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本報告の趣旨・目次
 各大学でIR機能が導⼊されているが，⽴ち上げ期

においては，成果・目的，業務プロセス，組織・⼈
員，技術など多方面にわたり，課題を抱える担当
者も多い。

 ⽴ち上げ期の課題は，IRの構造的問題の最前線
であり、解決ノウハウを蓄積・共有することは、IR業
務の⾼度化にあたって重要なものとなるだろう。
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１ IR機能とIRオフィスの⽴ち上げ
２ IRオフィス⽴上げのためのQ&A



１ IR機能とIRオフィスの⽴ち上げ



データと情報（Information） 4

• Data
= something given = 自然に得られる事実

• Information
= informの名詞= into + formすること
= 判断を形成するために提供される事実

▼ データは、情報に変換することで、使える材料になる。

（参考） Intelligence
= intelligent (=understanding) の名詞
= inter+ choose = 選択肢を選択をするほどの理解⼒

(出典) http://oxforddictionaries.com/ ［NIAD-QE 林隆之准教授より］



IRとは何か（現場での整理） 5

IR（Institutional Research）業務とは
 必要な時に、必要な情報を、必要とする依頼者に

提供する業務
① 依頼者に情報を提供するために，データを情報

へ変換する業務（調査・分析）。変換業務に
は、調査・分析を設計する業務も含まれる。

② 意思決定や判断、改善を担う依頼者（大学
執⾏部、学部執⾏部）への情報提供（改善
は依頼者Administratorの仕事）。

IRオフィスは
IR業務をより効果的、効率的に⾏う部署（藤原・大
野, 2015）。



IRの業務プロセス 6

収集・調査分析の設計
（評価，調査の方法論の習得や⾼等教育政策の理解は必要）

データ収集（所在把握，⼊手，加工）

データ分析（データから情報へ）
（データリテラシー，グラフの作成・読解⼒は必要）

提供・報告（意思決定支援・改善支援）

リ
ク
エ
ス
ト
・
依
頼
者



IR室テイクオフ時のチェックリスト 7

［IRオフィスの設計］
 トップが IR を使って何をしたいのか明確である
 学内で IRオフィスの認識がある程度共有できている
 （改善を図る部署を志向する場合）ディレクターに意

思決定権限のある者を充てられる
 定期的・定型的な情報提供を⾏う「購読者（顧

客）」が想定できる
 バランスを考えたスタッフ配置が可能（分析、課題把

握、文脈の各知性）
 適切な兼務スタッフを学内各部署から集められる

［設計］学内にある程度ノウハウがある
［収集］データ・情報の収集ルートが確保されている。
［分析］データを情報へと変換する（整理、集計、分析） 必

要最低限のスキルがある
［報告］調査結果をスムーズに依頼者に報告するルートや手

法が確保されている
嶌田・小湊 進研アド「Between」2016年2‐3月号に掲載

あてはまる どちらとも
いえない

あてはま
らない



２ IRオフィス⽴上げのためのQ&A

（１）IRオフィスの設置目的と体制
（２）IRの役割
（３）IRの業務プロセス
（４）IR室のテイクオフ
（５）IR各論①︓データ収集・蓄積・加工
（６）IR各論②︓データ分析／分析スキル
（７）IR各論③︓レポーティング



（１）IRオフィスの設置目的と体制



Q1︓どのような体制を構築すればよいので
しょうか︖

• IR機能を使う⽴場（大学執⾏部など）が、「IR機能で
何をしたいのか」を明確にすることが重要です。目的が決
まれば、体制、業務，⼈員などは自ずときまります。

• トップ（室⻑など）も目的に応じて選びます。
• 教育系の分析が主になるなら、教育担当副学⻑ のように
• 扱う予定のデータを多く管理している部署の⻑や、関係の深い⼈
• データ収集の際にもスムーズにいくことが多い

• 業務範囲も目的に依存します。
• データセンター、コンサルティング、経営まで手を出すかどうか、等

• IRに何をさせるかまとまらない場合は、半年や１年、全
学的にIRに関する認識を拡げてから導⼊します。
• IRそのものについての検討，セミナーや他大学事例の検証
• データを用いたFD,SD活動など，IR機能を身近に感じられる活動
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• IR室は，実務レベルでも，学内各部署とコミュニケーショ
ンがスムーズにできる体制にすることが望ましいでしょう。
• 兼務者が多ければ、そのメンバーが学内各所とのパイプ役に。
• IR専任者ならば、信頼関係を足で稼ぐプロセスは必須です。

• IR室の多様な機能や，多岐にわたる分析目的に対応す
るために室の下に部門や作業部会，プロジェクトチームを
おく大学もあります。
• 教学系のIRと経営系のIRのチーム（分析内容別）
• 分析系のチームと学内ネットワーク系のチーム（業務別）
• 親委員会（審議機関）と作業部会（分析作業部隊）など

