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北陸⼤学の概要
• ⽯川県⾦沢市、私⽴⼤学
• 学⽣数 約2,500名
• 1975年 薬学部のみの単科⼤学として創⽴
• 2017年 3学部を改組・新設
• 2020年 ⼼理社会学科 開設
• 2023年 理学療法学科 開設予定
薬学部 薬学科 562
医療保健学部 医療技術学科 257
経済経営学部 マネジメント学科 1,200
国際コミュニケーション学部
国際コミュニケーション学科 370

⼼理社会学科 46
計 2,436
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経済経営学部



初のIRシンポジウム
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共催︓⾦沢市近郊 私⽴⼤学等の特⾊化推進プラットフォーム
後援︓公益社団法⼈⼤学コンソーシアム⽯川

参加登録者数︓328名（本学関係者を除く）

38都道府県
183⼤学・短⼤
（私⽴144, 国⽴32, 公⽴7）
17企業
4⾼専
2機構
1コンソーシアム



企画の趣旨
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Data Engineering Study #10 王道BIツール特集
https://forkwell.connpass.com/event/221085/?utm_campaign=&utm_source=notificatio
ns&utm_medium=email&utm_content=title_link

Data Engineering Study #1「DWH・BIツールのこれまでとこれから」
https://forkwell.connpass.com/event/179786/?utm_campaign=event_message_
to_selected_participant&utm_source=notifications&utm_medium=email&utm_
content=title_link

https://forkwell.connpass.com/event/221085/?utm_campaign=&utm_source=notifications&utm_medium=email&utm_content=title_link
https://forkwell.connpass.com/event/179786/?utm_campaign=event_message_to_selected_participant&utm_source=notifications&utm_medium=email&utm_content=title_link


企業におけるBI
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データ分析者を社内で増やすには︖メルカリから学ぶ「ゆるふわBI」の取り組み | 【レポート】
アナリティクスサミット2019/07/05 | Web担当者Forum
https://webtan.impress.co.jp/e/2019/07/05/33016

https://webtan.impress.co.jp/e/2019/07/05/33016


北陸⼤学のIR体制
• 組織体制

• IR室（2015年〜）
• IR室課⻑（教務課⻑が兼務）、

専従職員1名
• FTE（Full-Time Equivalent）換

算で1.2名くらい
• 教学⽀援センターの下

• IR推進委員会（2017年〜）
• 教員5名、IR室職員2名、教務職

員1名
• FD・SD委員会の下部委員会、根

拠規定なし
• IR担当学⻑補佐（2019年〜）

• 学部所属教員が兼務
• IR運営委員会（2021年〜）

• 設置規程の整備
• 教員8名、職員5名
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• 2019年度までの課題

• 補助⾦（私⽴⼤学等改⾰総合⽀
援事業対応, 教育の質に係る客
観的指標、⾼等教育無償化）対
応が中⼼

• ⼈的・制度的・システム的環境
が整っていないため、IR本来の
意思決定を⽀援するという機能
が発揮できない

• 設問ごとの単純集計が中⼼で、
それを集めて報告書を作成する
ことが⽬的

• 定型単純集計が中⼼で、アド
ホック分析作業は限定的



IRerの要件
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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（1993）より佐藤（2015）が作成

テレンジーニの3つの知性



データサイエンス職の要件

データエンジニア
データを分析に使えるように、
データベースやデータレイク、
データウエアハウスなどにス

トックする責任者

必要なスキル︓コンピューターサイエンス全般、データ
ベース設計、APIの構築

ツール︓Linux、SQL、NoSQL、Python、Hadoop、Hive、Spark

、AWS、Kafkaなど

データアナリスト KPIを定義し、モニタリングし、
上層部に定期的にレポート

必要なスキル︓基本的な統計学、問題解決⼒、プレゼン⼒、
ビジネスのドメイン・ナレッジ

ツール︓Excel、SQL、R、Python、Tableau、パワーポイント
など

データサイエン
ティスト

アドホックな（その場限りで発
⽣する）プロジェクトベースで
動き、どのような分析をすべき
かはプロジェクトの内容によっ

て全く異なる

必要なスキル︓数学と統計学に強いこと、機械学習の各モデ
ルの数学的な仕組みを理解していること、既存のアルゴリズ
ムを必要に応じてカスタマイズできるコーディング⼒、問題

