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３．メディアネットワークセンターの現状説明および質疑応答 
 
○メディアネットワークセンターの組織および情報化推進プログラムについて 
 
【根本事務長】 
 組織は第三者評価関連資料の４ページをご覧ください。もともとメディアネットワークセ

ンターの前身は情報科学研究教育センターと申しまして、その前の電子計算室の時代から数

えますと、1960 年代に開設しておりまして、そのあと 70 年代に入って情報科学研究教育セ

ンターに衣替えして、1996 年６月にメディアネットワークセンターとなりました。もとも

とは、理工学部はキャンパスも違いますし、専門の学科もございますので、理工学部以外の、

主に人文社会科学系の学部の学生の情報処理教育とインターネットのインフラの整備が中

心で、メディアネットワークセンターになったときから本格的にインターネットの時代にな

りましたので、全学的なネットワークとかコンピュータ教室の整備等のインフラ整備に入り

ました。 
 情報科学研究教育センターと、当時は情報システムセンターという事務系のコンピュータ

を扱っている箇所がございまして、そこと、あと図書館の学術情報系のシステムと三つ統合

して、全学的な情報科学、教育そしてインフラ整備の三つを司る機関として一体にしました。

しかし、４ページの資料にあります通り、昨年５月にまた分離しました。そのときにメディ

アネットワークセンターは研究と学生の教育の機能だけ残しまして、インフラ整備とか全学

的な情報化の計画、企画、立案は教務部に情報企画課という課を設置してそちらに移しまし

た。担当部長は村岡所長が兼務されています。それがここに書いてあります組織再編後の機

能、役割ということで、一番下の囲みの部分に教務部の情報企画課とデジタル化事業推進室

というのは、遠隔授業とか学術情報データベースのデジタル化とかそういったことをやって

いる箇所です。 
 その上の右のほうがＭＮＣで教育と研究に特化した組織、左にインフォメーションテクノ

ロジーセンター（ＩＴセンター）とありますが、これは主に教員とか学生のサービス、利用

支援に特化したセンターとして、これも分離しました。すなわち情報系の機関はメディアネ

ットワークセンターから三つの組織に変更して、連携し合いながら全学の情報化を推進する

という体制になったという次第です。 
 
【村岡所長】 
 ちょっと補足しますと、昔、平山先生という回路理論の専門家ですが、その先生が富士写

真からフリックという計算機を 1960 年代にもらってきた。それが早稲田の電算機室の 初

です。ですから、けっこう歴史は古いんです。どちらかと言えば電算機室というのは、理工

キャンパスだったんです。別に文系の人を除外しているわけではないんですけれども、1985

年に文系のキャンパスで計算機関係、ネットワーク系を充実して、文系の学生諸君に使って

もらわなければいけないということで、情報科学研究センター、それから今のＭＭＣに至る

まで、どちらかというと、理工系のキャンパスは別の組織があって面倒を見ていますので、

今日ずっと１日ご覧いただくのは、文系のキャンパスで、文系の学生さんに、どういうよう

なことを我々がやっているかという観点でご覧いただければと思います。 

 そういう意味では、正直言いますと、技術的なピークよりも、文系の諸君がどうやってコ

ンピュータを使って勉強するか、または使っていろいろなことができるか、という視点から

インフラを整えたということです。もちろんピークを上げるうえで、こういうことを考える

べきだというご意見をいただくのもありがたいんですけれども、それと同じくらい文系のキ

ャンパスという目で見たときにこれでいいのか、こういうこともやったほうがいいのではな

いかというようなご意見をいただければありがたいと思います。 
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【根本事務長】 
 早稲田大学には情報推進プロジェクトという長期計画がありまして、97 年から３年ずつ

合計９年間ですが、１期、２期、３期とあります。その情報化推進プロジェクトに基づいて

全学的な情報化を進めていますが、それを現在管理しているのが情報企画課です。 初の

97 年から 99 年の３年間は情報インフラの整備で、現在端末室の端末がだいたい 2600 くら

いありまして、研究室の情報コンセントで見ると、１万 5000 台くらいが学内のネットワー

クにつながっています。そういう整備が終わりまして、今は第２期のプログラムに入ってい

て、そういったインフラを使いながら、遠隔授業とかデータベースを使った授業をやってい

こうという体制になっています。 
 
【村岡所長】 
 今が２期計画の真ん中で、１期計画が始まったのが 97 年です。その頃は図書館のシステ

ムはありました。事務システムはありました。それから研究教育用のシステムもありました。

こういうことを言うと笑われそうですが、やっぱり我々というか、大学が意識するのは某大

学なんです（笑）。某大学に遅れているのではないかと。別にそれをテーマにしたわけじゃ

ないんですけれども、それまでが予算がだいたい年平均５億くらいだったんです。いま年平

均だいたい 30 億円で全体を回している。それが多いか少ないかについては、いろいろご意

見があるかもしれません。30 億円はコンピュータのインフラと、それから現在は遠隔授業

に力を入れていますので、その関係にも予算が回っています。 
 情報化推進９年計画については資料をご覧いただければと思いますが、単純に言えば第１

期はとにかくパソコンをばらまく。第２期はそれを使って遠隔授業とかいろいろな授業を充

実させる。データベースも充実させる。第３期はまだこれからですが、非常に単純化した見

方で見れば、そういうことだとご理解いただければと思います。 
 
【瀧澤教務主任】 
 資料の４ページ目に第１期から第３期の流れが書いてございます。 
 25 ページから第１期、終わった分についてデータが出ています。３年間、４年間ほどで、

