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〈世界標準の入試システム〉

導入大学が
増加中！

＜お問合せ先＞

The Admissions Office（TAO）は、
学生がひとつのフォームで複数の大学に出願できる
世界標準のWeb入試コンソーシアムです。 



「世界標準」を目指した取り組みを開始
―まずはじめに、芝浦工業大学がTAOを導入することになった背景に
ついて教えてください。

荒木：	私どもは総合大学に比べて、規模はそこまで大きくなく、従来のよ
うな紙ベースでの入試対応でもまかなえる状況ではありました。
ただ、それは日本国内に限った話で、（導入を決めた2018年より
も前の）ここ数年、私どもの大学・大学院に対し、海外からの問い
合わせ、つまり、留学生の出願傾向が年々増加し、このままの伸び
を想定すると紙ベースでの対応には限界があるのではないか、と
いうのがきっかけです。

渋谷：	また、私どもとしても2014年度にスタートした文部科学省「スー
パーグローバル大学創成支援事業」において、「これまでの実績
を基に更に先導的試行に挑戦し、我が国の社会のグローバル化
を牽引する大学（グローバル化牽引型）」に採択された14校の1
つに選ばれたり、グローバルPBL（Project	Based	Learning）を
通じて、海外協定校や企業を交えたグローバルな展開を進める
中で、さらなるグローバル化を考えていました。

	 TAOは、すでに海外では一般的な世界標準の入試システムであっ
たことからも、ぜひ取り組んでみようという流れで導入が決まって
います。

導入後の反響
─想定外の国からのアプローチが増加
―実際に導入してみて、いかがでしたか？

渋谷：	まず、対留学生という観点でいくつかの効果がすぐに見られまし
た。1つは、これまで紙で対応していた入試出願が、Webベースで
できるようになったのは大変ありがたかったです。紙の書類での
やり取りでは煩雑になりがちなことに加えて、留学生たちが生活
する国からオンラインを通じて申込みを行えるようになり、（学生
たちにとって）経済的な面で大きなメリットがあり（例：郵送費や
交通費など）、出願の間口が広がりました。加えて、ベースとなっ
ているUCAの認知度の高さから、「TAOで出願できる大学」とし
て、口コミで芝浦工業大学の知名度が世界的に高まったと感じて
います。

	 結果として、今まで私たちがリーチできなかった国や地域からの

出願が増えていますね。とくにアフリカ圏からの応募が増えてい
ます。先日はガボンやコンゴから問い合わせが入りました。また、
アゼルバイジャンやバルバトスといった地域からも問い合わせが
ありました。

荒木：	試験に関しても、Skypeで行えるようになった結果、受験生にとっ
て（学習以外の）敷居が下がったと感じています。TAOを導入して
いない大学でもSkype（を含めたオンライン）入試は増えている
と聞きますが、この流れはこれからも強まっていくのではないで
しょうか。

	 この背景には世界的なインターネットの普及はもちろんのこと、
試験の方法が変化していることが大きな要因と感じています。今
までは筆記試験などが多く、実際に大学など試験会場へ足を運
ぶ必要がある試験方法が主でしたが、最近は面接や口述試験が
増えている結果、対話・会話ができる環境であれば、その場にい
る必然性が低くなっています。このような環境面の変化が、この
Web・オンラインでの入試への流れを強くするように思います。

	 余談になりますが、入試に対する敷居が下がり、世界への間口
が広がることにより、留学生が増えています。入試のシステムは
Web・オンラインベースで済むのですが、実際に、入学してきた学
生は当然大学内で顔を合わせます。

	 そうすると、必然的に日常的に英語を話す機会が増えている状況
ではあり、留学生たちの窓口となる大学院課としては、別の課題
が出てきました。（苦笑）

	 注：お二人とも英語が苦手とのこと。（笑）

芝浦工業大学が入試を世界標準化する理由
TAOによる入試とこれからの大学教育のあり方

「The Admissions Office（TAO）」という入試システムをご存知だろうか？ 
TAOは、マサチューセッツ工科大学やハーバード大学が採用している世界標準入試システム
「ApplyWithUs / Universal College Application（UCA）」をベースとして開発された国産システムだ。
ICT化、インターネット活用が進む世界の大学教育環境との共通化を図ることで、
日本の学生はもちろん、留学生たちの「大学への入口」を広げるべく、日本での提供がスタートした。
日本で初となるTAOの採用を決めたのが、芝浦工業大学だ。
2019年7月、導入後初となる同大学大学院入試を実施、果たしてどのような成果や課題が見られたのか？ 
今回、芝浦工業大学豊洲学事部大学院課課長補佐 渋谷恭平氏、同課 荒木芙希子氏の両名に、
TAOによる入試過程の感想とともに、これからの大学入試と大学教育について伺った。



