大  

学数育もマーケテイングも人間行動に依存する  
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最も忘れられているのは望ましい学生に大学を  

売る（selling）という課業である。我が校のフ  

ィロソフィーを見込みのある学生に売るために，  

いかにして売りたいフィロソフィーをパッケー  

ジにするのか。その意味では大学のマーケテイ  

ングは企業のマーケテイングと大差がない。   

マーケテイング計画としては，次の2つが想  

定されている。第一は，当面の対応に関わるも  

のとして，大学が現在特徴としているユニーク  

な点をプロモーションするための計画である。  

第二には，将来を見据えたものとして，特定の  

ニーズを充足する新しいプログラムの開発や新  

しい教育のコンセプト・方法を発展させるため  

の計画である。   

このうち後者については，ダラス大学大学院  

のビジネスプログラムの例が紹介されている。  

同大学では，1967年に，州で初めてクオリティ  

ーコントロールに基づく佗士プログラムを開発  

した。具体的には，産業界の人々によって構成  

される委員会の助力を得て，プロフェッショナ  

ルのニーズに即したプログラムを開発し，その  

コンセプトを伝える最善の方法を決定し，見込  

み顧客にとって便利な開講時間帯と場所を提倶  

した結果，財政面での大きな成功を遂げたとい  

う。   

大切なのは，アイデアを創造する雰囲気を作  

り，ニーズがあるところに売ることである。州  

立大学は資源も豊富で私立大学に比べて優位な  

地位にあるが，私立大学は伝統を壊して改革を  

即座に行える点が強みであると彼は指摘する。   

Lynchの主張では，マーケテイングとは大学  

を「売る」ことであると定義づけており，一見  

するとその主張が販売志向であるようにも見え  

るが，仔細に見ると「ニーズがあるところに売  

る」と述べて，特定の産業界の人々のニーズに  

即した対応を提唱していることから，彼の主張  

はマーケテイング志向に基づくものであると考  

えることができる。このように，特定の産業界  

の人々のニーズに即した対応を行うことは，  

Kotlerがマーケテイングの概念拡張について著  

した1969年の論文における「ターゲット・グル  

ープの決定」に該当するものと思われる。また  

Lynchが考慮した要因として挙げられているプ  

ログラム開発，開講時間帯と場所，コンセプト  

を伝える方法といった事項は，同じKotle工・の論  

文の中では，それぞれ「プロダクト開発」，「流  

通（distribution）」，「顧客コミュニケーション」  

といったマーケテイング手段（tooIs）に当たる。  

それらをターゲット・グループのニーズに合わ  

せて組み合わせるというLynchの発想は，Kotler  

の言う「統合マーケテイング計画（integrated  

marketingplanning）」に該当するものと言って  

よいだろう。   

Lynchが「アイデアの創造」が重要であると  

述べているように，ここで強調されているのは，  

新たなプロダクトの開発である。また「我が校  

のフィロソフィーを売る」と述べているように，  

それらを開発するに当たっては，産業界のニー  

ズをそのまま受け入れるというよりは，開発す  

るプログラムの根底に当該大学の理念t哲学を  

位置づけるべきであるとする考え方を看取する  

ことができる。  

（2）州立大学における顧客の購買行動の分析   

州立大単におけるマーケテイングに関する研  

究を行ったのはNaiduである伽。この中でマー  

ケテイングは，顧客のニーズへの焦点化と定義  

されている。彼はKotlerが1969年に提示した  

概念拡張論を引用して彼の主張に賛意を唱え，  

Kotlerが言うように，現にあらゆる大学は学生  

や教職員の獲得の際にマーケテイングを行って  

いると明言する。彼の問題意識は，ミシガン州  

立大学大学院の1967年の合格者のうち6割が入  

学手続きをしなかったことを発端とする。本研  

究においては，いかにして志願者が大学院を購  

買（buy）するか一言い換えればいかにして入学  

する大学院を決意するのか－を明らかにするた  

めに，志願者の大学院選択に最も影響を与える  

要因を解明する。具体的には，志願者を学力の  

高い層と低い層といった2つのセグメンテーシ  

ョンに分けて，高い層の学生の選択には奨学金  

と教員の評判が，低い層の学生の選択には大学  

そのものの評判と立地が，それぞれ影響してい  

るとの結果を導き，学生獲得に当たってはセグ  

メンテーションごとに異なる手段を考慮すべき  
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4．大学マーケテイング論におけるマーケテイ  

