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はじめに 

 

本学の教育目標である「自律した人間の育成」、「豊かな人間性の育成」、「社会を担いうる人間の育成」、

「専門職業人の育成」を達成する上で、ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）を積極的に活用した授

業改善（教育内容の高度化、豊富化）や学生支援の展開（多様な学生に対するきめ細かな教育学習支援、

キャリア形成支援）が極めて有効である。 

本学では、外部資金（文部科学省の補助金）を獲得しながら、基幹ネットワークシステムや情報教育

システムの更新事業を年次計画的に進めてきた。これによって、マルチメディアコンテンツを遅滞なく

配信する高速ネットワークや無線ＬＡＮ環境など、先進的な情報基盤が整備された。あわせて、情報ネ

ットワークの安定的な運用を確保するため、全学的なセキュリティ対策を講じながら教育・研究環境の

充実、向上を図ってきた。 

しかしながら、いわゆるハード的な側面を整備しただけではＩＣＴを活用した教育研究の改善は進展

しない。すべての利用者に対してＩＣＴの効果的な利用を促進するための組織的な支援体制の構築が求

められる。 

具体的な達成目標の概要は、以下のとおりである。 

１．教育研究の高度化・豊富化を図るための情報インフラの整備 

利用者の具体的なニーズと将来的な展望の中から情報インフラの整備計画を明らかにし、その

実現と安定的な運用を図る。 

２．ＩＣＴを積極的に活用した教育研究を支援する組織体制の整備 

対面授業を補完する「ｅラーニング」、インターネットを活用した他大学や地域社会、産業界

との連携・交流等、情報ネットワーク技術を活用した教育研究を効果的、効率的に推進するため

の組織・運営体制の整備を図る。 

３．情報資産の活用と保護を実現するための情報セキュリティの確保 

教育研究の円滑な遂行を保障するための情報セキュリティ体制を確保する。特に、個人情報デ

ータベース等の情報資産の活用と保護を両立させるための全学的な組織体制の整備を図る。 

なお、以下の「１．教育研究の高度化・豊富化を図るための情報インフラの整備」は、本報告書「Ⅷ 

施設・設備等 ２．情報インフラの整備」に記載し、「２．ＩＣＴを積極的に活用した教育研究を支援す

る組織体制の整備 （１） 対面授業を補完する「ｅラーニング」環境の整備」は、本報告書「Ⅲ 学

士課程の教育内容・方法等」の「１．全学部共通 ２ 教育方法とその改善 （３）教育改善への組織

的な取組み」に「「ｅラーニング」システムの導入」として記載している。さらに「３．情報資産の活用

と保護を実現するための情報セキュリティの確保」は、「Ⅷ 施設・設備等 ６．情報資産の活用と保護

を実現するための情報セキュリティの確保」に記載している。 
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１．教育研究の高度化・豊富化を図るための情報インフラの整備 

 

（１） 基幹ネットワークシステム 

 

