
明治大学

明治大学は、1881 年の創立以来、140 年近い歴史の中で、時代の変化を先取りした教育
を行ってきました。1998 年に、リバティタワーに象徴される都市型キャンパスを整備し、
2004 年の情報コミュニケーション学部の新設から、国際日本学部、総合数理学部と相
次いで新学部を開設。2014 年にはスーパーグローバル大学創成支援事業の採択を受け
て国際化も進めるなど変革を続けています。こうした変革の背景には、さまざまな創意と
努力がありました。そのうちの 1 つが、統合型データベースを整え、“対話” を重視しな
がら意思決定を支援する IR (Institutional Research) です。

学部単位や事務部署で個別最適化されていた
情報資産を標準化。全学での「蓄積・共有」を
可能にして、IR への一歩を踏み出す
明治大学が、IR に着手したのは、教育情報の公表 (2010 年度 ) や認証評価の申請 (2012 年度 ) にお
いて、全学的データの取りまとめに、多くの労力を費やした経験がきっかけでした。
2012 年、学長室では、全学の情報資産の流通プロセスを「収集」「蓄積・共有」「活用」の各フェーズ
に分けてボトルネックを探索しました。その結果、データ収集段階や活用段階よりも、データベースの
数の多さや、データ定義の複雑さといった、「蓄積・共有段階」に課題が多いことが明らかになったのです。

そして 同年7月。対処すべき課題を把握した明治大学では、副学長を座長とした「学長室 IR プロジェ
クト」を立ち上げます。当時、プロジェクトの中心で、その後 IR 運営委員会 副委員長を務めた経営
学部の歌代 豊 教授は、次のように振り返ります。

「IR の実施は、大学にとって重要な課題です。学内のデータをどのようにまとめ、活用するべきか、
2010 年度から学長室で議論を重ねてきました。教育情報の公表や認証評価に関する作業を効率化
する目的もありますが、もっとも重要なテーマは、“教育改善” です。この複雑な課題に取り組むため
には、単なる推測や憶測ではなく、より確かな判断材料となる、正確なデータが必要です。データ
に基づいて仮説を立て、さらにその仮説を経年データによって検証していく。そうした地道な作業が
欠かせません。

お客様プロファイル
明治大学 (https://www.meiji.ac.jp/)は、
日本近代幕開けの時代である1881 年（明
治14年）に明治法律学校として創立。「権
利自由、独立自治」を建学の精神として、
時代の要請に応える人材の育成に努め、
50 万人を超える卒業生を社会に送り出して
きました。現在は、建学の精神をもとに「世
界へ－『個』を強め、世界をつなぎ、未来
へ－」を大学の使命とし、10学部12研究科、
４専門職研究科、学生数約3万名を擁する
総合大学として、教育・研究・社会貢献の
各分野に取り組みを進めています。
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統合型データベースを構築し、教育改善に向けた 
“議論の素材” を提供！ “対話重視” の IR を実践
し、円滑な意思決定をサポート
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それまで学内にあるデータは、学部や事務部署などで個別最適化されて
利用されてきました。しかし、IR を実施するには、全学でデータを共有し、
縦横に分析・検証することが求められます。そのために、統合型データベー
スを新たに構築する、IR の実現に向けたプロジェクトがスタートし、まず
データ定義の整理から始めました。」

“学内で内製化し、分析リクエストに自
在に応えること” を目標に “小さく始めて
大きく育てる” データベース構築を計画
統合型データベースを構築するといっても、Excel で思い思いに作成された
データや、業務別システムなど、大学内に存在する情報資産のすべてを、
新たなデータベースに合わせて構造化することは容易ではありません。
予算を抑える方法として市販パッケージの導入も検討されましたが、定型
的なレポートを出力する程度のソリューションでは、学内のニーズを満たす
ことは到底叶いません。
そこで明治大学が選んだ道は、「データベースを小さく作り始めて、学内の
ニーズ (分析リクエスト) に応えながら、大きく育てる方法」でした。

