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IR オフィスの活動とデータ分析の手順 

   ～ 明治大学における IR 業務の経験から実務事例の紹介 ～ 

 

明治大学 評価情報事務室   

 山本 幸一 

 

 明治大学の山本です。ど

うぞよろしくお願いいたし

ます。講義が続きますが、

少し我慢して聞いてくださ

い。昨日の全体会では，デー

タ分析，つまりデータを情報

に変換する作業の前にには

データを整理しておくこと，

データのマネジメントが必

要になるとの話題提供があ

り，皆さんにもワークを体験

いただきました。IR を担当

し、少しデータの分析を行

い始めると、まずデータの

前処理の部分でつまずくことがたくさんあります。昨日はそのような部分を検討するところでし

たが，この講義でも，そのようなデータ分析は実際にどのような手順で行われているのか，デー

タのマネジメントにも触れながら進めたいと思います。 

 

本日の話題ですが、皆さ

んからいただきました事前

のプロフィールを拝見させ

ていただきまして，三つくら

いの課題があるのかな思い

ました。一つは、IR オフィ

スを立ち上げるにあたって

の、組織、規定、体制、目

的はどのように設定うした

らいいのだろうかというこ

と，２点目は、IR の分析そ

のものをどのように行うの

か，どのようなデータを利用

1

IRオフィスの活動とデータ分析の手順
〜 明治大学におけるIR業務の経験から実務事例の紹介〜

大学評価・IR担当者集会 IR初心者/初級セッション
2017年８⽉25⽇（⾦） ⽴命館⼤学 ⼤阪いばらきキャンパス

明治⼤学 評価情報事務室 山本 幸一

 

2

目 次 ［講演30分＋ミニワーク10分］
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はじめに － IRをスタートしよう︕
１ 明治⼤学のＩＲオフィスの活動

・ 目的・役割・機能，組織，活動・年間スケジュール
２ ＩＲを円滑に進めるために〜明治⼤学の特⻑

・ 全学統合型データベース － データの定義/学内の共通言語化
・ IRファクトブック － 分析サンプルの提案
・ 学部ヒアリング － ニーズではなく，IRへの評価と期待を聞く

３ ＩＲの業務プロセスとデータ分析の手順
・ IRオフィスの⽇常〜IRの設計・収集・分析・報告

４ ＩＲって何︖

ミニワーク データの読み方，グラフの使い方
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して、どのようなテーマで分析するのかということ，最後に、データの使い方、分析手順につい

てでした。そこで，私からは、明治大学の IR オフィスの活動について、またデータ分析について

は、実際にどのような手順で、どのようなデータで行っているのかというお話をします。最後に、

10 分間くらいですが、実際にグラフなどを見ていただいて、IR 担当者はどのようにデータを分

析しているのかを体験するミニワークを皆さんと一緒に行ってみたいと思います。 

   

 私自身が IR 担当になって

一番困ったことは、IR 担当

者は、毎日何をすればよい

のだろうということ，また年

間のスケジュールはどのよ

うになるのだとうというこ

とでした。事務職員ですので，

IR オフィスの事業計画や年

度予算の策定が気になった

のですが、例がないのです。

各大学さん聞いたりしても、

当時は皆さん同じ状況なん

ですね。そのような中で、5

年ほど実践してきましたこ

とについて，本日はお話させていただきます。 

 

 明大の状況ですが，まだ，

IR 本来の機能「上位者が IR

にリクエストを出す」とい

う業務は、スタートライン

に立ったばかりのところで

す。よって，本日は、IR の

機能が未成熟な大学が、ど

のようにＩＲを進めている

のか紹介するものです。 
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自己紹介
 1994年明治大学政治経済学部卒業，2007年明治大学大学院ガバナンス研究科修

⼠課程修了。公共経営学，政策評価を専攻。
 1994年明治大学に⼊職。⽂学部事務室（教務，学籍，⼊試）教育振興部事業課

（戦略⼦会社運営，TLO，生涯学習センター，Eラーニング等の開発）を経て，2007
年から教学企画部教学企画事務室（中⻑期計画，キャンパス再編，設置認可など），
同評価情報事務室（大学評価の推進，ＩＲ部門の⽴上げ）。1999年に（社）⽇本
私⽴大学連盟事務局にて研修事業課（FD，職員研修事業），学生課（学生調査）
に勤務。

 ⽂部科学省委託調査「生涯学習の学習成果の評価の在り⽅の調査研究委員会」委員
（2009年），同委託調査「大学教育改⾰の実態の把握及び分析等に関する調査研
究」委員（2015年），（公財）大学基準協会 大学評価分科会委員（2011年〜
2014年）,（公財）大学基準協会 「内部質保証のあり⽅に関する調査研究部会」委
員（2013年〜2015年）,（公財）大学基準協会 正会員資格判定委員会委員
（2015年~2016年），（社）⽇本私⽴大学連盟 総合政策センター 広報・情報部
門会議（調査）委員（2016年）等。

 （社）⽇本私⽴大学連盟 PDCAサイクル研修運営委員会委員，（社）⽇本能率協
会 大学マネジメント総合大会企画委員会委員，大学評価コンソーシアム幹事。
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はじめに 〜 IRをスタートしよう!!

 IRには，問い（リサーチ・クエスチョン）が必要と言われますが，「上位者から調査
依頼がない」，「IR室の活動が定まらない」などの声も多くあります。

 この報告では，「IRの⽴ち上げ期」（＝IRの初心者）に焦点をあて，IRを活用
した教学改善や大学運営を考えます。

 私が，IR開始時に分からなかったことの一つに，IR担当者は毎⽇何を⾏って，どの
ような役割を果たしているのか，ということがありました。

 この時限では，（１）本学のIRの⽴ち上げ期に重視してきた「データベース」「ファ
クトブック（分析サンプルの提案）」「ヒアリング（分析サンプルの評価，IRへの
期待）」を紹介し，またIRオフィスの⽇常業務として（２）IRデータの分析を，①
設計，②収集，③分析，④報告の各プロセスに分け，一般論として事例を説明
します。

 問い（問題ありき）から始まるIRとは異なりますが，さまざまなケースの一つとして
参考にしてください。

 今⽇の目標は，“明⽇からIRをスタートすること”です︕

はじめに
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 なかなか IR を進められな

いんですっていうお話お伺

いします。いろんな疑問が

あると思います。)IR の目的

や体制の話、またアンケ―

トを実施しているけれども、

その分析方法が分からない

などです。いろいろな疑問

はあると思うんですけども、

IR のオフィスと役割は、デ

ータを情報に変換するとい

うことです。ですから，まず

は IR担当者としては、デー

タに触れるところから始め

るといいのかなと思います。いろいろ考えててもですね、IR は始まらないんですよね。 

 

 