本音で話す！ TAOのメリット・デメリット
―TAOを導入し、実際に入試フォームのセットアップから合格発表ま
でを経験して、担当者として感じたメリット・デメリットについて教えて
ください。

荒木：	先ほども申し上げたとおり、Web・オンラインによるスキームが
整ったことで、出願者の情報や書類の管理が格段に簡便化し、扱
いやすくなりました。私の場合、実際に出願者と大学の間の役割
を担うため、この点は本当に大きなメリットだと感じています。

渋谷：	TAOは、出願者からの申込受付だけではなく、メッセージ機能が
付いています。そのため、出願者からの問い合わせや我々からの
通知が従来のメールの時は埋もれてしまう可能性があったりしま
したが、出願者ごとにやりとりできるので対応状況もわかりやすく
なりました。また、メッセージの未読・既読機能がついていて非常
に便利です。

	 出願フォームの自由度が高い一方で、学内の入試運営やシステム
はすでに決まったルールや仕様があります。そのため、出願フォー
ムで気軽に設定したことが、その後思いもよらない形で大きく影
響してしまうリスクもあります。

	 今後、TAOを導入する大学および学校関係の皆さんは、ぜひ、
フォーム作成は慎重に、そして、変更の可能性に対して幅のあるシ
ステムとフローを準備しておくことをお勧めします。

	 また、	TAOは教員にも使ってもらうシステムではありますが、やは
り新しいシステムの導入直後ということで、使用方法を学内に浸
透させるのには苦労しました。今回の入試を通じて使用方法を記
載したドキュメントを作成しましたが、寄せられたコメントをもと
に、まだまだ改訂は必要かなと考えています。

―ちなみに、Web・オンライン出願が可能になると、出願者自身の認
定、いわゆるID管理、なりすまし対策といったこともあるかと思いま
す。その点はいかがでしょうか。

渋谷：	はい、おっしゃるとおり、日本国内からの出願はもちろん、世界各
国から出願していただき、Skypeで入試をするとなると、その課題
は非常に重要ですね。IDに紐づくセキュリティ対策なども必要で
す。

	 ただ、私どもとしてはこう考えます。それは、「（誰であれ）まず芝
浦工業大学に入りたい」という気持ちを持ってくれているかどうか
です。誤解を恐れずに言えば、なりすましをしてでも、芝浦工業大

学に入りたいと考えてくれているのは大変ありがたいわけです。
	 もちろん、なりすましや文書の偽造を良しとはしません。判明した

場合はそれに応じた対応をしますし、できないように対策もして
います。ただ、もう1つの考え方として、私たちの大学・大学院を卒
業・修了するには、当校が定めた基準に達しなければ認められな
いということです。

	 最近は日本でもようやく大学の教育が見直されていると感じてい
ます。それは「大学に入るのが目的ではなく、大学で何を学ぶか
が目的であること。大学に合格するのがゴールではなく、卒業・修
了することがゴールである」ということです。

	 そう考えると、来日して入試をする、書類の原本を郵送するといっ
たことを設けてしまうと、TAOを導入することの意味がなくなって
しまいます。

	 システム側でのセキュリティの担保、また、利用者への配慮は信
頼して、私どもとしては、国や地域に関わらず、芝浦工業大学へ興
味を持ってもらう、そして、興味を持ったのであれば気軽に出願で
きる入口を用意したいと考えています。

大学教育機関のコンソーシアム、
教育分野のコミュニティ形成を目指して
―最後に、TAOの導入を検討している他大学の方へのメッセージ、ま
た、TAOを通じて、これからの大学入試と大学教育で実現したいこと
があれば教えてください。

渋谷：	TAOはコンソーシアム型のシステムです。ベースとなるUCAと同じ
ように、これから私たち以外の大学・大学関係者に参画してもら
うことで、自分たちだけでは起こし得ないシナジー効果を生み出
していけたらと思っています。

	 TAOの導入については、先にも述べたとおり、さまざまなメリット
が出てきました。私たちとしては学生たちの入口を広げられること
は、大学を問わず最大のメリットと感じていますし、このあと参画
校が増えていくことで、そのメリットはもっと大きくなっていくと考
えています。