１）現状 

学生の基礎学力及び学習意欲の低下という深刻な事態が顕在化する一方で、多様な目標、才能を

持った学生が入学する状況がある。さらに、障がいを持った学生を受け入れている実態にも留意し、

本学では個々の学生の特性を的確に把握し、学生を新たな学びの世界へと誘う魅力的な教育環境の

形成をめざしている。その中核として、情報ネットワークを活用した授業改善を進めてきたが、従

来のテキストデータ中心の教育では十分な教育成果を上げることができなかった。そこで、学生の

自ら学ぼうとする意欲と理解度の向上を図るため、組織的な教育能力開発（ファカルティ・ディベ

ロップメント）に努めながら、音声や動画等のマルチメディアを活用した授業の高度化と豊富化に

対応できる教育環境を構築することを目的として、2004年度、9年間使用した旧式ネットワークシ

ステムを廃棄し、新たに高速かつ安定的な通信と堅牢なセキュリティを兼ね備えた学内ＬＡＮ（基

幹ネットワークシステム）を構築した。 

この更新によって、センターコアスイッチ間は10Gbps、コアスイッチと各建物のノードスイッチ

間は 1Gbps、末端は 100Mbps の高速通信環境を実現した。また、通信装置、サーバ、通信経路を冗

長化することによって安定的なサービス提供を保障している。 

また、年次計画的に無線ＬＡＮ環境を拡大することを可能とするため、すべての教育研究施設に

情報コンセントを設置した。まず、2004年度は、Ｆ館（学生館）及びＧ館に無線ＬＡＮ用アクセス

ポイントを設置し、学生の自学自習の環境を整えた。続いて、2005年度はＡ館3階の演習室及び小

教室とＢ館3階の中教室（マルチメディア教室）にエリアを拡大し、一般講義や語学教育で活用し

ている。また、学生の動線上に情報ポータルステーションを配置するため、廊下や図書館ロビー、

就職情報センター等に無線ＬＡＮ環境を備えた。この環境は、教職課程室や非常勤講師室へのパソ

コン設置にも活用している。 

さらに、「ＳＳＬ／ＶＰＮ装置」の導入により、学外からインターネットを経由して学内のネッ

トワーク資産を安全に利用する環境を整備した。これにより、たとえば学生が自宅や社会連携セン

ターにいながら情報教育システムにアクセスし、ファイル操作を行ったり、アプリケーション配信

サービスを受けたりすることが可能となった。 
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図Ｘ－１ 基幹ネットワークシステムの概念図 

 

 

この基幹ネットワーク更新と同時に、授業の映像や講義資料等を統合した豊かな学習素材として

のマルチメディアコンテンツをストリーミング配信するシステムを導入し、学内に設置した約 500

台のパソコン及び学生が所有する約１千台のノート型パソコンに100Mbpsで接続するとともに、高

速光ファイバーでインターネットに接続した。これによって、オンデマンドあるいはライブ配信に

よって学内外を問わずマルチメディアコンテンツにアクセスできる環境を整備した。 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

2005年度のネットワーク利用実績は以下のとおりである。Ａ～Ｂ館等の無線ＬＡＮの利用、学外

からの利用がまだ少ない状況にある。無線ＬＡＮ活用による教育上の効果を周知し、必要な支援策

を提示しながらその活用を促進する必要がある。 

 

表Ｘ－1 基幹ネットワークシステムの利用状況 

利用環境 利用状況 

情報教育実習室および学生オープン室端末 

年間ログオン回数：222,136回 
（学生ひとり平均44回） 

年間ログオン時間：217,155時間 
（学生ひとり平均43時間） 

Ｄ館2階教室（有線・無線ＬＡＮ） 

Ｃ館3階～5階フロアー、図書館閲覧室、 
Ｇ館8階ラウンジ（無線ＬＡＮ） 

年間ログオン回数：362,409件 

Ａ～Ｂ館3階（無線ＬＡＮ） 

Ｆ館2階～5階（無線ＬＡＮ） 

Ｇ館1・2・5階（有線・無線ＬＡＮ） 

年間ログオン回数：16,601件 

学外からの利用（ＳＳＬ／ＶＰＮ） 年間利用者数：学生145名,教員 19名 

 

マルチメディアコンテンツの利用状況（視聴の状況）は以下のとおりである。たとえば、授業を

収録したコンテンツについては、学生から「オンデマンドで復習に利用することで理解度の向上に

役立つ」、「やむを得ず欠席してもこれを補うことができる」といった評価を得ている。また、フィ

ールドワークや卒業研究において過去の調査や報告会の映像をマルチメディアコンテンツ化し、こ

れを導入時教育で視聴させることで学生に具体的な目標を与え、課題へ積極的に取り組む意欲を喚

起する効果を得ている。さらに、公開講座や学術講演会の模様を広く配信することで社会への貢献

も果たしている。 

 

表Ｘ－2 マルチメディアコンテンツ配信システムの利用状況 

種別 収録数 サイズ 延視聴者数 

教育コンテンツ 12 24.38 ｷﾞｶﾞﾊﾞｲﾄ 15,497 人 

研究コンテンツ 3 5.46 ｷﾞｶﾞﾊﾞｲﾄ  2,786 人 

その他（学術講演等） 16 17.55 ｷﾞｶﾞﾊﾞｲﾄ 11,037 人 

 

【課題・改善方策】 

① 無線ＬＡＮ環境の年次計画的な拡充 

演習室やマルチメディア教室での無線ＬＡＮの利用実績はまだ少ない。これを推進するため、

具体的な授業モデルや成功事例を提示するなど積極的な広報活動を行う。一方、無線ＬＡＮエリ

アの拡大に伴い、電波障害等のトラブルや利用者からの要望に迅速に対応し、有用な情報が利用

者間で共有されるような運用体制を備える。 
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② 論理的なセグメント構成 

