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はじめに 

• 本研修ではIR初級者を対象に、データを分析し
報告する時の課題について講義を行います。 

• IR業務はレポートを提供する相手があって初め
て成り立つ業務であるため、レポート提供サービ
スの側面から、IR担当者に求められる態度や考
え方を中心に話を進めます。 
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能力等 
／段階の
目安 

初級 中級 上級 

活
動
の
設
計 

評価 

評価（収集/分析）の目的
や活動の設計の内容を理
解できる。必要なデータと
その分析手順について理
解できる。 

評価（収集/分析）の目的を
明確にし、具体的な活動を
概ね設計できる。即ち、必
要なデータとその分析手順
についてある程度設計する
ことができる。 

評価（収集/分析）の目的を明確
にし、具体的な活動を設計でき
る。即ち、必要なデータとその分
析手順について設計することが
できる。適切な状況把握のため
の指標の選定ができる。 

IR 

収集/分析の目的や活動
の設計の内容を理解でき
る。必要なデータとその分
析手順について理解でき
る。 

依頼内容から収集/分析の
目的を明確にし、具体的な
活動を概ね設計できる。即
ち、必要なデータとその分
析手順についてある程度設
計することができる。 

依頼内容から収集/分析の目的
を明確にし、具体的な活動を設
計できる。即ち、必要なデータと
その分析手順について設計する
ことができる。適切な状況把握
のための指標の選定ができる。 

収
集 

所在
把握
と入
手 

誰に依頼すれば、もしくは
ＤＢのどこにアクセスすれ
ば必要なデータが得られ
るのか概ね把握しており、
それらを入手できる。 

誰に依頼すれば、もしくはＤ
Ｂのどこにアクセスすれば
必要なデータが得られるの
か把握しており、それらを
入手できる。 

既存のデータがない場合に新た
な調査を実施したり、定義が曖
昧な場合、それらを調整すること
ができる。 

整理 

入手したデータをオフィス
内で再利用可能な形で整
理して保管することができ
る。 

入手したデータをオフィス内
で再利用可能な形で整理し
て保管することができる。各
データの定義や入手経緯
等もまとめておくことができ
る。 

入手した各種データを組み合わ
せた形で、他部署も使いやすい
形でデータを整理することがで
きる。データマネジメント組織とし
ての活動を推進できる。 

評価・IR担当者に必要な知識・スキル:スキルマップ（大学評価コンソーシアム） 
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能力等 

／段階の目
安 

初級 中級 上級 

分析 

文章とり
まとめ 

叙述資料をとりまとめて、
整理することができる。 

叙述資料の内容を精査し、
校正することができる。 

叙述資料について、目的に応じ
て適切な量の文章にまとめるこ
とができる。 

数量
データ
解析 

数量的なデータを集計
したり、グラフを作成す
ることができる。 

複数の数量的データを組み
合わせて傾向や特徴を掴
むなどの操作ができる。そ
の上で、必要な表やグラフ
を作成することができる。 

基礎的な統計学の知識を有し、
データの持つ意味について客観
的な考察ができる。 

解釈 傾向や現状を概ね説明
することができる。 

複数のデータから自大学の
置かれた状況を概ね解釈
することが出来る。 

複数のデータから自大学の置か
れた状況を解釈し、依頼者に分
かりやすいストーリーを構成す
ることができる。 

活用支援（レ
ポーティング） 

指示を受けた表やグラ
フや報告書を提供でき
る。 

依頼者の期待に応えた報
告書の作成や、口頭報告を
行うことができる。 

依頼者の期待に加え、政策的な
流れ、学内での経緯などを踏ま
えた報告書の作成や、口頭報告
を行うことができる。継続的改善
を見越した示唆をさりげなく盛り
込むことができる。 

インスティテューショナルリサーチャー養成プログラムでは、IRの概論に加え、初級から中級の知識やスキルの習
得を目指した内容を想定している。 

評価・IR担当者に必要な知識・スキル:スキルマップ（大学評価コンソーシアム） 
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（調査・評価の目的を踏まえて） 