解決⼒、プレゼン⼒
ツール︓Python、R、SQL、Hadoop、Sparkなど
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データサイエンス系の職種の違いを理解しよう︓⽇経ビジネス電⼦版
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00353/092800005/

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00353/092800005/


少ない⼈数で質の⾼いIRを実践するには︖
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分権型教学IRのプラットフォームが必要だ︕

みんなが使える（綺麗な）データと（使いやすい）ツールが必要だ

みんなでやるしかない
メルカリの影響



分権型IR（Decentralized IR）
• Swing（2016）, AIR（2016）

• IRの破壊的イノベーション
• データの利⽤可能性と分析ツールへのアクセスにより、各部⾨が独⾃の「データショップ」を持
てるようになった

• 中央集権型IRから、IRオフィスと他部署が連携して組織全体のIR機能を構築するハイブ
リッドアプローチへ
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中央集権型IR 分権型IRネットワーク プロジェクト型
IRネットワーク

Swing（2016）



北陸⼤学 分権型教学IRの体制
• システム

• TCO（総保有コスト）を考慮し、クラウド型でETLツール＋DWH＋BIツールの
機能を兼ね備えるTableau Onlineを選定

• IR室︓Tableau Onlineの管理、更新、新規Vizの追加（Creatorライセンス 2）
• 組織

• FD・SD委員会の下部委員会だったIR推進委員会を、教学運営協議会直下の独
⽴委員会に格上げ（教員8名, 職員5名）

• IR運営委員︓各学部、各部署内の分析を担当（Exploreライセンス 10）
• 教学運営協議会委員︓Tableau Onlineの閲覧、各部署内で配布（Viewerライセ

ンス 30）
• 規程他

• IR運営委員会規程
• ⼊学時の個⼈情報の取り扱いについての同意書に研究利⽤を明記

11



分権型教学IRシステムフロー
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データレイク

データウェア
ハウス

データマート

可視化

各課データ Googleドライブ Tableau Prep Tableau Desktop

Tableau Online Tableau Online

Googleサイト

GAKUEN

1. 学期終了後、各課
の担当者がGoogleド
ライブの所定Excel
ファイルを更新

2. IR室がデータを確認

ETL⼯程

3. Prepファイルを実
⾏しTableauデータ
ソースをTableau 
Onlineに発⾏

4. 同時にデータマー
ト⽤CSVファイルを
⽣成

5. Tableau Online上のViz
は⾃動更新

6. ユーザーはIR室の
Googleサイト上の
データリクエスト
フォームから必要
データを申請（予定）

7. IR運営委員は
Tableau Online上の
個⼈⽤スペースで
分析

8. IR室はTableau
DesktopでVizの作成、
アドホック分析

hyp
er

データソース

CSV



Google ドライブの活⽤
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各課Excelファ
イル

（.xlsx, .csv）

フローファイル
（.tfl）

ワークブック
ファイル
（.twb）

Googleドライブ
共有ドライブ

IRデータフォルダ

⼊試課

教務課

国際
センター

IR室
IR室とVELCはどち
らもパソコン版
Googleドライブア
プリをインストー
ルし、どちらの環
境でもGドライブ
を利⽤することで、
フォルダ構造の不
整合を防いでいる



Tableau Prep
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• SQLを書けなくても、ドラッグ&ドロップで複数のデータソース
から分析⽤のクリーンなデータを⽣成できるアプリ
• 正直、これが使えるだけでCreatorライセンス1つを購⼊する価値あり



北陸⼤学分権型教学IR分析システム
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•いつでもグラフをWeb上で⾒られるようにする
• 教学運営協議会、IR運営委員会メンバーが閲覧可能