11Q1︓どのような体制を構築すればよいので
しょうか︖



参考）実施体制の考え方 12

業務プロセス X大学 Y大学 Z大学

調査設計 依頼者の要望による。
学⻑が問いを⽴て，
資源配分基準を示
す。

既存委員会の課題
をベースに専任職員
が設計する。

データ収集
依頼者からの提供及
び学内の⼈脈による
データ取得。

学内ネットワークシス
テムによるデータ収集。

IR部署が評価企画
を兼務のためデータは
集まる。

分析
データをグラフ化（意
味付け）し，議論で
きる素材として提供。

グラフ化しWEB上で
共有。情報端末で
会議中にも利用。

データから必要な情
報を切り出しプロジェ
クトに提供。

報告
依頼者の要望により，
説明会や研究会形
式で報告。

会議での利用。学⻑
への定期報告。

学⻑，プロジェクト担
当理事に定期報告。



Q２︓大学執⾏部や周囲の期待にどのよう
に応えればよいのでしょうか。

• まず，何を期待しているのか，話し合う場を設けてください。ただし，
上層部や学内の教職員がIRについて，共通の理解をしていると
は限らないケースも多いと思います。

• 大学執⾏部の期待が「何かレポートを」という場合
• 中期目標・計画やディプロマ・ポリシーなどの指標（既に指標があり，デー

タも揃うテーマ）のデータを整理し、可視化（グラフ化）する。
• 「学内の漠然と気になる点」（⼊試動向の経年推移，他大学との⽐較

など）などを可視化する。
• 周囲が、「IRができたから楽ができる」と期待している場合

• 業務効率化は分かりやすいポイントであるが，IRの目的を誤って定着させ
かねないので注意が必要である。

• 実施にあたっては，減量される業務の総和がIR担当者のリソースを上回っ
ていないかどうか（オーバーワークにならないか）に留意する。

• ⽴ち上げキャンペーン時は、少々オーバーワークでも引き受けてよいが、展
開業務をあらかじめ明示し，段階的に本業に重点化することも必要であ
る。
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•まず，何より，レポートを作成・提供しましょう︕
▼ ⽴ち上げ期に理解を得やすいレポートの切り⼝の例

14Q２︓大学執⾏部や周囲の期待にどのよう
に応えればよいのでしょうか。

ポイント レポートの内容・分析の切り⼝

経年推移
層別化

統計表のみによるデータ集を作成している場合にはグラフ化して経
年推移を追いやすくするだけでも。使われないデータが使われるデー
タに変化します。さらに，男⼥別，地域別などデータを層別に切っ
てみてもよいでしょう。

要因分析 国家試験合格などの目的がはっきりしている学部の場合、どのような
学⽣が国試に合格し、どのような学⽣が不合格になるのか等に着
目してみましょう。⼀般的な学部でも，大学院進学や，留学した
学⽣などを軸にすることができます。

アンケート分析 授業アンケートや学⽣調査を既に担当しているならば、それを集計
して可視化し、関係部署に提供してみましょう。その際，結果の解
釈を担当部署と⼀緒に⾏うと，IRの役割や期待も明確になってくる
でしょう。



Q３︓IRオフィスのメンバー構成はどのように
すればよいのでしょうか。
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• これも、目的（大学がIRを使って何をしたいのか）が重要で、これ
によって、オフィスに必要な⼈材と配置が左右されるはずです。

• 専任スタッフが確保できればルーティン業務を持てます。兼務だけな
らプロジェクトごとに⼈選することもあります。兼務しているけれども、
役割がない方がいると，全体がうまく機能しません。

• 教員か職員か協働かはケースバイケースです。
• 専門性を求めるなら教員
• 職員は⼈事異動を想定する必要あり。IR室を学内の現況を学ぶOJTの⼀

環として研修センター的な役割と位置づける手も。

• 学内に広く顔のきく⼈をスタッフに⼀⼈はおくべきです。
• 在職が⻑い⼈や、複数の部課の事情が分かる⼈
• データ提供依頼など、現場レベルのコミュニケーションをスムーズに運ぶため