	 また、	TAOに関することだけではなく、TAOを通じてつながるこ
とで、大学間連携の強化、相互コミュニケーションの活性化にも
期待したいです。

荒木：	私もまさに渋谷と同感です。まず、TAOに興味を持ってもらい、
TAOを導入する大学が増えてくれることを望んでいます。そして、
コンソーシアムから、教育分野のコミュニティへの発展を期待して
います。

	 また、私たちとしても、まだまだできていない点が多いです。今回
は大学院の入試で利用していますが、大学学部への展開、短期留
学など、大学全体での利活用を進めていけるよう取り組んでまい
ります。
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世界の大学は「オンラインアプリケーション」と呼ばれるシステムを
使って入試プロセスを全面的にオンライン化しています。このシステ
ムでは、願書提出の手続きから、先行書類の提出、合格発表まで、
すべて簡単に一括管理することが可能です。 
「The Admissions Office」は、日本語で利用でき、独自フォームの
機能やCSVインポート/エクスポート機能など日本の大学経営実情に
即した運用が可能です。国内学生のAO入試等の多面的・総合的評価
型入試、海外学生の募集にも役立てることができます。 
今後、「The Admissions Office」は、他の大学とも連携してフォーム
の共通化を進め、アジアの大学のための入試コンソーシアムを形成し
ていきます。

The Admissions Office
とは？

The Admissions Officeは、世界標準入試システムのアジア版。
脱ガラパゴスの教育改革・入試改革を支援します。

志望理由書、ポートフォリオなど、
多面的・総合的評価に必要な、
あらゆる書類をひとつのシステム
で集められる。

大学のメリット

Holistic Review
多面的・総合的評価

世界標準化

デジタル化

学生のメリット

世界の大学が加盟する入試コン
ソーシアムへの乗り入れが可能。
共通フォーマットの利用で海外
学生募集の導線にも。

海外の先行システムの知見を活か
して入試プロセスを完全にデジタ
ル化。業務効率を大幅に向上。

受験する大学・学部の数だけ、
同じ情報を何度も記入・入力する
必要がなく、負担が軽減される。

Holistic Reviewの入試が普及す
ることで、「やりたいこと」を中心
とした学びと大学・学部選びを
推進できる。

日本の大学にも海外大学にも同じ
プロセスで出願できる。現状では
極端な制度の違いにより選択肢
に入れにくい。

ＰＯＩＮＴ

1

ＰＯＩＮＴ

2

ＰＯＩＮＴ

3

外国人留学生の募集や
国内AO入試等に
有用なプラットフォームです。
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ダウンロード／エクスポート
志願者の情報をPDFやCSV形式で一括
ダウンロードすることが可能です。ダウ
ンロードした情報は、貴学でお使いの
既存管理システムにインポートすること
もできます。

主な機能 細かな権限設定
学部や募集ごとに管理者の閲覧・編集
等の権限を設定することができます。
システム的なセキュリティ対策はもちろ
ん、人的な情報漏洩を未然に防ぐ仕組
みが導入されています。

合否発表／メッセージ機能
志願者への一括メッセージの送信や、
個別のメッセージ送受信が可能です。合
否発表業務の負担軽減やコミュニケー
ションコストを削減することができます。
また、受験票の発行も可能です。

オリジナルフォーム作成機能
The Admissions Officeで用意している
大学共通の基本書類に加えて、各大学独
自の出願書類に対応できるように、大学の
管理者が自由に募集フォームの作成・編集
を行うことができるようになっています。

レスポンシブ
デバイスサイズによりレイアウトが可変
となるレスポンシブデザインを採用して
おります。学生はお持ちのスマートフォ
ンやタブレットからも願書の申請を行う
ことが可能となります。

導入効果

志願者の増加
日英対応の世界標準システムにより、シナ
ジーが見込まれ、国内学生はもちろん、外国
人留学生の増加を期待することができます。

システム投資コスト削減
クラウドサービスなので、一から開発する
よりも極めて低コスト。さらに、機能のアッ
プデートが追加費用なしで随時行われます。

間接コストの削減
郵送処理や問い合わせ対応、志願者デー
タの入力・集計作業など、願書受付の間接
コストを削減することができます。

✓ ✓ ✓

現段階では海外大と日本の大学の入試制度は大きく異なります。
そこで、TAOでは、国内大学の個別事情に合わせて、段階的に世界標準化を進められるよう、
システムを国内技術で再開発。
世界標準仕様をもとに、さらなるバージョンアップを実現しました。