ング概念の彗寺質  

（1）アドミッション・オフィスにおける学生獲  

得マーケテイング   

大学マーケテイング論の中には，アドミッシ  

ョン・オフィス（入学担当事務局）が実施する  

マーケテイングについて論じているものが少な  

くないが，アドミッション・オフィスでは教育  

プログラムの開発そのものが任務とされていな  

いことから（甜），これらの主張の中では，教育プ  

ログラムの開発は論点となっていない。   

雑誌α鶴野＆L物ねβ和妙助ぶ才乃g∫∫の1972年2  

月号では，「学生獲得：その技術と科学」と超す  

る特集の中で，大学のアドミッション・オフィ  

スが実施するマーケテイングに関する幾つかの  

論考を掲載している。   

このうち「マーケテイングはアドミッション  

の一部にすぎない」と超する論考の中では，  

全米大学アドミッション・カウンセラー協会  

（NationalAssociationofCollegeAdmissions  

Counselors：NACAC）で，従来志願者と大学  

とをマッチングするコンピュータ・システムを  

運営していたが，このシステムでは大学選択に  

つながる学生個人の特性を明らかにすることが  

できなかったとして，企業に倣い，志願者との  

コミュニケーションに基づいて分析を行う手法  

に目を向けるべきであると述べている（3朋。   

また「学生獲得におけるマーケテイング戦術  

のシステム」と題する論考の中では，これまで  

の著者のアドミッション・デイレクターとして  

の経験から，学生獲得のためのマーケテイング  

計画をシステマチックに策定するための手順を  

紹介している伽）。   

このほかにも同誌の中には，プロダクトの評  

価は市場の分析から始めるべきとする論考（32）や，  

学生市場の分析が取り組みの基礎となるといっ  

た論考133）が掲載されている。これらの論考にお  

いては，マーケテイングがアドミッション・オ  

フィスにおける学生獲得を目的とする職務の一  

部であると考えられており，その中心的な業務  

として市場の分析が重視されていることが伺え  

る。  

であると提案している。   

先の1969年のKotlerの論文によれば，奨学  

金はマーケテイング手段の中の「価格付け  

（pricing）」に，立地は「流通」に，大学や教員  

の評判を伝えることは「顧客コミュニケーショ  

ン」にそれぞれ該当するものと考えられる。ま  

た，ターゲットとするセグメンテーションご と  

にこれら異なる手段を組み合わせるべきである  

との主張がここでも同様に見られ，それらが，  

志願者の大学院選択行動，すなわち顧客の購買  

行動の分析に基づいて明らかにされている点が  

特徴的である。  

（3）両者の特質   

以上のように大学マーケテイング論の発祥が  

見られた二つの論考のいずれもが，ターゲット  

とする顧客のニーズに即したマーケテイング手  

段の統合を行うといった枠組みを基本としてお  

り，この枠組みは，Kotlerの概念拡張論が主張  

するマーケテイング管理の枠組みと同一のもの  

である（27） 。なおマーケテイング研究ではこのよ  

うなマーケテイング手段の統合をマーケテイン  

グ・ミックスと呼称しており，Kotlerも後にこ  

の用語を用いている（28）。   

それではこれら二つの論考の遠いはどこにあ  

るのか。Lynchにおいては，その具体的な手法  

までは言及していないものの，顧客のニーズ対  

応に組織の理念を位置づけたプロダクト開発を  

重視している一方で，Naiduにおいてはいかな  

るプロダクトを開発するかという点については  

論じられていない。   

ここでのプロダクトとは，志願者・学生とい  

った顧客に提供する教育プログラムに当たるも  

のである。ここで紹介した二つの論文のように，  

大学マーケテイング論においては，志願者・学  

生を顧客と想定する場合であっても，プロダク  

ト開発，すなわちいかなる教育プログラムを開  

発するかについて論じているものと論じていな  

いものとに分けることができる。次節では，以  

降に続く大学マーケテイング論を対象として，  

これら二つのタイプの論考ごとに，各々の特質  

について考察を深める。  
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同じ1972年に刊行された雑誌α戯評＆こ加加担  

