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（１）プリンタ室は、講義に関連して印刷が必要な場合のために設置しています．プリンタ室

は，印刷したものを取りに行くためだけの部屋であって，そこで自習や飲食はしないで下さい．

自習は自習室で，飲食はリフレッシュコーナー，食堂などでしてください． 

（２）印刷に関しては，枚数やカラー印刷を制限するようにしています．講義での利用に充分

な枚数を設定しており，またカラー印刷は講義では不要なので，カラー印刷もできないようにし

てあります．趣味でたくさん印刷したい，あるいはカラー印刷したい人は，ノート PCが貸与さ

れている利点を生かして自宅にプリンタのみ購入し PCを設定することで自由に印刷できます

ので，検討してみて下さい． 

（３）IT 化の急速な広がり，また環境保護の観点からも，ペーパーレス化が盛んに叫ばれ，

事実そのような流れになっています．例えば，レポートは紙で提出するのではなく，メイルや 

Web での提出が課される講義も多くあるはずです．IT 社会へ対応できる人材として，自己研

鑽の一環だという意識を持って利用してもらうことを望みます． 

（４）プリンタの用紙，トナー，故障などのチェックは週に２回程度行っています．しかしな

がら何らかの理由で利用が集中したときなどに用紙・トナー切れや故障が起きやすくなります．

例えば，用紙は一度に 500枚ほどしかセットできません．100枚印刷する人が 5人いたら 1時

間もかからないうちに用紙切れを起こします．用紙やトナー切れ，トラブルを発見した場合には，

サポートセンターに連絡するようにして下さい．またプリンタの利用法に関する情報を 

 http://www.is.kyusan-u.ac.jp/is-admin/is-student/printer/ 
に掲載していますので，参考にしてください． 

（５）学籍番号ごとに利用するプリンタが割り当てられていますが，故障やトナー・インク切

れの際に急いで印刷したい場合は同じ部屋に設置されている他のプリンタを使って印刷して下

さい． 

 
・ 未使用 （類似意見合計 20件） 

使ったことないです． 

 
・ 意見なし（類似意見合計 76件） 

特になし． 



 
・ よい，問題ないという意見（類似意見合計 39件） 

とてもよい  

特に問題なし．  

便利だと思う．かなり役にたった．  

満足している．   

レポート課題を提出する上でかなり役に立つ．また印刷用紙もかなり量があるのでたすかる． 

レポートを印刷するときに使用していて，役に立っている．  

今のままで十分です  

レポート提出の時に利用しており，場所も良いと思う．  

 未使用という意見，「意見はない」と明示的に記載しているもの，よい・問題ないという意見を

合計して 135件です．一方，これ以外の意見は総計 76件です． 

 
・ 暑い（類似意見合計 3件） 

暑いです． 

空調については適宜管理していますが，特に東側に当たる部屋は午前中，西側に当たる部屋は

午後に暑くなることがあるかもしれません．しかし，上で述べたとおり，プリンタ室は印刷した

用紙を取るためだけに利用され，そこに長時間滞在することはないということを想定しています．

印刷した用紙を取った後，冷房のきいている暑くない場所（講義室など）に移動してはいかがで

しょうか？ 

 
・カラー印刷（類似意見合計 5件） 

カラー印刷を実現して欲しい．（年間 50枚とか） 

カラー印刷も自由にできるようにしてほしい 

プリンタは，講義で必要な資料・課題の印刷を行うために設置してあります．先生方に伺った

ところ，カラー印刷は必要ないという回答が得られましたので，カラー印刷はできないようにし

てあります．講義で必要ならば，その講義担当の先生に相談してみてください．講義担当の先生

からのカラー印刷の依頼があったらカラー印刷もできるように設定変更します． 

 
・つかいにくい（類似意見合計 ３件） 