2004年度の基幹ネットワークシステム更新では、従来の物理的なセグメントによるネットワーク 

構成を継承したが、教育研究上の利便性とセキュリティの確保という観点から、「認証ＶＡＬＮ」を

活用した論理的なセグメントによるネットワーク構成への移行について検討を進める。 

③ 統合認証システム 

無線ＬＡＮおよび学外からのアクセスについては、既存の情報教育システムの認証データベース 

を利用することによって統合的な認証のしくみを実現した。今後の課題として、大学が運用するす

べての情報システムで統合的な認証を実現すべく、ＩＤ管理の方針を確定するとともに円滑な移行

を実現するため、関連するシステムの運用状況を考慮しながら、適用の時期を具体化する。 

 

（２） 情報教育システム 

 

１）現状 

2000年度に出された「札幌学院大学情報インフラ整備に関する答申（基本計画委員会／情報イン

フラ拡充･整備等専門部会）」で情報教育システムの整備・改善の必要性の指摘を受け、2001年度に

既存システムの改善すべき点を点検・検討した。そして同年度末にシステムを更新し、2002年度よ

り新・情報教育システムによるサービスを開始した。この新システムにより、情報教育システムＬ

ＡＮの基幹部分が1Gbpsに拡充され、マルチメディアコンテンツにも対応できるようになった。ま

た、情報教育実習室における学生一人あたりの作業スペースの拡充、 大5室までの連携が可能な

同時連携授業、そしてアプリケーション配信サーバによる、場所に依存しないアプリケーションソ

フトウェアの利用環境の提供、等が実現され情報教育環境は大幅に改善された。さらに、Ｗｅｂ教

材サーバを学内限定および学外向けの2種類用意し、講義等で活用する掲示板やアクセスカウンタ

等のＣＧＩを用意することでＷｅｂ教材を教育に活用する（ハード面の）環境は整った。また学外

向けのＷｅｂ教材配信に向けて、主に著作権に関連する注意事項をまとめたガイドラインを制作し、

全教員に配布して理解を求めた。 

2003年度には、授業時間外におけるマルチメディア学習環境を充実するため、図書館閲覧室とＧ

館学生ラウンジに無線ＬＡＮエリアを拡充整備した。さらに、2004年度には自宅等学外から安全に

情報教育システムの各種リソース（アプリケーション・プログラム、ファイルシステム等）を利用

できる環境を構築し、自学自習環境のさらなる向上を図った。2005年度には図書館との共同事業に

よって閲覧室で利用可能な貸し出し用ノートブックパソコン（5台）を導入した。 

2006 年度には図書館閲覧室のパソコン（24 台）を情報教育システムのクライアントに切り替え

た。これによって、図書館と電子計算機センターの各種機能・サービスが統合した豊かな自学自習

環境が図書館閲覧室に実現した。 

2005年度の学生の利用状況は、表Ⅹ－3の通りである（下段のカッコ内の数字は、利用者ひとり

あたりの平均値）。年間の利用時間は、ひとり平均50数時間で、法学部が若干少ないものの学科間

で大きな差異は認められない（ただし、社会情報学部は個人所有のノートブックパソコンを利用す
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ることから20時間弱）。全学共通科目の「コンピュータ基礎」が「履修必修」（「履修必修」とは、

本学独自の用語で履修を強く促す措置をとることをいう。以下、同じ）化となっていること、社会

情報学部以外の専門教育においてもＩＣＴを活用した授業が増加している状況を反映したものと

考えられる。 

 

表Ｘ－3 情報教育システムの利用状況（機能別） 

学部学科（研究科） 
利用 

者数 

利用 

時間(H) 

Active!Mail

利用回数 

ファイルサーバ

使用量(Mb)
印刷枚数

Z-Stream 

利用回数 

SSL/VPN 

利用回数 

商学部第一部 

商学科 
844 

47,053

(55.8)

8,703

(10.3)

20,649

(24.5)

80,591

(95.5)

901 

(1.1) 

86 

(0.1) 

経済学部経済学科 938 
47,629

(50.8)

7,161

(7.6)

16,265

(17.3)

80,178

(85.5)

113 

(0.1) 

3 

(0) 

法学部法律学科 937 
33,950

(36.2)

5,180

(5.5)

15,742

(16.8)

56,633

(60.4)

128 

(0.1) 

