
平成14年9月25日

情報科学部設備等に関するアンケート

（7.講義記録システムに対する感想や要望を自由に書いてください。）

（感想）

1 便利。

2 良い。

3 あとでもう一度、講義が見れて良いと思う。

4 すごくいい。

5 色々見れていいと思います。

6 いつも助かっています。

7 復習ができるのが良いと思う。

8 後で講義の復習ができて良い。

9 復習ができるし、受けられなかった場合、ちゃんと学習できるので良いと思う。

10 講義内容が分かりにくかったら、見直すのにとても便利だと思う。

11 授業の復習ができるので、今後も続けて欲しい。

12 講義の聞き直ししたい部分を正確にサーチできるのでいいと思った。

13 聞き逃した事を繰り返し聞いたりできる事がいい。

14 どうしたらみれるのかわからないです。

15 まだ使った事はないけれど、今後使ってみたい。

16 まだまだ浸透していないようです。



（要望）

1 外部からもパスワード等で見れるようにしてほしい。

2 家でも見たいと思っているんですけど、オンラインで見れたりはしないのですか？

3 自宅から見たい。

4 自宅で見れるようにして欲しい。それでないと意味がない。

5
Ｗide University（早稲田大学の講義記録サイト名）のように一般に公開して、他大学からでも情
報科学序説の履修を行えるようにしてはどうかと思います。（他学部学生の意見）

6
学内サーバーからのアクセスだけというのはツライです。一般のサーバーからのアクセスが可
能になるのも問題があるのですが・・・。

要望（１－６の回答）

講義記録システムは、学内からのみ接続が可能です。ネットワークの外部への接続の帯域が足
りないのと、著作権認証の問題もあるため、当面は学外から見えるようにする予定はありませ
ん。自習室やリフレッシュコーナーで利用してください。

要望（５の回答）

上記のとおり他大学からの接続を可能にする予定はありません。

7 家で見れると便利なので、見れるように早く情報処理ｾﾝﾀｰに行こうと思った。

要望（７の回答）

情報処理センターでダイヤルアップ接続の申請が可能ですが、ダイヤルアップ接続からの講義
記録システムヘは接続できません。

8 コンピュータに取り込んで、家でも復習したい。

9 ダウンロードできるようにして欲しい。

要望（８．９の回答／ダウンロード）

講義の著作権の問題で動画ファイルのダウンロードはできません。

10 他の授業もやってほしい。

要望（１０の回答）

情報科学部の教員が行う講義は、基本的には全て記録します。それ以外の場合も１２号館で行
う講義で担当の教員が同意していただければ可能です。

11 もう少し詳しく講義の内容が知りたい。

要望（１１の回答）

改善を検討しています。ただし、主に学生の復習用と教員の教育の質の向上用に設計してあり
ますので文字よりは、音声に重点を置いています。また、画面を精細にするには、データ量が大
きくなってしまうという問題もあります。（補足1　講義記録システムの画質を参照してください）