使い勝手が悪い  

使いにくい 

平成 15年度から印刷枚数を制限するシステムを導入しました．平成 14年度に入学した皆さ

んは，15年度から使いにくくなったと感じているかもしれません．また 15年度以降に入学した

皆さんも，例えば自宅の PCとプリンタを用いて印刷を行うときよりも手間がかかり面倒に感じ



ているかもしれません． 

平成 14年度は特に枚数制限等していなかったのですが，無駄な印刷が多く見られました．膨

大な量の印刷をする人がいて，その間は他の人が印刷できない，あるいは紙やトナーがなくなる

ことが多くありました．また，紙やトナーを補充するための予算も限られていますので，このま

ま無制限な印刷を許していると，プリンタの運用ができなくなる事態が発生する恐れがありまし

たので，導入することになりました．上記のような，無駄な印刷に起因すると思われる使用不能

状態は，回避できていると思われます． 

無駄な印刷をしているのは，どうやら一部の人のようですので普通に使っている人にとっては

利用の際に手間が増えているだけですが，ご理解をお願い致します． 

 
・スキャナ（１件のみ） 

スキャナーもあればいいと思う．  

必要な理由を具体的に教えてください．検討します．講義で必要だということでしたら，講義

担当の先生に相談してみて下さい． 

 
・位置(３件のみ) 

プリンター室までいかなければならないので面倒です．  

遠くて往復するのが大変です．  

遠いので使いづらい． 

 皆さんが利用するすべての部屋にプリンタを設置しない限りは，このような意見を持つ人がい

ると思われますが，残念ながら全部の部屋に設置できるだけの台数はありません．17年度現在，

３年生後期科目の社会情報システム学演習，知能情報学演習，４年生通年科目の卒業研究以外の

講義は建物の１Ｆから３Ｆで行われています．よって，真ん中にあたる２Ｆにプリンタを設置し

ています． 

 
・ トナー切れ，用紙切れ（類似意見合計 １１件） 

インクが切れかけているので補充して欲しい． 

この前，プリントの色が薄かったです． 

ときどき紙切れのまま放置してあるときがある． 

常にストックの用紙を万全にしてほしい 

最近利用したのですがインクが薄いときがあります．定期的に点検，交換をお願いしたいです． 

トナー切れがけっこうある 

 まず皆さんが利用しているプリンタはレーザープリンタです．そこで利用されているのは，イ

ンクではなくトナーです． 

 用紙やトナーの補充については，週２回程度の点検時に行っていますが，いずれも消耗品のた



め，なんらかの理由で利用が集中するとなくなることがあります．用紙は一度に 500枚程度し

かセットできませんので，朝一杯にセットしていたとしても，100枚印刷する人が５人いると１

時間もかからずにすぐになくなります．メーカが提供するデータによると，トナーは１本で約

12000枚印刷できます． 

参考データ：http://www.fujixerox.co.jp/supply/toner/docuprint_c2220.html 

平成 16年度には，プリンタ室全体(15台のプリンタ)でトナーを 10回交換しました．すなわ

ちプリンタ１台あたり平均１回未満です．平成 17年度には，17年 11月 14日時点で 7回交換

しました．すなわちプリンタ１台あたり平均 0.5本未満です．たまたま使ったときにトナー切れ

が起こっていたのであって，トナー切れが頻繁に起こっているわけではありません． 

いずれにせよ，トナー切れ，用紙切れを発見した場合には，少しでも早くサポートセンターに

連絡するようにしてもらえれば，補充作業をできるだけ迅速に行います．放置していないで連絡

するよう協力をお願いします． 

また，学籍番号ごとに利用するプリンタが割り当てられていますが，故障やトナー切れの際に，

急いで印刷したい場合は同じ部屋に設置されている他のプリンタを使って印刷して下さい． 

 
・故障，紙詰まり(類似意見合計５件) 