例えば、手元にデータが

全くない，収集も大変だと

いうときも、IR 業務はでき

ます。例えば事業報告書は

100 ページ近いでしょうか。

自己点検・評価報告書にな

ると 1000 ページ近くにな

る大学もあると思います。

絶対に全てを読み切れない

ような分厚い冊子を 1 枚の

表にして見せてあげたら、

どうでしょうか。報告書に

達成率などがありましたら、

エクセルでデータ化し、大

項目別に箱ひげ図で示すます。教育のところで達成率どれくらいか。研究のところでどれくらい

かなど，パッとひとつの表で見せることで、このあたりが弱いよね、組織運営のところには達成

度の高いものと低いものとあるけれど、これはどうしてなのといった検討ができると思います。

ちなみに IR 担当者として気になるのは。研究が低いのは事実としても、組織運営は達成率が高

い項目と低い項目があるのは、目標設定が易しいものと困難なものが混在し，目標の設定がうま

くないんじゃないかなと思ったり，教育の部分の特異値は，長所になる項目なのか，単に目標が

甘いのかなど検討の余地があるのかなと感じるところです。そんな話をしていくと、何か次の議

論が始まるのではないかと感じます。 

5

IRが始まらない︖

データは，どの程
度まで集めればい
いの︖

データで何を改善
できるの︖ 規程や組織は必

要なの︖

IRは、何から始
めたらいい︖

ＩＲを学内で理
解してもらうには︖

ＢＩツールやシス
テムって使った⽅
がいいの︖

ＩＲにどんなスキ
ルが必要︖

学生アンケートを
⾏ったけれど…

はじめに

データで質保証が
できるの︖
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 IRオフィスとしては，データを情報に変換し，何らかの改善に向
けた議論を始める“きっかけ”を提供したい。

 IR担当者は，データに触れること，データを加工し，提供する
ことで，IRを始めることができます。

データのセキュリ
ティって・・・︖
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試みる︓データを情報に変換して意味を考える
分野 目標 達成率
教育 A 50
教育 B 33
教育 C 60
教育 D 50
教育 E 90
教育 F 52
教育 G 73
教育 H 58
研究 A 58
研究 B 48
研究 C 55
研究 D 42
研究 E 45
研究 F 50
研究 G 30

はじめに
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 1冊を１グラフに可視化 → 何を議論できるか︖
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それでは，本学が，どのよ

うな問題を抱え，ＩＲ機能

を形成してきたのか，その

要因・背景，IR 業務の特長

について紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＩＲをどこに置くのかと

いう議論があるかと思いま

す。 理事会か大学か。また，

何のための IR なのかという

ことも，実は多くの大学で困

っていることの一つと伺い

ます。 

本学は，２長制で「学長」

にもとにＩＲがあります。教

育研究計画と大学評価とい

う一連のＰＤＣＡサイクル

を管理する学長室，その事務

部門である教学企画部に IR

が置かれていますので，教学

のＰＤＣＡサイクルと関係が深いＩＲです。大学によっては，経営寄り，ＦＤ寄り，評価寄りな

ど多様なＩＲのあり様がありますが，本学は，学長の政策を支えるというポジションにある，と

言えます。 
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教学企画事務室

教学企画部

評価情報事務室

⻑期構想・設置
年度計画

大学評価・ＩＲ
学生アンケート

A学部
B学部
・・・

Xｾﾝﾀｰ

IRの組織︓ガバナンス

学 ⻑

学⻑室専門員⻑ 副学⻑８名

教務部，ＦＤ・・
学生部

国際連携機構

総合政策

研究知財機構
社会連携機構
広報センター法

人
理
事
会

ＩＲ運営委員会

１．明治⼤学のＩＲ
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明治大学の IRの目的は、

教育の充実のためと設定を

しています。ここに書いて

あることは、いわゆるファ

クトブックに書いてある記

述を、そのまま抜粋してい

まして、全学的にこの認識

を共有しています。ですの

で、IR っていうと、教育改

善とか入試改善をお手伝い

してくれる部署なんだよね

っていうことが全学的な認

識として形成されつつある

ところです。一方で，ＩＲ

とは，データによって教学運営を支援していくことで，改善に向けた検討や意思決定の主体は学

部等執行部であることも明確にしています。ＩＲは教学運営を支援することが役割であり，ＩＲ

が自ら何かを実施する主体ではないということです。 

 

 

このＩＲの役割について

は，Q&A の形式でも学内で

配っています。IR の役割っ

てどういうものなんでしょ

うかという問いに対して，Ｉ

Ｒはデータを提供する組織

であること、そのデータを

活用することは皆さんなん

ですよっていうことを説明

しています。 
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IRの目的・役割・機能
 目 的

教育の充実に向けた「議論」を生み出すこと（意思決定を⽀援
すること）

 活 動
教育の充実に向けた「議論の素材」を提供すること

議論の素材｜データを意味のある情報に転換し，分りやすくグラ
フや図表などに整理した「分析レポート」

ＩＲ運営委員会は，学⻑執⾏部，学部執⾏部等の教学運営
を⽀援する「支援組織」，いわば“⿊⼦”です。

１．明治⼤学のＩＲ

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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ＩＲの役割って，何ですか︖

 学部執⾏部が，今後どうしたらよいのか，その理
由や⽅法を考える素材（データ）を提供します。

 IRは，学内の各部門に，データを提供することが
役割です。データの活用は，各部門の役割になり
ます。

 学⻑の下におかれ，学内の政策を⽀援する〝⿊
⼦〟です。

Q

A

１．明治⼤学のＩＲ
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こちらの Q&A は、本日

の参加者の皆さん向けのも

のですが，よく経営 IR はや

ってないんですか、教学 IR

中心なんですかと聞かれる

ことがあります。分析の対

象としては、いわゆる教学

案件が多いのですが、IRを

分けて考えるのは難しいか

なと思ってます。例えば、

科目数の分析、もしくは専

任教員と兼任教員の比率の

分析ってありますけれども、

ここには必ず給与や施設設

備の話題が入いりますので財務計画とも連動します。これが教学 IR で、これが経営 IR なのかと

分けて考える必要ないだろうと思っています。例えば，大学評価では、教学評価とか、経営評価

などに分類しないようになってきていると思うのですが、IR も大学全体と俯瞰するような立場

で分析できるようにしたいと思います。 

 

 

IRの目的を分かりやすく

するために，企画部門と IR

部門の関係を図示したもの

です。中教審の答申でも，

学長や学部長はＩＲを適切

に使うことが求められてい

ますが，依頼を寄せてもら

うのは主に学部長になりま

す。学部長が執行部会での

議論から、IRにリクエスト

を寄せていただいて、私た

ちがデータをグラフなどで

情報に変換し，若干のコメ

ントを付したレポートを報

告するということで、改善に向けた検討は執行部が行うということです。私たちは、データとコ

メントをお渡しするだけなので、どのような改善が図られたのか、私たちのデータがどの程度で

役立ってるのかは、全てを把握してるわけではない。そういう立場になります。 
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教学ＩＲですか？経営ＩＲはしていないのですか？