ぶ砂では，上述したα鞄㌍＆こ加加持卸β〟ぶ玩gsざ  

の特集記事に触発されて開催された『私立大学  

におけるアドミッション・マーケテイング』と  

超するシンポジウムの内容が詳細に報告されて  

いる伽）。   

その巻頭では，学生獲得競争の中で，大学は  

マーケテイング・マネジメントの視点からアド  

ミッションプログラムを精査することを余儀な  

くされていると述べている。マーケテイングは，  

顧客（学生）の欲求を満たすサービスを，計画，  

価格付け，プロモーション，流通するようにデ  

ザインされた業務活動のトータルなシステムで  

あり，アドミッション・オフィスに対して，潜  

在的・顕在的な学生のニーズの決定，当該組織  

に特有のベネフィットと資源の決定，資源と学  

生の狸得といった三つのベネフィットをもたら  

す。ここで提示されている計画，価格付け，プ  

ロモーション，流通は，先に紹介した4つのマ  

ーケテイング手段に該当し，それらを顧客のニ  

ーズに即してトータルなシステムへ統合すると  

いったマーケテイング・ミックスが，ここでも  

推奨されている。   

そのほかの論考では，顧客行動に留意して広  

告媒体を作成する際に注意すべき点，コンソー  

シアムによる連携の必要性，小規模校における  

電話での顧客との応対の仕方についてを，それ  

ぞれテーマとする報告の要旨が掲載されている。  

このうち，広告や顧客との応対はマーケテイン  

グ手段の中の顧客コミュニケーションに該当す  

るものと考えられる。   

以上のように，アドミッション・オフィスが  

実施する学生獲得のためのマーケテイングにお  

いても，NaiduやLynchと同様に，顧客のニー  

ズに即したマーケテイング・ミックスが推奨さ  

れている。また，その中心には，Naiduの論考  

においても核となっていた学生という顧客の行  

動の分析や志願者・学生市場の分析が位置づけ  

られているように見受けられるが（35），これらの  

論考を見る限りでは，プロダクト開発（教育プ  

ログラムの開発）をいかに行うかについての言  

及は見られない。  

（2）教育プログラムの開発   

教育プログラムの開発について具体的に言及  

した論考は，数多くは見られない。例えば先に  

紹介したKotlerの論文「教育問題とマーケテイ  

ング」においては，高校生の退学問題への対応  

の中で教育プロダクトの改善について述べ，1  

対1もしくは少人数教育によって学力の低い生  

徒の学習の障害となっている基礎的なスキルを  

向上させる，プログラム学習やゲームを取り入  

れた授業を実施する，少人数でプロジェクトに  

取り組ませて学習への動機づけを図る，学習に  

参加する際のルールを厳しくしないといった対  

応策を挙げているが，その中では顧客（この場  

合は高校生）のニーズと教育プロダクトの関係  

については論じられていない。   

そのような状況の中で，大学マーケテイング  

導入期において特徴的な2つのタイプの論考が  

存在する。第一に挙げられるのは，エクステン  

ション・サービスにおける継続教育（continuing  

education）に関する一連の論考であり，第二に  

は，ロチェスクー工科大学の経営研究所のデイ  

レクターでありマーケテイング担当教授である  

Framの論考である。  

（D継続教育におけるマーケテイング   

冒頭で全米大学エクステンション協会の調査  

結果について紹介したように，エクステンショ  

ン・サービスが提供する継続教育の分野では，  

マーケテイングという概念を用いないまでも，  

マーケテイングに類する活動がこれまでも行わ  

れてきたとされており，そこでのマーケテイン  

グの枠組みは，他の論考と同様に，ターゲット  

とする顧客のニーズに即したマーケテイング・  

ミックスが中心に据えられている（36）。   

これらの論考の中で特徴的な点として第一に  

挙げられるのは，継続教育のプロダクトとして  

の特質についての言及である。ペンシルバニア  

州立大学ビジネス管理学部講師のDewaldは，  

継続教育プロダクトの特質として次の点を挙げ  

ている（37）。  

・プロダクトが無形である ・購買者は時間と  

お金の両方を費やす・受講のベネフィットが  

すぐに現れない・同じプロダクトを多人数に  
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うに述べている。「マーケテイングの概念は，消  