参考）⼈員体制の考え方 16

職種 M大学 N大学 L大学

経営層 学⻑主導
学⻑主導（副学⻑
時代にIR室設置を
推進）

学⻑主導（副学⻑
時代に米国調査を
⾏い，ガバナンスと
IRの設置を検討）

ディレクター
実質的に学⻑。副学
⻑，事務局⻑が室
員として情報共有。

事務局⻑（データ提
供指示，兼務スタッ
フへの業務指示）

学⻑執⾏部（理事
会メンバー）

専任教員 配置せず 配置せず
統計を専門とする実
務家教員（職員向
け研修も担当）

専任職員 データ収集とBIツール
のオペレータ1名 配置せず 経営企画課⻑（学

内外事情に精通）

兼務スタッフ 学部教員3名。統計
処理などを担当。

事務各部門職員と
教育開発センター教
員（統計）が参加

総合企画戦略部職
員・学⽣部職員の他，
教員が参加



Q３︓IRオフィスのメンバー構成はどのように
すればよいのでしょうか。

• IRスタッフに求める「知識・技能」と「態度・⾏動特性」
• 知識・技能は、３つのインテリジェンスのバランスを考慮

• ⼀⼈のスタッフが全てを兼ね備えていることは非現実的，例えば、
① 情報システムや統計ができる方
② 大学に関するデータを読み取り，問題を理解できる方
③ ⾼等教育や所属大学の文脈や価値をデータから理解できる方

※教員と職員のバランス，管理職と実務担当者とのバランスにも配慮

• 態度・⾏動特性として望まれるもの
 積極的に関係者と対話できる⼈当たりの良さ
 自分の意⾒を述べるばかりではなく，関係者の話を相手の⽴場

にたって傾聴できる（対話を厭わない）誠実な⼈柄
 概念や制度ではなく，対話する相手に関⼼を寄せ（良き質問

を投げかけ），課題解決に向けて支援しようする⼈間性
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参考）テレンジーニの３つの知性 18

専門的／
分析的知性

●事実に関する知識
基本的な用語の理解（例︓フルタイム学⽣、単位数）、数量的データの計算方法（例︓GPA、ST⽐）
データの構成、定義、基準⽇（例︓アドミッション、授業登録）

●分析・⽅法論のスキル
調査計画（量／質）、サンプリング、統計、測定（信頼性や妥当性の確保等）、質的研究方法（インタ
ビュー等）、様々な調査スキル（アセスメント、将来予測、プログラム評価等）

●コンピュータに関するスキル
ビジネスソフトの使用スキル、データベースに関するスキル、統計ソフトの操作スキル

→ 個人スキル︖

問題に関する
知性

●経営にかかる主要な問題や意思決定に関する知識
学⽣管理の目標設定、教員の業務量分析、リソース配分、施設設備計画、学費設定、教職員給与、全体のプラン
ニング、自己点検・評価等

●大学がどう機能し、意思決定を⾏うかに関する知識
特に政治的な側面︓フォーマルな政治構造だけでなく、インフォーマルな権限構造も含むもの。説得や妥協
根回しといった役割やその重要性に関する理解

→ 戦術形成︖ グループでの動き︖

文脈に関する
知性

●⾼等教育⼀般の文化に関する理解
大学の歴史や思想、大学教員や組織の文化、ガバナンス、大学をめぐる国家や国際的な環境等

●勤務大学の文化に関する理解
同僚の教職員の価値観や信念、自大学特有の経営、学内のキーパーソン等

→ 戦略形成︖ チームとしての動き︖
（出典）Terenzini（1993）から佐藤（2015）作成。嶌⽥が追記（2016）



Q４︓IRオフィス構築に際し、大学の規模に
よる留意点はありますか。

• 規模特性より，IRの目的が重要です（Q１参照）
• 規模別では，次の取組が進んでいる印象があります。

• 大規模大では、学内各所で⾏っている調査分析のとりまとめ
（メタ情報収集と整理）

• 中規模大ではIR機能集中化
• ⼩規模大では、他大との連携

• ⼀般に、担当者の顔が⾒えるので⼩規模大のほうがやり
やすいと言われています。しかし近いが故の問題も。

• 単科大学の場合、学部間⽐較ができないので、ベンチ
マーキングには工夫が必要です。あまり他にない学問分
野の場合、少数の大学でコンソーシアムを組んでデータ交
換を⾏う場合もあります（米国の事例）。
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（２）IRの役割
~IRが得意なこと，不得意なこと~



Q５︓IR機能は，どのような分野で強みを
発揮できますか︖

21

 IR室を統括するトップの分野に依存するでしょう。教育担当副学
⻑がIR室⻑ならば，教育関係の分析リクエストが多くなり，その
IR室の強みになるでしょう。

 機能としては「データ提供による執⾏部の支援」です。⼀般的には，
以下のようなことも言えると思います。
 経営判断（資源配分）の支援は難しいが，研究費の配分

基準をデータから提供するなど，間接支援に活用できます。
 教育の質保証の観点から，カリキュラム・アセスメントの支援な

ど，⼊試，カリキュラム，授業の⾒直しの材料としてデータを
提供することは可能でしょう。

 経営に手詰まりになる前に，現状把握するデータ提供ができま
す。執⾏部は，異常値を感知したらば手を打つでしょう（モニ
タリング機能，パトロール機能）。



Q５︓IR機能は，どのような分野で強みを
発揮できますか︖（事例）

22

大学 区分 内容
国⽴X大学 資源配分の支

援
ＩＲの役割に，資源配分のために、新しいエビデンスを
提示することが求められている。配分方法は，執⾏部が
決めるのでＩＲは関与しない。ただし，執⾏部が決定
できるような分析データを出すことが重要である