26 

(0) 

人文学部 

人間科学科 
618 

32,814

(53.1)

8,131

(13.2)

11,805

(19.1)

63,389

(102.6

)

116 

(0.2) 

100 

(0.2) 

人文学部 

英語英米文学科 
337 

18,311

(54.3)

4,061

(12.1)

6,512

(19.3)

31,972

(94.9)

46 

(0.1) 

0 

(0) 

人文学部 

臨床心理学科 
417 

21,913

(52.5)

4,064

(9.7)

8,251

(19.8)

36,695

(88)

1,400 

(3.4) 

293 

(0.7) 

社会情報学部 

社会情報学科 
778 

14,489

(18.6)

71,780

(92.3)

13,007

(16.7)

34,253

(44)

4,126 

(5.3) 

114 

(0.1) 

商学部第二部 

商学科 
46 

663

(14.4)

58

(1.3)

521

(11.3)

2,216

(48.2)

3 

(0.1) 

0 

(0) 

大学院法学研究科 30 
9

(0.3)

1,027

(34.2)

15

(0.5)

46

(1.5)

1 

(0) 

335 

(11.2) 

大学院 

臨床心理学研究科 
36 

58

(1.6)

2

(0.1)

658

(18.3)

290

(8.1)

288 

(8) 

36 

(1) 

大学院地域社会 

マネジメント研究科 
23 

260

(11.3)

1,494

(65)

211

(9.2)

541

(23.5)

31 

(1.3) 

4 

(0.2) 

・ 下段のカッコ内の数字は、利用者ひとりあたりの平均値 

・ 「利用者数」はアカウントを付与した学生うち実際の利用があった者の数 

・ 「利用時間」は情報教育実習室および学生オープン室に設置している端末からのログイン時間の累

計（社会情報学部の学生がＤ館教室等から利用する時間は集計されていない） 

・ 「Active!Mail利用回数」はログイン回数（Active!Mail」とはＷｅｂメールソフトの製品名） 

・ 「Z-Stream」とはオンデマンド・アプリケーション配信サービスの製品名称 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

導入後5年を経過し、本システムは安定的に稼働している。特に、全学共通科目「コンピュータ

基礎」では同時連携授業が順調に進んでおり、多くの履修者を擁する同科目の円滑な運営に寄与し

ている。 

また、コンピュータ演習科目以外にも、各学部において本システムを活用した授業内容の豊富化、

高度化が図られている。たとえば、商学部第一部では会計ソフトや表計算ソフトを利用した経営活

動における情報技術活用法の修得、経済学部ではインターネット上にある経済データを素材にした

統計解析、情報分析能力の修得、人文学部英語英米文学科ではワープロ演習を通じた論理的な英文
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表現法の修得、社会情報学部では講義と実習のシームレスな連携による社会調査におけるデータ収

集・分析能力など基礎理論と実践能力の融合、全学共通科目の英語教育ではＣＡＬＬを利用した実

践的な英語運用能力の修得を目指した教育が展開されている。 

2005年度の施設別のシステム利用状況は以下のとおりである。一般講義室や小教室、演習室にお

いても高速ネットワーク（有線／無線）が配備されたマルチメディア教育環境が整備され、ストリ

ーミングシステムやＷｅｂ教材サーバ等を活用した先進的な授業が可能となっており、これを積極

的に利用する授業が増加、多様化しつつある。 

 

表Ｘ－4 情報教育システムの利用状況（施設別） 

開講場所 受講学生数 
受講者年間 

延使用時間 

情報教育実習室 4,261 90,374 

Ｄ館教室 3,585 75,285 

講義室、演習室等 327 7,896 

 