どれくらい急激にいろいろな数を増やしたかというのが見ていただけると思います。 
 所長のほうから話がありましたが、４ページに１期、２期、３期と分かれていまして、１

期が 99 年に終わった情報ネットワークシステム構築というので、いまは 2001 年ですので

第２期で、主に遠隔授業に力を入れて、５ページ以降に書いてあります事柄を中心に実施し

ている段階です。１期の成果というほどではないんですが、25 ページ以降に機能報告書と

いうことで、３年間の取り組みの結果の数値的なものを並べてあります。 
 もう一つのカラーコピーはちょっと内容的に古くなっているんですが、96 年にメディア

ネットワークセンターが発足したときに作成したパンフレットで、いまお配りしたのは、４

ページの右下のところにメディアネットワークセンターの組織があります。これもいまかな

り変わってはいるんですけれども、組織概要と、一番 後のほうの 23 ページに Waseda 
University InterNet Domain、通称 WIND と呼んでいるんですが、ネットワークの概略図

が載っています。各キャンパス間、どういう感じになっているかという全体像をお示しして

あります。 
 
 
【徳田評価委員】 
 スタッフ的にはうちの大学も非常に困っていまして、人数をどんどん減らす方向になって、

外部からいろいろアウトソーシングしてお手伝いいただいているんですが、専任の方の比率

はどのくらいですか。 
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【根本事務長】 
 96 年にメディアネットワークセンターが統合したときがピークで、そのときは専任の大

学の職員で技術的なことも兼ねてやっているのが、あの当時で 30 人以上 40 人近くいたん

ですが、いまは日本ＩＢＭがコンピュータ教室と、利用者支援のサービス、それからＮＥＣ

とＣＴＣがネットワーク環境の整備ということで分担して、いま包括契約を結んでいまして、

アウトソーシングを進めています。 
 ここに書いてありますインフォメーションテクノロジーセンターも専任職員はほとんど

おりませんで、いま申し上げた会社からの派遣社員でほとんどまかなっています。いま専任

職員はどんどん減らす方向で、 終的にはたぶん 10 人くらいのスタッフでやることになる

と思います。比率的には７対３とか、だいたいそのくらいになると思います。 
 
【村岡所長】 
 だんだん技術が進んでいくと、中では技術が対応しきれません。職員の人が技術だけでや

っていくと、大学の本来のメイン業務と違ってくるので、そのあたりは割り切って技術的な

仕事はアウトソーシングで、職員の人は方針的なこととかそういったことをやってもらうと

いうことになると思います。いま仕事もアウトソーシングですけれども、システムそのもの

もアウトソーシングにしようということで、ネットワークも学内のいろいろなサーバーは全

部外に出してしまおうと思っています。ＮＥＣにお願いしようと。もちろん自分で責任をも

ってやることは別とすれば、学内はもうストートレスにしてしまおう。ルーターだけという

ことにできればと思っています。どこまでうまくいくかわかりませんけれども、それはもう

割り切りですね。しばらくすると当然技術的な空白が出てくるわけで、そうなったらまた多

少ゆり戻さざるをえないかもしれないけれども、今はどちらかというと、そういうことで使

い方に力を入れようということです。 
 
 
○教育活動について 
 
【瀧澤教務担当教務主任】 
 それでは、主に文系の学生を対象に開いているセミナーと、センター設置科目について説

明させていただきます。 
 まず４月のセミナーなんですが、第三者評価の関連資料の 22 ページに載っているのが、本年

度の新入生コンピュータセミナーの具体的な内容です。これは主にメディアネットワークセンタ

ーの非常勤講師の方と助手、今日代表で３名だけ参加しておりますが全員で 13 名おります。そ

の助手が講師となってセミナーを開催します。一コマが 90 分と申しましたけれども、実際はそ

の間に学生の入れ替えとかありますから、実質的には約 70 分くらいでしょうか。その間にネッ

トワーク利用に関しての注意事項と、多少の実習をするということで実施しました。 

 23 ページに実際に開いたときの出席状況を書いています。一番右の欄に出席率とあります。

各学部の新入生が対象ですが、たとえば政経学部ですと、全体で 1285 名が参加して、参加しな

かったものは 25 名、出席率 98.1％と非常に高い数値を示しています。これを受けないとＩＤが

停止になってしまうということなので、学生は非常に熱心に受講しています。 

 