IR プロジェクトの設立時から一貫して携わっている教学企画部 評価情報
事務室 山本 幸一 氏は、次のように説明します。
「IR オフィスの力量は、意思決定者のリクエストに応じて、データ (自然に
得られた事実 ) を、政策判断に資する情報 (判断を形成するために提供さ
れる事実 ) に、適切に変換できるかどうかで決まります。意思決定者の問
題意識は多様ですから、多角的に分析できるデータベースが必要でした。
しかし、本学の情報資産はバリエーションに富み、データ定義も一様では
なく、一気にデータベースを構築することは難しいと判断しました。そこで、
トライ アンド エラーを繰り返しながら、数年かけてデータベースを育てて
いく方針を立てました。テクノロジーの導入を優先させるのではなく、学
長をはじめとした大学役職者や、学部長などの学部役職者をはじめ、学内
各部門のさまざまな立場の方たちとコミュニケーションを重ね、ある時は
コラボレーションしながら改良を重ねることで本学に必要なデータベース
を作る方法を選んだのです。」

そしてもう 1 つ、重要なポイントがあります。それは、最終的に完成する 

IR データベースを、明治大学が内製化するという目標を立てたことです。
歌代 教授は、次のように説明します。

「課題となるのは、年度やセメスターごとに報告する定型レポートではなく、
学部などのリクエストに基づいて分析する非定型レポートです。学部ごとに、
データで確認したいポイントは異なるでしょう。そこで、柔軟に分析できる
統合型データベースが必要なのです。従来とは異なる観点からデータを分
析できれば、今まで思いつかなかった分析ニーズも生じるはずです。“教
育改善” を推し進めることは、簡単ではありません。1 つの推測が、デー
タによって確認されれば、さらに仮説や推測が生まれるでしょう。IR の
運用に終わりはありません。しかし、システムを外部に依存してしまえば、
ちょっとした改良にも足踏みしてしまう可能性があります。そこで、自分た
ちでカスタマイズできるように整え、細かなニーズにも即座に対応できるよ
う内製化を目指したのです。」

1. スモール スタートで、数年をかけて登録するデータ量を増やす。
2. 学内各部門との綿密なコミュニケーション (ニーズやフィードバック) から
非定型レポートを充実する。

3. IRデータベースを内製化し、学内にデータマネジメントとデータ分析に
関するスキルとノウハウを蓄積する。

この ３ つの条件を満たすには、データベースに詳しいパートナーと、扱い
やすいテクノロジーが必要です。

そして、明治大学がたどり着いた回答が、FutureRays 株式会社をパートナー
として、Microsoft SQL Server を活用して IR　システムを構築するプラン
でした。

きめ細かなユーザートレーニングか
らシステム構築まで一貫して強力に
サポートするパートナーと共にIR プロ
ジェクトを推進
FutureRays は、お客様の価値向上を目的としたコンサルティングと IT 構
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築サービスを行う企業です。BI (Business Intelligence) ソリューションの
実績も多く、明治大学のニーズにも、ユーザー トレーニングを含めて、き
め細かく対応していきました。

FutureRays 取締役 システムインテグレーション事業部 事業部長 三保 基
陽 氏は、「最初に BI の仕組みを理解していただくことが重要だった」と説
明します。

「歌代 教授たちが望まれた “内製化” を実現するためには、データのス
テージング エリアやデータ ウェアハウスの仕組みなど、通常であればエ
ンジニアだけが理解していれば十分な領域まで、細かく説明させていただ
きました。その上で要望を伺い、プロトタイプの構築から、二人三脚で進
めてきました。」

そうして 2013 年秋から、プロトタイプの構築に着手するのですが、オン
プレミスの SQL Server を選んだことには、2 つの理由があると、歌代 教
授は振り返ります。
「当時、社会的にはクラウド サービスの普及は進んでいましたが、本学
の IT 運用においてクラウド サービスを利用するためのポリシーはまだ検
討中でした。そのため、オンプレミスでの構築を前提に、複数のツール
を比較検討しましたが、一番コストメリットが大きい環境が、SQL Server 