【課題・改善方策】 

ハード的な面でのインフラ整備は一定のレベルに達したといえる。しかしながら、すべての授業

科目において情報教育システムが有効活用されている状況にはない。今後は、システム利用に関す

るニーズを引き出し、これに応えるための組織的な支援体制を整備することが重要かつ緊急の課題

である（詳細は、次節で展開する）。 

なお、次期システムの更新について、導入後 6 年経過した 2008 年度を想定し、以下の諸点を考

慮に入れながら基本的な方向性を検討している。 

① 他の部局との連携 

学内資源の有効活用と効率化といった観点から、「ＣＡＬＬを中心とする語学教育システム」

や「図書館システム」、「マルチメディア教室」と連携した全学的な教育学習支援システムの導入

が求められる。 

② ＩＣＴ活用授業科目の拡大 

すべての授業科目においてＩＣＴ活用に対するニーズの顕在化、多様化が想定される。後述す

る教育支援体制の充実によってこの動きが活性化することが見込まれる。教室や演習室にいつで

も利用可能なパソコンを常備するなど、マルチメディアやネットワーク活用の基盤を整備する必

要がある。 

③ 情報ネットワーク環境の変化 

学内無線ＬＡＮエリアの年次計画的拡張や一般家庭におけるパソコン、ブロードバンドの普及

により教室外における学習環境が向上し、教室内外の学びを連携する「ｅラーニング」システム

等の効果的な活用が期待され、教育効果の引き上げや単位認定制度の多様化等を見据えた検討が

求められる。 

 

 - 475 -



Ⅹ 電子計算機センター 

 

④ 高校学習指導要領の改訂 

2006年度以降の入学生は一般教科「情報」を修得している。バラツキはあるものの、一定のリ

テラシーを獲得した学生に対する情報活用能力育成カリキュラムを実現するためのシステム要

件の確立が必要である。 

⑤ 統合認証 

利用者の便宜とセキュリティを向上する上で、情報ポータルシステム等すべての情報システム

間で統合的な認証を実現することが有効である。 

 

２．ＩＣＴを積極的に活用した教育研究を支援する組織体制の整備 

 

（１） 対面授業を補完する「ｅラーニング」環境の整備 

 

１）現状 

一般的に、「ｅラーニング」の可能性として「時間や場所に関わりなく教材を提供し、自己学習

を可能にする」、「学生の理解力に応じた学習を支援することができる」、「理解できない部分を自

己診断させて、何度も繰り返し学習させることができる」、「学生の学習状況を把握し、適切な指導

を学生一人ひとりに行うことができる」があげられる（社団法人私立大学情報教育協会「教育改革

を目指したｅラーニングのすすめ（2005年 5月）」から抜粋）。 

このように、「ｅラーニング」には、従来の講義スタイルでは困難とされる「個別指導」をバー

チャルに実現するなど、対面授業を補完する手段としての有用性が期待される。本学では、情報教

育システムに「ＮｅｔＴｕｔｏｒ」という「ｅラーニング」システムを導入しているが、その取扱

いの難しさなどの理由から本学独自の授業コンテンツを開発、運用した実績はわずかな数に止まっ

ており、現状では製品版の「情報倫理」教材を利用しているに過ぎない（全学共通科目「コンピュ

ータ基礎Ａ」、社会情報学部専門科目「情報処理基礎」及び「情報処理基礎演習」）。 

その一方で、現時点では教員の個人レベルでの取組に止まってはいるものの、専門科目や外国語

授業などにおいてオープンソースによるコースマネジメントシステム「ｍｏｏｄｌｅ」の利用事例

が徐々に拡大している状況がある。また、2006年度、帝塚山大学が開発した「ＴＩＥＳ」という「ｅ

－Ｌｅａｒｎｉｎｇ／ｅ－Ｔｅａｃｈｉｎｇ」システム（2004年度文部科学省「特色ＧＰ」に採択。

現在はＮＰＯ法人によって運用中）を試行的に利用して評価を行った。その結果、教育上の有効性

が認められたことから、「ＴＩＥＳ」の教員向け講習会を開催した上で2007年度から運用を開始す

る予定である。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

「ｍｏｏｄｌｅ」を利用した授業は、学生から「予習や復習に有益な情報が掲載され、理解度向

上に有効である」、「他の履修者の質問や先生のコメントを閲覧することで、大事なポイントを把握
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することができた」といった高い評価を得ている。こういった学生からの評価に見られるように、