収集・分析を設計 

データ収集 

データ分析（情報化） 

報告（意思決定・改善
支援） 

学 
内 
外 
の 
依 
頼 
者 
・ 
指 
示 
者 

各種評価制度、学生調査 
手法、学内の状況や経緯、 
政策動向などの知識が必要 

所在把握、入手、整理 

操作、解釈 

報告方法・活用支援 

データマネジメントも 
重要 

IR業務の流れ 

5 ハワード編『IR実践ハンドブック：大学の意思決定支援』第7章参照 



補足：収集 

• データ収集の対象は生データと処理済みの情報 
• それらの情報源は主に３つ 

– 大学の情報システム・業務システム 
– 部局データや学生調査 
– 外部情報（大学ポートレート、他機関情報等） 

• データ収集のツールと技術（必要とされる技術） 
– データ抽出（各種言語；SQL等） 
– 調査設計・管理（文書処理、ウェブ開発） 
– 環境スキャニング（高等教育に影響を及ぼす内外の環境を

調べ、将来予測の基本データを探ること）（インターネットの
一般的スキル） 

– データベース管理（DBの設計ツール） 
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補足：分析前の準備（データマネジメント） 

• 分析前の準備として、分析に必要なデータを用
意しておく＝データマネジメント 

– エラーチェック及び検証 

– ファイルの結合 

– 異なる期間や別時点でのデータの突き合わせ 

– データ・クリーニング or データ・クレンジング（重複、
誤記、表記揺れ等の修正を行い正規化し、データ
品質を高めること）←実はここが一番時間がかかり
重要だったりする 
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• Data scientists spend around 80% 
of their time on preparing and 
managing data for analysis 

• 60％の時間をデータクリーニングに、19％の
時間をデータの突き合わせに使っている 
 
→講義２（大野）で具体的に扱う 

Press, G (2016, March). “Cleaning Big Data: Most Time-Consuming, Least Enjoyable 
Data Science Task, Survey Says” Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-time-
consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-says/#3132974a6f63 
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補足：分析前の準備（データマネジメント） 



１．データ分析編 
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データ分析 

• データ分析とは、データを情報へと変換する行為
＝調査設計において定義された指標に含まれる
データを分析・再構築すること 

• ただし一つの事象を一つのデータで捉えることは
避けた方が良いことが指摘されている 
– 複数のデータ源、複数の手法・理論を用いることが

結果の信頼性を高める＝トライアンギュレーション
（ triangulation） 

– 直接指標と間接指標、定量的データと定性的デー
タを組み合わせる 
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直接指標と間接指標 
間接指標 直接指標 

入学者調査 
授業アンケート 
卒業時調査（4年次調査） 
卒後調査 

科目試験 
統一試験 
学習ポートフォリオ 
ルーブリック 

学生から意見を聴取する学生調査は、学生の主観に基づく回答のため、間接指標 
目標に沿って評価基準を定めて成績が出される試験等は、目標そのものを計測するため、
直接指標 
日本では間接指標が重視される傾向にあり、直接指標の開発は遅れている 
間接指標を使う場合、結果や成果にどのように関連付けられるのか、一定の仮説が必要 
計画に関しては独自に指標開発を行う必要性：KPIやアウトプット・アウトカム指標 
 

学習成果に沿った事例 
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分析を行う際の基本的観点 

• 大学評価コンソーシアムでは、「データ収集作業
のガイドライン」、「評価作業（記述分析）のガ
イドライン」、「評価を改善に活かすためのガイドラ
イン[暫定版]」の3つのガイドラインを作成し、ウェ
ブ上で公開している。 

• ここでは「評価作業（記述分析）のガイドライ
ン」からIR担当者にとって重要と思われる項目を
抜き出して説明する。 

 大学評価コンソーシアム＞ガイドライン・用語集 
http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/index.php?page=guideline 
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分析を行う際の観点 