だったのです。SQL　Server　ならば、Excel　と連携して PowerView、
PowerPivot、PowerMap といったツールまで活用できます。学内で求め
られる非定型なレポートを、もっとも簡単に実現できるツールでした。」

2017 年度には、志願者・学生のデータ
を標準化。22 種類のデータマートを駆
使して、学生たちの成長を分析可能に
こうして明治大学の IR プロジェクトは、順調にスタートしました。
2013 年度に教員情報データから始まった全学統合型データベースの構
築は、各学部等から寄せられたリクエストや、“IR ヒアリング” で聞き取っ
た各学部等の意見を反映しながら拡張計画を立て、2014 年度以降、入
学志願者情報、併願情報、学生情報、履修成績情報、進路情報など、
順次実現してきました。2017 年度には、より速やかなデータ分析がで
きるように DWH(Data Warehouse) から 22 種類のデータマートを作成
し、全学生の入学から卒業までの膨大なデータも、速やかに分析できる
環境となりました。
2016 年度から IR 運営委員会の副委員長を引き継いだ、情報コミュニケー

ション学部 塚原 康博 教授は、「データの標準化は、ほぼ完了しており、
学内のデータ活用も着 と々進んでいる」と話します。

「今までは推測するにとどまっていたさまざまな事柄が、データ分析に
よって明らかになりました。高校時の成績、大学での成績、GPA (Grade 

Point Average)、TOEIC 得点などを軸に、入試成績との関連、履修科
目との関連、海外留学経験の影響など、さまざまな事柄がデータから把
握できます。さらに、学部からの個別の要望も寄せられています。非定
型レポートの作成には依頼者とのコミュニケーションが欠かせませんが、
分析軸の細かな修正にも速やかに対応できます。」
 

明治大学において、統合型データベースを活用したデータ分析がスムー
ズに学内に浸透した背景には、「IR データ カタログ」と呼ばれる、独自
のファクトブックの存在が影響しています。

「学内にどのようなデータがあり、どのような軸で分析を行うことが可能な
のか…。IR オフィスでは、そうしたデータ分析の見本 (サンプル) を毎年度『IR 

データ カタログ』としてまとめ、学内役職者を中心に配布しています。この
カタログを参考にしていただくことで、『この分析ができるなら、これも分
析できないか？』というようにコミュニケーションが取り易くなりました。学
内のデータ活用が円滑に進んでいると実感しています。」　(塚原 教授 )

当初から、「意思決定者の問題意識に応じて、柔軟に分析できるデータベー
スが必要」として、非定型レポートの充実を目指していた山本氏。運用開
始後は想定通り、多様な分析リクエストが寄せられていると続けます。

「『IR データ カタログ』では、T・レビットが提唱した顧客志向を参考に『顧
客はデータが必要なのではなく、課題の整理や解決をしたいのだ』とい
う精神から、『欲しいデータではなく、実現したいことを聞かせてください』
と訴えました。すると、各学部等からは、入試制度の検証、英語プログ
ラムの水準設定、進路指導の基準づくりなど、多彩なテーマが寄せられ
ました。これらテーマを IR オフィスが、データから情報へ、解きほぐす
のです。
一度に対応することは簡単なことではありませんが、SQL Server では、
必要なデータをExcel や BIツール (Power BI等 ) 、各種統計ソフトにス
ムーズにデータ連携できます。
また、トライ アンド エラーを繰り返すなかで、データ定義を学内共通言
語として浸透できたことも、スムーズに進んだ要因の一つです。データを
素材とした議論が、学内で生まれてきたと思います。」

“ 課題となるのは、年度やセメスターご
とに報告する定型レポートではなく、学
部などのリクエストに基づいて分析する
非定型レポートです。そこで柔軟に分
析できる統合型データベースが必要な
のです。”