【竹内助手】 

 メディアネットワークセンター助手の竹内です。よろしくお願いします。瀧澤先生のほうから

お話があったと思いますが、現在受講率が 96.8％と非常に高い状態で、1997 年度よりこういっ

たかたちの新入生セミナーを行っています。受講率は初年度が 62％、それ以後、89.6、90％以

上というかたちにいまなっています。 

 その具体的な内容の構成なんですが、お手元の資料の 22 ページをご覧いただくとおわかりに
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なると思います。まず一番 初に情報倫理の分野について具体的に紹介しています。その情報倫

理の部分がセミナーのほぼ半分程度の時間を占めておりまして、情報倫理教育について具体的に

やっているというかたちになっています。その後、具体的な機動から始まりまして、いま認証の

画面が出ておりますけれども、その後は具体的な操作に入っていきます。起動からあと Web の閲

覧、それから早稲田大学に特化した WinYAT というメールソフトがありまして、そちらの使用方

法について説明をしています。 

 早稲田大学では一般的に開放されている端末を使うときに、すべて認証を行って入るようにな

っておりまして、パスワード教育についてもかなり力を入れています。ダイヤルアップも含めて、

すべて学生が利用できる端末、もしくはネットワークを介して利用する場合は、必ず認証という

行為を行うようにしております。 

 次に具体的な操作方法、検索から終了の仕方、そして大学でも文献検索の方法等も Web を使っ

てできますので、そちらのほうについても紹介しています。こちらが WinYAT32 といいまして、

早稲田大学に特化したメールクライアントなんですが、こちらを学生は使うようにしております。

発信から受信、引用等も含めて返信の仕方について紹介して、一通り新入生セミナーを受けると、

ある程度の利用ができるようになります。 

 また教室での端末の使い方についても注意点を具体的に指示するようにしています。あとはこ

の 24 号館以外にも 22 号館と 9 号館にも同様のコンピュータ教室がありますので、そちらのほう

についても紹介しています。 

 
【徳田評価委員】 
 今新入生の方というのはわかったんですけれども、少しアドバンスの学生が自分のノートブッ

クでメールを自分のマシーンに吸い取りたいなんていうのは認めてないんですか。 

 
【竹内助手】 
 pop をつかっての取り込みは認めています。 

 
【徳田評価委員】 
 現実にはキャンパスに担いできたときに、特にこちら側のキャンパスについていうと、ネ

ットワークに接続する仕組みがほとんど用意されていないんです。実験的にＰＨＳを使って

学内でアクセスするものと、先ほど見ていただいたように、14 号館のいくつかの教室には

無線ＬＡＮがあったり、その教室のなかの実験的にポートがあったりするところがあります

が、数からいうと全然足りません。 
 
【徳田評価委員】 
 持ってきたからといってあまりメリットがない。重い物を持ってきて、ロードできるわけでも

ない。 

 

【筧教務部副部長】 

 今のところそうなんです。そろそろ状況は変わりそうな気がします。もともと、学生がノート

ＰＣなどを持ってくるであろう、あるいは持ってきたことを想定して何かしなければいけないと

いう話だったんだけれど、事務スタッフを含めてポートを全部用意するなんていうのはとんでも

ない。そんなものを用意しようものならあっという間に壊れてしまうのを、ＰＣ用に電源を使う

のではなくて、それ以外の電力を加えろというような雰囲気が数年前にはあった。今現在はずい

ぶん変わってきましたから、そろそろ話は変わるんだと思っています。というのは、大学全体と

しても、こういう固定の端末室で場所を用意することは、もうこれ以上は数的に無理なんです。

そうだとすると、ゼミをやるとかそういうところで学生がかついでくるであろうということを想

定して、電源と無線 LAN にするのか、イーサのポートにするのかわかりませんが、そういうもの
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を準備していくことは必要だろうと思っています。 

 

【大塚評価委員】 

 それは３カ年計画にあるんですか。 

 

【筧教務部副部長】 

 文学部と理工学部にはもうすでに DHCP サーバを使える場所があって、こちらのキャンパスで

も来年、２教室そういう持ち込んで使える教室を作ろうと思っています。 

 

【徳田委員】 

 そのような場合に、無線 LAN を使うとセキュリティ上の問題が出てくる。 

 

【村岡所長】 

 セキュリティ上の問題はあります。DHCP もいいんですけれども危ない。 

 

【瀧澤教務担当教務主任】 

 新入生セミナーはこんな様子でやっているんですが、先ほど申しましたように、ほとんど100％

受講しているんですが、残念ながら大学全体の状況が変わってしまいまして、来年度からは新入

生セミナーを開催できないという状況になってきております。これに代わるものとして、入学の

少し前に手続きを終わった学生に CD-ROM を配布して、そこで勉強してきてもらおう。前提とし

ては、そろそろ入学前の学生もコンピュータをかなり持っているという状況になってきました。

もし高校で開放してくれればですけれども、教室は必ずある。したがって見ようと思えば見える

という前提で、CD-ROM を配って、入学前にネットワークの基本的な利用法とか注意事項は学習

してきてもらおうということになっています。 

 ただし、今度は細かな説明とかできませんので、理解したかどうかのチェックが必要になるだ

ろうということで、Web を使って○×式のテストを行います。ある時期までにテストを受けて、

しかも合格点を取っている、そういうものについてはそのまま継続して使っていいです、そうじ

ゃないものについては、ID・パスワードを止める、というような方針を考えております。今まで

100％受講で年間のトラブルが、われわれにあがってきたものが 10 件未満というような状況です

が、来年のいまくらいになってみないとわかりませんけれども、学生は操作とかについては、入

学前にかなり勉強しているという前提で、今のように変えたいということです。 

 