• ある施策を実施した場合、実施後の効果を測
定しよう 
– 大学のリソースを割いて何らかの取組を行った場合、

その効果をしっかり検証する。成果がすぐには出ない
場合もあるが、想定される成果と現状および見通し
については把握することが重要 

• 数量データを使う際には、定義を示そう 
– 指標の定義や基準日を明確にしておく。特に退学率

や休学率はその計算式を明示し、データの正確性を
示さなければならない 
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分析を行う際の観点 

• 数量データは、経年変化を追って状況を把握しよ
う 
– 単年度で示されてもある事象が望ましい方向に向かって

いるのかどうか判断できない。複数年のデータを用いて、
現状だけでなく現在に至った過程を把握することが重要 

• アンケート調査を行う際には、その調査が目標や
計画の効果を測定できるのかを踏まえて設計され
ているかどうか確認しよう 
– アンケートは目標を明確にして初めて意味を持つ。仮にア

ンケート項目が十分なものでない場合は、欠落部分を代
替できるデータを探したり、新たな調査やインタビューの実
施が必要となる 
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分析を行う際の観点 

• ぱっと見データが悪くてもあきらめずに考えよう 

– 得られたデータを分析してみて望ましい結果が得られ
ない場合も多々ある。その時は以前の状況や他学
部、他大学等と比較して、なぜそうなったのかその要
因を分析結果を受け取る相手と相談し、肯定的に
捉えなおしたり、改善のチャンスにつなげることが重要。 
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データ分析に関する課題 

必要なデータが分析
できましたか？ 

レポーティングに 
進んでください 

どのような課題が 
ありますか？ 

A：何を分析したらよいかわからない 

C：分析結果がウケなかった 

B：分析方法が分からない 

できた 

できなかった 

16 
嶌田敏行「IR業務に必要なデータを入手して現状を把握するには」 
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A：何を分析したらよいかわからない 

• 指示が漠然としている／内容が理解できない 

→ クライアントと相談してください。 

– どのようにして問いを立てるのか。 
• 課題となっている事象の現状と要因（因果関係やプロセス）のうち明

らかな部分を把握し、明らかにすべき部分をピックアップする。 

• 調査対象について、どのように明らかにすればよいかの方法を考える。 

• 言葉で書くと簡単だが、データで示すのは難しい。 

• ストーリーとして説明する必要があるのでファクトだけでなくプロセスの理
解が重要。 

• そもそも指示がない 

– ファクトブックの作成か課題の可視化 
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B：分析方法が分からない 

• たぶん問いがあいまい。 

• 勉強するか分かる人を配属してもらうか、学外のプロ？ 

– 自分ができなくてもチームでできればOK 

– 分析スキルがなくても悲観しない。大学の組織文化や文脈、
高等教育政策の動向等、関連する知見を有していることが
大事 

• 現実的にはこの３パターンか？ 
１）ステップバイステップで進む。 

２）兼務方式で智恵を集める。 

３）BIツールを使ってクライアントを巻き込む 
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B-1) ステップバイステップ方式 

• ある程度、分析して現状と要因が見えてきたときには、
ストーリーが組み上がっているはずなので、それでレポート
を作成すればよい。 

• ただし、数量データを使った分析などに慣れていないと、
なかなか厳しい。 

• とにかく思いついたデータは集めて、とりあえず可視化して、
ある程度溜まったらクライアントのところに持って行き、一
緒に見てもらう。 

• 次の宿題を出してもらい、期日までに作業をする。 

• 考えるのをクライアントに大部分委ねるやり方（自分で
解釈しない）。 
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B-2) 兼務方式で智恵を集める 

• IRオフィスに教務系の知識が必要なら教務系に明るい
方を兼務で入ってもらうなど、学内のリソースで対応。 

• 議論をする中で、いろいろ見えてくる可能性も高い。 

• 課題の調査プロジェクトを立ち上げてそこに職員研修の
一環として必要なスタッフを集める、という手もある。 

• ここ（IRオフィス、調査プロジェクト）での経験は少なく
とも学内に蓄積され波及する→長期的には大学の組
織文化を変えることにつながる。 
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B-3) BIツール＋クライアント巻き込み 

