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はじめに（1）

 発表者は、山形大学に着任（2016.8）する前、
米国の大学で「データを扱う仕事」をしていました

• 2011-2016
ベミジ州立大学・ノースウェスト技術短期大学
IR/IEオフィス（IR/IE担当）

• 2009-2011
ミネソタ大学医学部/DMRI（データ分析担当）

• 2002-2009
ノースダコタ州立大学統計解析センター
（RA:データ分析担当）
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はじめに（2）

日本の大学で働くようになってから受けた代表的な質問
• データの収集、利用に関して学生の同意は

得ていますか?

日本の大学で働くIR担当者の代表的な悩み
• 分析に必要なデータが入手できません。

日本独特の問題?

※発表者が修了したフロリダ州立大学大学院のIR履修証明プログラムにおいても、
上記のようなトピックはありませんでした
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はじめに（3）

 米国の大学には「データは大学のもの」とみなす
文化があります

 その文化を醸成してきた要因の一つに「FERPA」と
呼ばれる米国の連邦法があるのでは、と我々は考えて
います* 

 今回の発表では、
1. FERPAについて
2. なぜ米国のIR担当者は、必要とするデータにアクセス

できるのか
を紹介します

*平成29年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）基盤研究（Ｃ）
「IR を活かす学内データ管理に関する研究:統合型データベース構築への第一歩として」
（課題番号:17K04603、研究代表者:藤原宏司、研究分担者:浅野茂、研究協力者:山本幸一）
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FERPA（1974）とは

Family Educational Rights and Privacy Act
（家族教育権とプライバシー法）

FERPAの目的
1. 学生の教育情報を保護する
2. 学生の教育情報を確認・修正できる権利を保証する

a. 保護者の権利:18歳 or 大学生になると、その権利が子供へと移る
b. 誤った教育情報は、正しい手続きを経て修正できる

 教育情報の公開、アクセス、保持等について、
教育機関が守るべきルールを規定
 USDOEから何らかの援助（奨学金等を含む）を得ている

教育機関は、FERPAを遵守する義務がある
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FERPAが保護している学生の権利
1. FERPAによって保護されている権利について説明を受ける権利

（教育機関の義務、毎年）
2. 教育機関が保持している、自分に関する教育情報を確認する権利
3. 不正確な教育情報に関して、修正を求める権利
4. 個人を特定できる情報（Personally Identifiable 

Information; PII）の公開に同意する権利
5. 教育機関が公開している自分のディレクトリ情報に対して、

その公開を取りやめさせる権利
6. 教育機関がどのように学生の教育情報を取り扱っているかを

知る権利
7. FERPAに関する苦情を教育省に訴える権利

基本的には在学している学生が対象
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FERPAが規定する3つの情報カテゴリ

教育情報

ディレクトリ情報

• 学生の同意書なし*に
学内外へ公開できる
情報

• 各教育機関が定義する

PII

• 学内外への公開に
際して、学生の同意書が
必要な情報

教育機関が保持している、特定の学生に直結する情報
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教育情報（Education Records）とは

教育機関が保持している、特定の学生に直結する情報

教育情報の例
• 名前
• 学生番号
• メールアドレス
• クラス名簿
• 成績情報
• 答案用紙

教育情報ではない情報の例
• 診療情報
• （入学しなかった）

受験者の情報
• 家計情報
• 同窓生情報
• 集計データ
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ディレクトリ情報とは

 学生の教育情報のうち、仮に公開されたとしても
学生のプライバシーに深刻な影響を与えるものでは
ないと見なされる情報

→ 教育機関は、どの情報を「ディレクトリ情報」と
するのか選択でき、学内外へ公開できる

→ FERPAはディレクトリ情報を公開するよう求めて
いない点に注意!

→ 教育機関が慎重に判断すべき問題
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ディレクトリ情報の例

注意
• 学生は自分のディレクトリ情報の公開を制限できる
→ 一般的には入学時に選択させ、その後、定期的にレビュー

の機会を与える
• ディレクトリ情報ではない情報がPII

ディレクトリ情報の例
• 名前 • 住所 • 電話番号
• メールアドレス • 入学年月日 • 所属／専攻
• 学年 • 所属クラブ • 学位
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PII（個人を特定できる情報）とは

 公開された場合、プライバシーの侵害と捉えられる
情報

PIIの例
• 学生番号 • SSN • 成績
• GPA • 時間割（現在） • 人種
• 性別 • 誕生日 • 国籍
• 宗教 • 両親 • 写真
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FERPA:誰が教育情報にアクセスできるのか

1. 学生自身
2. 学生が許可した者（同意書が必要）
3. 正当な理由がある教育機関の関係者

（School Official）
4. 両親（例外あり）
5. 裁判所によって認められた者
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正当な理由があればデータを入手できる!
 教育機関の関係者は、業務上（教育改善や大学改善）

必要な場合、必要とするデータを入手できる
• Legitimate need to know
• Legitimate educational interest

 ただし、データを入手した関係者は、
そのデータの保護に関して責任を負う

 正当な理由の有無は大学が判断する
• 判断基準/責任者:規定 or Registrar
• 論文作成等の研究目的や興味ベースの場合は正当な理由が

有るとは見なされない → 学生の同意書が必要
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余談:FERPAと有料クラウドサービス

Question:
学内データ（の一部）を有料のクラウドサービスで
管理しても大丈夫?