費者だけでなく全てのその公衆に関連した組織  

の試みにマーケテイングを適用する段階にまで  

拡張すべきであり，経営者層は，組織の後継者，  

供給者，従業員，政府，叫般公衆，代理業者，  

その他の重要な公衆に対してマーケテイングを  

行わなければならないのである」（40）。   

継続教育を対象とした論考ではないが，この  

時期にGormanは，次のような指摘を行ってい  

る。「大学を取り巻く公衆は多様であり，そのた  

めのアプローチは複雑なものとなるが，今日の  

大学マーケテイングで学生が過度に強調され，  

他の公衆に注意が払われない傾向は，市場にお  

ける多様な公衆からの長期的な支援を阻害する  

だろう。」（41｝彼の指摘は，アドミッション・オフ  

ィスを中心とする学生獲得のためのマーケテイ  

ングが志願者・学生市場の分析に傾注する立場  

と一線を画すものとして興味深い。継続教育に  

関する論考においても，Gormanと同様に，多  

様な公衆へ配慮すべきことが指摘されているの  

は，継続教育が，この部門を取り巻く多くの公  

衆からの支援を必要とする公共サービスとして  

の性格を持つものであることに帰国するものと  

考えてよいだろう。   

以上のように，ここでの教育プロダクトの特  

質についての考察は，Kotlerの理論の影響を受  

けつつも，Kotlerには見られなかったサービ  

ス・プロダクトとしての特質に関わる言及にま  

で踏み込んでいる点が特徴的と思われる。   

継続教育におけるマーケテイングの特徴とし  

て第二に挙げられるのは，Buchananが提示し  

ている「一般プロダクト（genericproduct）」と  

いう概念である。ここでの一般プロダクトとは，  

顧客のベーシックなニーズに即して提供するサ  

ービスを指すものであるが（42），Kotler自身も  

1969年の論文の中で，マーケテイング手段の中  

のプロダクト開発の一環として「一般プロダク  

トの定義づけ」を挙げ，教育分野では3R’s（読  

み，書き，計算）や全人教育がこれに当たると  

述べている（43）。前者は基礎学力の習得と解する  

ことができ，後者は人間性の調和的・全面的発  

達と解することができることから，教育におけ  

提供することはコストが下がる一方で質を低下  

させる ・内容とベネフィットが多様・プロ  

ダクト要素が教員，大学内の他の組織，サーテ  

ィフィケーション団体，学生のこ－ズ，法律と  

いった多くの要因の影響を受ける ・プロダク  

ト開発に当たって顧客の需要を考慮しなければ  

ならない一方で，組織の特質や理念も維持し反  

映させなければならない   

これらの多くは継続教育に留まらず，大学教  

育全般に当てはまると考えてよいだろう。この  

うち，プロダクトが無形である点や，その消費  

に時間が費やされる点は，敦育プロダクトが物  

財ではなく，サービスであることを示すものと  

考えられる。受講のベネフィットがすぐに現れ  

ないという点も，サービス・プロダクトの消費  

に時間の経過が伴うことや，サービス消費の後  

ですら顧客がプロダクトの特性を評価すること  

が雉しいといった「信頼財」としての性格を教  

育プロダクトが持っているといった，サービ  

ス■マーケテイングの分野で議論されてきた論  

点と相通ずる指摘であるように思われる。同一  

プロダクトの多人数への提供に関する指摘も，  

教育プロダクトがサービス提倶者と顧客との人  

的コンタクトを伴って提供されるといった性格  

を持っていることと関係するであろう（38）。以上  

のように，Dewaldは，教育プロダクトのサー  

ビスとしての特質を念頭において，その特質を  

考察していることが伺われるが，このような視  

点はこの時期のKotlerの論考には見られなかっ  

たものである（39）。   

Dewaldの指摘に関する考察を続けよう。プ  

ロダクト開発に組織の理念を反映させるといっ  

た主張は，先に紹介したLynchと同様の指摘で  

ある。また，教育プロダクトのベネフィットが  

多様であることは，プロダクトの要素の決定に  

当たって多様な公衆を中心とする内的・外的要  

因の影響を考慮しなければならないことと関係  

するであろう。このように，教育プロダクトの  

開発に当たって考慮すべき多くの要因があると  

いう点は，Kotlerが「マーケテイングの一般概  

念」を提示した時の指摘と同一の趣旨をもつも  

のとして捉えることができる。Kotlerは次のよ  
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あるが，マーケテイングは人間志向でなければ  

