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平成 22 年 11 月 20 日 
平成 22 年度情報科学部学習環境に関するアンケートへの回答（貸与 PC） 

情報科学部長 宮崎 明雄 
情報科学部 情報システム運用室 

 情報科学部では、講義や演習、予習・復習、LL の授業で使用し、学生の日常的な情報処理（電子メールや

文書処理）感覚を養うために、全ての学生にノート型パーソナルコンピュータ（以下貸与ＰＣ）を貸与してい

ます。貸与ＰＣのトラブルや初期化（貸し出し初期状態への復旧）については、サポートセンター（12 号館

１階インフォスクエア）にて対応しています。 
 貸与ＰＣの目的はあくまでも教育用です。性能について不十分と考える学生もいるようですが、教育用には

十分な性能を持っています。また４年間使うということに不安や不満を持つ学生もいるようですが、貸与では

なくコンピュータルームで演習などを行う大学でも通常ＰＣなどの設備の更新は４，５年です。通常の使い方

をしていればＰＣは４年は使えます。もちろん性能は高いに越したことはないのですが、限られた性能の機械

を使いこなすのも情報を専攻する学生にとっては身に付けるべき技術です。ドッグイヤーに例えられるように

IT 業界の技術進化は極めて早いです。学年が下の学生の PC と比較したくなるのもわかりますが、技術の進

歩の速さを感覚的にも理解してください。 
OS が Vista であることに不満の学生もいるようですが、機種選択上 XP の機種が選べず１９年度から２１

年度までは Vista になりました。とくに１９年度では、当時の機種の問題でメモリが少ないですが、不要サー

ビスの停止や常駐アプリケーションのアンインストールなどで動作をかなり軽くすることも可能ですのでメ

モリを増やす予定のない学生はチャレンジしてみてください。２２年度からは OS は、Windows 7 になって

います。 
 
●良い 41 件 

・スペックは十分だと思うし、ソフトが充実しているため不満はありません。（１年） 
・K'sLife やメールが手軽に確認できて助かる。（２年） 
・すごく役に立っています。調べ物をしたいときなど今までなかったＰＣがあることによってすごく早く調べ

物ができるようになりました。本当に感謝しています。（３年） 
・学校の講義で使えるのはもちろん、自宅でも使えるのでレポート作成などの課題もできるのでとても便利で

す。（４年） 

 
●なし 23 件 
 
●スペック 15 件 

・PC の性能が値段の割りに中途半端すぎる。(2 年次からのマイナーチェンジ？)（１年） 
・性能をあげてほしい（２年） 
・もっと高いスペックのＰＣがほしい（３年） 
・初期のスペックが低すぎるのでは。（４年） 

