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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すので自習や飲食はしないで下さい． 

（２）印刷枚数やカラー印刷を制限しています．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での提出が求められる講義もあるは

ずです．IT 社会に対応できる人材となるよう，自己研鑽の一環だという意識で利用して下さい． 

（４）用紙，トナー，故障などの遠隔診断を随時行っています．しかし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

ットできませんので，100 枚印刷する人が 5 人いたら 1 時間もかからず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して下さい． 

（５）プリンタの利用法に関する情報を下記に掲載していますので参考にしてください． 

   http://www.is.kyusan-u.ac.jp/is-admin/is-student/printer/ 
（６）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，故障などの際には同じ部

屋に設置されている別のプリンタを利用して下さい．部屋，ならびにプリンタの割り当ては下記

の通りとなっています． 

1. 部屋の割り当て 

学籍番号が 02JK，または 05JK で始まる学生：12209 

   学籍番号が 03JK，または 06JK で始まる学生：12208 

   学籍番号が 04JK で始まる学生               ：12204 

2. プリンタの割り当て 

各プリンタには，pr20?-# という名がついています．20? の部分は上記で割り当てられ

た部屋番号の下３桁で，#の部分は自分の学籍番号の数値部分を 5 でわった余りのものを

利用してください．例えば，学籍番号 02JK543 の人は，部屋の割り当てが 12209 で 543 

を 5 で割ると余りが 3 ですので，利用するプリンタは pr209-3 になります． 

 （７）昨年のアンケートと同様の意見しかありませんでしたので，この回答も昨年とほぼ同じ



内容を記載してあります． 

 
・ 未使用 （類似意見合計 17 件） 

使ったことないです． 

 
・ よい，問題ない，特にないという意見（類似意見合計 109 件） 

現状で十分だと思います 

便利  

良い  

特にありません   

授業で必要な資料を印刷できるのでうれしい 

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．  

  
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の

件数を合計すると 126 件です．一方，これ以外の意見は 46 件ありました． 

 
・ 暑い（類似意見合計 2 件） 

暑い 

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 6 件） 

カラー印刷がほしい． 

カラーも使えるようにして欲しい．もちろん枚数限定でもかまわない． 

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． 

 
・位置(類似意見合計 6 件) 

遠い  

取りにいくのが遠い 

 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．18 年度現在，

３年生後期の社会情報システム学演習，知能情報学演習，４年生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． 

 
・故障(類似意見合計２件) 

プリンタの調子がおかしいことがある 

よく止まっていることがあったので，こまめな調整が必要だと思います． 

 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

の際は同じ部屋内の別のプリンタを利用して下さい．また，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． 

 
・印刷されない(類似意見合計 7 件) 

プリントできない 使えない 

たまに認証できてるのに出ないときがある． 

 以下のような原因が考えられます． 

1. プリンタが故障している． 

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． 

・ プリンタ室のネットワーク利用(類似意見合計 2 件) 

プリンター室でもネットが繋がれるようにしてほしい．PC を置いたままプリンタ室に行かなけれ

ばならないため． 

プリンター室内からもネットワークに繋げられたらいちいちプリンター室まで行かなくていいので

嬉しいです． 

 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拠して長時間居座り，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「情報科学部設備に関するアンケート」(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． 

 
・ プリンタの割り当て（1 件のみ） 

いまいち自分のプリンタがどれか認識しづらいです 

 前述のプリンタの割り当てを見て，自分はどのプリンタに割り当てられているかを確認して下

さい．そして，プリンタ室に実際に行ってみると分かりますが，プリンタの前面に大きくプリン

タ名が貼り付けてありますので，どれがその割り当てられたプリンタであるかを確認して下さい． 

 
・ 利用法(類似意見合計５件) 

プリンタの使い方が分からない 

いまいち使い方がわからない． 

利用法については，前述の Web ページに記載していますので参考にして下さい． 

 
・ 所有者の問題(類似意見合計 2 件) 

プリントを持っていかれたことがあります 

人と同じ時間にプリントして同じプリンタから出てきた時に出てきたプリントがどちらのプ

リントかわからなくなって非常に困っています．コピーしたプリントに自分の学籍番号が入る

などしてほしいです． 

まず，プリンタ室は共用の設備ですので，他人に間違って持っていかれたくない人は，印刷し

た後はすぐにプリンタ室に行き，印刷したものを入手するようにして下さい．また，持ち帰る時

は，自分以外の人のものでないかを良く確認するようにして下さい． 



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． 

 
・ 枚数(3 件) 

枚数制限が大変だった． 

プリントできる枚数を増やして欲しい 

使用枚数を増やして欲しい 

 
平成 17 年度に学生の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 67.8 枚，3 年生 224.3 枚，2 年生 77.8 枚，１

年生 26.7 枚で，中央値は 4 年生 14.5 枚，3 年生 250.0 枚，2 年生 44.0 枚，1 年生 0.0 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？ 

なお，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． 

 
・利用時間(類似意見合計５件) 

もう少し遅い時間まで開けていてほしい 

使える時間を延ばしてほしい(朝早く夜遅く) 

 学期期間中は原則として 9:00-17:00 の間にプリンタ室を開放しています．そのつもりで，レ

ポート締め切りぎりぎりになってから印刷しようなどとせず，休み時間などを利用して計画的に

印刷するように心がけてください． 

 
・ 認証について(1 件のみ) 

いちいち利用認証しなくていいようにしたい 

 利用認証は，印刷枚数等の制限をするために必要です．ご理解下さい． 

 
・ 場所を知らない(1 件のみ) 

場所を知らない 

 前述のように，場所は 12204, 12208, 12209 です． 

 
・ その他（３件のみ） 

不便 

わかない 

じ上と同 

 具体的に分かるように説明してください． 

 
以上 