国⽴Ｙ大学 予算策定の支
援

次年度研究費の配分の決定、教員の年俸の査定など
にIRデータが利用されている。

私⽴Ｚ大学 政策効果検証 就職支援プログラムの効果検証を⾏い，プログラムの重
点化を図るなど，各種政策効果の検証をプロジェクトと
して実施している。

私⽴Ｑ大学 学⽣支援の資
するデータ提供

学科執⾏部や担当教員が退学者予測を⾏うための
データ提供をしている（学⽣の出席状況，成績，アン
ケート結果など）。

私⽴Ｒ大学 教育改善やモニ
タリングに資する
データ提供

学部執⾏部が，点検・評価を⾏うためのデータを提供
している。学部執⾏部では，異常値のチェックや教育改
善に活用している。定期的に，⼊試形態別GPA等，
学⽣を層化したデータを提供している。学部ではカリキュ
ラムとの整合や成績評価の方法等の議論を⾏っている



23

 新規の案件，データ処理が複雑な案件，部局横断的なデータ
分析が必要な案件（データテーブルが複数あってリレーションが複
雑）なものがIRに依頼されることが多いようです。

 新規の案件は，IR室が設置されたことによって初めて明るみに
なったデータなども多くあり（「こういうデータは初めて⾒た」と言わ
れる），IR室の設置した意義にも通じます。

 多くの大学では，学内で分散的にIR的な活動が⾏われているこ
とを前提に考えた方がよさそうです。その中で，企画系，評価系，
教育開発系，学⽣支援系など求められる領域や領域をまたいだ
活動が望まれます。

 最初から固定業務を請け負うのは負担も大きく，ＩＲの可能性
を制限してしまいます。まず，アドホックなリクエスト対応から始め，
学内のニーズを掘り下げる方法もあります。

Q６︓執⾏部が部局に各種検討を直接依
頼します。IR室に何ができますか︖



Q６︓執⾏部が部局に各種検討を直接依
頼します。IR室に何ができますか︖
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 事例A大学
通常，執⾏部は部局に検討を依頼し，ＩＲに施策検討を依頼
することはありません。部局への依頼案件をＩＲは知る⽴場にあり
ません。その部局からデータのリクエストがあれば，部局にデータを提
供しています。ＩＲが主に担当している案件は，部局横断的に分
析が必要なものが多いように思います。例えば，⼊試制度を検討
するために，⼊試と就職の関係をレポートする等です。

 事例B大学
ルーチンとして確⽴されている学内外の調査，アンケート，資料作
成業務などは担当部局で⾏っています。ＩＲが担うのは，新規案
件が多くなります。研究評価を公平に⾏うための基準作成などが⼀
つの例として挙げられます。分かりやすく伝える可視化や説明方法も
留意しているところです。



（３）IRの業務プロセス



Q７︓IR室の活動は⼀般的にどのように進
めるべきでしょうか︖

26

ＩＲの基本業務には，①課題（ニーズ）から仮説を
⽴て、②課題解決に必要なデータを収集し，③データを
意味ある情報に分析し，④依頼者に報告する，の各
段階があります。まず，ニーズ把握が大切です。

 とは言え，⽴ち上げ期には，
① IR本来の活動（ニーズ把握などの基本業務）
② IR活動に必要な「データ収集基盤の整備」
③ 「学内での認知・理解の醸成」

これら，３つの活動を業務化することが重要でしょう。
 ニーズの把握には，非公式な場での会話（懇談会，ヒ

アリング，⽴ち話）もヒントになることが多いようです。
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リクエスト
（ニーズ）

調査設計

収集・分析

レポート

Q７︓IR室の活動は⼀般的にどのように進め
るべきでしょうか︖

 外国⼈留学⽣に効果的な就職支援をしたい。
どうしたらよいか︖

 どんな学⽣が就職に成功しているのだろうか︖

 調査目的，対象，データ，分析方法，グラフ
表現，レポート様式，期⽇

（例）⼀部状況企業就職者の学習活動を調査

 就職データ，履修成績データ，学びのアンケー
ト調査結果データ

 学習量や意欲と就職先との相関を分析

 客観的事実，仮説の結果，未知の変数の可
能性（統制変数の存在）等をレポート。

 報告の結果，課題改善のため追加分析実施。



Q８︓スムーズに資料収集をするにはどのよ
うな方法がありますか︖

• 学内でデータを集める時に、必要性（使い方）を説明
することが最重要です。加えて、アウトプットイメージを示し
たり，フィードバック内容を説明することで、理解を示して
くれたり、アドバイスをくれたりすることもあります。