【瀧澤教務担当教務主任】 

 今度は講義科目のほうに進んでいきたいと思います。少し前に戻っていただきまして、15、16

ページに本年度の設置科目の一覧がございまして、これに沿って 2001 年度の科目について説明

させていただきます。 

 「情報処理入門」、いわゆる基礎教育、そのリテラシー教育については、前期 50 クラス、後期

30 クラス開講しまして、一クラス 50 名定員で、全部で 4000 名ということになっています。こ

れは１年生優先で登録するんですけれども、前期については定員総数が 2500 人なんですが、受

講者がどうしてもあふれてしまいまして、取れないという状況です。残念なんですけれども、こ

れ以上は教室の関係で増やせないという状況です。後期の 30 クラスにつきましては少し余裕が

ありますので、そちらで掬えるものは掬うという方針です。 

 「マルチメディア入門」は、前期が８クラスで、夏期集中が２クラス、後期 10 クラス、30 名

定員でやっておりまして計 600 名です。あとマルチメディアに関しては、下のほうにＡＢＣＤＥ

という言論というのがありまして、これは各一クラスずつで、それぞれ各分野に特化した科目に

なっています。 

 「プログラミング初歩」というのは、VB や C を教える科目です。2003 年度からの情報化とい
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う科目にも関連していまして、プログラミングに関するものを何か取らなければ、情報科の免許

が取れないという状況で、取りたい人が増えるだろうという予想がありました。本年度からその

ために前期４クラス、後期４クラスの計８クラスを用意しました。これでもまだ希望者が多いと

いう状況です。コンピュータによる統計処理というのは通年で前々からおいてある科目ですけれ

ども、これは５クラス計 300 名ということで、だいたいちょうどいいくらいの数です。 

 「ネットワーク技術」という科目には、ⅠとⅡがあるんですけれども、これはシスコネットワ

ーキングアカデミーというものの 初のステップと２番目のステップということでありまして、

これも情報科の教職の免許証に関係がありまして、ネットワークに関するものを取らなければい

けないということで、それに関係する人は取るということで人気はけっこう高いです。Ⅰは９ク

ラス、各 30 名で 270 名。Ⅱは３クラス、各 30 名の 90 名ということで設置しております。 

 実は 2000 年度にも単位なしで設置しましたところ、人気が高かったという状況で、2001 年度

から単位付きで設置したということです。実習費は 1000 円です。社会人になって受ける人もけ

っこういます。何万円か取られる科目ですので、学生は対応が早くて、非常に人気が高いという

状況です。 

 「シンガポールのＩＴ革命」というのは、シンガポールと遠隔でも講義をしていますけれども、

松下の寄附講座ということであります。通年４単位ということで設置しました。 

 情報化社会に対応というのも、やっぱり情報の免許に取るために必要な講座の一つでありまし

て、前期３科目、後期３科目で各 100 人の合計 600 人、これだけ設置しております。 

 情報処理特論という科目がありますが、これは現在前期２クラス、後期２クラス開講しており

まして、このクラスは実は２年生以上を対象としておりますけれども、前期、後期２クラスずつ

のうちのそれぞれ一クラスはオンデマンド型の講座になっております。これは本年度実験的に設

置しまして、情報処理入門で代表的な講師の方に、あらかじめビデオ撮り等してもらいまして行

っております。 

 2002 年度につきましては、資料の通り、（「英文情報処理」・「コンピュータによる金融工

学入門」・「プログラミング中級」・「ネットワーク技術Ⅲ・Ⅳ」・「大規模データ解析入門」と

いう科目）を追加することになっております。 
 
 
【小西】 
 引き続き、関連資料の 32 ページから 35 ページまでをご覧ください。昨年よりメディア

ネットワークセンターの受講生の学生を対象に、Web を利用した仕組みを利用して、半期

ごとに授業評価アンケートを取っています。今回のデータは、今年度前期の科目が終了した

タイミングで、前期科目受講生全員を対象に実施した結果です。 

 大きく五つにカテゴリーを分けておりまして、まず 32 ページが授業の内容に関する質問とい

うことで、お配りした講義要綱を実際に読んで授業を取ったとか、同じ内容をウェブに講義要綱

としてあげておりますが、これを見たうえで履修したとか、あと授業の内容は講義要綱を読んで

期待どおりでしたかとか、実際に受けてみて授業がどういうような内容であったか、授業を受け

てどういったことに役に立ったとか、情報処理周辺の知識を得ることができたとかというような

形式の質問です。 

 総評に書いてあるとおりですけれども、実際にわれわれは毎年講義要綱を作っておりまして、

Web でもあげているんですが、冊子のほうはだいたい見ていただいているんですが、メールのほ

うはまだまだ見てもらっていない。これは情報処理入門という科目がだいたい８割くらいが１年

生が受講している関係上、１年生がウェブを見て登録というところまではまだいっていないので

はないかということです。とはいえ、実際に受けてみて、もっと情報処理分野を勉強してみたい

というようなアンケート結果が得られておりますので、導入的な情報処理教育の部分は、ある程

度果たしているんじゃないかと思っています。 

 33 ページ、２番、教材と課題に関する質問ということで、授業の内容とその次に実際に授業
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で配布された授業の資料とか課題がどんな感じだったかと聞いております。いろいろ授業形式に