• １）のステップバイステップ方式や２）の兼務方式は、
意外と時間がかかるので、じっくり攻める課題にはよいが、
すぐ調べたい課題や探索型の課題にはあまり向かない。 

• データを集めたらIR担当者がオペレーターに徹し、 BI
ツールを用いて、クライアントらの議論をリアルタイムで支
援する。 

  

事例）進研アド Between2015年8-9月号 
■IR その着実な一歩のために：＜鈴鹿医療科学大学＞ 

第3回確実な一歩を踏み出した＂データで議論する＂しくみ 

http://shinken-ad.co.jp/between/between/2015/08/20158-9.html 
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C：分析結果がウケなかった 

• クライアントが１）求めていたものと異なるか、クライアン
トの２）「想い」と異なるケース。 

– １）についてはたぶん問いがあいまい。 

– ２）ほとんどの意思決定者は、報告されるデータの意味や彼
らの行おうとする決定にとってどんな意味があるのかを知りたが
る（IR実践ハンドブック 第1章）が、それがちょっと想定と違っ
たようですね。 

• 改善提案はIRがすべきなのか？ 

→改善提案を求められた場合、クライアントの意に沿うように努
力はしますが、やんわりとそれは学長・副学長の仕事では？と言
いましょう。 

22 
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２．レポート・報告編 

23 



IRから出されるレポートの種類 
• IRからは様々なレポートが提出される（大学によっ

て異なる）。 
– サーベイあるいは主要プロジェクト報告書 
– 将来予測 
– 自己評価書 
– プログラムレヴュー報告書 
– ファクトブック 
– 計画報告書（モニタリングを含む） 
– テクニカルレポート（特定分野の研究報告書） 
– 財務報告書 
– 比較報告書（教員給与、作業負担量、競合大学） 
– 市場分析等 

24 
Bers, T. H., Seybert, J. A.,(1999), Effective Reporting, 
Association for Institutional Research. 



ファクトブック 

• 情報分析の代表的な一例として、ファクトブック
が挙げられる 

• ファクトブックは、その名の通り、教育・研究・財務
等に関する大学の事実（fact）を包括的にまと
めているもの。（佐藤，2009） 

• 類似したものにCommon Data Set(CDS)が
ある＝ランキングを行う出版社向けに統一された
データフォーマット 
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ファクトブックと大学概要の違い 

大学概要・大学要覧 ファクトブック 

目的 情報公開、広報 現状把握 

対象 主として学外 学外及び学内 

範囲 基本的に単年 基本的に複数年 

情報 
自大学の情報が中心 自大学の情報が中心、他大学との

比較が行われることもある 

内容 
画像やテキストに情報が添えられ
る 

図表や指標データが中心 

媒体 
紙媒体、PDF エクセル、PDFに加えBIツールによる

可視化も行われる 

大学評価・IR担当者集会2017全大会話題提供資料（浅野茂：山形大学）をベースに報告者が修正 
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ファクトブックの具体例 

• 米国のCDSと、米国と日本の大学のファクトブッ
クを複数紹介 
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報告のプロセス 

1. レポートの受け手や目的の設定 

2. 利用可能あるいは新たに収集するデータと情報を決める 

3. レポートの種類を選ぶ（サーベイ、予測、自己評価書、
プログラムレヴュー、ファクトブック、計画、テクニカルレポー
ト、財務、ベンチマーク、市場分析等） 

4. レポートのフォーマットを選ぶ（口頭、メモ、レポート、ヘッ
ドライン） 

5. データの示し方（フォント、大きさ、色等） 

6. レポートの作成 

7. レポートの配布 
Bers, T. H., Seybert, J. A.,(1999), Effective Reporting, Association 
for Institutional Research. 
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意思決定プロセスにおける情報の 
使われ方の傾向 

