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１．問題提起
◎大学評価コンソーシアムにおけるガイドライン（案）のとりまとめ

• 大学評価またはIR業務を通じて、現状把握・現状分析を行う場合、適

切なデータが要される。

• しかしながら、評価担当者だけでなく、数量データを取り扱う大学関係

者の多くが、データを集めようと思っても集まらない、集まっても使えな

い、精度があまり高くない、などの課題に直面している。

URL： http://iir.ibaraki.ac.jp/jcache/documents/guideline/h25-0212_Hyouka_guideline_data_management.pdf

◎日本のIRの課題（柳浦，2014）
• データ分析を行う環境が整っていないままIRを立ち上げているため、

分析のベースとなる基礎データが得られず、報告業務すらままならな

い。

• 学内にデータベースが乱立し、それぞれが連結されておらず、部署間

でのデータシェアも行われていない。
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１．問題提起
◎全国レベルの調査

平成24-25年度文部科学省
先導的大学改革推進委託事
業「大学におけるIR（インス
ティテューショナル・リサー
チ）の現状と在り方に関する
調査研究」では、IR担当者の
学内データへのアクセスが課
題として挙げられている。
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データへのIR担当者のアクセス権限は低い（6.2～14.3％）。

URL： http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/1347631.htm

→ IR担当者が期待される各種分析業務を推進するために必
要な学内の各種情報を入手、または関係データベースにア
クセスできるようにするためのルール作りが必要。



２．日本の大学の状況
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• 平成１５年に発布され、その後改正された「個人の保護に関する
法律」において、「特定の個人を識別することができるもの」が個人
情報であるとされている。

• 第三条（個人情報の保有の制限）では、独立行政法人等は個人情
報を保有するに当たり、利用目的をできる限り特定すること、第九
条（利用及び提供の制限）においては、法令に基づく場合を除き、
利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、また
は提供してはならない、といったことが定められている。

• 第九条第四項では、専ら統計の作成または学術研究の目的のために
保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らか
に本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについ
て特別の理由があるときは、利用または提供は認められている。

• 原則として、事前に利用目的を明示せずに収集した個人情報の利
用または提供は、学内的にも難しい現状がある。



２．日本の大学の状況
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• 国立大学に限ってみると、大学評価または統合型のデータ
ベースシステムの構築と併せて、データの取り扱いや管理運
用に係る規程等を定めている大学がある。
• 山口大学 →大学教育情報システムデータ取扱規則

→自己点検評価システムデータ規則

• 長崎大学 →大学評価基礎データベースシステム管理規程

• 広島大学 →管理運営システムにおけるデータ取扱規則

• IRについては、室等の規則において、担当する業務や管理
運営体制については言及されているが、各種情報の取り扱
いについては、特に定めはない。（例：佐賀大学、島根大学、
徳島大学他・・・）



３．米国の状況

• 米国における学生データの取り扱いについては、連邦政府
から以下の規制がある。
• FERPA（Family Educational Rights and Privacy Act）

• 1974年に制定された「家族教育権とプライバシー法」のガイドラインに厳密に準拠する
ことが教育機関に要求されている。親が自分の子の教育記録を入手できることを保証
し、また、親の同意なしに他人がこれらの記録を入手できないように制限することによ
り、親と子のプライバシーの権利が保護されることを保証している。

URL： http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.htm

• HIPPA（Health Insurance Portability and Accountability Act）
• 1996年に制定された「医療保険の携行性と責任に関する法律」のプライバシールール
において、健康情報の保護の国家基準が設定されており、学生の健康に関するデー
タの取り扱いもこれに準拠する必要がある。

URL: http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/index.html
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３．米国の状況
• FERPA及びHIPPAに沿って、各大学は内規を取り決めている。
その原型は、州立大学であれば州立大学機構で、私学は私
学連合が音頭を取って、統一のフォーマットを定め、多くの大
学のモデルとして活用されている。

• 学内データのアクセス権限については、ケースバイケースで
あり、例えば戦略計画の文脈の中でデータアクセス権が学
長、副学長、学部長、学科長で異なるなどする。学内規程と
いうよりは、戦略計画の活動の中で、執行部が約束事として
取り決めることになっているのが一般的のようである。

• 上記以外に、IR部署の立ち居地を定めた倫理規定（AIRの
Code of Ethics and Professional Practice）や、米国の大学なら
どこでも設置している学内研究倫理委員会（ Institutional 
Review Board ）の規則を遵守することが求められる。
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４．山形大学の事例
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• 学内に散在する各種データをIR業務で有効活用するため、
部局や部署の壁を越えて「大学のもの」として使うため、以下
の規程を策定。末尾に【参考資料】として原文を添付。

• 国立大学法人山形大学IR情報データベースに係る情報保護管
理規程（H18.4月制定、H27.3月までに計6回改正）
• IRシステムに集約するデータを保有または管理している部署を明確
化し、収集するデータの範囲や収集方法等を明記。

URL: http://www.yamagata-u.ac.jp/reiki/new/act/frame/frame110000126.htm

• 国立大学法人山形大学IRシステムマネジメント規程（H26.9月制
定、H27.3月改正）
• IRシステムの運用に係る学長、理事、部局長等の責任を明確化し、
情報提供及び活用に向けて協力することを明記。

URL: http://www.yamagata-u.ac.jp/reiki/new/act/frame/frame110001750.htm

http://www.yamagata-u.ac.jp/reiki/new/act/frame/frame110000126.htm
http://www.yamagata-u.ac.jp/reiki/new/act/frame/frame110001750.htm