12 知っているがどこにのっているかわからない。ﾒｰﾙで教えて欲しい。

要望（１２の回答）

講義記録システムのページは、http://lr.is.kyusan-u.ac.jp/です。

情報科学部のホームページ(http://www.is.kyusan-u.ac.jp/ )にもリンクがあります。



（意見）

1 もっと見やすくしてほしい。画面が小さい。

2 少し見にくいらしいです。

3 画面が見にくい。画面に映らない部分があるため分からない事がある。

4 学内では音を出して見れない。画面が小さすぎる。

5 映像が小さいし、少しあらい。

6 画像をもう少しよくして欲しい。小さい。

7 画面を大きくして欲しい。

8 画面が見えにくい。

9 画面が小さくて見にくい。

10 ちょっと見にくいところもあるので、欲を言えばもっと画像を鮮明にしてほしい。

11
復習などで利用できて、大変便利なものであるが、できれば黒板に書かれた文字をはっきりと認
識できるようにしてもらいたい。

12 黒板に何を書いているのか読めない。

13 白板に書いてある文字が見えない。

14 文字が見えにくかった科目があるから、途中で使うのをやめた。

15 黒板の字が見えない（数学）

16 黒板が見えない。

17 パソコンで見る場合、ホワイトボードの字が見えない。

18 人が利用しているのを見て思ったのですが、白板の字が見えません。

19 焦点を合わせて欲しい。

20 はっきりと文字が分からないので、もう少しはっきり見えるようにして欲しい。

21 見えにくくてあまり効果がなかった。

22
無理だとは思いますが、講義記録ビデオでは黒板の文字が見えないので、見える程度になって
欲しいと思います。

意見（１－２２の回答／画面が小さい・文字が読めない）

改善を検討しています。ただし、主に学生の復習用と教員の教育の質の向上用に設計してありますので文
字よりは、音声に重点を置いています。
また、画面を精細にするには、データ量が大きくなってしまうという問題もあります。
（補足1　講義記録システムの画質を参照してください）

意見（４の回答）

学生用PCにはヘッドホン端子があるのでそれを利用してください。

意見（１９の回答）

焦点があっていないように見えるのは、動画像データが圧縮されているのが原因です。改善は
検討していますが、テレビ映像のような画質の実現は困難と思います。
（補足1　講義記録システムの画質を参照してください）

23 記録システムは学内にいないと使えないので、あまり利用する機会がない。

意見（２３の回答）

講義記録システムは、学内からのみ接続が可能です。ネットワークの外部への接続の帯域が足
りないのと、著作権認証の問題もあるため、当面は学外から見えるようにする予定はありませ
ん。自習室やリフレッシュコーナーで利用してください。



24 見たい講義を見たい時、少し見つけにくい。

意見（２４の回答）

日付、部屋、名前で検索できるようになっているので、日付をノートなどに記録することを勧めま
す。先生によってはホームページから個々の記録にリンクをはっている場合もあります。

25 ｒｍ形式ではなくて、ｍｐｇがいい。

意見（２５の回答）

mpeg形式にする技術的なメリットがありません。動画像ストリーミングを行う関係で実績のある
rm形式を用いてます。

26 もっとわかりやすく、使いやすくして欲しい。

意見（２６の回答）

もう少し具体的な意見をお願いします。連絡先はis-admin@is.kyusan-u.ac.jp又は情報科学部事
務室まで。

（その他）

1 序説は基礎的な事がないので、難しい。

その他（１の回答）

来年度の講義に向けて検討します。

2 賃与ＰＣにもう少し容量が多ければいいなと思った。

その他（２の回答）

基本的には大学からの貸与品なので学生によるメモリ・ハードディスクの拡張は不許可です。た
だし、対策を検討中です。

3 パソコンはとても重いです。

その他（３の回答）

普段使うことを考えるとキーボードやディスプレイにある程度の大きさが必要であり、またデータ
のバックアップのためにはCD-R/RWが必要です。もっと軽いＰＣもありますが、これらの要求を
満たすとどうしてもあの重さになってしまいます。CD-R/RWを普段使っていないのであれば、取
り外して付属品のダミーを入れておくことで多少軽くなります。

補足1　講義記録システムの画質
講義記録システムの動画ファイルは圧縮されていてそれによって、精細さが失われて

います。圧縮をしない、または、圧縮をあまりかけないことによって精細な動画像にする
ことも可能です。しかし、そのファイルを、保存したり、ネットワークで配信したりする上
で、それに応じた大きな記憶容量やネットワークの帯域が必要になります。現在のシス
テムでは、利用目的に基づき、現在の技術や経済性を踏まえて圧縮率や方式を設計し
てあります。