よって多少上下することもありますけれども、難しいというような意見が多いというのが第一印

象です。一般的な普通の授業で聞いて、それで終わっているというよりは、実習を含んでおりま

すので、ある程度課題について導き出されているというような感じを受けます。 

 引き続き、３番目に情報処理入門等の担当教員に関する質問ですが、コミュニケーションがと

れたかとか熱意を感じたかということで、要はコミュニケーションを先生とあまりとれていない、

実習を伴っているにもかかわらず、コミュニケーションがまだまだとれていないというのが気が

かりなことです。 

 実際に回答をいただいた学生さんは、この授業への参加意欲はどうだったかということで聞い

てみますと、おおよそ意欲もすごくあるというような回答で、出席はほぼ優秀というような感じ

で、実際に出席している。成績も自分ではいいだろうというふうに書いています。 

 後に総合的な質問ということで、参加して目的は達成されましたかとか、実際にこの授業を

後半に進めますかとか総合評価していただいたところ、おおよそ良い回答はいただいているんで

すが、達成していないとか、進められないというような回答が少なからずやっぱりあるというこ

とで、このあたりをもう少し改善していく必要があると思われます。 

 

【徳田評価委員】 

 全体の大きな流れというか、先ほどもちょっと話題が出ましたけれども、高校生たちが情報の

時間をだいたい持つようになって、たぶん早稲田の一貫教育のなかではすでに触れている人がた

くさん育っていると思います。うちの大学も英語なんかも、よくできる人、ちょっとできる人、

中くらいの人、うんとだめな人と能力別に細かく 30 人くらいの固まりで分けてやっています。

だからたぶんメディアリテラシーとかコンピュータリテラシーも、理想は細かな集団に分けて能

力別に伸ばしてあげるのが一番親切だとは思うんです。今一律でやっていますね。それはどんな

ふうな方向で考えられているんですか。 

 

【村岡所長】 

 まだ検討中です。 

 

【徳田評価委員】 

 たぶんでこぼこすると思うんです。 

 

【村岡所長】 

 今よりは激しくなるだろうという予測はしています。基本的にメディアネットワークセンター

という格好で設置する科目については、どの学部から見ても、学部が決められる仕組みになって

いるから、いわば学部から見たら選択の科目ですよね。ですからその意味では、とにかく何も触

ったことのない学生がまだ多いというのをベースにして、情報処理入門という入門科目のクラス

数が多く、そこが不安だと思います。今もそうですけれども、機器に触るという触り方の部分に

ついて足りない部分は、もう全部自分で使えるようになっていらっしゃいとしてしまって、メデ

ィアネットワークセンターとしては、その上のところでプログラミングに集中するとか、マルチ

メディアに集中するとか、それでレベル分けをするというのを入れていきたいと思っているんで

すが、先ほどの話で１年生の後期からはかなりゆとりがあるんですが、１年生に入ったすぐのと

きに、それだけクラス分けができるかというのは、けっこう厳しい問題ですね。 

 

【小西】 

 40 分から講義が始まる関係がありまして、ここで休憩させていただきます。 
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○研究活動について 

 