４．山形大学の事例
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• IR関係規程の収録項目

IR情報データベースに係る情報保護管理規程

１．趣旨

２．定義

３．全学管理責任者

４．全学管理運用者

５．部局運用責任者

６．部局運用担当者

７．IR情報ファイルの保有制限

８．アクセス制限

９．アクセス権の付与

10.大学情報ファイルの提供

11.保有個人情報

12.監査

13.その他

IRシステムマネジメント規程

１．趣旨

２．定義

３．情報の特定

４．部局の協力

５．情報の収集・活用

６．マネジメント活用

７．分析資料の提供

８．その他



４．山形大学の事例
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＜黎明期＞

・入試緊急対策本部「入試緊急対策答申」（H19.3.30）
「2-4-2 学生満足度、ニーズ調査による学生の要望の適時・的確な把握（最重点対
策⑤）学務部の学生生活実態調査等の調査と有機的に連携した調査を実施」

※ 学生募集だけではないEM的な提案 → ACではなくEM室設置（H19.7.1)

・入試情報等調査分析チーム設置（H20.4.30～H23.3.31）
EM担当理事・副学長リーダー、EM室教授サブ・全学部より委員等で構成

全8回開催

委員任期2年度ごと。終期により継続開催せず

規程策定までの経緯等



４．山形大学の事例
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＜揺籃期＞IRに関する1回目の概算要求事業採択（H22～H24）

・各学部長との打合せ（各2回） 「信頼関係未構築」が最大の問題

サンドバッグ・・・教員査定システム？ 新たな部局評価の導入？

個人情報保護（情報セキュリティ）上のリスク・・・なぜEMに？

・総合的学生情報データ分析WG設置（H22.12.7～）

EM担当理事・副学長（委員長）、全学部、基盤教育院、EM、企画部等関係教職員で構成

情報セキュリティ、個人情報保護、データ収集・蓄積・分析に関する議論

これまで29回開催（原則2ヶ月に1回）

※学生データの受け渡しには、事前に担当理事と学部長等が文書を取り交わすルール

データを具体的に指定する学部あり（「包括」「学部担当教員からの指示」もある）

実際のデータは、各学部等の担当者から受け取る（システムから手動・自動吐き出しはNG）

規程策定までの経緯等



４．山形大学の事例
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＜安定期＞IRに関する2回目の概算要求事業採択（H22～H24）

・総合的学生情報データ分析システムWG設置（H22.12.7～）

実際のデータは、学生センターの学務情報システム等の担当者からメディアで受け取る

ただし、もらい直しの人的・時間コスト、情報セキュリティ上のリスクあり

⇒ 実際のデータを、システムから抽出可能（H27.5.22学務情報システムのIDPW受領）

現在も、入試データ、就職データ等、原課から直接受領のものも存在するが関係性は良好

・「ＩＲシステムマネジメント規程」「ＩＲ情報データベースに係る情報保護管
理規程」整備（H26.9.10） 要は、「学長・部局長の責任でIRを重視するマネジメントをすること」

担当理事「これで欲しいデータは全て部局から遠慮なく取ってくることが出来る」

→ ただし、ここまでの経緯での「苦い」「うれしい」両方の経験（トラウマとも言える）から、
「信頼関係が最重要」「まずは部局、加えて、全学的に必要なものを必要な分だけ」「無駄な仕
事を双方に増やさない」姿勢を最重視

揺籃期、安定期までは、スピードが落ちても、「信頼関係」（信頼度）を落とさないことが最重要
（スピードは、ICT化やアウトソーシング等で工夫する）

規程策定までの経緯等



大学情報データベース

アンケートシステム

出欠情報収集システム
Visual Analytics

入試課

キャンパススクェア

オンラインで
データの

ダウンロード

各種サービス運用

Excel、Accessでデータ加工、保管

CSV後、アップロード

タブレット

VPN接続インターネット

IRシステム構成図

各学部・学生支援データ入力

学生情報、成績情報、教員情報

学生情報、成績情報

履修情報、出席情報

合格者、保護者、満足度

志願者情報、合否情報

就職課

就職情報

エクセルファイルの
アップロード

エクセルファイルの
アップロード

ビュワーアプリ、
ブラウザにて閲覧

分散しているデータ データの収集・加工・分析 見える化・言える化

レポート雛形作成

ノートPC

学部等とレポート・分析に関する打ち合わせ

Excel、
Access、

CSV等提供

ファクトブック（IR-Plus）

学部要望レポート

公開ＩＲ情報

４．山形大学の事例



５．まとめ
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各大学のこれまでの取組を通じて、 「苦い」「うれしい」等の双方の
経験を踏まえた上で、

• データのエンドユーザーである部局等との
「信頼関係」を構築すること（これが最も重要）
※ 山形大学では、揺籃期、安定期までは、事業のスピードが落ちても、

「信頼関係」（信頼度）を落とさないことを強く意識。

• そのうえで、部局及び全学的に所在するデータのうち
「必要なものを必要な分だけ」を収集すること

• 「無駄な仕事を双方に増やさない」姿勢も
IRを持続的で効果的な事業にするためには大切

• 「データは大学のもの」として位置付ける規程を策定する際、
最初からすべてを網羅することは難しい。トライ&エラーで走

りながら修正することは避けられないため、ある程度、緩く、
柔軟性をもたせておくほうがよい



【参考資料】 IR情報データベースに係る情報保護管理規程
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【参考資料】 IR情報データベースに係る情報保護管理規程
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【参考資料】 IRシステムマネジメント規程
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