• データベースがあればデータ収集に便利ですが、ワークフ
ローがないうちにデータベースを作るのは困難です。

• データ依頼記録やレポート作業記録（どのようなデータを
用い、どのような手順・方法で回答したか）を蓄積し、定
型のものは定式化し，効率化を図りましょう。

• 各種調査の質問項目を整理しておくと作業の効率を⾼
めます。また，同じことを何度も照会しないようにします。
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• 学内に散在するものをデータカタログ化します。大学の
概要を示すデータや、中期目標・計画，認証評価で
求められるデータなど頻繁に使うデータから，ある程度
使うデータを対象にします。

• 使わないデータは先回りして集めません。無目的に集め
ると協⼒が得られません。

• ただ、誰かが回収しておかないとなくなるデータもあります。
• 規則はある程度運用が固まってから明文化します。規
則がないならデータが出せない、という状況の場合、他
の方法も考えてみましょう。

29Q８︓スムーズに資料収集をするにはどのよ
うな方法がありますか︖



30

ファクトブック
その大学の運営上、重要なデータ（経年、ときには
他大学との⽐較）を⾒やすい表やグラフの形に整理
し、大学執⾏部、学部執⾏部や各現場などへ意思
決定や判断の支援のために供されるもの（嶌⽥，
2015）。

データカタログ
いつどの部署で、どのようなフォーマットでデータを作成
しているのかをまとめたもの（嶌⽥・大野・末次・藤原，
2015）。

参考）用語解説



Q９︓IR室が担当しているアンケート調査に
は何がありますか︖

31

在学中⼊学前 卒業後

教育目標の達成度

成績分布や授業アンケート結果の学
部や教員への提供

学部等で認識した課題の数量化

プログラム・レビュー支援

中退学⽣の発⾒・対応のデータ支援

新⼊⽣調査
卒業時調査

授業アンケート

進路先データ，
企業情報

学籍データ，履修・成績データ，留
学履歴，奨学⾦データなど

企業調査

既卒者調査在学⽣調査
（学⽣⽣活、学び）

⾼校での履修科
目，評定平均
⼊試得点，合
否，手続/未手
続データ

時期

調査
名称

取得し，
組み合
わせる
データ

調査の
目的



Q10︓IRの学内広報にはどのような方法が
ありますか︖

• ⽴ち上げ期には，IRの理解を醸成するために，学内広
報（成果の公開）は必要でしょう。対象者別に方法を
変えると効果的です

• IR室のWebサイトでは、スタッフ、規程、静的レポート
（ニュースレターなど）を掲載することが多いようです。

• これと別に学内用に、各種調査の結果レポートを掲載し
て、学⽣や教職員に公表している大学もあります。

• 学内の特定の方に、グラフの公開や、BIツールを用いて、
常にデータを⾒られる（動的レポート）ようにしてある大
学もあります。

• IRの分析結果を活用した説明会やセミナーの開催も方
法の⼀つです（関連Q11）。
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（４）IR室のテイクオフ



Q11︓IR室を設置直後，⾏うべき効果的
な活動はありますか︖

 ひたすら，通常業務
（グラフ描画によるデータの可視化，データ分

析と分析結果の提供など）
 キャンペーン的（⼀時的な）な活動

（全学的なIRデータ提供，ベンチマーク分析
など役⽴ちそうな情報提供など）

 セミナーの開催
（IR機能の紹介，データ分析結果の紹介，

データ加工と分析のスキルアップ講座など）

34



Q11︓IR室を設置直後，⾏うべき効果的
な活動はありますか︖ 35

大学 区分 内容

国⽴単科大 IR基本業務
IRの基本（データ分析と提供）を地道に果たす。⼊試
検討のため１⽇に30種類以上のグラフを書き続けること
もある。基本業務を地道に示すことが第⼀。

国⽴単科大 IR機能の紹介
IRセミナー等のIR活動や分析事例を紹介する説明会を
実施した。KPIの状況を紹介したり，他大学から講師を
招いて自大学と⽐較したりした。