すぐ紙づまりするから困りました． 

たまに故障とかで使えない時があるのでなくしてほしい 

故障が多い気がします． 

 機械ですので故障したり不調になったりします．故障した場合の部品の注文や修理にも時間が

かかることがあります．故障したり，修理に時間がかかることはどうしようもありませんので諦

めてください．ただし，各部屋には５台ずつ設置してありますが，５台すべてが故障しているよ

うなことはないと思われます．学籍番号ごとに利用するプリンタが割り当てられていますが，故

障の際に，急いで印刷したい場合は同じ部屋に設置されている他のプリンタを使って印刷して下

さい． 

また，プリンタも含めて機械を乱暴に扱う人を見かけます．乱暴に扱っていると故障も起きや

すくなります．機械を丁寧に扱うように心がけてください． 

 
・質問（１件のみ） 

ときどきプリンタが使えないことがあります．なぜですか． 

以下のような原因が考えられます． 

1. 故障している． 

2. 用紙切れ 

3. トナー切れ 

4. 紙詰まり 

5. 誰かが連続で大量に印刷している 



6. システムでうまく処理できない文書（例えば用紙サイズがＡ４以外）を印刷しようとして，

そのまま放置してある 

7. 自分の印刷枚数が制限を越えてしまっている． 

8. 貸与 PCの設定がちゃんとできていない 

9. プリンタ室が開放されている時間ではない． 

 
原因１，２，３，４については，症状を発見した場合はサポートセンターに連絡してください． 

原因５，６については，プリンタで処理されているジョブを調べる方法を前述の Web ページ

に記載していますので，参考にしてください．特に自分が印刷した文書がうまく印刷されなかっ

たときにそのまま放置しておくと，次の人からそのプリンタを利用できなくなることがあります．

正常に印刷できたかを確認し，正常に印刷できなかった場合には，他の人のためにその印刷の取

り消しをして下さい． 

原因７については，その年度の使用可能枚数を超過していますので印刷できません． 

原因８については，サポートセンターに相談してください． 

原因９については，掲示・メイルによる連絡を注意して確認してください． 

 
・印刷されない(類似意見合計５件) 

時々印刷ができないときがある． 

プリントできないことがある 

 印刷できない原因と対処方法については，前項をご覧下さい． 

 
・ プリンタ室のネットワーク利用(類似意見合計４件) 

プリンタ室から印刷できないのが不便． 

移動が面倒なのでプリンタ室にも回線をつないでほしいです．何往復もするときがあります・・・ 

プリンタ室でパソコンを使うことを許可して欲しい 

 以前は，プリンタ室のネットワークも自由に利用できるようにしていました．しかしながら，

プリンタ室を自分たちだけで占領して長時間居座り，他の人が使いにくいようにしていた人々が

いました．これに関する苦情・意見が学生の皆さんから寄せられたため，ネットワークの利用を

できなくすることで，長時間滞在することを防止しています．具体的にどのような意見が寄せら

れていたかは，情報科学会誌３巻１号： 

http://www.is.kyusan-u.ac.jp/journal/0409/index.html 
の p.27あたりをご覧下さい．たまり場化現象に関する意見が合計で１９件寄せられています． 

 ネットワークを利用できるようにすると，また同じようなことになると考えられますので，ネ

ットワーク利用はできないようにしています． 

 
・ 環境(1件のみ) 



利用しやすい環境にしてほしい． 

 どのような環境なら利用しやすいのか，具体的に教えてください．検討します． 

 
・ 部屋の割り当て（３件のみ） 

２年になったのに今１年の時使っていたプリンタ室を使っています．そのままでいいのかがわ

かりません． 

2年が使うプリンタは 1年のままでいいんですか？ 

貼ってある学年の教室のプリンタじゃなく，1年のプリンタから出てきます．分かりにくいの

で何とかしてほしいです． 

 部屋の入り口の掲示が間違っていました．ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした．正し

い情報に更新しておきました． 

 割り当てられたプリンタ室は，卒業まで同じ部屋を利用してください．学年が変わっても部屋

はかわらず 

    平成 14年度入学生，平成 17年度: 12209 

        平成 15年度入学生       : 12208 

平成 16年度入学生       : 12204 

となっています． 

 
・ 利用法(4件のみ) 

使い方がわからない 

自分のパソコンからプリンタを利用できないので，特に無いです 

プリンタが利用できません． 

設定がうまくいかなくて使ったことがありません． 

自分で設定する必要があるのは，14年度と 15年度の入学生です．一昨年度以前に必修科目の

講義中に設定方法の説明を行いましたが，それに出席していなかったなどの場合は，設定方法が

下記のページに記載してありますので参考にして設定してみてください． 

http://www.is.kyusan-u.ac.jp/~goshi/j/isonly/2003RPCPrinterSetting.pdf 
設定作業をするのも学習の一環であると考えています．分からないことがあるなら，独自に学

習する，友人や先生に質問するなどして，理解するよう努力してください． 

 
・パスワード（１件のみ） 

パスワードを忘れてしまい一度しか利用していません． 

パスワードを忘れてしまった場合は，パスワード初期化申請書： 

  http://www.is.kyusan-u.ac.jp/is-admin/is-student/stservers-howto/passwd-reset.pdf 
に記入してサポートセンターに提出してください． 

 



・ 所有者の問題(類似意見合計 15件) 