機種選択は、可能な範囲で教育に適したものを選んでおり、貸与 PC は、教育用には十分な性能を持ってい

ます。動作が遅いのであれば不要なサービスを止める、壁紙をやめるなど、動作を軽くする工夫を学ぶのも大

事です。 
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●メモリ  11 件 

・メモリーが足りない（３年） 
・ 初貸与する時のメモリをあまり不便がない程度に増やしてほしい。（４年） 

 メモリについては返却時に元の状態に戻すことを条件に自費での交換を許可しています。また４年後に買い

取るのであればそのまま利用できるので増設をお勧めします。サポートセンター（12 号館１階インフォスク

エア）に相談してください。 
 
●重い 6 件 

・スペックはよかったけど、自宅から持ってくる時が重い。（１年） 
・パソコンの重さが重い。（４年） 

 過去に 1 度、光学ドライブが外付けの軽量なノート型 PC を貸与 PC にしたこともありますが、光学ドライ

ブは内蔵が良いという意見が予想以上に多かったため、重くはなりますが光学ドライブ内蔵の機種を選択して

います。 
 
●遅い・フリーズ 6 件 

・ 近重たくなって起動に時間がかかったりしているので、悩んでいます。（２年） 
・処理が重かったり凍結するときがよくあった。（４年） 

 Windows は、様々な理由で不安定になることがあります。どうしても改善しない場合は、初期化してみる

のも一つの方法です。サポートセンターに相談してみてください。 
 
●他機種 4 件 

・MacPC にして欲しい。（１年） 
・自分でＰＣを選べたほうが良いと思う。（１年） 

 機種選定は、性能や重さや大きさを考慮して行っています。PC を選べるようにすると台数による値引きが

きかなくなりスペックが落ちますし、貸与 PC は授業で使えるように必要なソフトウェアのインストールや設

定を行っており、入学が決定してから機種を選んでもらうと入学までに貸与 PC の用意が間に合わなくなりま

す。 
 
●Vista  4 件 

・vista ではなく XP のほうが性能が良かったと思う（２年） 
・Vista で Eclipse を起動すると動作が重く感じます。（２年） 

 19 年度～21 年度は、Vista の機種しか選べませんでした。また、19 年はメモリ 512MByte の Vista の機種

しか選べませんでした。4 年後に買い取る予定であれば、早めにメモリを自分で購入して増やすのが良いと思

います。また、不要サービスの停止など設定でそれなりに動作を軽くすることも可能です。 
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●その他  7 件 
 

・卒業時ではなく、もっと早い段階で買い取れたらいいと思ってます（２年） 

 大学がリース契約をしているので 4 年経たないと買い取りができません。 

・パソコンのスピードが遅い 一年一年新しいパソコンにアップデートしてほしい。（３年） 

 コンピュータルームで演習などを行う大学でも通常ＰＣなどの設備の更新は４，５年です。初期化すると遅

いのが改善される場合もあります。 

・壊れやすい（３年） 

 PC は精密機器です。壊れやすいので大事に使ってください。また普段から大事なデータはバックアップを

とる習慣をつけるのも大事です。 

・年次によってパソコンが違うので、再履になると、恥ずかしい。（３年） 

 １年経つと従来とまったく同じモデルは販売されておらず、また、毎年、 適な機種を選定しているため、

年次でパソコンは違います。ぜひ再履修にならないようにしっかり勉強してください。わからないところは相

談室も利用しましょう。 

・有料サイトに登録したい時どうすればいいかわからない。（１年） 

 そのサイトに質問してください。どういうサイトかわかりませんが、お金が絡む場合はネット詐欺などには

気をつけてください。 

・無線の使い方など 初に教えてほしかった（１年） 

 情報科学部は、有線の LAN が各教室の机に用意してあるので、基本的には安定して接続できる有線での接

続を勧めています。 

・使いずらい（１年） 

 これだけでは具体的な内容が書かれていないので回答困難ですが、ユーザインタフェースも情報科学の重要

な研究テーマの１つです。なぜ使いにくいのか、どうしたら使いやすくなるのかを考えて研究につなげるのも

良いかもしれません。 
 
●無記入 200 件 
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平成 22 年 11 月 20 日 
平成 22 年度情報科学部学習環境に関するアンケートへの回答（講義記録システム） 

情報科学部長 宮崎 明雄 
情報科学部 情報システム運用室 

 講義記録システムとは、講義室にカメラとマイクを設置して講義を自動記録し、学内向けに Web 配信する

システムです。目的は、学生の復習用と教師が自分の講義を反省し、他の先生の良いところを学ぶという教育

の質の向上用です。平成２２年後期から新システムが導入され解像度の向上と 2 画面（プロジェクターとカメ

ラ）の記録が可能になっています。アドレスは従来と同じアドレス(http://lr.is.kyusan-u.ac.jp)です。た

だし、現在のところ Web ブラウザは InternetExplorer でしか視聴できません。他のブラウザへの対応は現在

のところ未定です。 
ダウンロードや学外からの接続で自宅で視聴したいという要望については、ネットワークの帯域や著作権認

証の問題があり今回の更新では実現していません。 
 
●画質 22 件 

・画質が悪くて板書が見えなかった  （１年） 
・画面サイズをもう少し大きくしてほしい（２年） 
・画像が見えにくい（3 年） 
・もう少し画質が良ければ、と思いました。スライドによっては何が書いてあるのかわからないものもありま