国⽴総合大 ニーズ把握 各部局でIR的な役割を担っている事務職員と，⽇常業
務の目標や悩みを共有した。

私⽴単科大 データマインド グラフ作成などのExcelのスキルアップセミナーを開催しな
がら，データの活用に慣れてもらった。

私⽴総合大 IR室の役割紹介 IRの顧客を大学執⾏部に、学部執⾏部等の教員も加
え，学部訪問を⾏った。誰のためのIRなのか周知した。

私⽴総合大 全学展開
全学に共通するテーマ（⼊試分析，進路分析，カリ
キュラムの⾒直し，大学評価など）を取り上げ，学部⻑
会などを通じて全学的に展開した。



36Q12︓IRオフィスが浸透せず，データ活用
の機会がない。どうしたらよいか︖

（１）データの可視化をする
 データの情報化，可視化（グラフ化）を進めましょう。

データを情報に変換して，活用の機会も広げましょう。
 大学概況などの公開データから，現状や経年推移を

グラフ化し，IR活動を徐々に展開する方法もあります。
 学内の漠然と気になる点を可視化し，関係者に⾒て

もらいましょう。活用できるデータやグラフに仕上がります。
 冊⼦ほど大部ではなく、短期間で作成できるレポートを

作成するのもよいでしょう。「本学の頑張っている」ことを
データで示す、ポジティブなテーマをお勧めします。

（例）愛媛大学「データから考える愛大授業改善」



（２）営業する
 各所へのヒアリングや意⾒聴取など「営業」をしましょう。対

話からニーズを把握し，次のアクションにつなげます。
 ヒアリングには、各所に関連したグラフ類を持参し、グラフの

感想を聞いたり，データや統計資料で困っていることを聞
くなど，潜在的なニーズを掘り起こす質問をしましょう。

 データ収集や分析ができていれば，分析結果の報告会
を開催し，意⾒を聞くことも有効です。

 データ依頼が無い場合、データを活用する部署を集めて、
データに関する課題を共有してもよいと思います。

 ファクトブックなどの冊⼦を作成し，冊⼦について関係者
の意⾒を聞いてみましょう。実物の効果も重要です。

37Q12︓IRオフィスが浸透せず，データ活用
の機会がない。どうしたらよいか︖



（３）固定した業務の獲得
 企画、評価などのデータ支援しやすい部署に協⼒する

ことで、固有の業務を獲得していく方法もあります。
 各部署で指標を⼀つ決め，数値・グラフで課題・成果

を確認するトレーニングを経験してもらう。IRの⽴ち上
げ期の大学であれば、IRオフィスの学内での知名度向
上や、IR担当者と部署担当者のつながりを作る機会
になります。

38Q12︓IRオフィスが浸透せず，データ活用
の機会がない。どうしたらよいか︖



（５）IR業務の各論①
ー データフォーマット，収集・蓄積



Q13︓データセンター機能を持つべき（果た
すべき）しょうか。

 データセンター機能とは，大学としてオフィシャルなデータとして
責任を持って管理・運用し，リクエストに応じて提供する機
能であり，米国のIR室では基本業務です。

 専任スタッフがいて、多くのルーティンワークを抱えておらず，
データへのアクセス権が保証されている場合、データセンター
機能をもたせて，学内の調査業務を引き受け、効率化を図
ることもできます。

 学外からの調査を個別に回答するより、データの「使いまわ
し」ができるメリットがあります。

 デメリットとして，本来業務でデータを扱ってきた部署との取り
扱い責任の調整，発⽣源⼊⼒の原則がある場合，利用に
関する調整などが必要となることが挙げられます。
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Q14︓データの“⼀元化”は有効でしょうか。 41

 データを効率よく集める仕組みを「⼀元化」と定義すれば，
それは必要です。データは各部署にあっても，必要な時に
収集できる仕組みがあれば良いのです（データセンターをも
たない大学の場合）。

 データ分析の際には，データの粒度や基準⽇が揃っていな
いと利用できないので，「データカタログ」等でデータのフォー
マットを確認し，揃えていく試みは必要です。

 原データは各部署で管理しながら，IRでは複製データを利
用する方法もあります。複製データは，IRサイドで各テーブ
ルを連携させる等の加工を⾏い，IR用データマートを構築
します。データマートは，ExcelのPivotやグラフ機能を用い
て大量の分析を⾏う場合に便利です。



Q14︓データの“⼀元化”は有効でしょうか。 42

大学 内容

国⽴
単科大

各部署に赴き，データフォーマットの調整を⾏った。⻄暦・和暦の書式
を揃える、集計値ではなく明細データで管理してもらうなどの統⼀を
図った。結果として，IRで収集した際に，各部署から統⼀された形式
で，利用しやすい状態のデータが提供されるようになった。

私⽴
総合大

既存の各種データベース（教務システム，⼈事システム，研究支援
システム等）を複製し，ＩＲサイドで粒度を揃えたキューブ（多次元
データマート）を作成している。SPSSなどの統計ソフトにも，手作業
なしで連携し，分析時のリレーション作業も不要としている。

国⽴
総合大

複数の部署からデータを収集したときに，データの粒度の設定（特に
組織単位），時間軸（基準⽇）の設定は必要になる。全学的な
フォーマットとして揃えており，データ間のリレーションが可能になっている。