ならず，人そのものや人が抱える願い，問題点  

を理解し，学生という顧客を良く知ることによ  

って成功する。以上のような間過意識に立ち，  

Framはマーケテイングがコミュニケーショ  

ン・プロセスであると提案して，教員と学生と  

の継続的な対話を重視するのである。   

マーケテイングにおける教員の役割として彼  

が提示するのは，顧客に対するセールス・パー  

ソンとしての役割とマーケテイング・マネジャ  

ーとしての役割である（47）。   

セールス・パーソンとしての役割に関連して  

は次のような指摘を行っている。企業のセール  

ス・パーソンと同様に，重要な顧客グループで  

ある学生と継続的にコミュニケーションをとる  

といった教員としての機能を効果的に果たすと  

き，彼らは自分が組織にとってのセールス・パ  

ーソンであると自覚するようになるはずである。  

このことは顧客の言うことがいつでも正しいと  

いうことを意味するものではない。コミュニケ  

ーションを通じて，学生が自らのニーズと欲求  

を理解していないことに教員も気づくはずであ  

る。学生が，卒業と同時に直面する学外の世界  

で耐えることができるスタンダードを持ちうる  

ように，教員は学生の成長を支援する義務があ  

る。   

ここで彼が着日するのは，セールス・パーソ  

ンが実施するガイダンスの機能である。彼によ  

れば，学生の抱える問題に教員が共感し，学生  

とのインタラクションに基づいて教員と学生と  

がリレーションシップを図ることは，語義や試  

験といった学習環境とほ対極をなすものである。  

マーケテイング・プロセスとは，プロダクトの  

効用から顧客が最大のベネフィットを得ること  

を支援することであり，ガイダンスを通じて，  

教員は学生が教育プロダクトからベネフィット  

を得ることを支援する役割を担う。   

教員の果たすべき第二の役割はマーケテイン  

グ・マネジャーである。企業のマネジャーのよ  

うに，教員もまた，長期的・短期的な視点から  

学生にべネフィットを提供するプロダクトを開  

発するための多様な情報を収集しなければなら  

る一般プロダクトとは，あらゆる市民に必要と  

される共通教育を意味するものと考えて良いだ  

ろう。Buchananはテネシー州の州立大学・コ  

ミュニティカレッジ機構（TheStateUniversity  

andCommunityCollegeSystem）における公共  

サービス・継続教育担当副学長の職にあった。  

「万人のための高等教育」の理念を推進する当時  

のアメリカでは，地域社会によって運営される  

無償・無試験入学を原則とするコミュニティ・  

カレッジが増設されて，係る政策の理念が推し  

進められており（44－，冒頭で紹介した調査結果に  

おいても，9割の機関が教育は全ての市民に提  

供されるべきであると回答している（45）。これら  

を考えあわせると，「万人のための高等教育」の  

理念の下で，公共サービスとしての性格を持っ  

教育を実施する使命を持つ継続教育部門におい  

ては，それまで高等教育に進学する機会がなか  

ったセグメントを含めた全ての市民にとって，  

共通に必要となるベーシックな教育ニーズは何  

かとの視点に立った教育プログラムの開発が，  

マーケテイングの適用事例として想定されてい  

たことが伺える。  

（むマーケテイングにおける教員の役割   

当該セグメントが真に必要とするニーズが何  

なのかを判断する課業は，教育の専門家として  

の資質力量に基づいて行われなければ実効性を  

伴うものとはなりえない。この点に関連して，  

マーケテイングにおける教員の役割について言  

及しているのがFramである。   

彼は当時の大学マーケテイングを取り巻く状  

況について，次のような問題点を指摘する（46）。  

マーケテイングがアドミッション・オフィスの  

支配のもとで展開されることで，広告と販売が  

マーケテイングの主要な要素であるとの誤解が  

生じている。アドミッション・オフィスでは教  

育プログラムの問題について教員に影響を与え  

ることができない。市場分析を例にとっても，  

そこでは教育プログラムが社会にとって必要で  

あるかを精査し評価することが重要であるが，  

そのような役割は主として教員や経営陣が担わ  

なけれぼならないものである。マーケテイング  

はデータを収集して分析するものと考えがちで  
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教育プロダクトの開発においてマーケテイン  