̶歌代 豊 ： 経営学部 教授
 明治大学

“ 難しい分析が求められているというより
は、手軽に分析ツールを使いこなして
いく中で、コロンブスの卵のように “ほ
んのちょっとしたことなのに、今まで
は気づかなかった視点” が発見されて、
学内に共有されていくのが、理想的な
のだと感じています。”

̶塚原 康博 ： 情報コミュニケーション学部 教授
 明治大学
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手軽なデータ分析の中から、“コロン
ブスの卵” のように新しい視点を発見
していくことが重要
学内に眠っていた情報資産の多くが統合型データベースに集約され、2015 

年には、IR オフィス（IR 運営委員会および評価情報事務室）も設置されま
した。全学的、また学部ごとの分析ニーズに対応できるようになったことで、
明治大学の IR および教育改善は、今後さらに大きな成果へとつながって
いくことでしょう。

また、e ラーニングの進展や、授業支援システムの多機能化などによって、
ラーニング アナリティクスの観点からも、学生の学習行動、学習履歴など
の情報資産は多様なものになっていると、山本氏は言います。
「個人情報やセキュリティについてはポリシーや規定によって厳格に運用さ
れていますが、増大する情報資産をいかに整理・収集しながら、活用して
いくのか、データを大学全体の資産として、円滑かつ安全に活用できるポ
リシーの策定と、その運用が求められています。」

もちろん、SQL Server で構築した環境であれば、情報格付け基準などに
応じて、利用者ごとにデータ活用範囲を設定するなどの工夫は容易に実現
可能です。
今後、データの拡充を含め、明治大学の統合型データベースは、より良い
システムへと引き続き進化していくことでしょう。

最後に、塚原 教授は「データは、あくまでも判断の目安となるもの」と強
調しつつ、次のように締めくくります。
「統合型データベースを通じて提供する分析データは、教育改善に資する
仮説を、より公正に検証するために用いる “参考資料” に過ぎません。難
しい分析が求められているというよりは、手軽に分析ツールを使いこなして
いく中で、コロンブスの卵のように “ほんのちょっとしたことなのに、今ま
では気づかなかった視点” が発見されて、学内に共有されていくのが、理
想的なのだと感じています。そのためには、もっと活発にデータ分析が行
われていくことが望ましいでしょう。私たち IR オフィスとしても、今後さら
にデータ分析活動に力を入れていきたいと思います。」

お客様事例についてのお問い合わせ
本お客様事例は、インターネット上でも参照できます。https://customers.microsoft.com/ja-jp/
本お客様事例に記載された情報は制作当時 (2018 年 5 月 ) のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
本お客様事例は情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。
製品に関するお問い合わせは次のインフォメーションをご利用ください。
■インターネット ホームページ  https://www.microsoft.com/ja-jp/
■マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター   0120-41-6755
(9:00 ～ 17:30 土日祝日、弊社指定休業日を除く )
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
＊記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。
＊製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
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基幹システム

CSV ファイル

入試システム
履修成績システム
学生システム
人事システム
留学生システム
就職システム
など

学長室、教務部門、
国際部門、研究部門など

データウェアハウス

非定型分析の
データマート

定型分析の
データマート

❶ 非定型分析≲PowerPivot≳

❷ Dash Board≲定型レポート≳

❸ IRデータ カタログ
    （ファクトブック）
    ≲データ分析事例，データ定義集≳

明治大学における統合型データベースを活用した IR 業務フロー

④ 統計解析
≲SPSSなど≳外部データベース（書誌・引用分析データベース他）

大学運営

レポート化

[全学機構・
事務組織]

・ 教育研究計画支援データ
・ 学生情報分析レポート
・ 教育効果分析レポート
・ 世界大学ランキング
・ ベンチマーク分析　など

学部運営
教育改善

[各学部・
研究科]

学部長・学科長
・ 入試分析レポート
・ TOEIC分析レポート
・ 成績分析レポート
・ 進路分析　など

分析リクエスト

分析レポート提供

定型レポート

調査報告