43Q14︓データの“⼀元化”は有効でしょうか。
▼ データのフォーマットの例︓データカタログによるデータ定義

データ定義項目 （例）
分析レポート名称 男⼥別学⽣数５カ年推移（12大学⽐較）
データ取得元 私⽴大学連盟ライブラリ （№●ー●学⽣数）
取得データの内容 学⽣数，数値型5桁，Excel
取得データの詳細 男⼥別在籍学⽣数，大学別学部別に男⼥⽐率で示す
データ加工 マトリックス，100％積み上げ縦棒グラフ
データ基準⽇ 毎年度●⽉●⽇現在
データ取得⽇ ●●年●⽉●⽇
分析軸 学部系統別，性別
分析軸定義 設置マスタ，文理マスタ，性別マスタ
分析軸詳細 設置マスタで大学院は非表示，学部のみ表示
備考 平成●年度私大連盟●●調査結果に基づくデータ



Q15︓個⼈情報と情報セキュリティはどうす
べきですか︖

• 「個⼈情報」は，主に個⼈情報の利活用に関する業務プロセス
やデータ構造（暗号化等）の問題，「情報セキュリティ」は物理
的漏えい対策と分けて考えることが⼀般的です。

• まず所属大学の「個⼈情報に関する規定」，「情報セキュリティに
関する規定」，「情報の格付け及び取扱制限に関する規定」等
を確認し，ＩＲ室の活動が，どの条項に該当するのか確認し，
対応方法を検討することからはじめましょう。

• 学⽣データは，暗号化して統計分析のみとしているケースや，学
⽣個々の学習状況を追跡し，学⽣支援に活用するなど様々で
す。IRが取り扱う情報のなかには，学内でも部署や資格によりア
クセス権を制限しているケースもあります。

• セキュリティについては，機密性の問題です。ネットワークのどこに
データを置くのか，印刷や持ち出しをどのような基準で⾏うのかなど，
基準を定め，物理的に措置することが必要です。
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（６）IR業務の各論②
ー データ分析／分析スキル



Q16︓統計的な分析結果を理解してもら
うには，どうしたらよいですか︖

 依頼者の要望をよく聞き，何に活用するのか，何を
判断するためのデータであるのかを確認し，判断に資
する分析方法を選択しましょう。

 依頼者が統計の専門家の場合は，分析や検定など
も望むかも知れません。⼀方，⼀般教職員には理解
できない場合もあります。IRでは，説明しなければ理
解できないレポートではなく，⼀目でパッとわかるグラフ
やレポートを作成できるよう工夫したいところです。

 統計解析が分かる相手と理解できない相手とでは，レ
ポートの内容を変えてもよいでしょう。意思決定者が興
味を持つかどうかが重要です。
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Q17︓統計学の知識は必要ですか︖
• 統計学には大きく分けて記述統計、推測統計の２種類があり、このうち

記述統計については、⼀通り知識を得ておくとよいでしょう。
• 記述統計は、平均、分散、度数分布、外れ値など。これらを求める方

法は、手計算ではなく、エクセル関数の適切なものを選べれば業務上問
題は⽣じません。

• ⼀方、推測統計についてはそれほど必要としませんが、「アンケートが抽
出調査で⼀部の⼈にしか聞いていないから結果が信用ならない」等の
誤った主張をしない知識はあったほうがよいでしょう。重回帰、多変量解
析等は、レポートの読み手にも相応の知識が求められるため、⽇常業務
で用いる機会はあまりありません。

• IRは，議論の素材としてのデータ提供であり、統計的に意味が無くても、
改善する必要があるときには、あえてデータを提供する場合もあります。

• 記述統計を背景としたクロス集計，また棒グラフ，散布図、ヒストグラム，
箱ひげ図などは，Excel関数あるいは分析ツールで描画できます。適切
なグラフの選択、描画方法から，データや統計の知識・スキル・センスを
磨いてはいかがでしょうか。
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Q18︓IR担当者は何を学べばよいですか。
 ケーススタディ、グッドプラクティスは、各大学の事例報告

や、訪問調査などで収集することが多くあります。
 各種機関の研修会に参加したり、テキストなどを参考に

するものよいでしょう（次スライド参照）。
 ある程度分かってきたら、近くの大学と勉強会などを⾏い，

相互にベンチマークができれば、なおよいでしょう。
 データを用いた意思決定の⼀連の手法である、問題の

把握の方法、仮説の設定方法、データ収集、検証の
方法については、マーケティング、ビッグデータ等の分野の
本も参考になることがあります。

 いかに議論を⽣み出せるか，判断や選択を促せるかが
重要なポイントになります。
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Q18︓IR担当者は何を学べばよいですか。
 まず手元のデータを可視化するための知識・能⼒が必要