誰が印刷したのか，わからんくなります． 

同じ資料などを同時に印刷するとどの資料が自分のか判らなくなる 

印刷が混雑すると印刷物が他人と混ざり，わからなくなるので学籍番号等が自動的に記入さ 

れるシステムを作って欲しい． 

複数の人が同じものを印刷した場合，どちらのものかわからなくなるので，印刷物に印刷者

の学籍番号が表示される等の対処をしてほしい． 

皆さんが利用しているプリンタと貸与ＰＣには，はじめから，印刷物に必要な表示を追加する

(例えば用紙右上に名前などを印刷できる)機能がついています．必要ならそれを使ってください．

やり方は前述のプリンタの利用法のページに記載してあります． 

プリンタの利用に限らず各種ソフトウェアについても，時間的制約から授業の中ですべての機

能や利用法の説明をすることは不可能です．自分たちで書籍やネットワーク上の文書，ヘルプな

どを調べて学習するよう心がけてください． 

 
・ 印刷可能枚数の残り(1件のみ) 

自分が使えるプリントの残り枚数がわからないので，わかるようにしてほしいです． 

印刷可能枚数の残りが何枚であるかは，わかるようにしてあります． 

 http://sanzo.is.kyusan-u.ac.jp/DVQuota/User/forStudents.asp 
にアクセスして自分のアカウント名を入力してください． 

 
・台数(類似意見合計４件) 

もう少しプリンタ数を増やしてほしい．なぜならテスト前など混雑するから  

プリンターが少ない  

 
平成 17年度は 11月 15日現在，60000 枚程度の印刷が 15 台のプリンタで実行されていま

す．つまり平均すると，1台あたり 4000枚程度です．メーカの仕様書によると，1分あたりの

印刷枚数は 22 枚となっています．仕様書どおりなら４000枚全部印刷するのにかかる時間は

180分すなわち 3時間程度です． 

共用の設備ですので，自分が印刷したい時に他の人が印刷していることもあるでしょう．待つ

のが嫌なら，すいている時間帯に印刷するなど考えてください．テスト前に慌てて色々な資料を

印刷するのではなく，普段から必要なものは随時入手するよう心がけてください． 

 
・ 枚数(2件のみ) 

枚数が足りない  

印刷可能枚数の増加 



 
平成 17年度(11月 15日現在; 約 7ヶ月経過)に皆さんが印刷した枚数について調査しました．

印刷枚数の範囲ごとの人数を以下に示します．印刷枚数の平均値は 4年生 46.9枚，3年生 179.2

枚，2年生 43.4枚，１年生 12.6枚で，中央値は 4年生 6枚，3年生 185枚，2年生 23枚，1

年生 0枚でした．中央値とは，印刷枚数の少ない順に全員を並べた時に，真ん中の順位の人の

印刷枚数です．平均値と異なることに注意して下さい． 

 

使用枚数（学年ごとの人数)
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上記のグラフを見てもらうと分かりますが，決して年間 400枚というのが少ないわけではあ

りません．３年生の印刷枚数が多い傾向があるものの，大部分の人の印刷数は 200枚以下です．

印刷できる枚数が少ないと思う人は，本当に必要なものを印刷しているか自問自答して下さい．

プリンタ室に放置されたままになっている用紙だけを見ても放置されていること自体が無駄な

印刷が行われている証拠ですが，その内容もサークル関係のもの，趣味に関するもの，何部も同

じものを印刷してあるなど明らかに無駄なものが多く見受けられます．先にも書いていますが，

講義に必要なものを印刷するためにプリンタを設置しており，印刷可能枚数も講義での利用を想

定して設定してあります．講義以外の利用をしていると枚数が足りなくなるのは仕方のないこと

ではないでしょうか？ 

また印刷枚数を減らすためのいくつかの方法についての説明を前述のプリンタ利用に関する

ページに記載しています．参考にしてください． 

また貸与ＰＣが利用できる利点を生かして，自宅にプリンタのみ購入し，貸与ＰＣから自宅の

プリンタに出力できるように設定することもできます．安価なインクジェットプリンタなら 1

万円程度で購入できます．検討してみてください． 

 
・部屋開放について(1件のみ) 



印刷できるのに部屋に鍵がかかっていて取れなくなるので閉めるときは印刷できないように

してほしい 

 夜間に印刷を実行されるという想定はしていませんでした．プリンタ室の開放時間とシステム

の稼働時間を同期させるよう検討を進めています． 

 
・ その他（３件のみ） 

危ない  

ちゃんと管理していてほしい  

繋がりが悪い 

 もう少し具体的に説明してください． 

 
以上 


