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 1913年創立の”小さな総合大学” 

ビジョン “叡智（ソフィア）が世界をつなぐ” 

 9学部29学科 10研究科26専攻 法科大学院 

学部学生数 12,568人 大学院学生数 1,364人 
外国人学生数 1,760人(81ヶ国) 

海外協定校数 328校(70ヶ国)  
留学派遣者数 1,012人(36ヶ国)  外国語科目 22言語 

専任教員数 543人 外国人教員数 85人(21ヶ国)  

 H21年 グローバル30 
H24年 グローバル人材育成推進事業 
H25年 大学の世界展開力強化事業（東南アジア） 
H26年 スーパーグローバル大学創成支援 
H27年 大学の世界展開力強化事業（中南米） 
H28年 私立大学研究ブランディング事業 
H29年 私立大学研究ブランディング事業 

  
 

上智大学について 
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2018年5月1日現在 



上智学院IR推進体制 
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IR委員会 

 委員長  経営企画担当理事 
 メンバー 教学部会長（高大連携担当副学長）、短大部会長（短期大学部学長） 
      学務担当副学長、学生総務担当副学長、学事センター長 
      総務局長、経営企画グループ長、経理グループ長 
      その他委員長が必要と認める者 

経営部会 

 委員長  IR推進室長 
 メンバー 経営企画グループ長 
      総務グループ長 
      広報グループ長 
      ソフィア連携室長 
      SGU事業推進室長 
      人材開発グループ長 
      人事サービスグループ長 
      経理グループ長 
      資金グループ長 
      管財グループ長 
      情報システム室事務長 

    その他委員長が必要と認める者 

教学部会 

 委員長  高大連携担当副学長 
 メンバー 学務担当副学長 
      入学センター長 
      学事センター長 
      学生センター長 
      研究推進センター長 
      言語教育研究センター長 
      学事センター事務長 
      入学センター事務長 
      グローバル教育推進室長 
      言語教育推進室長 
      学生センター事務長 
      キャリアセンター長 
      研究推進センター事務長 
      その他委員長が必要と認める者 

短大部会 

 委員長  短期大学部学長 
 メンバー 英語学科長 
      教務委員 
      学生生活・進路委員 
      FD委員 
      地域連携活動委員 
      事務センター長 
      IR推進室長 

※IR委員会、経営部会、教学部会 
の事務局をIR推進室が担当。 

IR推進室 
専任職員2名 
兼務職員2名 



入学センター 

学事センター 

言語教育推進室 

グローバル教育センター 

キャリアセンター 

研究推進センター 

情報システム室 

Tableau Desktop を 
導入している部門 
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総務局 経営企画グループ 

人事局 人材開発グループ 

財務局 経理グループ 

 IR推進室 

Tableau Serverの次なる 
展開について検討中 



ETLツール 

「Tableau Prep」 

について 



Tableau Prep とは 
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Tableau社のETL(Extract/Transform/Load)ツール。 
Project Maestroというβ版だったのが、2018年4月に 
製品名「Tableau Prep」としてリリースされた。 
(まだ、英語版の画面のみ) 

接続できるデータソース(Extract) 
 
Microsoft Excel 
テキストファイル 
 
Amazon Redshift 
My SQL 
PostgreSQL 
Oracle    など 



大学基本情報について 
 (今回使用するデータ) 
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独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構のサイトにて、平成24年度から平成29年度の
国公立大学・短期大学から提供された基礎的な情報について掲載されております。 

http://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html 



大学基本情報 
データ分析前の準備について 
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非表示の行がある 

> ※データ行の直上にセル結合をしていないラベルを非表示 
> にて用意しております。データ分析等の際にご活用ください。  

分析用のデータ行を表示させ、不要な行は削除する。 



Tableau Prep の機能① ユニオン 
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ETLツールとは、データソースとの 
接続・加工・出力の工程を、GUIで
操作できるソフトウェア。 
一連のプロセスを保存できるので、 
繰り返し再利用できる。 

ワイルドカードユニオン： 
同じデータ形式のファイルを、結合し 
データ加工に展開することができる。 
 
大学改革支援・学位授与機構の 
「大学基本情報」のように、毎年同じ
データ列で公開されているものを、複数
年度統合する場合にかなり便利である。 
 
ただし、年によって項目名が変わってい
たりする場合に、要注意。 
 
※Tableau Interpreter が進化 



Tableau Prep の機能② 洗浄とピボット 
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データクレンジング(洗浄)： 
不要なデータの削除、違う列名の統合、 
フィルタリング、カスタム分割(超便利) 
計算フィールドの作成などが行える。 
 