グを実施する際には，顧客である学生からニー  

ズや欲求に関する情報を収集してプロダクトに  

反映させるといった手法が想定されがちである。  

しかし，Framが指摘するように，学生の多く  

が自らのニーズと欲求を自覚していないのが現  

実であるならば，一般プロダクトの開発におい  

て示唆されていたように，顧客セグメントが真  

に必要とする教育ニーズが何なのかを判断する  

ことや，顧客自身に自らの教育ニーズと欲求と  

を自覚させることが，教育プロダクトの開発に  

関わって重要になる。それらを担うのは教育の  

専門家たる教員の役割であり，Lynchが指摘す  

るような，当該大学の理念・哲学を教育プロダ  

クトに位置づけるといった課業も，そのような  

教員の取り組みの中で統合的に進められるもの  

と思われる。  

5．結語   

本稿で明らかになった点をまとめると以下の  

とおりとなる。アメリカに登場した大学を村象  

とするマーケテイングの概念は，Kotlerがこの  

時期に提唱した概念拡張論の影響を受けたこと  

に加えて，当時のアメリカの高等教育システム  

が，志願者・学生市場の変化と財源獲得の必要  

性といった，マーケテイングによって問題解決  

が期待されるような状況を抱える転換点に差し  

掛かっていたことが背景となって，形成された  

ことが示唆された。   

また，当時の大学マーケテイング論は，顧客  

行動や志願者・学生市場の分析を中心とする学  

生獲得を目的としたマーケテイング論と，教育  

プログラムの開発を重視するマーケテイング論  

とに分けることができるが，そのいずれにも共  

通しているのは，Kotlerと同様に，ターゲット  

顧客のニーズに即したマーケテイング・ミック  

スというマーケテイング管理の枠組みであった。  

その一方で，サービス・プロダクトとしての特  

質に関わる言及や，顧客とのインタラクション  

そのものがプロダクトになりうることを示唆す  

る指摘は，当時のKotlerの理論には見られない  

独自の視点に立つものであり，教員によって行  

ない。教員は自らの専門分野への思い入れが深  

く，市場の現実との間でコンフリクトが生じる  

ことが予想されることから，プロダクト開発は  

難しいプロセスではあるが，教員集団は学生の  

ニーズと欲求に関する幅広い視野を持たなけれ  

ばならず，教員集団が実施するそのようなマー  

ケテイングの取り組みは，学内の他のセクショ  

ンにも大きな影響を与えるはずである。   

以上のようにFramは，大学マーケテイング  

の核となる要素がプロダクト，すなわち教育プ  

ログラムであるという点を指摘し，その開発や  

そこからベネフィットが得られることを支援す  

る機能を担う教員の役割を重視して，アドミッ  

ション・オフィスが中心となってマーケテイン  

グを進めている状況に警告を発している。その  

際に注目されるのは，マーケテイングがコミュ  

ニケーション・プロセスであり，人間志向のイ  

ンタラクションがその際に重視されるといった  

指摘である。   

先に述べたように，アドミッション・オフィ  

スが実施するマーケテイングにおいても，志願  

者とのコミュニケーションに基づいた分析を行  

うべきとする主張が見られたが，Framにおい  

ては，学生と教員との間のコミュニケーション  

の機能を教育プロダクトの開発に伺いることを  

想定するとともに，そのようなコミュニケーシ  

ョン・プロセスをガイダンスとして凍えている  

点が特徴的である。そこでのガイダンスが，講  

義や試験とは対極をなす学習環境であると述べ  

られていることを考えると，教員と学生とのイ  

ンタラクションを伴うガイダンスが，授業と並  

ぶ教育プロダクトとして想定されていたことが  

予想されるのである。   

教育の現場における教員と学生とのインタラ  

クションが教育効果を発揮することについては，  

改めて指摘するまでもないだろう。彼の主張は  

企業のマーケテイングと同様の機能を大学マー  

ケテイングに導入することを推奨する立場から  

論じられているが，そこで定義されているマー  

ケテイングは，大学数育にとって必要とされる  

機能を十分に備えているものと考えてよいよう  

に思われる。  
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われる学生とのコミュニケーション・プロセス  