 この分析は教学IRであり、あの分析は経営IRであ
る、教員向けIRと⾏政向けIRに区分する、などの
線引きは考えていません。

 意思決定のためには教務データと財務データを連
携させて新しい意味を提供することも必要です。

 コマ数の分析は施設計画に必要ですし、専任教
員⽐率は財務上必要なデータです。

１．明治⼤学のＩＲ

Q

A

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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IR活動は，データを作成し，分析結果を提供すること
IR活動は，執⾏部の依頼に始まり，執⾏部の意思決定で終わる

①②

③ ④
１．明治⼤学のＩＲ

出典）藤原宏司（2015）「継続的改善活動におけるIRの役割」第７回EMIR勉強会資料から作成
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 IR 業務を種別してみると

５段階になります。基盤と

してデータベースを構築す

る作業があり、このデータ

を使いながら、調査分析と、

それを可視化するレポート

を作成し，レポーティング

するという段階です。この

一連の流れの中で一番大切

になるのは、学部等とのコ

ミュニケーションしっかり

取ることです。どういう課

題をお持ちですか、という

質問と意見交換の中で、こ

の作業が進んでいくことになります。 

 

 

IR 業務を構想し、具体的

に動き出したのは 2013 年

度からになります。先のス

ライドの業務別に分けて説

明しているのが、このスラ

イドで、大体業務が固まっ

てきたという段階です。色

が濃くなっているところは、

定例業務として固まってき

ているものですね。最初の

頃は何やっていいか分から

なかったので、定例業務に

はならなかったのですが、

だんだん固まってきたかな

という感じです。データ自

体も、少ない量から少しずつ蓄積してきたので、だんだん取り扱えるデータも増え、リクエスト

も回答できるものが多くなっています。当初は、「そのデータは今なくて」とお断りしていたこ

ともありました。 
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IR運営委員会の所管する業務
１．明治⼤学のＩＲ

①データベース

②-2 調査分析

⑤提供・報告
（レポーティング）

⑥学習・人材育成

③-1 業務効率化

③可視化
（分析レポート作成）

④コミュニケーション
(学部等意⾒交換)

②-１基礎数
（モニタリング）

⼤学・学部執⾏部での政策実現，教育充実に向けた議論執行部

Ｉ Ｒ

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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IR業務の⽴ち上げ
１．明治⼤学のＩＲ

 学内調整
 データ結合試⾏

2013
年度

①ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ②調査分析 ③可視化

2014
年度

2015
年度

2016
年度

⑤提供・報告

①教員・科目データ
（年間2万件）

②GPAデータ
③学籍・科目データ
（年間各3万件）

④志願データ（年
間40万件）
⑤進路データ（年
間1万件）

⑥履修成績データ
（年間300万件）

・IRカタログ

・IRリーフィレット
・PowerPivot
PowerView導⼊

• IRカタログ
•定型レポートの
定例・定型化

•Tableau導⼊

•リクエストに基づ
くデータ分析

•定型的なモニタ
リングデータの分
析

•委員/事務局の
分析

④ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

• ヒアリング/報告
学部執⾏部
機関執⾏部
事務部⻑会
学部⻑会
学⻑スタッフ

会議
理事会

・学部執⾏部
・機関執⾏部
・学部⻑会

•リクエストへの回
答としてのレポー
ティング

• IRカタログ，定
型データの報告

•委員/事務局の
分析結果の報
告

 学部⻑にフィード
バック

 業務効率化（事
務⽀援）

業務効率化

• 教員表自動化
• 基本調査の集計
出⼒

• 大学院担当資
格帳票化

• 国際教育調査
出⼒

• 就職関係帳票の
グラフ化

2017
年度
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データの分析と分析結果

の提供方法を、区分すると

4 種類になります。定期的

な定型レポート、年 1 回な

ど定期的に作成して提供す

るものですね。次の非定型

レポートが IR 業務の中心

になります。今度は入試改

善を検討したいですとか、

カリキュラムの見直しをし

たいということで相談する

ケースですね。あとはファ

クトブックを年 1 回作成し

ています。また調査レポー

トというのは IR 運営委員

会において、データを分析して見てると、こんなこと言えるかもしれないよねということを委員

会内部で議論して、共有するものになります。ここで、全学的な活用ができる普遍的な調査結果

があれば、非定型レポートで活用したり、毎年確認した方がよいデータということになればファ

クトブックに採用されたりするという機能を果たしています。 

 

 

本来であれば、こうした

データ分析が IR 業務であ

り、そこだけやっていれば

よいのですが、このデータ

ベースの管理、データ収集

の依頼なども必要ですし、

データの定義を揃えるよう

な部門をまたいだ調整業務

も多い状況です。 

  

 

 

 

 

 

 

15

データ分析の種類︓定型レポートと非定型レポート
種類 内容

①定型レポート  定期的（年度/セメスタ期等）に作成・提供するレポート。
＊主に教員数，学生数，志願者数などを基礎に，性別，出身地域，国籍などでクロス集計するものな

ど。定期的なモニタリングや，調査・統計資料などに活用される。

②非定型レポート  学部等のリクエストに基づき，分析・加工・提供するレポート。
＊⼊試形態別GPAの⽐較，学科別GPA分布，教育プログラム別の進路の傾向など，学部等の⼊試改

善やカリキュラム改編の資料として利用される。

③ファクトブック
（データカタログ）

 学部等のデータ・リクエストの⾒本（分析レポートのサンプル）
を掲載したレポート集。

＊全学の数字のみを毎年度発⾏しており，データ集の役割も果たす。

④調査レポート
 IR運営委員が，仮説をもとにデータ分析したり，BIツールの

活用⽅法や統計分析の⽅法をまとめたりしたレポート。
＊非公開であるが，この調査レポートをもとに，ファクトブックの「分析レポートのサンプル」を作成するなど，

基礎的な分析作業となっている。

１．明治⼤学のＩＲ

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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16

理想と現実
１．明治⼤学のＩＲ

 各部門へのデータ提供の依頼
 データ定義の調整，確認
 データベースの構築，保守，運用
 データ内容の精査

 データベースからのデータ作成とデータ分析
 分析結果の報告（分析レポート）

IRはここ︕
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ここからは明治大学の IR

室の取り組みの事例という

ことで、特に IR をいかに円

滑に進めるのかという視点

からの工夫について，データ

ベースの構築，データカタロ

グの作成，学部等とのコミュ

ニケーションの 3 点につい

てお話します。 

 

 

 

 

 

 

 