【筧教務部副部長】 

 メディアネットワークセンターでのサポートは、実は部屋とかその種のものをお使いになるの

であればどうぞという程度の間接的なサポートが中心です。形としては何に使われているかとい

うと、実際に特別研究員という枠がありますけれど、少なくともこういう部会を開いていただい

て、共同研究者に学外から来ていただくというときに無給だけれど、一応業績リストか何か出し

て OK ということになれば、早稲田大学の身分証明書が出る。そうするとアカウントが持てる、

図書館が利用できる。そういう格好でいろいろ便利に活用してくださいという趣旨です。具体的

には、これについては年に１回簡単な報告を出していただくほかに『MNC Communications』、か

つては紙物で紀要というのを出していたんです。いまは Web のページにあげる格好で出していま

す。そういうところに報告を出す程度の活動をしています。 

（紀要 URL http://www.waseda.ac.jp/mnc/RESEARCH/mnc_comm/index-j.html） 

 その次の 44 ページはそこに特定研究申請と書いてありますが、これも何年か前、もう 10 年以

上前になりますけれども、スーパーコンピュータを早稲田大学が独自に持ったときがあります。

いまも持っていますが、スーパーコンピュータには違いないけれど、もういまはそれほど優れた

スーパーコンピュータでも何でもなくなってしまったんですが、それをなるべく活用していただ

こうというので、年額 20 万とか 50 万まで申請していただければ有料の利用料を無料にいたしま

す。代わりに研究報告、こんなものができましたというのをあげてくださいという仕組みになっ

ています。仕組みだけ続いているものですから、そういうものが今年も 18 件ほど走っていると

いう格好になっています。 

 それ以外に受託研究その他も受けられる仕組みになっていますし、あるいは企業との共同研究

がやれる仕組みになっておりまして、46 ページにいま現在なんらかの格好で共同研究で走って

いるものが出ています。一番上のものは TAO からお金をもらって、実際お金をもらった期間はも

う終わってしまって、機材をそのまま買い取るほどのあれもないから、しばらく共同研究という

形でやらせてくださいというので、やっているところです。基本的にはＰＨＳを使ったインフラ

をうまく使おうという話だったんですが、ご存じのようにＰＨＳそのものが伸びなかったものだ

から、たくさんの学生が使うというところまでには至りませんでした。 

 その次からは今やっているところです。一つはＫＤＤコミュニケーションズとネットワークを

使って有効に、これは少しデータベース的なことも含めてやりたいというので、今いろいろと一

緒にやっています。特に研究材料の検索をかませるような話をやっております。シスコとの研究

は例のシスコネットワークアカデミーを実際にやってみまして、日本語化したものを評価すると

いうような格好で共同研究をやっています。Kacis というのは、普通のワープロとかデスクトッ

プパブリッシングよりは、もう少し考え方とかという面もうまくとっていくような仕組みのソフ

トができまして、その導入を含めて一緒にやってみましょうかというのをやっています。 

 一番下は、先ほどのＥＣＣとよく似た話ではあるんですけれども、Web Based Training を利

用した導入教育を少し考えたいというので、数学の教材について、これはわれわれ開発したわけ

ではなくて、関西学院大学の付属高校の先生が非常に頑張って作っておられた教材があって、高

校生用の教材なんです。皆さんご存じのように、早稲田も文系の学部では文系入試にいってしま

うものだから、事実上、高校１年で数学をやらなくなってしまっているわけです。一方入ってき

て、経済をやるとか心理をやるというと数学がいる。そこのギャップでみんな悩んでいるわけで、

その意味ので実習教材がサポートできないかというのを今、共同でやっています。 
 

【村岡所長】 

 私どものほうから直接的に説明申し上げる事柄はこれくらいにとどめて、予定を少し前に繰り

上げまして、委員の皆様方から鋭いご指摘をいただければと思います。あるいは何か説明が足り

なくて、ここはどうなっているということがありましたら、おっしゃっていただければと思いま

す。 
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【徳田委員】 

 まず施設の感想で、学生達が使われている施設は非常にきれいな状態で使いやすいなというの

が印象なんですけれども、ちょっと一つ気になったのが、CD-RW にしろ、DVD にしろ、いろいろ

な新しいメディアができていているので、それがＭＣＣ、あそこにはあるんですけれども、CD-RW

なり DVD の R なり、もうちょっと新しいメディアへ対応できるようにされたほうがい良いのでは

ないか。いろいろな分野で活躍されて、だれもかれもみんなテキストメディアで勝負する人ばか

りではないと思うんです。映像メディアの人もいれば、ミュージックにいく人もいると思うので、

いまのままだとテキストメディアに引っ張られて過ぎているかなという気がします。 

 もう一つは、いつでも、どこでも、だれでもという「でもでも論」と、私達だけ、ここだけ、

このときだけという「だけだけ論」というのがあります。ちょっとこれは語弊があるかもしれな

いけれども、あそこに行ったときだけ使うという印象が非常に強くて、連続的にネットワークと

か情報端末を生活の一部として使いなさいというメッセージがやや欠けている。なにも全員がパ

ソコンを持つ必要はないんですけれども、もう少しシームレスに、たとえば学生たちが持ってい

る PHS なり、携帯や何かも情報はいつでもどこからでもどのようなかたちで取り出せて、みんな

のキャンパスライフに使えるサービスをメディアネットワークセンターはしているんだよとい

うメッセージがやや弱いというか、非連続的なところがちょっと見えてしまう。 

 たとえば携帯の利用なり、若者のライフスタイルに合ったかたちでサービスを出されるという

連続性がほしい。規模の問題もあると思うんですが、少し「だけだけ」というカルチャーが残っ

ているので、もう少し「いつでもどこでも」という状態がない。ほかの委員の方たちからお話が

出ていましたけれども、ワイアレス LAN の導入とか、モビリティの高いデバイスをもう少し当た

り前に使う。学生たちは一番モビリティの高い携帯を使っているわけですよね。わざわざここに

来なければ、ここだけじゃなきゃだめだよというのはやや制限がきつい。 

 メディアネットワークセンターのメッセージとして、学部の先生の後ろから押して前に出させ

るか、おいしいものを前にぶら下げて引っ張っていくか。後ろから押すかたち、プッシュ型にな

るのか、ちょっと前にいい具体例をどんどん出して前に引っ張り出すか、そこらへんの戦略。先

ほど見せていただいたＤＣＣ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ）や何か非常におもしろい試みをやられ