（８．その他の情報科学部棟内のいろんな設備・方式、例えば、ＰＣ一時保管用
ロッカー、ＬＡＮ，自習室について要望があれば書いて下さい。）

（施 設）
1 コピー機の使い方に制限をつけるべきではないか。

施設（１の回答）
来年度の設備で検討します。（プリンターの使い方の制限）

2 コピー機が欲しい。
施設（２の回答）

サポートセンターに置けないか検討依頼中です。
3 サポートセンターにコンピュータ関係の本を置いて欲しい。

施設（３の回答）
学内の丸善との兼ね合いで、実現困難です。丸善に提案してみてはどうでしょうか。

4 自動販売機が欲しい。
5 食堂または自動販売機を設置して欲しい。
6 売店が欲しい。飲み物を買いに行くのが面倒なので棟内に設置して欲しい。

施設（４．５．６の回答）
建物がOAフロアであり、建物内での飲食は本来望ましくないので、実現困難です。

7 リフレッシュコーナーにブラインドを付けて欲しい。
施設（７の回答）

賛否両論があるので検討中です。
（方 式）

1
学内だけのアクセス制限されているページを学籍番号とパスワード入力等で見れるようにして欲
しい。

方式（１の回答）
アクセス制限は個々の先生が管理していますので、アクセスできる先生のページとアクセスでき
ない先生のページがあります。

2 家でもﾒｰﾙができるようにしたい。
方式（２の回答）

情報リテラシーの講義でも説明があったと思いますが、Webメールのインターフェースで学外か
らもアクセスが可能です。
（ＰＣ一時保管用ロッカー）

1 もっと自由にロッカーが使えようになれば良いと思う。数が少ないと思う。
2 ロッカーを増やして欲しい。

ＰＣ一時保管用ロッカー（１．２の回答）
使い勝手が良くないためと考えられますが、現状は事実として余っています。まず使い勝手をよくし、
使い切ることが先決です。

3 ＰＣは一時保管でじゃなくて、使わない時はずっと保管できるようにして欲しい。
ＰＣ一時保管用ロッカー（３の回答）

情報科学部の学生用ノートPCは、ハイテク「文房具」と考えて用意されています。自宅学習はもちろ
ん、日記や家計簿をつけるのにも使って欲しいので大学に置いて帰ることは想定していません。

4 ロッカーを使いやすくして欲しい。手続きがめんどくさい。
5 ロッカーをもっと簡単に貸りれるようにしてほしい。

ＰＣ一時保管用ロッカー（４．５の回答）
大学における貸し出しロッカーには、鍵の管理に問題（紛失、長期未使用借り出し、未返却卒業な
ど）があり、従来、すべての大学で失敗しています。「問題があれば情報技術を用いて解決する」とい
うのが情報科学部の理念です。学生用ロッカーは、鍵を持ち出さない方式（電気錠と学生証による貸
し出し管理）を前提に計画されました。しかし、設置台数、管理方式、設置経費、必要度など種々の
問題があるので、これらの問題を見極めたるためまず従来方式で設置して運用を行なっています。
今回の調査で、必要性は高い、使い勝手がよければかなり使われる、などが判明したので、ICカード
（学生証）による貸し出し管理の方向で検討したいと考えています。

6 自分のロッカーが欲しい。
7 個人ロッカー（無制限）
8 ロッカーが欲しいです。

ＰＣ一時保管用ロッカー（６．７．８の回答）
ここで考えているロッカーはあくまでも「貸与ノートPC」の「一時保管」です。場所の問題もあり、大学
ではこの目的以外のロッカーの設置は出来ません。



（ＬＡＮ）
1 無線ＬＡＮは部屋まで届かない。回線が細すぎる。

ＬＡＮ（１の回答）
どういった場所で無線LANが必要でしょうか？検討しますので具体的にis-admin@is.kyusan-
u.ac.jp又は情報科学部事務室に連絡ください。

1 無線ＬＡＮは部屋まで届かない。回線が細すぎる。
2 ＬＡＮの回線をもっと速くして欲しい。
3 学外へのアクセスが遅いです。
4 外のＷｅｂページにアクセスするのに時間がかかりすぎる。もっと速度を上げて欲しい。