IR の基本業務は、データ

を意味ある情報に変換して

いくことですが，そのために

大切なことは、学内でのコ

ミュニケーションだと思い

ます。全ての業務において

コミュニケーションが必要

です。このデータベースの構

築というと機械的に聞こえ

ますけれども、各部門との

コミュニケーションがない

とできないものです。ファ

クトブックは、IR のデータ

をどのように皆さんに使ってもらえるのか，データの使い方を提案するコミュニケーションツー

ルの一つです。それらの基盤になっているのが、学部等へのヒアリング活動ということで，この

３つの特長は一連のつながりを持っています。 

 

 

 

18

18

IR業務の推進に大切なこと
２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

 IRの基本的業務
要求された課題に沿って，収集したデータ（データベースなど）を
意味ある情報に変換する（分析する）こと

 大切なこと
学内の各部門との連携，コミュニケーションを図ること
 各部門と共通のデータ（合意された

定義のデータ）を使えること → ①全学統合型データベース
 データの⾒⽅や使い⽅を提案できる

こと → ②ファクトブック
 学内の抱えている課題や，学内

データの使われ⽅を理解すること → ③学部等ヒアリング
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IRを開始したきっかけは，

2010 年度の法令改正と，そ

の後の大学評価です。「正

確な数字が分からない」（決

められない）という切実な

悩みからでした。その当時

の課題の多くは「蓄積・共

有する段階にある」ことが，

分かりました。そこで，②

の段階である蓄積・共有の

方法を考えることになり，

ＩＲを開始するきっかけに

なりました。 

 

 

私たちの大学ではデータ

ベースから、IR をスタート

していますので、当初は，デ

ータベース構築にあたって

データ定義を整理する作業

が，非常に重要な仕事でした。

昨日の全体会で、データカ

タログを作成するワークを

行いました。そのデータカ

タログのひとつに項目にデ

ータ定義という項目があっ

て、皆さん空欄だったかな、

と思いましたが，実際にデー

タベースを作成したり，全学

的にデータ分析を行ったりする場合には，このデータ定義は必要な項目になります。例えば、専

任教員の定義だけでも難しくて。専任教員の専任性って、何を基準にすればよいのだろうという

話ですね。使い方もいろいろありまして，学外に公表するときには、この人たちを専任とカウン

トしましょう，学内の財務計画では、この資格までが専任です、とかですね。そういうパターン

があることが分かって、専任教員のカウントパターンを定義したり、一つ一つデータを定義する

作業がございました。その上でデータベースを構築し、分析を行っているという流れになってい

ます。 

 

A. 定型資料
・大学基礎データ
・学校基本調査
・事業報告書 等

B.非定型の利⽤
・年度計画⽴案
・カリキュラム検討
・⼊試制度検討
・学修成果の把握
・点検・評価
・各種調査，申請等

①基幹データベース

②Excelデータ

○各種データベース
○各種マスタ
（例）
・教務システム
・人事システム

C. 学内業務利用

①生成・記録 ②蓄積・共有 ③利活用

③ 文字データ

各部署が業務
利用するExcel
等

・各種ガイド
・会議資料 等

ガイド・ＨＰで数値が異なる。
依頼に応じて類似したデータが作成され，公式の
統計資料が不明。情報公開上，課題

学部の数字が全学で分からない・・
紙やOffice等の独自管理でデータの属人化が進み，全
学の集計しにくい。

留学⽣数もいろいろ・・
必要時にデータ提供（集計）を各部門に依頼する
ため，その時によって定義が異なり，不揃いになる。

教員数=助手が含まれたり，
特任教員が抜かれたり・・
手作業で作成し，集計部署も手作業のため，
集計基準が属人的で不正確になりがち。

データが遺失しても分らない︖
個人管理が多く，データリストもない。全学的データの責
任者が不明瞭で，運用ルールも不明瞭。

19

①-1 統合型データベース〜共通の言語を持つ
２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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20

①-2 定義を整理する〜対話と合意の蓄積

データ定義表項目
・分析レポート名称
・データ取得元
・取得データの詳細
・データ基準⽇
・データ取得⽇
・分析軸
・分析軸定義
・分析軸詳細
・備考
（定義の具体例など）

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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データ定義を作成しても，

実際に，個々の担当者から

集計データをもらうのでは，

毎回データに揺れがでます

し，効率的ではありません。

そこでデータベースです。

業務システムから日々入力

されるデータが蓄積される，

基幹のデータベースから，

個人情報を暗号化して切り

出し，ＩＲのデータベース

を作成しました。入力する

部署の業務を変更させる必

要なく，正確なデータを大

量に取得できるようになりました。志願者データで１１０万件，学生データで６万件など，かな

りのデータ量になってきています。 

 

 

 本学のＩＲデータベース

について，２つの特長があ

ります。１つは，データは

各部署からもらう，ではな

く，すでに蓄積されている

もの，すわなち基幹データ

ベースを利用するというこ

とです。２つめには，基幹

データベースをそのままＩ

Ｒで利用するのではなく，

分析用のデータベース，す

なわちコピー，レプリカデ

ータを作成して利用すると

いうことです。業務データ

は，分析には不向きなので揃えてあげる必要があります。 

また，私たちは学生番号を暗号化しています。IR の目的には学生支援を行う、例えば単位僅少

者を呼び出すための情報提供は謳っておりません。データの側面から学生群の傾向を学部等に知

らせることが役割ですので学生固有の情報は不要と判断し，暗号化することとしました。 

 

※ データを抽出(extract)し、利用しやすく変換・加工(transform)し、
対象となるデータベースに出⼒する(load)作業のこと

教学システム

基幹システム

各種ローカル
ファイル

ＤＳＡ
（データ整理）

ＤＷＨ
(データ・ウェアハウス)

データマート アウトプット

基幹ＤＢに蓄積

ETL処理１
(※)

ETL処理２

SQL Server
（SSAS）

SQL Server
Share Point Server
SQL Server（SSRS）

File Server

ETL処理１
(※)

ＩＲ部門 ⇒ 各部門ＩＲサーバーでのデータ変換

各部門の業務

21

①-3 統合型データベース〜部署の解釈を不要にする

入試統計
教室割
参加者数・・・

学籍処理
履修成績処理
教員人事・・・

各部門の業務

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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①-4 学生番号の暗号化とIRの役割

業務システム

入力

各部署の

通常業務

蓄積

基幹ＤＢに
あるデータ

抜出し

学生番号
の暗号化

ＤＷＨ

ＤＭ

分析RDB

出力

Excel

(PowerPivot)

ＩＲデータベース

蓄積時：個別情報 出力時：統計情報

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved
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以上、業務の紹介でした