Answer:
当日のスクリーンのみ
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FERPA vs. 大学生の両親

 一般的に、18歳以上の学生もしくは大学生の両親は
子供の教育情報にアクセスする権利は無い
• 授業料や生活費を支払っているかは関係ない
• 例外:子供が税法上における扶養家族の場合は別

 ただし、子供が署名した同意書があれば、教育情報に
アクセスできる
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FERPA Training

 米国の大学では、FERPAを正しく遵守するために、
FERPAに関する教習プログラムを実施している所が
多い
• 実施形態:講習会、オンライン等
• 実施部署:Records Office

 大学によっては、FERPA Trainingを修了していない
教職員に対して、PIIが含まれているデータを提供し
ない所もある
• FERPA Trainingの最後には、理解度の確認のために

クイズ（FERPA Quiz）が出されることがある
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FERPA Quizの例（1）

Question:
警察から大学に通う外国人学生のリストを提出するよう
要請があった。どうしますか?

Answer:
当日のスクリーンのみ

※FERPAは米国の連邦法です
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FERPA Quizの例（2）

Question:
ある教員が採点済みの答案を研究室の前に設置した箱の
中に置き、後で学生に取りに来るよう指示していた。
これは正しい行動ですか?

Answer:
当日のスクリーンのみ

※FERPAは米国の連邦法です
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FERPA Quizの例（3）

Question:
ある学生がジョブフェアに参加した。後日、
ジョブフェアに出展していた企業の担当者から連絡が
あり、その学生にコンタクトを取りたいため
メールアドレスを教えて欲しいという依頼があった。
どうしますか?

Answer:
当日のスクリーンのみ

※FERPAは米国の連邦法です
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まとめ（1）FERPAとIR

 IR担当者は「大学の関係者」であるため、業務上必要
なデータを学生の同意なしに入手できる

 ただし、入手したデータを保護する（漏洩させない）
義務も発生

例:Student information should not be stored on 
laptops or home computers unless it is encrypted.

山形大学OIREにおける運用
• PCのローカルドライブには、業務データを保存しない
• 業務データの取扱は、必要な場合を除いてRDP上で行う
• BitLockerを有効にする
• 必要に応じて、VeraCrypt等の暗号化によるセキュリティ対策を施す
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まとめ（2）データに関する責任者は誰?

 各教育機関は、教育情報に関する取扱規程
（Student Records Policy）を
FERPAに準拠する形で作成、運用している

 責任部局:
Records Office、Office of Registrar、等

a. 日本語訳だと「教務部」になるが、
権限と責任が日本の大学とは全く異なる

b. 最高責任者は「Registrar」と呼ばれ、学位記に学⾧、
学部⾧と並んで「Registrar」のサインを記している大学も
ある

c. Registrarは「誰がどのデータにアクセスできるか」を決め
る権利を持っている
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まとめ（3）日本の大学への適用

 FERPAのような「法律」を作るのは無理でも、
学内における「規定」作成には応用できる?

重要なキーワード:○○にとって必要なデータ
→ 「データを入手 → 入手したデータを保護」

 米国の大学における「Records Office」のような
部署が（将来的に）必要?
• データの取扱について管理、規定する部署

（Records Office）
• データをハード的に管理する部署（IT Office）
• データを分析する部署（IR Office）

分散

※「Registrar」の役割については、予備調査を開始しています
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話題提供2:日本 国立大学



山形大学における
データの取り扱い規程

浅野 茂
山形大学 学術研究院 教授（企画評価、IR担当）

asano@cc.yamagata-u.ac.jp

大学評価・IR担当者集会2018 分科会３ 話題提供資料

2018年8月22日(水) ＠ 九州工業大学
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データの収集状況
大分類 中分類 小分類 内容・対象者等 保有範囲