ているので、非常に参考になったんですけれども、キャンパスのなかの設備としては、もうちょ

っと前に引っ張り出してあげる例を、ショーケース的なものをどこかにつくられたほうが、ＭＮ

Ｃのいろいろなファシリティも変わってきてるんだというメッセージが、もうちょっとセールス

トーク的に見えるかなという気がしました。 

 授業は拝見して、非常に熱血漢あふれる先生方がやられているので、授業を受けている学生た

ちは幸せだなという感じで見せていただきました。先ほどもすでに質問したんですけれども、高

校または中学校、たとえばうちの幼稚舎の学内の小学校は小学校４年生から PowerPoint を使っ

てプレゼンの練習をしています。だから、そういう変な子どもたちが上に上がってきて、またリ

ピートして同じことをやるはめになったときに、大学ってつまらないところだなと思われないた

めにするためには、あるタイミングでリニューアルしていかなければいけないと思います。中長

期的なレビューするタイミングを明確にされて、３年後にレビューするとか４年ごとに全面改訂

をするというルールを、もう自分たちでむしろ義務化してしまう。変えるか変えないかは、その

ときに議論すればよろしいんですけれども、そこをうまく作られて、周りの中高の環境が変わっ

たのに適用されるというのがよろしいんじゃないでしょうか。現状は熱血漢あふれる非常勤の先

生がいらして、うちの場合もそうなんですけれども、常勤の先生の評価より非常勤の先生の評価

のほうが 0.8 ポイントくらいいつも高いので、非常にそれはうまくやられているなと思いました。 

 

【大蒔委員】 

 前にぶら下げるか、後ろを押すかというのは、早稲田特有の問題じゃないと思うんですけれど

も、それをやらないと、結局日本がＩＴが遅れたというのは、一番簡単に言えばドキュメント化

の問題ですよね。我々のところはだいたい１万人組織なんですけれども、事務連絡とかは全部
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Web 化して、評価も全部 Web 化して、無理やりやるとやっぱり１、２年後にはそうなると思うん

です。うちの妻の中学校は普通の公立の中学校ですが、やっぱりもう PowerPoint を使っていま

す。時代を見極めてレビューされたらいいと思います。 

 入門教育については、こちらのカリキュラムなのかわかりませんけれども、文章にするような

実践的な授業は、たぶん文系の方にとっても重要だと思うんです。プログラムを作るまではしな

くていいと思うんですけれども、PowerPoint までくらいを強調してやると力がつく。文系でも

どんどん勉強いしていければいいんじゃないでしょうか。 

 

【大塚委員】 

 今だいぶカバーされたので似たような話になっちゃうんでしょうけれども、先ほどから話題に

なっている、入ってくる人のレベルがここ２～３年で全然変わっちゃっているし、ますますどん

どん変わっちゃっているので、底上げをきちっとやっていくという意味においては、大変趣旨的

にも工夫がこらされているかと思いました。 

 これは我々外資企業でもそうなんですけれども、私が４月に作った組織の横軸なんです。企業

の中では。我々が縦と言っているのは事業部なんです。事業部は個別に走り回ると、それがエネ

ルギーの元になる。でもあまりばらばらになっては困るからというので、横で共通のものをちゃ

んとつくらないと、コストもエネルギーもリソースも変わらないという構造になっています。や

っぱり横を機能させるときには、横が縦以上の力を出していかないと、今度縦に対する求心力に

なりにくくなってしまう部分があって、新入生の方をフォローアップするということと全体のシ

ステムとのバランス、たとえば変な言い方ですけれども、理工学部との力関係みたいを考えても、

やっぱり文系のほうで相当力をつけていくと、全体が統合されやすい形になるのかなという気は

します。 

 さっきも出た話ですけれども、 近企業もそれこそＩＴ化、ＩＴ化と、次世代は 40 代から出

そうみたいなことが議論されているので、けっこう早いうちから次を担えるというのは、むしろ

全体を丁寧に教育するというよりは、トップ 20％をいかに早く選んでしまうか的なところがけ

っこうあるので、会社に入ってから、突然そういうムードになるとずいぶんギャップがあるんだ

ろうなという感じはします。 

 我々の中で一番問題になっているのはセキュリティの問題なんです。ここは特に答えがあるわ

けじゃないんですけれども、特にこういう大学というのは、物理的にも外にオープンでなければ

いけないし、ネットワーク的にもあれですけれども、セキュリティの問題はかなりこれから重要

なテーマになってくるだろうと思います。 

 ＭＮＣは、たまたま今日は稼働率が低かったのかもしれませんけれども、学生さんを向いた場

合と教職員の方を向いた場合で、教職員の方を向いた場合に、ＭＮＣみたいなところが、むしろ

積極的に提案をされていかれると、先生方も新しい教材の作り方とか、そういうところにさらに

積極的になられるんじゃないか、トリガーがかかるのではないかという感じはしました。 

 

