
15-1 反応状況・構造分析
15-2 時期分析
15-3 メディア効果
15-4 併願学科分析

募集データをさまざまな条件で分析し、結果を表示します。
分析結果は、以後の募集戦略を検討する上で、重要な情報となります。

第15章

募集データ分析（募集状況分析）
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第15章 募集データ分析

15-1 反応状況・構造分析
反応状況・構造分析では、登録されているデータに基づいた募集状況分析レポートを確認できます。反応状
況・構造分析では、分析軸で設定した条件で分析した各種データを確認できます。
反応状況・構造分析は、サイドナビゲーションメニュー［募集データ分析］→［反応状況・構造分析］をク
リックして表示される［募集データ分析］－［反応状況・構造分析］画面で確認します。
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［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

合格表示
「合格」と「合格率」の表示／非表示を切り替え
られます。
 表示

「合格」と「合格率」の分析結果を表示します。
 非表示

「合格」と「合格率」の分析結果を表示しませ
ん。

モード切替
反応状況・構造分析のモードを切り替えます。
 経年比較

本年度と昨年度の分析結果の比較を表示します。
 来校回数

本年度の来校回数を基準にした分析結果を表示
します。

機能ボタンの説明

［募集目標を入力する］ボタン
［募集目標の入力］画面が表示されます。資料請
求、来校、出願、および入学の各募集状況の目標
を入力し、［適用する］ボタンをクリックします。
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15-1-1 分析軸を設定する
分析軸は、登録されているデータを分析するための条件です。条件を変更することで、さまざまな角度から
分析した結果を表示できます。
分析軸の設定方法を、以下に説明します。

1. ［分析軸を設定する］ボタンをクリックします。

2. 各タブで分析軸を設定し、［適用する］ボタンをクリックします。
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各タブの設定内容を、以下に説明します。

タブ 説明

入学予定年 分析結果を表示する対象者の入学予定年を選択します。

個人属性 分析結果を表示する対象者の個人属性を選択します。

学部・学科・コース 分析結果を表示する貴校の学部、学科、およびコースを選択します。

反応メディア 分析結果を表示する対象者が利用したメディアを選択します。

募集状況

分析結果を表示する対象者の、以下の募集状況を選択します。
 資料請求と請求区分
 来校と来校回数
 出願と出願・入試方式
 合格
 入学

設定した分析軸が表示されます。

 をクリックすると、分析軸が削除されます。
 ［すべてクリアする］ボタンをクリックすると、すべての分析軸がクリアされます。
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15-1-2 反応状況・構造分析を確認する
反応状況・構造分析には、募集状況の実績、構造分析の結果、およびルート別シェア率が表示されます。

募集状況の実績
募集状況の実績が表示されます。また、各募集状況の歩留まりが表示されます。

①

②
③

④

⑤
⑥

 以下に示した募集状況の実績例は、［モード切替］で［経年比較］を選択した場合の表示です。
［来校回数］を選択した場合、②③⑤⑥は表示されません。

 ［合格表示］スライドボタンを［非表示］にしている場合、「合格」と「合格率」は表示されませ
ん。

参考

出願を例として、項目の説明を以下に示します。

②目標対比＝
現時点の実績数

募集目標

③昨年着地対比＝
現時点の実績数

昨年の実績

④出願歩留まり＝
現時点の出願数
現時点の来校数

⑤目標歩留まり＝
出願数の目標
来校数の目標

⑥昨年着地歩留まり＝
昨年の出願数
昨年の来校数

①現時点の実績数
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構造分析
ルートごとの構造分析結果が表示されます。モード切替の選択（経年比較／来校回数）によって、表示され
る内容が異なります。以下に、経年比較と来校回数の表示例を示します。

①

②

③
④
⑤

②昨年歩留まり＝
昨年の来校数

昨年の資料請求数

 モード切替:経年比較の場合
資料請求→来校を例として、項目の説明を以下に示します。

①歩留まり＝
現時点の来校数

現時点の資料請求数

④昨年対比＝
現時点の資料請求→来校数
昨年の資料請求→来校数

（ ）は昨年の資料請求→来校の人数

③現時点の資料請求→来校数

⑤来校内のシェア率
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①
②

③
④

⑤

 モード切替:来校回数の場合
資料請求→来校予約→出願を例として、項目の説明を以下に示します。

①歩留まり＝
現時点の来校数

現時点の資料請求数

②単来歩留まり
複来歩留まり
2回 ＝
3回
4回以上

来校回数ごとの現時点の来校数
現時点の資料請求数

③現時点の資料請求→来校予約→出願数

④来校回数ごとの現時点の資料請求→来校予約→出願数

⑤出願内のシェア率
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ルート別シェア率
来校、出願、合格、および入学への各ルートのシェア率が、棒グラフで表示されます。