が、利用しているシステム

について紹介すると，特別

なものではありません。デ

ータベースに，ＳＱＬサー

バ ー を 入 れ て 、 分 析 は

Excel や Tableau でグラフ

をつくる、というだけで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 次にファクトブックのお

話です。昨日の全体会では、

浅野先生から、明治大学は

学内にしか公開していない

と紹介いただきました。そ

れは、他大学との比較など

も含め，本学の強みや弱み

が分かるように編集してい

ることや，学生の学習成果

の特長，例えば GPA に関す

る各種層別の分析等，外部

に公開すべきではない情報

も多いからです。このこと

からも，本学の IR は，教学

運営の改善を支援すること

を目的にしていることをご理解をいただけると思います。 

 このファクトブックでは，多くの教職員にＩＲの効果、ＩＲの導入によって何が変わるのか、

を理解いただくために作成した側面もあります。発行にあたっては，ＩＲについて知ってもらう

ということで，①IR は教育改善を志向すること，②IR は、皆さんの問題を聞き，その解決のた

めのデータを提案しますということ，③どのようなデータ分析ができるのかサンプルとしてみて

ください，同じような切り口で，所属の学部・学科などのレポートを提供しますということ，と

趣旨としました。 

 

23

23

参考）IR関連の主なシステムの構成
• MS SQL Serverデータベース（ＤＷＨなど）

• SQL Server Analysis Service分析データマート（キューブ）

• MS Power Pivot （Excel）データソース・集計・分析

• Tableau Desktop
• MS Power View （Excel）グラフィカルで動的なレポート

• SQL Server Reporting Services定型帳票作成・出⼒

• MS Share Pointインターフェイス・共有

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved
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24

②-1 IRデータカタログ〜分析レポートのサンプル
 ＩＲの使命・役割を紹介する

⇒ 「議論の素材」を提供，改⾰者はあなた。
 ＩＲの使い⽅を理解いただく ＊学外非公開です。

⇒ 欲しいデータではなく，実現したいことを言ってください。
 ＩＲにリクエストを寄せやすくする

⇒ “分析サンプル”です。所属学部の内容は，気になりませんか︖

発⾏
趣旨

編集
⽅針

 ＩＲの活用事例を⼊れる
+ 留年者のうち，問題学生と翌年には卒業できる学生の⽐率は︖

 使用データの定義を明確にする（巻末にデータ定義一覧）
 まず，学部・学科が関心のある⼊試とカリキュラムを例⽰する

+ 学習成果の検証に活用できる内容を想定
顧客志向︓顧客は商品を買うのではない。その商品のベネフィットを購⼊しているのだ（データが必要なのではなく，抱えている課題の整理や解決をしたいのだ）

1960，Marketing Myopia，Theodore Levitt（括弧内は報告者による追記）

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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編集方針として，①活用

事例の挿入，②データ定義

の明確化，③学生のデータ

を主とする（教員のデータ

は問題が多くなる），④Q&A

の充実，例えば，集計デー

タとの違い、多次元分析と

は何か、ＤＢの構造、個人

情報とセキュリティなど，

を掲げています。この冊子

の中では，データの使い方、

効果的な活用事例、このよ

うに IR 室を使ってもらい

たいというシミュレーショ

ンをとしての読み物も含め

ています。40 ページくらいで、グラフの提示が 40 点くらいというようなものになります。デー

タの分析については、例えば普段の業務で使っている数字の羅列だけでは見ることができない危

機的な状況を見逃してないでしょうか、あるいは改善するにあたって本当にその改善策が効果的

なものになってますか、そんな問い掛けをしながら、データを見せるような形式としました。 

  

作成にあたり，工夫した

点は，これまでの帳票や一

覧表と何が違うのか理解い

ただくことで、多様な分析

方法を紹介しながらデータ

マネジメントの教科書を目

指したことです。「お、これ、

使える」と思ってもらえる

内容にすることでした。そ

のために「見せ方としての

グラフの種類・特長」，「デ

ータの並べ方：簡単な分析

の視点」を取り入れ，コラ

ムなど文章でも説明もして

することにしました。実際の、統計レポートの形をいくつかご紹介します。 

 

 

25

②-2 「IRデータカタログ」（＊）の構成と内容

（＊） Fact Book（網羅的なデータ集）ではなく，選択された内容を掲載したもの。明治大学固有の呼称として利用しています。

▼ 構成
・ ＩＲの使い⽅ ・ 統計レポート
・ Ｑ＆Ａ ・ データ定義集

▼ 統計レポート
１）紙面

① グラフ（出典，データ定義）
② 簡単な説明
③ コラム（分析法，グラフ種類）

２）内容
① 学生視点 ⼊学/学習状況/進路
② 大学視点 教育課程/科目/教員

３）点数 約４０点（約４０頁）
［画像は，イメージです］

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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②-3 データ・マネジメントの教科書として

多元的
な分析
を提案

 数字の羅列では，増減・変化は分かりにくいですね。
→ 危機を⾒逃していませんか︖

 平均値だけで価値判断し，改善策を打っていませんか。
→ テコ⼊れにあたって，効果的な“テコ”を選択できていますか︖

グラフの種類，⾒せ方の提案
 散布図・点グラフ
全体像と関係性を確認
+ 単相関・相関⽐・クラメール連関係数
 ヒストグラム
平均値だけではなく幅を確認
+ 中央値，最頻値，平均値
 バブルチャート
複数の要因を視覚的に判別

データの並べ方，読み方の提案
 実数と⽐率による分析
 経年推移による分析
 ベンチマークによる分析
+全国平均や他大学による⽐較分析
+達成度との⽐較分析
 層別化による分析
+ドリルダウン，分析軸（ディメンジョン）

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  



山本 幸一「IR オフィスの活動とデータ分析の手順 ～ 明治大学における IR 業務の経験から実務事例の紹介 ～」 
 

63 

例えば，このように入試

やカリキュラムの検証に関

わる分析データを提供して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析レポート作成の実際

としては，一つの表で理解

できること，表を遷移させ

た説明は理解しにくい。見

方がむずかしくないこと，

しかし，しかし、斬新な表

現で、見たことがないもの。

使える、と思われること。

次の議論が生まれるような

もの。そのようなことに気

をつけました。一番難しい

のは、「数字を、議論が生

まれるようなグラフ・デー

タに転換する」アイデアで

す。このアイデアについて

は，本日のような研究会で、より有効な形式のものを共有できたらと思います。 
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②-4 サンプルデータによる分析レポートの紹介
２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

 GPA分析（散布図の活用）
事例１ カリキュラム・ポリシーのとおり，学生は学習しているか︖

 成績分析（点グラフの活用）
事例２ 教員の成績評価（GP）は厳格に⾏われているか︖

 学習傾向と進路の分析（箱ひげ図の活用）
事例３ 学科目標（学習成果）を得るために効果的な科目は︖

 Uターン分析（バブルチャートの活用）
事例４ 地⽅出身者の地⽅就職率は︖どのような学生か︖

▽ カリキュラム・ポリシーの評価関連の分析

▽ ディプロマ・ポリシーの評価関連の分析

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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②-5 分析レポート作成で留意した点
＜統計レポート作成の実際＞
１）１表で，難しくなく，直感的にデータの意味を理解できる。