した。（４年） 

 平成２２年後期に導入した新システムでは画質が改善されています。ぜひ視聴してみてください。アドレス

は従来と同じアドレス(http://lr.is.kyusan-u.ac.jp)です。ただし、現在のところ InternetExplorer でしか

視聴できません。 
  
●良い 20 件 

・予習復習ができていいと思う（１年） 
・授業を聞き逃したり、課題を取り組む時にとても役に立ちました。（２年） 
・病気などの理由で授業に出られなかった回を補うために非常に役に立ちました。また、テスト前などにわか

らなかった部分や聴き逃した部分をもう一度という時、先生の会話が聞き取りづらかった時などにも使ってい

ます。（３年） 
・小テスト前やわからないところの復習、ノートを写し損ねたところの確認などにはよく使用させてもらって

います。（４年） 

 
●なし 13 件 
 
●学外 22 件 

・学内からだけではなく、校外からもアクセスできるようにしてほしい。（２年） 
・私は家でも見れるようにならないとあまり使わないと思います。（４年） 

 ダウンロードや学外公開は、著作権保護のための認証の仕組みが導入できれば実現したいと考えています。 
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●遅い 4 件 

・再生に時間がかかる（２年） 
・視聴するのに時間が掛かり過ぎると思う。（４年） 

 平成２２年後期に導入した新システムではサーバも更新されて多少レスポンスが良くなったように感じま

す。ぜひ視聴してみてください。 
 
●トラブル 3 件 

・見れない記録があった。（１年） 
・時々見ることができなくなる不具合があるのでそこを何かしらの対策をしていただけたらと思います。（３

年） 

 トラブルが発生しているのに気がついたらその授業の先生に連絡をお願いします。 
 
●未記録科目 2 件 

・出来れば、英語系の講義も記録してほしいです（２年） 
・情報科学部だけではなく、全学部に採用されたらいいと思う。（４年） 

 １２号館の教室で専任の先生による講義は全て記録していますが、１２号館で実施していても他学部の先生

等は記録の許可を頂けた先生の講義のみ記録をしていますので担当の先生に相談してみてください。残念なが

ら他学部では記録システムの導入は今のところ予定はないようです。 
 
●同時記録 2 件 

・先生のスライドがわかるのはいいですが、先生が書いた黒板が見たいです。（１年） 
・スライドだけでなくホワイトボードも見えると嬉しいです。（３年） 

 平成２２年後期に導入した新システムではスライドとカメラの同時記録が 120 人以上の教室で可能となっ

ています。ぜひ視聴してみてください。 
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●その他 5 件 

・講義記録を見るときに、見たい部分を選択すると再読み込みしてしまい円滑に場面移動ができない部分が気

になりました。（4 年） 

 平成２２年後期に導入した新システムでは 120 人以上の教室では、再生リストでチャプター選択が可能と

なっています。ただし、チャプターは、教員が講義中に手動で設定しているのでチャプター分割が適切ではな

い場合もあります。 

・どのプレイヤーでも再生できるようにしてほしい（４年） 

 平成２２年後期に導入した新システムでは、残念ながら Web ブラウザは、InternetExplorer でしか現在の

ところ動作しません。 

・教科でのジャンル分けをもう少し丁寧にしてほしい。（４年） 

 システム的には、カテゴリーにてジャンル分けが可能ですので、今後どう使うか検討する予定です。 

・板書が全く映っていなく先生の話す姿だけが映っている事がよくある。（４年） 

 平成２２年後期に導入した新システムでは従来よりカメラの記録映像の解像度が高いためカメラ切り替え

の頻度は減らすことができ操作ミスも減る可能性があります。 

・声が聞き取りにくい時がある。（４年） 

 その授業の先生に連絡をお願いします。120 人以上の教室ではワイヤレスマイクの音声を記録し、それ以外

の教室では天井のマイクで録音しています。 
 
●無記入 242 件 