情報ネットワーク上に仮想的な学びの場「オンライン・ラーニング・コミュニティ」を創出するこ

とによって「知」の流通や循環が実現し、いわゆる「集合知」が形成される。これを活用すること

によって学生自身の中に眠る多様なリソースを融合した新たな学習モデルが構築されることも期

待される。 

しかしながら、一方で教員個人によるシステム運用にはいくつかの限界がある。たとえば、シス

テムの維持管理に相当な労力を要するという問題である。具体的には、①履修者の管理（ユーザ登

録、個人認証）、②新機能を取り込むためのバージョンアップ（動作検証や不具合の解消を伴う）、

③サーバの安定運用のための各種対策（ハードウェアの管理、セキュリティ対策など）、といった

地道な作業が求められる。教員がこれらの作業から開放され、システムの利活用に注力できる環境

を実現しなければ、個人的な対応の限界がシステム運用の隘路になってしまう危険性がある。 

また、「ｍｏｏｄｌｅ」を利用している教員からは、その教育上の効果を認めながら「教材の作

成や履修者からの質問への対応に予想以上の負荷がかかり疲弊した」という声もある。 

【課題・改善方策】 

2008年度に予定している情報教育システム更新計画と連携しながら、授業運営に有効な「ｅラー

ニング」システムの導入について検討を進める。また、具体的な検討にあたっての基礎情報を収集

するため、電子計算機センターに試行的な環境を構築し、①既存の認証システム（情報教育システ

ムや情報ポータルシステム）との統合や教学系事務システム（履修登録）との連携による受講者管

理の効率化、②教員に対する具体的な支援体制のあり方、③多様な製品あるいはオープンソースの

中から本学に 適なシステムを選択する際の評価基準、などについて調査・研究を進める。 

 

（２） 授業改善を効果的、効率的に推進するための組織・運営体制 

 

１）現状 

電子計算機センターには、学長の任命による電子計算機センター長と

各学部から選出される 5 名の委員をもって構成される電子計算機センタ

ー運営委員会が設置され、同センター事業の企画、立案を行っている。

また、同委員会の下に情報教育支援部門を置き、「情報教育システム」を

活用した教育の支援業務および管理・運用を行っている。同センターの

事務は情報処理課が所管している。 

電子計算機センター
運営委員会 

情報教育支援部

商学部第一部 
経済学部 
人文学部 
法学部 

社会情報学部 
情報処理課

学長

図Ｘ－2 現行のセンター運営組織図 
ＩＣＴを活用した授業内容の改善に

取り組んでいるのは、相応のスキルと経

験を持った一部の教員に限られている。

残念ながら、これが現状である。一方で、

私立大学情報教育協会が主催した「ｅラ

ーニング」形式の電子教材作成講習会

（2005 年度）には約 30 名の教員が、学

内で開催したパワーポイント講習会

（2005 年度）には約 20 名の教員が参加

するなど、ＩＣＴ活用に関する潜在的な

ニーズ及びこれに積極的に取り組もう

とする姿勢が認められる。 
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こういった教員のニーズに応えるためには、教材の電子化やネットワークを活用した教育方法改