（表を遷移させて結論を⽰す⽅法は，プレゼンテーションができる時のみ）

２）しかし、数字の羅列ではなく，斬新なグラフであること。
３）これは使える︕ と直感的に思われる。

→ 思わず，何かを判断したり，推論したりするなど，発言がある。
→ ここに教育改善に向けた議論が生まれる。

＜難しいこと＞
 「数字の羅列を、議論が生まれるレポートに転換する」こと。
 データ操作技術や分析スキルが必要になる。

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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こうした「ファクトブック」

に掲載するグラフを，どの

ように選択したのか。それ

は，徹底的に学内のニーズを

聞く！ということです。学

内の関係者と，データやグ

ラフを前にして，意見交換

を積み重ねること，IR を進

めるにあたって重要なこと

です。意見交換では，要望と

しては、カリキュラム・授

業改善と入試、進路につい

てが多く，利用目的としては

は、モニタリング、問題発

見、具体的な改善活動、リサーチクエスチョン（仮説検証）に分類できましたが、実際に作成し

ようとすると現在手元にないデータもあり，データ整備の要望も多くありました。 

 

 

 よく上長からの指示がな

い，リサーチ・クエスチョ

ンがわからないという声も

聞きますが，よく学部等で

話を伺うと様々な要望があ

ることが分かります。しか

し，学部等が欲しいのは，

データが欲しいということ

より，問題を解決したい，

あるいはこのプログラムの

効果を検証したい，入試制

度の現状を把握したい等の

問題ベースでの取り組みに

あることが多くあります。

欲しいデータがありますかと聞いても出てこないケースでも，今，何を議論していますが，どの

ようなデータでその判断をしていますかといった問いかけからは，意見交換が進むことが多い印

象を受けます。 
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③-1 学部ヒアリングーIRへの「評価」と「期待」を聞く
毎年，各学部執⾏部等との意⾒交換

 ニーズではなく（＊），評価（分析サンプルな
ど）と，期待（こんな存在になって欲しい）。

 IRの理解や使い⽅を広める，FD/SDの機会。
 常に「人と関わり，人に評価されて」 仕事を進め

ることが重要︕
 たくさんの試作品グラフを提供し，“顧客”の評価

に耐え抜いたものが，「ファクトブック」に残り，ある
いは理事会，学部執⾏部資料となる。

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

＊顧客志向︓顧客は商品を買うのではない。その商品のベネフィットを購⼊しているのだ（データが必要なのではなく，抱えている課題の整理や
解決をしたいのだ） 1960，Marketing Myopia，Theodore Levitt（括弧内は報告者による追記）

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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③-2 リサーチ・クエスチョン︖
２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved

リサーチ・クエスチョンが，ない︖
上⻑からのリサーチの指⽰が，ない︖

欲しいものは
ありますか︖

困っていることは
ありますか︖

○○の判断は
どのように⾏っていますか︖

聞き⽅にもよるかも知れません。

間に合っています…

上手く出来ているとおもうけど，
後○○があれば…

特にないけど…○○を
するのは結構，面倒で…
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ＩＲに寄せられた要望の

一部をまとめました。何の

ためにという点，具体的に

用意すべきデータ，リサー

チ・クエスチョンに落とし

込んだらどうなるか、とい

う３段構成になっています。

内容は、スライドをみてい

ただければと思いますが、

聞いてみると、さまざまな

要望があるものだと、改め

て思いました。このページ

では、入試と進路について

です。 

 

 

このスライドではカリキ

ュラムなどについてです。

今後の要望として多いのは，

個々の科目やＧＰと組み合

わせた分析です。科目を持

たせると，今は１学生１レ

コードですが，１学生４０

レコードぐらいになり，大

量のデータになりますので，

どのようなデータ構成にす

るのか検討したいるところ

です。 
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③-3 抱える課題・IRへの期待 ⼊試と進路
＜目的・理由＞

• 伸びしろある学生を選抜したい（⼊試改善，選択科目，配点，⼊学後成績）。
• 第一志望の理由を確認するため，他大学と自学部を⽐較したい。
• 多様な学生を確保しているのか（アドミッション・ポリシーは実現されているのか）確

認したい。
• 初年次教育の妥当性を確認したい。
• 進路とカリキュラムとの整合を確認するため。 etc.

＜データ・分析内容＞
• ⼊学形態×⼊試選択科目×初年次ＧＰＡ
• 出身地域・高校別×ＧＰＡ×学籍異動状況×進路
• 高校偏差値ランク別志願者・合格者・⼊学者⽐率
• ＧＰＡ×就職先（規模別，産業分類別），志望理由×進路 etc.

＜探索的なＲＱ，仮説検証的なＲＱ＞
• GPAが高く，幅広い学びに積極的な学生群と⼊試の諸要素との相関の強さ
• 選択科目と⼊学後の学習⾏動・成果との相関，カリキュラムの適合性の判断
• 進路決定に成功する外国人留学生と失敗する外国人留学生の学習傾向の差
• Ｕターンする学生の学習⾏動の特性

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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③-4 抱える課題・IRへ期待 教育課程・授業改善
＜目的・理由＞

• 成績評価に甘辛があるような気がする（ＧＰＡの甘辛の平準化）。
• 最適な履修規模はあるのか（教育資源と学習効果の最大化）。
• 学生の履修状況は，学科の教育目標を達成したと言えるのか。
• 留学やインターンシップなどの効果を測定し，改善したい。
• 卒業や進級に重要な科目（難関科目）を特定し，改善したい etc.

＜データ・分析内容＞
• ＧＰＡ階級別度数分布×学年×⼊試形態×属性
• 授業改善アンケート（自己評価）×ＧＰＡ
• 教育内容区分×授業形態区分×履修人員×単位修得率×成績分布×進路
• 学生一人当たりの教育内容区分別⽐率
• 特定の教育プログラムの参加者・未参加の⽐較データ（ＧＰＡ，進路等）
• 成績評価Ｆ・Ｔが一定割合以上となる科目×履修者ＧＰＡ etc.