• 担当者が想定する情報の使われ方と、実際の
意思決定における情報の使われ方との間には重
要な違いがあり、下記の傾向が存在する 

 

1. 組織の中で集められ伝達される情報の多くは
意思決定に直結しない 

2. 決定を正当化するために、決定がなされたあと、
情報の多くは集められ解釈される 

29 

Sanders, L., Filkins, A.,(2009), Effective Reporting Second Edition, 
Association for Institutional Research 



意思決定プロセスにおける情報の 
使われ方の傾向 

3. 求めに応じて集められた情報の多くは、意思決
定においてあまり考慮されない 

4. 利用できる・できないに関係なく、より多くの情
報が要求される 

5. 情報が使われない時は、組織が決定を行うの
に十分な情報を持っていないという、不平が寄
せられる 

6. 情報が意思決定にどのように使われたのかという
ことは、しつこく要求された情報以上に不明確で
ある 
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情報流通のプロセス 

• IR担当者としては要求されたレポートを出して終
わりというわけではない 

• 多くのレポートを出しても、意思決定に使われな
い場面も多々ある 

• そのため、データや情報が大学の中でどのように
流通しどういった形で意思決定に関わるのかを理
解し、そこからフィードバックを得ることで、次のレ
ポートの有効性を高めることが求められる 
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情報支援サークル 

管理人・提
供者 

収集・コーディング・
蓄積 

再構築・分析・統合 

仲介者・生産者 

良質な意思決定 

生成・配布・報告 

影響・意思決定 

運営者・利用者 

概念のモデル化・
測定方法の選択 

McLaughlin, Howard,(2004)から 
報告者作成 

調査の設計 
調査項目選定と定義 

ＤＢの設計 

各部局からの
収集 
学生調査 

数量データの分析 
叙述資料の分析 

分析レポート 
ファクトブック 
自己点検評価書 

レポートの解釈と対話 
意思決定に活用されたorさ
れなかった理由の把握 

32 



効果的なコミュニケーションの原則 

• データを必要としているのが誰かを知ること 
→ 特に意思決定者には、その人達が求める内容・形式で示す。 

• 情報がいつ必要となるかを知ること 
→報告書完成までにかかる時間を知らせておくことで、意思決定
が行われる前にレポートを読ませる時間的余裕が生まれる 

• 最善のフォーマットと報告様式を知る 
→文書のみならずIT技術やウェブの活用も考慮する。近年はBI
ツールの活用が増加 

• レポートを受け取る者の統計知識を考慮する 
→読み手に合わせた統計手法や要約を考える 

33 
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効果的なコミュニケーションの原則 

• 報告書の形式を考える 
→データ過剰や情報欠落は意思決定プロセスを遅らせる 

• 意思決定者に悪い知らせをどのように伝えるかを
知る 
→悪い知らせは速やかに知らせ、対応を考える機会を意思決定
者に確保してもらう 

• 情報伝達をプロセスとして考える 
→情報共有の仕組みを模索することに役立つ 

 

• 結局のところ「適切な人へ適切な時に適切なことをするために適
切な情報を伝える」ことが重要 
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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 

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 

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 

Terenzini（1999）より佐藤（2015）が作成。 

テレンジーニの３つの知性（参考） 
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チェックリスト 

顧客は誰か 

顧客が要求するのはどのような情報か 

顧客がレポートを要求する理由は何であり、レポート
を使う意図はどこにあるのか 

顧客が本当に必要としている情報は何か 

顧客は誰とレポートを共有するのか 

いつレポートが必要とされるのか 

どういった形のレポートをどのように準備するのか 

最も効果的なレポートの媒体はどのようなものか 

Sanders, L., Filkins, A.,(2009)より引用 36 



参考情報 

米国で年に1度開催されるAIR総会では、新人研
修が行われており、学内でのコミュニケーションの重
要性が強調されている 
→「IR/IEの教訓から学ぶ」を参照 
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