各操作をマウスクリックで行えるのと、 
各項目ごとの件数がプレビュー表示される。 
 
工程の途中段階のデータを、Tableau 
Desktopで確認することもできる。 

ピボット(データの転置)： 
横もち(Wide型)のデータを、縦もち(Long
型)に変換をする。このデータ加工をしない
とBIツールを活用できない、といっても 
過言ではないくらい、重要な工程。 
 
ピボットの画面でも、各項目の件数が 
プレビュー表示されるのがとても便利。 
(Excelデータ加工やBIツール上では、 
 分からなかった。） 



Tableau Prep の機能③ Hyperの威力 
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Output(データの出力)： 
データの出力形式は3種類 
 
①.hyper (Tableau 新データエンジン) 
②.tde (Tableau データ抽出) 
③csvファイル 
 
Hyper とは(Tableau社Webより) 
Hyper は、大規模で複雑なデータセットで
のデータ取得および分析的クエリ処理を高
速に行うために開発された Tableau の新し
いインメモリデータエンジンテクノロジー
です。Tableau 10.5 に搭載されている 
Hyper は、大量のデータの多角的な分析を
数秒で実行でき、クエリの処理速度は最大 
5 倍、抽出作成の速度は最大 3 倍高速にな
ります。 抽出やクエリのパフォーマンスが
向上し、これまでよりもさらに大規模な
データセットに対応したことで、ビジネス
のニーズに応じてデータを抽出できるよう
になります。  

※このHyper実装のために、Tableau Desktopは 
 64ビット版のみの提供となった・・・ 



【メモ欄】 
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教学支援システムLoyolaの 

AWS(Amazon Web Services) 

  移行について 
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AWS移行の背景： 
2012年度に導入したLoyolaサーバーは、 
スマートフォン普及によるアクセス数過多やサーバー老朽化により、 
履修・抽選登録時に、非常にログインしづらいトラブルが続いていた。 
⇒その状況を打開するため2017年12月末に、 
 AWS(Amazon Web Services)というクラウド環境に移行 
 

AWS移行の効果： 
・履修・抽選登録期間中の、DBサーバーの利用率は、10～15%で推移。 
※2017年度までは、CPU利用率が100%に達する時間が長かった。 
 
・抽選発表前にログインリミットを2000(250×8台)→2400に上げて、 
抽選発表の13時をむかえたところCPU利用率は90パーセントに達した。 
様子をみながら徐々にリミットを上げていき、13時40分にリミットを
4400まで上げ、その後ログイン数は安定。 
 
・DBサーバーの高速化ならびに抽選処理を見直したところ、 
2017年度までの1次抽選処理(12万件）は約4時間ないしは約６時間を 
要したが、2018年度の抽選処理(約11万7千件)は 約30分で終了し、 
大幅な時間短縮を実現できた。 
 
 

※グラフについては、投影のみ 



【メモ欄】 
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Appendix: 
Tableau 習熟度チャート 
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Level1 
導入初期 
2週間以内 

Level2 
初心者 
導入初期 
3週間～1ヶ月以内 

Level3 
中級者 
導入初期 
2ヶ月～3ヶ月以内 

Level4 
上級者 
4ヶ月～ 

分析テーマ ツールの習熟 
実戦開始 
現状把握 

要因把握 
モニタリング環境構築 

パッケージ作成 
高速PDCAの実践 
KPI予測 

ぶつかる壁 
今まで作成していたExcel、
PPTグラフを再現できな
い 

・無駄なアウトプットを 
 作成 
・Tableau内の結合が 
 うまくいかない 

・データが重い 
・扱うテーブルを増やし 
 すぎてしまう 

・動的なダッシュボード 
 を作成したい 
・データ量増加、 
 同時接続 

主な解決策 
Input→集計→グラフ、
保存の最小限の機能を 
覚える 

・アウトプットは目的に 
 沿った最小限のものに 
 絞る 
・レコード数チェック 

・分析に必用なテーブル 
 を設計し、事前に集計 
 する 
・フラットテーブルを 
 作る 

・アクションの使用 
・高度な機能の使用 
・ETLツール使用 
・DB連携 

使い始める機能 

データインポート 
ディメンションと 
メジャーの違い 
クロス集計、度数分布表、
棒グラフ、散布図、 
円グラフ 
ファイルの保存 

フィルター 
計算フィールド 
2軸のグラフ 
クロス集計のコピー 

データ抽出 
ダッシュボード 
パラメーター 
PDF化による共有 

アクション 
ストーリー 
DB連携 
R連携 
カスタムSQL 
Tableauサーバー 

Tableau10の便利な 新機能： 
クロスデータベース結合、ワイルドカードユニオン、クラスタリング分析、ハイライター 



 

ご清聴、 

ありがとうございました。 
 

学校法人上智学院  

IR推進室 相生 芳晴 

E-mail : Yoshiharu_Aioi@sophia.ac.jp 

https://public.tableau.com/profile/yoshiharu.aioi#!/ 

 