15-1-3 反応状況・構造分析のデータをダウンロードする
表示中の反応状況・構造分析のデータをCSVファイルでダウンロードします。

1. ［募集データ分析］－［反応状況・構造分析］画面下部の［データダウンロード］ボタンをクリッ
クします。

• 設定された条件で表示されているデータがダウンロードされます。
• 「15-2 時期分析」、「15-3 メディア効果」、「15-4 併願学科分析」でも、同様にデータのダウ

ンロードができます。

重要
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15-2 時期分析
時期分析では、登録されているデータに基づいた以下の分析結果を確認できます。
 時期別アクション
 来校回数別の来校時期
 資料請求と来校の相関
 出願とアクションの相関
時期分析は、サイドナビゲーションメニュー［募集データ分析］→［時期分析］をクリックして表示される
［募集データ分析］－［時期分析］画面で確認します。
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15-2-1 時期別アクションを確認する
時期別アクションでは、卒年ごとに、月別の学生のアクションを確認できます。
時期別アクションは、［募集データ分析］－［時期分析］画面の［時期別アクション］タブで確認します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

カウント切替
分析対象の人数を切り替えます。
 初回接触

最初に接触したときの人数を対象に分析します。
 のべ

のべ人数を対象に分析します。

アクション切替
分析対象のアクションを選択します。資料請求と
来校の両方を同時に選択できます。
 資料請求

資料請求アクションの分析結果を表示します。
 来校

来校数の分析結果を表示します。

機能ボタンの説明

累計表示
累計の表示／非表示を切り替えます。
 表示

累計を表示します。
 非表示

累計を表示しません。

［比較用に画面を複製する］ボタン
現在表示している情報を別ウィンドウで表示しま
す。他の分析結果と比較する際に利用してくださ
い。
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時期詳細
卒年ごとの月別の、資料請求数と来校数のグラフと内訳表が表示されます。
 内訳表では、 ボタンで卒年を切り替えられます。
 内訳表の［目標（メモ）］には、目標値を入力できます。

グラフ内の各月にマウスカーソルを合わせると、その月の資料請求と来校の件数が表示されます。

「来校回数別の来校時期」、「資料請求と来校の相関」、および「出願とアクションの相関」の「時
期詳細」のグラフでも、同様の表示ができます。

参照
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シェア率
卒年ごとの時期別の、資料請求数と来校数のシェア率と内訳表が表示されます。
［内訳表の表示］で、内訳表の表示／非表示を切り替えられます。
 表示

内訳表を表示します。
 非表示

内訳表を表示しません。

グラフにマウスカーソルを合わせると、シェア率のボックスを均等な高さで表示し、グラフに表示されてい
ないシェア率の数値を表示します。

「来校回数別の来校時期」の「シェア率」のグラフでも、同様の表示ができます。

参照
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15-2-2 来校回数別の来校時期を確認する
来校回数別の来校時期を確認できます。
来校回数別の来校時期は、［募集データ分析］－［時期分析］画面の［来校回数別の来校時期］タブで確認
します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

来校回数切替
分析対象の来校回数を切り替えます。
 初回

初回の来校を対象に、来校時期を分析します。
 2回目

2回目の来校を対象に、来校時期を分析します。
 3回目

3回目の来校を対象に、来校時期を分析します。

機能ボタンの説明

累計表示
累計の表示／非表示を切り替えます。
 表示

累計を表示します。
 非表示

累計を表示しません。

［比較用に画面を複製する］ボタン
現在表示している情報を別ウィンドウで表示しま
す。他の分析結果と比較する際に利用してくださ
い。
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時期詳細
グラフには、卒年別で来校回数ごとの月別の来訪者数が棒グラフで表示されます。また、来校回数ごとの月
別の来訪者数の累計が折れ線グラフで表示されます。
内訳表には、来校回数ごとに、卒年別の月別の来訪者数が表示されます。 ボタンで卒年を切り替えられ
ます。