になります。
 データ構造の理解、クロス集計表等の統計表の種類と

使い方、さらにグラフの種類と特性の理解、Excelによる
グラフ描画のスキルを⾼め、さらにグラフの読み方（分析
や評価の仕方）を学びます。
• 最近読んだものからオススメ 「Head firstデータ解析 : 頭と

からだで覚えるデータ解析の基本」、Michael Milton著 ; 木
下哲也訳 (2010) オライリー・ジャパン

• IR初任者向けに，グラフ描画やグラフ読解などの業務的スキ
ルを，統計局や統計数理研究所が監修したJMOOCの「デー
タサイエンス⼊門・演習」で学習された方も散⾒されます。
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（７）IR業務の各論③
ー レポーティング（提供・報告）



Q19︓分かりやすいレポートとは︖
• レポートのアタマに概要をおきましょう。
• データは、レポートに全てを貼り込む必要はありません。グラフだけで

も十分です。
• 考察は簡潔に事実を説明します。現場の協⼒が得られるなら取材

内容も含めてもよいでしょう。
• 提言は求められた場合にのみ、します。「次にどうするか」を考えるの

は、IRではなく執⾏部の仕事です。
• まずは公正にデータを提供できることを重視しましょう。データの

精度（収集条件やデータ件数，基準⽇）、集計・分析の⼿順
の明⽰、目的に応じたグラフの選択、⾒やすいプロット、⾒やすい
ラベルや凡例に気を使って下さい。

• 検定などの複雑な統計処理は，相手方が望み，読解⼒があると
きに限定しましょう。
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Q20︓ファクトブックはどのような項目を掲
載すればよいのですか。

• よく掲載される項目として、次のようなものがあります。
• 公開されているデータや、手持ちのデータ
• それらの経年変化
• 各種評価で使うことが決まっている指標、（設定されている場合）KPI
• 上記のうち重要なもの

• 定義は、⼀般的な定義（学校基本調査等）に合わせ
つつ、学内で使い勝手がよい定義に合わせます。
• 例えば、外国⼈留学⽣数について、①5⽉1⽇現在数、②当年度の年間

在籍数の2種類を定義しておくと、公的調査と大学独自の広報の両方に対
応できる。

• 割合、率の定義はとくに注意し、注釈に計算式を載せ、何に占める何の割
合かが明確に伝わる語を選びましょう。例えば、就職率の、分⺟は卒業⽣な
のか、卒業⽣のうち就職を希望した者なのかはよく議論になるところ。
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Q21︓データ収集・分析体制は整ったので，
今後，効率よくIRを進めたい。

分析結果のアウトプット（グラフ，レポート）の効率化
を考えてはいかがでしょうか。

恒常的に提供する定型レポートとアドホックに対応する
非定型レポートに分け，定型レポートは，Excelの機
能などにより，データを⼊れ替えるだけでレポートを出⼒
できるような自動化を進めることが考えられます。

非定型レポートについても，年数を重ねることで廃⽌し
たり，定型化したりすることで，必要なレポートに集中
できるようになります。

 ただし，⽴ち上げ期には定型と非定型を⾒極めること
は難しいので，試⾏しながら整備していきましょう。
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Q22︓BIツールはどのように利用するのですか︖

• 専用ソフト（PowerBI，Dr. Sumなど）では，データの集計・連
結・分類機能の他，OLAP分析（ドリルダウンなど掘り下げ），レ
ポーティング（定型帳票の出⼒），ダッシュボード（動的レポー
ト），データマイニング（クロス，相関，回帰等の分析）等の機
能を有したツールです。最近は，ビジュアル化機能が重視され
（TableauやClickViewなど），直感的な操作も可能です。

• 簡易な分析であれば，汎用表計算ソフト（Excelピボットグラフ）
を使う方法もあります。

• 大きなデータを様々な軸で分析したり（性別、地域別、年度別
等）、細かく粒度を下げた分析（学部、学科、専攻等）、逆に
似たもの同⼠を塊にして⾒やすく示す場合（GPAの⾼い層、中位
層、下位層）等で、BIツールは活躍します。

• 効果的なグラフで示すために試⾏錯誤する時にグラフを描き直さな
いで済むメリットがあります。
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• BIツールを活用するには，グラフ描画やグラフ読解の基本的な知
識が必要です。操作性が向上した分，無意味なレポートに仕上
がることもあります。IR担当者として，まず，議論に資するための
「よいグラフ」をイメージできること、「作りたいグラフ」のビジョンをもて
ることが重要です。

• ツールにどのようなデータを⼊れるのかについて注意が必要です。オ
ンラインで動くツールのうちデータをクラウド上に載せて動作させるも
のは、学内の明細データ（個⼈データ）をそのまま載せると危険
なこともあります。

• 習熟にやや時間と費用（講習費など）がかかるかと思われます。
• 他の部署の⼈も使えると便利だが、大学の方針次第です。
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