をマーケテイングに位置づけるといった見方は，  

教育を対象としたマーケテイングにおいて重要  

な視点と思われた。   

以上のように，当時の大学マーケテイング論  

においては，Kotlerの概念拡張論の影響が見ら  

れる一方で，当時の彼の理論には見られない独  

自の視点が散見された。それらは，教育プロダ  

クトに特有の概念として提示されているもので  

はなく，サービス・プロダクトや企業における  

マーケテイングにおいても適用される概念であ  

ると考えられていたが，にも関わらずそれらは，  

大学教育において必要とされるマーケテイング  

の機能をも十分に備えているものと思われた。   

今後は，導入期以後の大学マーケテイング論  

にも対象を広げ，それらの中に致育プロダクト  

に特有の概念を見いだしうるのか，検討を加え  

ることを通じて，大学マーケテイングとは何か  

といった課題の解明を深めていくことを考えて  

いる。  

注  

（1）マーケテイング概念の登場に関する通説とそ   

れらにおける意味についての考察については，   

上沼克徳『マーケテイング学の生誕に向けて』   

同文館出版，2003年，第1車に詳しい。  

（2）Buchanan，WW＆Barksdale，H．C．，“Mar－   

ketingBroadningConceptisRealinUniversity   

Extension，”AdultEducation，Ⅵ）1．XXV，No．1，  

1974，pp．34－46．  

（3）Mulnix，M．，“CollegeStudentsasConsumers：   

ABrief HistoryofEducationalMarketing，”  

JbumaJofルねJ☆er血gゐr埼如er丘一山carわ月，Vol．   

2，No．2，1989，p．137－138．  

（4）Bingham，FIG．，“BackgroundandPractices   

RelatedtoEducationalMarketingEfforts，”   

カαr乃αJ〆几ね7加′わ智カγ物ゐゼγ＆加〟ぬ柁，Vol．1，   

No．1，1988，Pp．3－13．Schmidt，S．L．“Marketing   

HigherEducationPast，PresentandFuture，”   

カ祝γ乃αJげ几ね戒gオブ曙舟r月なゐゼγ励〝相加77，Vbl．1，   

No．2，1989，pp．3－14．Mulnix，ゆdL，pp．123－149．  

（5）Mulnix，坤Cit．，p．124．  

－79－   



と含まれていることがその要因として考えられ   

る。  

（36）Buchanan，WW＆Barksdale，H．C．，ゆCit．，   

pp．39－40．  

（37）Dewald，S。CbntinuingE4）loTuiions：S   

C㈲庇肋加g且血皿粛∽∵罰ねれ痛＝〆抑Ⅳ加ゎ曙わ   

co乃触〟吻ゐ忽毎γg血α如乃α乃dご0椚椚〝乃卸ざg柑わg，   

ThePennsylvaniaStateUniversity，Cintinuing   

Education，1974，p．11．  

（38）ここで指摘した特質については，クリストフ   

ァー・ラブロック＆ローレン・ライト著『サー   

ビス・マーケテイング原理』（小宮路雅博監訳）   

白桃書房，2002年に詳しい（18頁，21－22頁，   

58－59頁）。  

（39）Kotler，RandFox，FIA．，Si7Ⅵ～egic肋戒eti曝   

br肋catibnalb2Sdtuiib那2h成Prentice－Ha11，1995．   

pp．277－278にはサービス・プロダクトとしての   

特質に照らした記述がなされている。  

（40）Kotler，R，“AGenericConceptofMarketing，”  

J）urnalqfMdYkeめ敏Vol．36，January，1972，P．48．  

（41）Gorman，ゆCiL，pp．243－244．  

（42）Buchanan，WW＆Barksdale，H．C．，ゆCit，   

p．41．Buchanan，W，Broadeni乃gtheCbncゆtd   

ル払γ如才古材・α5f〝め′げf加放ね那わ乃5βγ〃ゴビどぶ〆   

5′αgg乙加わβ和才ffg5α乃dエα乃dぜ用乃＝詣馳がぶg乃血   

thlitedStates，UniversityofGeorgia，1972，pp．   

45－46．（UMIDissertionaServices）  

（43）Kotler＆Levy，ゆCiL，p．13．  

（舶）喜多村前掲書，19頁。  

（45）Buchanan，WW＆Barksdale，H．C．，ゆCiL，   

p．41．  

（46）Fram，E．H．，“MarketingRevisited：Clarifying   

ConceptsandStrategies，’’TheCollegeBoard   

励vieuhNo．94，Winter，1974，1975，Pp．7－8．  

（47）Fram（1973）ゆCiL，pp．8－10．   

Education，1971，p．2．  

（25）Lynch，R．，“Marketingthesmal1college，”   