シェア率
選択した来校回数の来校時期のシェア率と内訳表が表示されます。
［内訳表の表示］で、内訳表の表示／非表示を切り替えられます。
 表示

内訳表を表示します。
 非表示

内訳表を表示しません。

（次ページに続く）
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（前ページからの続き）

15-2-3 資料請求と来校の相関を確認する
資料請求数と来校数の相関を確認できます。資料請求数と来校数の相関は、［募集データ分析］－［時期分
析］画面の［資料請求と来校の相関］タブで確認します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

機能ボタンの説明

［比較用に画面を複製する］ボタン
現在表示している情報を別ウィンドウで表示しま
す。他の分析結果と比較する際に利用してくださ
い。
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時期詳細
グラフには、卒年ごとの月別の、総資料請求数と来校者の資料請求数が棒グラフで表示されます。また、資
料請求→来校の歩留まりが折れ線グラフで表示されます。
内訳表には、卒年ごとの月別の総資料請求数、来校者の資料請求数、および資料請求→来校の歩留まりが表
示されます。 ボタンで卒年を切り替えられます。
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15-2-4 出願とアクションの相関を確認する
出願数とアクション数（資料請求数または来校数）の相関を確認できます。出願数とアクション数の相関は、
［募集データ分析］－［時期分析］画面の［出願とアクションの相関］タブで確認します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

機能ボタンの説明

アクション切替
分析対象のアクションを選択します。
 資料請求

出願と資料請求の相関の分析結果を表示しま
す。

 来校
出願と来校数の相関の分析結果を表示します。

［比較用に画面を複製する］ボタン
現在表示している情報を別ウィンドウで表示しま
す。他の分析結果と比較する際に利用してくださ
い。

カウント切替
分析対象の人数を切り替えます。
 初回接触

最初に接触したときの人数を対象に分析します。
 のべ

のべ人数を対象に分析します。
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時期詳細
出願と、［アクション切替］で選択したアクションの相関を表示します。

 アクション切替:資料請求の場合
グラフには、卒年ごとの月別の、総資料請求数と出願者の資料請求数が棒グラフで表示されます。また、資
料請求→出願の歩留まりが折れ線グラフで表示されます。
内訳表には、卒年ごとの月別の総資料請求数、出願者の資料請求数、および資料請求→出願の歩留まりが表
示されます。 ボタンで卒年を切り替えられます。

 アクション切替:来校の場合
グラフには、卒年ごとの月別の、総来校数と出願者の来校数が棒グラフで表示されます。また、来校→出願
の歩留まりが折れ線グラフで表示されます。
内訳表には、卒年ごとの月別の総来校数、出願者の来校数、および来校→出願の歩留まりが表示されます。

ボタンで卒年を切り替えられます。
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15-3 メディア効果
メディア効果では、メディアごとの接触数に基づいた資料請求、来校、および出願の分析結果を確認できま
す。

メディア効果の各項目について、以下に説明します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸を設定する」を参照してください。

参照

機能ボタンの説明

「来校寄与数」と「出願寄与数」は、メディアによって来校や出願が実現した数のことです。

参照

メディア効果は、サイドナビゲーションメニュー［募集データ分析］→［メディア効果］をクリックして表
示される［募集データ分析］－［メディア効果］画面で確認します。
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15-3 メディア効果

メディア毎の資料請求～出願までの効果
メディアごとの学生との総接触数、および接触数に基づいた資料請求から出願までのアクションの分析結果
を表示します。
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15-4 併願学科分析
併願学科分析では、学部・学科・コースごとの出願者数、および複数の学部・学科・コースを重複して出願
している学生の人数を確認できます。
併願学科分析は、サイドナビゲーションメニュー［募集データ分析］→［併願学科分析］をクリックして表
示される［募集データ分析］－［併願学科分析］画面で確認します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸を設定する」を参照してください。

参照

機能ボタンの説明
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表内のセルにマウスカーソルを合わせると、学部・学
科・コースの組み合わせと、その組み合わせによる寄与
数が表示されます。

学部・学科・コースかぶり効果
学部・学科・コースの組み合わせごとに、複数の学部・学科・コースに出願した学生の人数を表示します。
［全画面で表示する］ボタンをクリックすると、「学部・学科・コースかぶり効果」を別ウィンドウで表示
します。
また、「かぶり図（イメージ）」では、3つの学部・学科・コースの組み合わせによる重複状況のイメージ
を表示します。
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