＜探索的なＲＱ，仮説検証的なＲＱ＞
• 外部英語テストの向上を図る語学授業のクラス規模，成績基準の適切性
• 学習特性（専門）別の進路に対する影響要因
• カリキュラムポリシーに沿った履修をした学生と進路の満⾜度
• 教室定員充⾜率と教育効果の相関

２．ＩＲ業務を円滑に進めるために
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それでは，ＩＲの業務プ

ロセスとデータ分析手順に

ついてのお話しです。ＩＲ

の日常業務，具体的な分析

事例ついてご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 業務は，リクエスト

があって，データに価値を

与えて情報に変換し，提供

するところまでです。現状

を評価し，いかに改善をす

るかは，執行部の仕事にな

ります。実際，私たちは，

IR のデータがどのような

効果をもたらしたかまでは

把握していないのです。多

くの場合，その他多くの会

議資料の一つとして利用さ

るようです。IR が改善に寄

与するのかと問われることがありますが，IR だけで教学運営が改善されることはないでしょう。

依頼者の意思決定を後押しする材料を提供できればよいと思います。リクエストから始まるとい

えども，最初は執行部もどのようにリクエストを出したらよいのか分からないものです。まず IR

オフィスから，サンプルデータやサンプルグラフを持参して，意見交換するようなところから始

まることになります。 

 

 

 

35

データ分析の始まり〜リクエストありき，とは言えども…

 ・・・とは言えども，まず「サンプルデータ（試作品）」を持参した
り，⽴ち話的なところからヒントをもらったりしながら・・・

 常に 「人と関わりながら，進めること」 が重要。

出典）藤原宏司（2015）「継続的改善活動におけるIRの
役割」第７回EMIR勉強会資料から作成

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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IR には，業務プロセス

があります。ポッとデータ

をだすだけではなく，調査

の設計を行い，分析方法を

スキルとしてもっているこ

とも必要です。１から５の

手順で，作業を再現してみ

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず，データの依頼を受

けます。しかし，明確にこの

ようなことが知りたい，この

ようなデータが欲しいとリ

クエストを受けることは多

くありません。だいたい，大

雑把なことが多いもので，例

えば「今の入試で大丈夫なの

だろうか」というような問い

かけです。そこから，ヒアリ

ングを繰り返し，問題点を

解きほぐしていきます。この

時点から，調査設計に入っ

ていきます。調査設計とは，

何について，どんなデータで，どのように分析し，どう表現するのかを考えること，程度に思っ

ていただいて結構です。今回のケースは，「入試に関心がありそうです，とりわけ地方出身の学

生」ということになった，とします。 

 

36

ＩＲの⽇常業務〜サンプルデータで紹介〜

出典）嶌⽥敏⾏，小湊卓夫他（2015）「評価・IR担当者に必要な知識・スキルに関する考察」⽇本高等教育学会
第18回大会報告資料から作成

２ 調査分析の設計

３ データ収集

４ データ分析（データから情報へ）

５ 提供・報告（意思決定⽀援）

１ リクエスト （依頼）

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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リクエストと調査設計（１）

⼊試の現状は⼤丈夫なのだろうか︖
↓

• 地⽅出身の学生が減ってきているのは，問題なのだろうか。
• 学科別に志願倍率が異なるのはどうしたらよいのか。
• 志願倍率は高いのに，⼊学率が低い学科は，何が問題なのだろうか。???

リクエスト
 凡そ，明確なリクエスト（＝●●のデータが欲しい）はない。
 困っていることや愚痴が多く，問題点の明確化もできていない。

調査設計
 問題点を解きほぐして，明らかにすることを明確にする。
 「何を」「どんなDATAで」「どの分析で」「どう表現するか」を考える。
 最初は，シンプル（数値の数，分析軸の数）に︕

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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そこで，スライドのよう

に設計してみました。報告

する事項としては，まず客

観的な事実を述べることが

大切で，ここは意外に難し

いところです。影響要因を

見逃していたり，主観的な

評価が入ってしまったりす

ることには注意が必要です。

事実とは別に，未知の変数，

分析軸に上げた事項以外で

の影響要因が浮き彫りにな

れば，そのことも報告する

こととしました。 

 

 

サンプルとして用意した

データは，スライドの上の

部分のようなもので，２つ

のメジャー（値）をリレー

ションさせた Excel のデー

タです。普通の業務手順で

は，これらのデータを，ま

ずスライドの下のように

「表」にすると思います。

しかし，表だけでは，何か，

パッと違いに気づくことが

できず，何を言いたい情報

なのか理解しにくい状態で

す。 

 

38

リクエストと調査設計（２）

何を
データ

分析
表現

出身高校地域別 初年次GPA

出身地域別GPAの平均，散らばり

報告

値
メジャー

2015年度⼊学の1年生について
①出身高校コード，②GPAデータ

分析軸
ディメンション

①出身高校住所，②都道府県コード，
③地域コード，④地⽅／関東コード，⑤
GPA区切りコード，⑥性別

統計表，BoxProt（ヒストグラム）
①事実，
②未知の変数（統制変数・・）の可能性

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  

39

データ収集とデータ分析（１）※架空のデータ（サンプル）

データ

統計表

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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そこで，で事前に設計した

表現である BoxProt（箱ひ

げ図）にしました。地域別

GPA のボリュームゾーンが

わかります。分析の方法は，

平均値と散らばりですので，

平均値を折れ線で結びまし

た。散らばりは箱の長さで

確認できます。さて，何が

「客観的な事実」なのでし

ょうか。皆さんはどのよう

に考えますか？さて，レポ

ートをしなければいけませ

ん。まず，出身地域別の

GPA，関東と地方で差があることは事実のようです。これが関東圏の大学であれば，関東は一般

入試入学者が多いでしょうし，自宅通学を好む女子が多いでしょう。この「入試形態」「性別」に

違いがあるのではないかという点は，客観的な事実ではありません。未知の影響要因として，今

後，調査すべき候補となるでしょう。また，地方はバラツキが大きいようです。その要因はなん

でしょうか。入学率や併願の傾向などと関係はあるでしょうか。またバラツキが大きなことが大

学入学後に問題を起こしていないでしょうか。このように，次なる分析の視点が見えてきます。

まず，事実を正確に読み取ること，その上で事実の原因を考えること。さらに可能であれば，原

因に影響を与える要因の候補を上げて，次のデータ設計を想定していきます。ＩＲ担当者には，

目の前のデータだけではなく，多様なデータの状況を感じていることも必要でしょう。 

レポートに必要な事項の

例です。重要なことは，新

たに分析した方がよい要因，

分析軸が現れてくるという

ことです。今回は，地域と

GPA の相関しかみていませ

んが，GPA については地域

以上に大きな影響要因があ

るかも知れません。例えば，

入試形態，性別，志望順位

などです。このように，レ

ポートは，1 回で終わるこ

となく，仮説と検証を繰り

返すことで，事実に迫って

いくという地道な作業で

す。 
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データ収集とデータ分析（２）※架空のデータ（サンプル）

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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提供・報告（レポーティング）（１）

1. 事実の指摘
2. 事実の原因・要因の推定
3. 原因を特定するための，さらなるデータ分析

 事実
 「出身地域」と「ＧＰＡ」にどのような事実があったのか。
 その差は（地域の多様性）は，アドミション・ポリシーに照ら

して有意なものであったのかどうか。
 原因・要因
 次の分析軸︓⼊試形態別，性別，第一希望・併願

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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レポートで考えるべき点