【村岡所長】 

 どうもありがとうございました。授業をレビューする。われわれはそういう意味では、考えた

ことがなかったので、おっしゃるように、今まではどうやっていたかというと、積み木の積み上

げなんです。だから３年くらいごとに全部チャラにして、ゼロから考えるというのがいいかもし

れないですね。それはたしかにいいご提案だと思います。それはぜひやりましょう。 

 

【筧副部長】 

 それからタイミングからいっても、今やらないといけないですね。 

 

【村岡所長】 

 ゼロに全部消しちゃったほうがいいと思う。我々はどうも消すのが下手なので。今のご提案は
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ぜひやらせていただきたいと思います。 

 それと、これは言い訳ではないんですけれども、言い訳になってしまう。いまお三方ともおっ

しゃった、早稲田大学は全体的な雰囲気が乏しきを憂えず、等しからざるを憂うという感じなん

です。我々がそう思っているだけかもしれないんですけれども。ですから、どうも平等に平等に

というのは、ちょっと気を使いすぎているんじゃないか。そしてどちらかというと、一生懸命お

尻を押すほうを頑張っていたんです。考えてみると、たしかに若い人はひとりでに走り出した。

これは反省しなきゃならないと思います。 

 ＭＮＣですが、実は私もさっき一緒に行ったときに名簿をちらほら見たら、結構学生も使って

いるようなんです。たまたま近場にいるせいもあるかもしれませんが、日本語研究科や国際部と

いった箇所は外国から来ている学生もいっぱいいますし、そういう学生さんはけっこう使ってい

るのだと思います。 

 

【徳田委員】 

 ＭＮＣの関係で言うと、僕なんかは半分くらい場所をスペシャライゼーションされている趣旨

のは残しておいて、あと半分くらいはさっきのあふれている学生に使わせてあげてもいいのでは

ないでしょうか。 

 

【村岡所長】 

 実は前々からそうしたいとは思っていまして、24 時間並んでいるくらいの利用率があります

ので、どうせだったら、あそこの壁もぶち抜いて、全部端末を増やして、そこも含めて 24 時間

開放にしたほうが、たぶん学生にとってはありがたがるだろうなと思いますが、ＭＣＣの持って

いき先の場所とかもうちょっと検討する必要はあると思います。 

 

【大塚委員】 

 ただ、僕らはもういかに詰めるかというので、階段の下にもビデオエディタとか入れちゃって

いるので、あのゆとりは非常にいい、うらやましいなと思って空間的な配置は見ていたんですけ

れども、ただ稼働率はやはりちょっともったいないですね。 

 あと、私が言うと天に唾みたいなところがあるんですが、全部一斉に変えるのは大変でしょう

が、ごく一部でもいいから、本当に 新鋭のものが大学の負担じゃないかたちで、そこにすべて

そろえられるという構造をつくって、それを使いまわしていくという感じがいいように思います。 

 

【徳田委員】 

 我々は精神安定剤と呼んでいるんですけれども、文科系の先生は本に触れて紙をぺらぺらめく

らないと、読んだ気がしない。われわれみたいに postscript とか PDF をバッと出して、ふむふ

むとプリントせずにもうこれはだめなペーパーだとか、これはいいとか言っているのとだいぶ違

うので、一概には言えないんですけれども、究極はＭＮＣが提供する空間も図書館が提供する空

間も、やはり空間としてのアメニティが高いということが大事だと思うんです。そこに行く理由

がほとんどなくなります。自分のマシーン、自分の携帯、モビリティの高い状態で、全部学外の

情報が取れたときになぜＭＮＣの提供している部屋に行くのかといったら、ただ情報が取れるか

らじゃない。アメニティがよくて、そこに行くことのメリットが学生にとって明らかにあるから

です。今は自分の周りではないんだけど、ＭＮＣに行くと非常に進んだサービスが受けられると

いうモデルがあると、学生はどんどん使うし、先生方もこういうふうな使い方があるのかという

のが見えれば、どんどんいい方向に向かうと思います。 

 だから、そういうのを受けて優秀な学生が出て企業へ行ったときに、なんだ、日本の企業は元

気ないな、このままじゃ、ひどいじゃないかというくらいに企業を叱咤激励できる人が出て行け

ば健全だと思うんですけれども、大学を出て行ったら、企業はもうすごい勢いでいろいろやって、

こんなメディア触ったことない、これはどうやって使うのという学生が出てくるんじゃあ、ちょ

 12



っとお先真っ暗で、この会社は低いな、こんなにネットワークが遅くて、どうして商売ができる

んだろうというくらいになっていないと危ない。 

 

【村岡所長】 

 いろいろ貴重なご意見をいただきまして、本当にありがとうございました。これに懲りずに、

またいろいろと機会を設けさせていただければと思います。 

 今朝ほどご紹介したように、ＭＮＣ、情報企画課、ＩＴセンター三位一体でやっておりますの

で、今後とも先生方にお話を伺わせていただきたいと思います。本当に今日はどうもありがとう

ございました。 
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