ＬＡＮ（１－４の回答／速度が遅い）
学外への接続が遅い問題は、調査中です。

5 無線ＬＡＮの実用化
ＬＡＮ（５の回答）

各自が無線ＬＡＮカードを購入すれば（サポートセンターでも購入できます。）リフレッシュコー
ナーで使うことができます。

6 他の棟よりもｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用時の速度が目に見えて遅く感じます。（他学部学生の意見）
ＬＡＮ（６の回答）

調査中です。
7 パソコンのメモリーを増やして欲しい。

ＬＡＮ（７の回答）
基本的に大学からの貸与品なので学生によるメモリ・ハードディスクの拡張は不許可です。ただ
し、対策を検討中です。

8 教授のＷｅｂページを家からでも見られるように公開して欲しい。

9
学部外から情報科学部の講師のＨＰにアクセスすると４０３Ｆｏｒｉｄｄｅｎが出るがちょっと・・・。家で
復習しようとアクセスしたらこれだから少し困りました。

ＬＡＮ（８．９の回答）
アクセス制限は個々の先生が管理していますので、アクセスできる先生のページとアクセスでき
ない先生のページがあります。

10
実際につながなくてもｲﾝﾀｰﾈｯﾄにつなげる事ができる。アンテナなみたにな方がいいです。ＬＡＮ
はここじゃないとつなげないし。

ＬＡＮ（１０の回答）
各自が、無線ＬＡＮカードを購入すれば（サポートセンターでも購入できます。）リフレッシュコー
ナーでは、使うことができます。ＰＨＳや携帯による通信も、各自が購入し契約すれば可能です。

11
情報科学部の２階の広い自習室のＬＡＮケーブルがすべての机でつなげるようにして欲しい。接
続できない場合が多数あります。

ＬＡＮ（１１の回答）
故障している可能性があります。メールで is-admin@is.kyusan-u.ac.jp 又は情報科学部事務室
に連絡をお願いします。

12
ファイアーウォールによって制限されているところがあって開けないサイトなどがある。またイント
ラネットであるため自宅から学部のホームページが開けないので、無理だとは思いますが改善
できるのでしたらご一考をお願いします。

ＬＡＮ（１２の回答）
調査したいので、もう少し、具体的に情報をis-admin@is.kyusan-u.ac.jp又は情報科学部事務室
に連絡をお願いします。

13
１２号館以外の要望になりますが、できればｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線の増強を行って欲しい。現状では、ま
だ何とか利用できるが、将来学生数が増える事によって全く利用できなくなる事態になると思う。

ＬＡＮ（１３の回答）
学外接続を担当している情報処理センターに伝えました。



（自習室）
1 自習室が満室で入れない時があります。自習室をあと一つくらい増やして下さい。
2 自習室が人でいっぱいになる時があるので、自習室の数を増やして欲しい。

自習室（１．２の回答）
増やす方向で検討中です。

3
自習室は自習室なのにとてもうるさくて、勉強したくてもできない。自習室２階は人が多すぎる。
どうにかして欲しい。

4 印刷できるところの使い方が悪い。
5 自習室が怖い。
6 自習室でギターを弾いている奴がいる。どうにかして。
7 自習室で騒ぐのを止めさせていただきたい。

自習室（３－７の回答）
注意の掲示、講義での注意等を行います。お互いに注意することも考えてみてください。

8 夏休みの自習室開放。
自習室（８の回答）

ロックアウト期間は実現困難です。それ以外は開放する方向で検討します。
9 土・日も自習室を使えるようにする。

自習室（９の回答）
警備の問題で困難です。土曜開放の試行を検討します。

10 ２階自習室にも冷房を付けて欲しい。
11 授業でクーラーが入った時から自習室にもクーラーを入れて欲しい。

自習室（１０．１１の回答）
今はついていると思います。

12 自習室があいている間はクーラーを付けて欲しい。
自習室（１２の回答）

時間帯を確認します。
13 プリンターの紙切れが多く、なかなかプリントアウトできない。

自習室（１３の回答）
サポートセンターに業務委託等の体制を検討しています。


