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平成 20 年度情報科学部学習環境に関するアンケートへの回答

プリンタ室について

情報科学部長 牛島和夫

情報科学部 情報システム運用室

（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．またゴミ

を放置しているのも見かけられます。ゴミはゴミ箱に捨ててください。

（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，05JK, 08JK で始まる学生：12209

学籍番号が 03JK，06JK で始まる学生：12208

学籍番号が 04JK、07JK 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ほぼ同様の意見でしたので，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 5 件）

使ったことありません。

・ よい，問題ない，特にないという意見（類似意見合計 58 件）

特になし

結構利用させていただいています。２階にあるのはちょうどいいと思う

コンピューターに載ってある資料を紙にするのに便利。

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 63 件です．一方，これ以外の意見は 38 件ありました．

・エラーとトラブル､管理(類似意見合計 12 件)

いつもエラーになり印刷できません。

たまに使えないときがあるのが、困るので、いつ使えないか教えて欲しい。

紙がなくなっていたり、サーバの調子がおかしい時が結構あるので、もっとちゃんと

管理してほしい。

まず印刷のエラーとしては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．

例えば, 故意かどうか分かりませんが，ある人がある部屋のプリンタ全部にそのような放置を行



い，誰も使えなくなっているという状況が起きていました．このような人がいると全員が迷惑を

しますし、現状では対処のしようがありません．例えば，皆さんが印刷したい文書をいちいち教

員がチェックをして許可しないと印刷できないという管理方法を取ることも可能ですが，とても

不便になりますので、皆さんはそれを望まないはずです．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．

次に，ちゃんと管理して欲しいという意見ですが，こちらで把握している限りサーバ故障など

の管理上の問題で使えなくなる事態は，せいぜい半期に 1，2 度程度しか起こっていませんし，

通常の講義時間中に（急なトラブル以外で）保守作業が必要な場合には事前アナウンスを電子メ

イルにて行っています．まれに夕方以降に保守作業を行っていますが，これも半期に１，2 度程

度です．またプリンタ本体が故障している(上記の原因 1)こともめったにありません．

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．24 時間監視しているわけではないので，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．そのような状況においては、その瞬間に利用している人に報告

してもらうしか迅速な対応を行うことはできません。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．サポートセンターに行くのが面倒でしたら、サポー

トセンター宛に電子メイルで報告してください．

プリンタは機械ですのでまれに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．

・ 暑い（類似意見合計 7 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（自習室など）に移動してはいかがでしょうか？

・カラー印刷とサイズ（3 件）



カラーが出来るようにサイズがＡ４以外のも可能にしてほしい。

カラーもできるように。

カラー印刷可能にして欲しい。

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．

サイズについては，A4 以外のものが必要な理由を教えてもらえれば，検討します．

・ 所有者の問題(3 件)

印刷したものが盗まれます。

資料を印刷したときになくなっていることがあるので、印刷の用紙の上または下のほ

うに学籍番号を表示するようにしてほしい

出した資料がなくなるので、学籍番号入りで出力して欲しい

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よ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，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．

・ 紙切れ（２件）

紙切れの時の対応をもっと充実してほしい。

紙がなくなっていたり、サーバの調子がおかしい時が結構あるので、もっとちゃんと管理

してほしい。

用紙の残り枚数については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．その

ような状況においては、その瞬間に利用している人に報告してもらうしか迅速な対応を行うこと

はできません。用紙切れ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．サポートセン

ターに行くのが面倒でしたら、サポートセンター宛に電子メイルで報告してください。

また紙切れの時の対応としては，紙を補充しています。”充実”とは，どのようなことを希望さ



れているのでしょうか？ 説明してもらえれば，検討します．

・ 枚数(2 件)

枚数をもう少し増やしてほしい。

プリント制限がネック

平成 19 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．以下の図は年間 1 枚以上印刷した人数をまとめたもので､1 枚も印刷しな

かった人は含めていません。

印刷枚数ごとの人数
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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．ほとんどの人の使用枚数は 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．

・ 場所を知らない(1 件)

どこかわからない

前述のように，場所は 12204, 12208, 12209 です．

・ 認証について(1 件)

正直使い勝手は悪い。認証システムなどの手続きが煩雑であると思う。

利用認証を導入しているため操作が若干面倒になっています。利用認証は，印刷枚数等の制限

をするために必要です．数年前は印刷枚数を制限していなかったのですが，無駄かつ大量の印刷

が行われ､トナー切れ・紙切れ・プリンタの占有などの問題が頻発していたので印刷枚数の制限

を行っています．ご理解下さい．

・場所(1 件)

各階に１部屋あったらうれしいです。

各階に 1 部屋あったら便利なのは理解出来ますが，使える部屋，機材の台数，管理上の都合

を考慮した結果，2F の 3 部屋をプリンタ室として利用しています．

・ プリンタ室のネットワーク利用(１件)

プリンタ室内のインターネットの完備。

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．

・ LAN(1 件)

１２号館のどこからでも印刷できるようにしてほしい

12 号館のどこからでも印刷できるようにしてあるつもりですが，トラブルの可能性があります

ので，具体的にはどこから印刷できないのか教えてください．



・カードキー(1 件)

プリンタ室は 19 時過ぎてもカードキーで開けれると嬉しいです。４年生だけは可能な

ので羨ましいと思っております。

まず，カードキーの設定は，全学年で同じにしてあります．また，管理上の観点から夜間は閉

鎖しています．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．

・ その他（2 件）

わかりにくい

何がわかりにくいのでしょうか？ 具体的に説明してください．

自分の番号とどのプリンターが対応するのかよく分からないので、部屋単位で利用でき

るようにして欲しい

部屋単位で利用できるようにしてあります．

以上