開発中画⾯



情報公開
• Google サイトで「IR情報」

ページを作成
• https://ir-info.hokuriku-
u.ac.jp/

• Tableau Onlineのアクセス権限
のない専任教職員向けには、各
種調査について、学部別のグラ
フを作成しPDFにまとめた報告
書を学内公開

• 学外に向けては、Tableau
Publicギャラリーを利⽤して学
外に向けては、IR室主管調査の
主要な結果を⼀般公開 16

https://ir-info.hokuriku-u.ac.jp/


Google Analytics
• Googleサイトには簡単に
Google Analyticsを設定可能

• どのような情報を掲載すると
ユーザーが反応するかをモニ
タリング（予定）

• 今後の課題
• IRニュースレターを発⾏し「今

⽇のViz」などを紹介すること
で、学内ニーズを把握する
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Admin Insight
• Tableau Onlineには管理者向けに、ユーザーアクティビティをモニ
ターする画⾯がある
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分権型IRは⼤学版”データ分析の⺠主化”
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• 教学マネジメントの実現へ
• 教学マネジメントを担うのは誰かではなく、⼀⼈⼀⼈
• IRとFDが⾞の両輪

• データリテラシーの涵養
• Excel講習会、Tableau講習会（延べ100名が受講）
• 教員には教育ライセンス取得を推奨してTableau Desktopをインストールして

もらう

• 思い込みから Data Basedへ
• 個⼈の経験や記憶に頼るのではなく、常にデータを確認しながら議論する習慣

をつける

• IR室からの情報発信
• Viz of Todayのような、皆が知りたいと思っている情報の所在を学内に流布さ

せる



IRの⼊⾨本が出版されます︕
•⽇本インスティテューショナル・
リサーチ協会監修の⼊⾨本
『はじめよう⼤学IRー組織の⽴ち
上げ・ルール作りからデータの収
集まで』
• 各⼤学のIR担当者の分担執筆
• オンデマンド・パブリッシングで出

版予定

• 第3章では東京都⽴⼤学の松⽥岳⼠
先⽣が「IRデータ取り扱いのルー
ル」を詳述
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は じ め よ う

大学 I R
組織の立ち上げ・ルール作りからデータの収集まで
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MJIR 2021
•第10回⼤学情報・機関調査研究集会

• 2021年11⽉12⽇（⾦）〜11⽉14⽇（⽇）

• ⼤学IRerによる研究、実践の発表会
• 主催︓⽇本インスティテューショナル・リサーチ協会

• 発表24，ポスターセッション4, 基調講演
• ステップアップセミナー2

• 【データ準備・管理編】IR担当のためのExcel⼊⾨（11/13(⼟) 14:40〜16:40）
• 【データ可視化編】IR担当のためのExcel⼊⾨（11/14(⽇) 14:40〜16:40）
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第10回MJIR研究集会（2021）開催案内・申込 –⼤学情報・機関調査研究会MJIR
https://mjir.info/10thmjir2021/

https://mjir.info/10thmjir2021/


第9回 ⼤学Tableauユーザー会
2021年11⽉25⽇（⽊）13:00~16:00

⾦沢星稜⼤学におけるIR業務への取組みとTableauの活⽤
学校法⼈稲置学園 経営企画部経営企画課 ⼩倉 朋也様

Tableauを⽤いた教学IRにおける”共有と分析”（簡易版教育効果分析）
⼤阪⼤学 ⾼等教育・⼊試研究開発センター 准教授 和嶋 雄⼀郎様

THEインパクトランキング(SDGs)を可視化・国際⽐較してみる
上智学院 IR推進室 相⽣ 芳晴様

データサイエンス教育における初年次教育必修科⽬としてのTableau導⼊のご紹介
⼤正⼤学 総合学修⽀援機構DAC データサイエンス教育チーム 教授 前⽥⻑⼦ 様
株式会社Excellence 代表取締役 / ⼤正⼤学 地域構想研究所 特命准教授 ⼭崎由愛 様

「初⼼者向けハンズオンセミナー アンケートデータの可視化」（レベル︓Tableau初級者）
講師︓上智学院 IR推進室 相⽣ 芳晴様
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第9回 Tableau⼤学ユーザー会 11⽉25⽇（⽊）｜IT勉強会ならTECH PLAY［テックプレイ］
https://techplay.jp/event/836308

https://techplay.jp/event/836308
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ご質問はお気軽に ir@hokuriku-u.ac.jpまでお寄せください。ご静聴ありがとうございました。

mailto:ir@hokuriku-u.ac.jp