をまとめると、何を対象と

するのか「値・数」、どの

ようにの「切り口」、見せ

方として「グラフの種類、

比較」の３点で，4 点目に客

観的事実の説明というやや

難しい作業があります。 

 

 

 

 

 

 

 

データベースができて、

データが揃いました。分析

で困るという大学さんがあ

ります。分析の目的は、大

きく２つあると思います。

１つは問いに答えること

（影響機能）、もう１つは

現状把握（情報提供）です。 

では，問いに答える分析は、

どうしたらよいのでしょう

か？ もし，方法が分から

なかったら、データを（１）

切り刻むか、（２）似たも

のをまとめるか、（３）立

体化させるかぐらいに単純化すれば、人事異動がある事務職員でもある程度対応可能と思います。

基本中の基本は、ＰＤＣＡ用語でもある「層別化」、つまり、データを切り刻むことです。 
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• 何を 値（メジャー）
*学生数，GPA

• どのように 分析軸（ディメンション）
*出身地，性別

• ⾒せて レポート（グラフ）
*円グラフ，散布図…

• 事実と仮説を説明
するか

説明（⽂章・口頭）
*事実を述べ（増減…），要因に仮説があれば述べる（⼊試
形態も調べた⽅がいいかも）。

提供・報告（レポーティング）（2）
分析とレポートは難しいことか︖

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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提供・報告（レポーティング）（３）

 IRデータ分析→どうしたらよいのか
（１）データを切り刻む（層別）~平均値は私ではない。

ヒストグラム・箱ひげ図 ▼集計データでは隠れる事実を掘り下げ
（２）似たものをまとめる~偏りを確認し，傾向を⾒出す。

散布図 ▼２つのデータの距離感を図る
（３）データを⽴体化させる~多次元で量的な⽐較する。

バブルチャート ▼３つのデータの関係性を把握

 分析レポートの目的
１ 問いに応える 課題の背景を探る
２ 現状を把握する 定型的，異常がないかのパトロール

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順
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以上，IR でのデータ分析手

順の一事例を，業務フロー

に沿って説明しました。最

初に５つの段階があること

をお話ししましたが，実は

提供，報告した後に，提供

した情報，レポートはどう

であったか，次に分析する

べき事項はないか，もし次

の分析をするならば論点な

何かなど，依頼者とのコミ

ュニケーションをとること

が，IR データを有効活用す

る上で大切なことと思いま

す。データ分析は，人に評価されてより効果的なものとなっていくもので，コミュニケーション

の繰り返しといえるでしょう。 

 

最後に，明治大学の IR

オフィスが目指すものにつ

いて紹介して，私の報告を

終わりにしたいと思います。 
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データ分析は，コミュニケーションの繰り返し

２ 調査分析の設計

３ データ収集
４ データ分析（データから情報へ）
５ 提供・報告（意思決定⽀援）

１ リクエスト （依頼）

３．ＩＲ業務プロセスとデータ分析手順

６ フィードバックを受ける “どうですか”
７ もう少し，こう・・・ ⇔ 再提案
８ 論点の確定 “ここを確認しましょう”
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本学では，2012 年度に IR

の構想を検討し始め，学長

の下のプロジェクトチーム

として発足しました。その

時には，IR という言葉は学

内では利用せず，学内情報

の利活用，と説明していた

と思います，そこから，学

長室会議での検討，各学部

等への試作レポートの提供

などを繰り返す中で学内の

合意，理事会の賛同も得て，

現在の委員会を設置するに

至りました。やっと「IR 開

始」の段階まできた，とい

うところで，今後は学内におけるデータの案内所を目指して活動を進める予定です。 

 

 

これまでの経験から，IR

業務が学内で認知され，活

用されるようになるには，

まず，ひたすら通常業務，

つまり依頼された分析業務

を着実にこなしていくこと

にあると思います。また，

自分勝手に分析を進めずに，

依頼者をはじめ，データの

入力部署や管理部署ともコ

ミュニケーションを図るこ

とです。そこに信頼が確立

されるわけですが，学長サ

イドにあるにせよ，理事会

サイドにあるにせよ，独立性，客観性を担保していくことは重要です。どちらかに寄ったような

解釈や，IR 担当者の思い込みによる偏った説明などは信頼を削ぐ原因になるものです。 
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データ案内所に向けて〜ＩＲ段階的整備構想

 部署データを集めて回るから脱却。
⇒ 公式な大学データを持つ部署

 データ定義（ローカルルールを少なく）
⇒ 全学統合型データベースを持つ

 収集から提供へ段階的に整備
⇒ まず散在するデータを定義

2012年7月
学⻑室ＩＲプロジェクトの設置

2015年12月
ＩＲ運営委員会の設置

統合型データベース
（蓄積・共有）

データカタログ
（IRは何ができるのか）

ＩＲ開始
（定型・非定型レポート）

ＩＲ運用
（データ案内所）

 学部⻑レベル，現場職員レベルとのグ
ラフを基にした徹底的な対話に出掛け
る。

 データ・リクエストしやすい材料（サンプ
ル，⾒本）を提供する。

４．ＩＲって何︖

© 2017 Koichi YAMAMOTO ,MEIJI University All Rights Reserved  
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IR業務の定着に向けて
 ひたすら通常業務

通常業務（各大学で内容は異なると思いますが）を着実に仕
上げて，学内各部門に分析データを戻していくことで，信頼が生
まれます。納期厳守などの基本も大切に。

 質問する
相談や依頼について，データのプロとして，何が問題なのか，どの
ようなデータが必要なのかを判断するために，良質な質問を投げ
かけます。豊かなコミュニケーションが，正確な業務を推進します。

４．ＩＲって何︖

信頼，あなたの味⽅，急がない
（時には独⽴性，客観性の強調も重要）
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 そこにデータのプロとし

ての IRの役割があるものと

思います。いかに客観的で，

正確な事実を伝えられるか，

データを情報に変換できる

プロが IR担当者であると思

いながら，業務を行ってい

ます。 

私の報告は以上となりま

す。ありがとうございまし

た。 
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IRオフィスが目指すもの
 IRは，改善プロセスを推進する組織ではない。
 IRオフィスが提供するデータをもとに，執⾏部が議論し，意

思決定する。
 IRオフィスの役割は，意思決定や改善プロセスの⽀援

４．ＩＲって何︖

• しかし，IRの業務には，管理者（学⻑団，理事者，
学部役職者など）の関与が欠かせません。IR単独で
⾏う業務は，ほぼありません。

• 各部門との関りを大切に，大学改⾰に〝⿊⼦，名
脇役”として関与するIRを目指しています。

 IRは，データと分析（データの情報化）のプロ。
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