国内大学の要望を受けて
バージョンアップ！

海外大学は大学ごとにアドミッ
ションの入口はひとつで出願情
報の管理体系はシンプル。日本
の大学では学部ごと、入試方式
ごとの細かな管理権限の切り分
けが必要になる。

学部ごとに様々な
入試を実施。

アカウントごとの
権限管理機能を追加

一足飛びには
フォームを共通化
できない。

世界の大学と共通のフォームで
募集をしたくても、一足飛びには
難しい。まず現状の流れをその
ままシステム化することから始め
て、徐々に移行していきたい。

オリジナルフォーム
作成機能を追加

そうはいっても
受験票が必要。

海外大学では筆記試験を行わず
にオンラインだけで合否を出し
ているが、国内の入試では筆記
試験もあるため、受験票を発行
しなければならない。

受験票・郵送物等
管理機能を追加

入試における多面的・総合的評価を行うにあたっては、志願者の
学びや活動における変化・成長を見ることができる「ポートフォリ
オ」が重要な役割を担います。そこで、TAOでは、SNS型eポート
フォリオ「Feelnote」と連携して、志願者からのポートフォリオの
提出を受け付けています。これにより、各大学のアドミッションオ
フィサーは、志願者一人ひとりの個性的な学びと活動のプロセス、
伸びしろを評価することができるようになっています。

eポートフォリオとの連携

Feelnote®
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オリジナルフォーム作成機能
The Admissions Officeで用意している
大学共通の基本書類に加えて、各大学独
自の出願書類に対応できるように、大学の
管理者が自由に募集フォームの作成・編集
を行うことができるようになっています。

レスポンシブ
デバイスサイズによりレイアウトが可変
となるレスポンシブデザインを採用して
おります。学生はお持ちのスマートフォ
ンやタブレットからも願書の申請を行う
ことが可能となります。

導入効果

志願者の増加
日英対応の世界標準システムにより、シナ
ジーが見込まれ、国内学生はもちろん、外国
人留学生の増加を期待することができます。

システム投資コスト削減
クラウドサービスなので、一から開発する
よりも極めて低コスト。さらに、機能のアッ
プデートが追加費用なしで随時行われます。

間接コストの削減
郵送処理や問い合わせ対応、志願者デー
タの入力・集計作業など、願書受付の間接
コストを削減することができます。

✓ ✓ ✓

現段階では海外大と日本の大学の入試制度は大きく異なります。
そこで、TAOでは、国内大学の個別事情に合わせて、段階的に世界標準化を進められるよう、
システムを国内技術で再開発。
世界標準仕様をもとに、さらなるバージョンアップを実現しました。

国内大学の要望を受けて
バージョンアップ！

海外大学は大学ごとにアドミッ
ションの入口はひとつで出願情
報の管理体系はシンプル。日本
の大学では学部ごと、入試方式
ごとの細かな管理権限の切り分
けが必要になる。

学部ごとに様々な
入試を実施。

アカウントごとの
権限管理機能を追加

一足飛びには
フォームを共通化
できない。

世界の大学と共通のフォームで
募集をしたくても、一足飛びには
難しい。まず現状の流れをその
ままシステム化することから始め
て、徐々に移行していきたい。

オリジナルフォーム
作成機能を追加

そうはいっても
受験票が必要。

海外大学では筆記試験を行わず
にオンラインだけで合否を出し
ているが、国内の入試では筆記
試験もあるため、受験票を発行
しなければならない。

受験票・郵送物等
管理機能を追加

入試における多面的・総合的評価を行うにあたっては、志願者の
学びや活動における変化・成長を見ることができる「ポートフォリ
オ」が重要な役割を担います。そこで、TAOでは、SNS型eポート
フォリオ「Feelnote」と連携して、志願者からのポートフォリオの
提出を受け付けています。これにより、各大学のアドミッションオ
フィサーは、志願者一人ひとりの個性的な学びと活動のプロセス、
伸びしろを評価することができるようになっています。

eポートフォリオとの連携

Feelnote®
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株式会社 アドミッションズオフィス（サマデイグループ）
〒102-0085 東京都千代田区六番町12-6

https://admissions-office.net/ja/site

〈世界標準の入試システム〉

導入大学が
増加中！

＜お問合せ先＞

The Admissions Office（TAO）は、
学生がひとつのフォームで複数の大学に出願できる
世界標準のWeb入試コンソーシアムです。 