CbDbgeMdn喝どmeni，September．1969，Pp．56－58．  

（26）Naidu，ゆCiL  

（27）堀越は，Kotlerの概念拡張論が想定している   

マーケテイングがマーケテイング管理であり，   

その基本枠組みが，組織の達成しようとする目   

的といわゆる4Pからなる手段の関係という枠   

組みであると指摘している。堀越比呂志『マー   

ケテイング・メタリサーチ：マーケテイング研   

究の対象・方法・構造』千倉書房，2005年，105   

頁。  

（28）例えば教育を対象とした著作としては，Kotler，   

P．and Fox，F．A．，Strategic Marketing jbr   

Bducaiiona11nstitutions，Prentice－Hall，1985，pp．   

153－154．  

（29）アドミッション・オフィスの主要な機能は，   

①学部課程の新入生，転学生，大学院生，外国   

人学生の選抜と入学許可の手続き，②ハイスク   

ールとの接続関係，③入学許可方針，基準の評   

価と再検討，④入学者の追跡調査，（D大学案内，   

ブルティンやカタログの出版と配布であるとさ   

れている（金子息『変革期のアメリカ教育［大   

学編］』来信堂，1994年，71貫）。  

（30）Ericson，S．，“MarketingisOnlyaPartof   

Admissions，”coHegeandUniyersi抄Business，   

February，1972，pp．56－57．  

（31）Sutton，D．S．，“MarketingTbcticsPutSystem  

intoRecmiting，”cb晦㌍andthlive得i＆Business，   

February，1972，pp．52－53．  

（32）Johnson，D．L．，“MarketApproachStartswith   

ProductEvaluation，’’cb勉芦andthlbe7Ti＆蜘   

February；1972，pp．48－49．  

（33）Judd，R．C．，“AnalysisofStudentMarketis   

Fundamental，”co肋geandt加iversiblBusiness，   

February，1972，pp．54－55．  

（34）Klotz，R．R．，“AdmissionsMarketingforthe   

PrivateCollege，”cb晩節andth2iveYSi加Summer，  

1972，pp．303－315．  

（35）注29で述べたようにアドミッション・オフィ   

スの業務自体に志願者に関するデータを用いた   

入学許可やカタログ出版といった内容がもとも  

ー80－  



TheFormationandSignificanCeOfMarketingConcepts  

attheTimeoftheIntroductionofUniversityMarketing  

Tbkako SANO  

Byanalyzingpapersfrom1969to1974，theperiodwhenthefirstassertionsweremadethatmarketlng  

Shouldbeintroducedintouniversities，thispaperendeavorstoclarifyhowtheconceptofuniversitymarketing  

WaSformedandwhatmeanlngithad．  

Theresultsofanalysisbringtolightbackgroundfactors，Onebeingthattheintroductionofmarketinginto  

universitieswasin且uencedbythetheorypropoundedbyKotleratthattimeofBroadeningtheConceptof  

Marketing，andtheotherbeingthat，atthetime，theAmericanhighereducationsystemwasatacrossroads  

Whereitwasthoughtmarketingwouldsolvecertainissues．  

Universitymarketingtheoryofthetimecanbedividedintoamarketingapproachthatsoughttosecure  

StudentsbyfocuslngOnanalysISOfclientbehavior，andamarketingapproachthatemphasizededucational  

PrOgramdevelopment．Furthermore，thelatterapproachalsoencompassedunlqueperSPeCtivesnotpresentin  

theKotlertheoryofthetime，SuChasattentiontothe良aturesofeducationalproductsasservicesandproducts，  

andemphasisontheinteractionofhuman tendencies．Thesewerenotpresentedascharacteristicconceptsin  

educationalproducts，butwereconsideredessentialconceptsinuniversltyeducation．  
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