
 
 

東北⼤学教育・学習データ利活⽤ポリシー 
 
（趣旨） 
東北⼤学は、⼀機関の教育の改善のみならず、我が国の⾼等教育、ひいては⼈類の福利のた
め、関連法令の遵守のもと、教育・学習活動において情報システム等に蓄積された個⼈情報
を含むデータ （以下「教育・学習データ」という．）を有効かつ適正に利活⽤するためのポ
リシーを以下のように定める． 
 
（データの利⽤⽬的） 
1. 教育・学習データは、その分析や可視化などにより教育・学習を⽀援するために⽤いる
こととし、これ以外の⽬的には利⽤しない． 
 
（基本⽅針） 
2. 上記の⽬的を達成するために、本ポリシーをウェブサイト等で公開し、教育・学習デー
タの利活⽤及びその研究利⽤や共有を推進する． 
 
（教育・学習データの取得） 
3. 学⽣並びに教職員（以下「データ主体」という．）に、取得する⽬的ならびにデータ項⽬
を明⽰し、かつ同意を得た後に教育・学習データの取得を⾏う．データ主体はいつでも同意
を取り下げることができるものとし、取得するデータ項⽬に変更がある場合にはその旨を
通知するものとする． 
 
（教育・学習データの管理） 
4. 取得した教育・学習データは個⼈情報であり、独⽴⾏政法⼈等の保有する個⼈情報の保
護に関する法律などの関係法令、及び研究データ管理、個⼈情報保護、情報セキュリティな
どの本学の関連規程に従い、適切に管理する．加えて、教育・学習データの管理体制を定め
るものとする． 
 
（教育・学習データの利活⽤） 
5. 教育・学習データの閲覧、分析を含む利活⽤の⽅法をデータ主体に明⽰するものとし、
変更がある場合にはその内容をウェブサイト等で告知するものとする． 
 
（研究成果の公開） 
6. 教育・学習データを利活⽤して得られた知⾒等は、我が国の教育活動並びに⼈類の福利
に貢献するように公開する．なお、 研究発表を⾏う場合は、本学の研究倫理に関する規程
に従うものとする． 
 
（その他） 
7. 本ポリシーに定めるもののほか、教育・学習データの利活⽤に関し必要な事項は、 別途
定めるものとする． 
  



 
 

Tohoku University's Educational Data Usage Policy 

 

Overview 

Tohoku University, in order to improve not only its educational standards but also higher 

education in Japan, and contribute to human well-being, will comply with the relevant laws 

and follow the below policy for the effective and appropriate use of data, including personal 

information, that it collects through its education and learning activities and stores on its 

information systems (hereafter, Educational Data). 

 

Purpose of Data Usage 

1. Educational Data will be used in analyses, visualizations, etc. to support education and 

learning, and for no other purpose. 

 

Basic Policy 

2. To achieve the above purpose, this policy will be published on the university website etc., 

and the university will support the usage of, research on, and sharing of Educational Data. 

 

Educational Data Acquisition 

3. Educational Data will be acquired from students and staff (hereafter, data subjects) after 

informing them of the purpose of the acquisition and the data to be acquired, and obtaining 

their consent. As data subjects can withdraw consent at any time, they must be notified if 

there is any change to the data that is to be acquired. 

 

Educational Data Management 

4. Educational Data is personal information and will be handled appropriately in compliance 

with laws relevant to protecting personal information retained by independent institutions, 

and Tohoku University's regulations on research data management, personal information 

protection, and information security. In addition, a management framework will be established 

for Educational Data. 

 

Educational Data Usage 

5. Data subjects will be informed of how Educational Data will be used, including access and 

analysis. Any changes will be announced and described on the university website etc. 

 

Publication of Research Results 

6. Knowledge obtained from the usage of Educational Data will be published in order to 

contribute to education in Japan and human well-being. If it is used in research presentations, 

Tohoku University's regulations pertaining to research ethics will be followed. 

 

Other 

7. Any items necessary to the usage of Educational Data other than those stipulated in this 

policy will be specified elsewhere. 

 