1.入試情報
学部

入試情報 学部の志願者情報 平成19年度～

合格状況
・前期志願者で推薦・AO合格者
・後期志願者で前期合格者

平成19年度～

大学院 入試情報 大学院の志願者情報 平成27年度～

2.成績情報 学部 成績情報 教科ごとの履修状況(認定学期ベース） 平成20年度～

3.学生情報
学部 学生の所属および個人の情報 平成17年度～

大学院 学生の所属および個人の情報 平成17年度～

4.進路情報
学部 卒業年ベースの情報 平成17年度～

大学院 卒業年ベースの情報 平成17年度～

5.その他
全国高校コード表 高校の一覧（統廃合情報も含む） 随時

都道府県コード表 県庁所在地のGPSを含む 随時

6.大学情報DB 在籍している研究者の情報 随時

7.出欠情報 ICチップ付き学生証による出欠情報 平成25年度～

8.アンケート

入学前 ＯＣ オープンキャンパス参加者 随時

在学生

合格者 学部学生の合格者対象 平成20年度～

保護者 学部学生の合格者の保護者対象 平成23年度～

満足度調査 前期・後期終了時 平成21～27年度

卒業生 卒業生を対象 対象者：卒業後3～10年（主に25～32歳） H21、H27年度実施

企業を対象 対象企業：直近5年間の卒業生採用企業＋本学卒業生未採用企業 H22、H27年度実施
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規程の整備状況

学内に散在する各種データを部局や部署の壁を越えて「大学のも
の」としてIR業務で有効活用するため、以下の規程を策定。

１．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。

本文の公開URL:https://www.yamagata-u.ac.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/w679RG00000123.html

２．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。

本文の公開URL: https://www.yamagata-u.ac.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/w679RG00000122.html
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規程の概要

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

最終的な責任者は、学長。IR
部署は、学長の委託の下で
業務を実施しているという位
置づけ。
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策定までの経緯（１）

＜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
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策定までの経緯（２）

＜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

全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）
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策定までの経緯（３）

＜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、学務情報システム等の担当者からメディアで受け取っていたが、

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月～）

現在も、入試データ、就職データ等、直接受領のものも存在するが関係性は良好

・「ＩＲ情報データベースに係る情報保護管理規程」「ＩＲシステムマネジ

メント規程」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
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まとめ

 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
にするためには重要。

 「データは大学のもの」として位置付けるには、学長及び執行部の理
解及びイニシアティブが不可欠。また、最初からすべてを規程で網羅
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
ないとの前提の下、ある程度、緩く、柔軟性をもたせて策定していくこと
が肝要！
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話題提供3:日本 私立大学



清泉女子大学におけるIRに係るガイドライン

白石哲也（清泉女子大学）



清泉女子大学のガイドライン（一部抜粋）
IRデータ利用ガイドライン

清泉女子大学のディプロマ・ポリシーにおいては、教養教育ならびに専門教育を通じて学生が思考力・判断力・表現力・行動力を身に付けることを
目指しています。この目的の達成をめざし、教育力をいっそう強化するため、IRによる支援体制として、教学IRチームが発足しました。教学IRチー
ムは、教学支援部門の一体的な業務改善と、学生支援体制の改善を通じて、目的の実現を図ります。
本ガイドラインは、その活動において必要なデータの利用範囲や目的を定めるものです。

1. データ利用の目的
教学IRチームによるデータ利用は、本学の教育力を強化し、学生の本学「ディプロマ・ポリシー」達成度を向上させる目的に限ります。

2. データの内容
教学IRチームは、1に定める目的に従い、学内に存在するデータを収集し、IR活動に利用可能な形に整備・蓄積し、分析するものとします。こ
のデータには、学務システムに集約された学生データのほか、各部署で所持する紙媒体の学生データや各種アンケートの結果、学生の入退館や
印刷実行といった電子的な記録を含みます。

3. データ利用の取り組み
教学IRチームは、1で定めた目的を達成する取り組みのために、2で整備したデータを利用するものとします。この取り組みには、本学の現状

把
握・全学的な教育改善・学習支援・FD活動やSD活動の普及や啓発・業務改善・内部質保証・外部評価・指標の検討などの取り組みを含みます。

4. データの取り扱い
教学IRチームは、特定の個人のものであると識別できる個人識別性の高いデータについては、取り扱いに充分留意するものとします。

5．データの目的外利用
研究上の目的など1に定める利用目的以外で教職員がデータを利用する場合は、教学IRチーム⾧への申請を経て、個人識別性の低い形で整備さ
れたデータのみ利用できるものとします。また、利用した結果については、結果を一般に公開する・しないにかかわらず、教学IRチームへ報告
するものとします。



IR発足時

• IRにデータが集約することへの学内不安

•教員の個人的研究とは異なることを明確化する

策定検討

•学内データをIRが集約・報告することの明文化

•個人情報の取り扱い（規程との整合性）

策定

•規程化はしない方向で決定

• IRに学内データを集約できる形のガイドライン

現在
•特に問題は生じていない

清泉女子大学のガイドライン（一部抜粋）
ガイドライン策定時の基本方針

1）緩めに策定する

2）データがIRに集約することへの正当化
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グループワーク



グループワーク
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当日、会場において、事前配布ワークシートの記入をお
願いする予定です（事前にご記入いただく必要はありませ
ん）。

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。