善を推進するための支援体制や組織・運営のあり方について、現状の問題点を整理し、今後の基本

的な方向性及び実現へ向けた具体的なプランを検討しなければならない。 

2003年度以降、電子計算機センター運営委員会ではこれを事業計画の重点課題に掲げ、授業改善

を効果的かつ効率的に推進するための組織・運営体制について検討を進めてきた。本来は、全学教

務委員会等関連部局と連携、協議が必要な案件であるが、まずは本委員会及び情報教育支援部門会

議が先行して支援体制の具体案を検討した。その結果は、2004年度末に「教育支援体制の充実に向

けて（2004年度討議総括）」としてまとめられ、学長を含む大学執行部に報告が行われた。 

ここで提起された組織体制のモデルのひとつは、「情報教育を研究テーマとする教員が顧問的な

立場で支援体制の推進にかかわりながら、職員及び学生スタッフが支援業務の実働部隊となり、あ

わせてこれら教育研究推進と支援業務を連携、強化するために任期付き助手（ポスドク層）を採用

してコンサルティングの役割を担わせる」というものである。つまり、ＩＣＴを活用した教育実践

に関する研究活動が機能した上で支援業務と有機的に結びつくことの有効性と必要性が指摘され

た。このうち、ポスドク層の採用に関しては委員会として積極的な意見が多かったが、その受け入

れ体制については電子計算機センター長の位置づけや専任スタッフ配置の必要性等に絡んでくる

ことから、今後慎重に検討を進めることとした。新たな支援体制への移行に関しては、現行の電子

計算機センター機能の継続を前提とした支援組織の構築という観点から以下の複数案を想定し、そ

れぞれ得られるメリットと解決すべき課題を整理した。 

・電子計算機センター運営委員会は従来どおり。一方、情報教育支援部門は（教員に対する）教

育支援に任務を特化してその運営に当たる 

・情報教育支援部門を拡充し、（教育支援を含めた）センターの運営に関する審議・決定をこれ

に一本化する。したがって、電子計算機センター運営委員会はこれを廃止する 

委員会の総意として、後者の「一本化」の方向性で効率的、効果的なあり方を追及することが確

認された。 

この討議総括を受け、2005年度は以下の2点を柱に具体的な検討を進めた。 

・学生サポートスタッフを活用しながら教員の電子教材作成支援を試行し、これを適宜評価しな

がら成功（失敗）事例を積極的に学内広報する 

図Ｘ－3 学生サポートスタッフ ・教育研究の充実、発展を図るため、「ＩＣＴの活

用という観点からの研究を遂行するとともにそ

の具体的な実践と支援を行うこと」を電子計算機

センターが担うべき使命と位置づけ、これを学内

外に広くアピールする 

具体的な活動として、「先生、授業や研究で何かお

困りのことはありませんか？」というチラシの配布や

授業用ノートパソコンの貸し出し、教員向け講習会の

開催などに取り組んでいる。その結果、少しずつでは
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あるがセンターに相談が寄せられる状況になっている。また、私立大学情報教育協会のフォーラム

に参加して他大学の事例に学び、「明確な講義シナリオづくり」と「教員と教材作成スタッフを結

び付ける役割としてのコンサルタント」の重要性について理解と認識を深めることができた。 

新体制への移行については、引き続き具体化へ向けた検討を継続する。なお、これからの電子計

算機センターの役割を明示的にアピールするため、機関名称の変更も検討したが、全学的な校務分

掌見直しの動きがあることから継続課題とした。 

また、「学生パワーを活用した教育支援」という観点から、2004 年度に「パソコンサポートデス

ク」を創設した。多様なスキルをもった人材を獲得しながら、後述するように教員や学生に対する

支援業務を展開している。電子計算機センター長や情報処理課職員との日常的なミーティングを継

続する中で、教育支援に関する電子計算機センターの考え方が学生スタッフに浸透してきている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

個別的・組織的にかかわらず、教育支援の各種試行を重ねる中で、教育支援モデルに結びつくよ

うなサポートが徐々に展開しつつある。しかし、その件数はまだまだ少ない。今後、これらの実績

を広報し、より多くの教員からの要望を収集し、パソコンサポートデスクとの協働をひとつの柱に

据えた支援体制の具体化について検討を行う必要がある。具体的な取組事例は以下のとおりである。 

① 教材作成支援 

パソコンサポートデスクを活用した支援体制の検討にあたり、教員にモニターとして協力を得

ながらいくつかの試みを行っている。また、そのためのパソコンを用意した（2005年度予算で5

台導入）。具体的には、英語のビデオ編集、記事のデジタル化などの支援活動を展開した。 

② 授業支援 

講義用のパソコンを購入し、電子計算機センター窓口で貸与を行っている（2005年度予算で3

台導入）。2006 年度は講義で 61 件、シンポジウム等で 18 件の利用があった（2006 年 8 月 31 日

現在）。 

③ 教員からの相談への対応 

教材に使用するビデオ編集及びパワーポイント教材の作成、ゼミナール運営のためのホームペ

ージ作成、コースマネジメントシステム「ｍｏｏｄｌｅ」の運用支援、教材用ビデオテープの媒

体変換などの対応を行った。 

④ マルチメディアコンテンツを用いた教育支援 

学生サポートスタッフの協力を得て、講義の模様を収録してパワーポイントと連動させたコン

テンツの制作、講演会や発表会等の模様を収録し、動画コンテンツに仕上げる作業の支援を行っ

た。 

⑤ 社会情報学部代替パソコンの管理・運用体制 

授業中に学生のパソコンが故障した場合に代替パソコンを受け取って授業に復帰するまでの

時間を短縮するため、業務フローの改善を行った。 
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【課題・改善方策】 

ＩＣＴを活用した教育研究の改善について、全学の教員と意見交換を行う場が必要と考える。た

とえば「ＦＤフォーラム」への話題提供や事例紹介など具体的な取り組みを展開する。 

パソコンサポートデスクの有効活用について、より多くの教員に協力を呼びかけながら、電子教

材作成支援やアプリケーション利用支援に等ついて多様な試行を展開し、これを評価しながら将来

的な教育支援体制を検討する際の学生スタッフの位置づけ（期待される業務内容、範囲）を明らか

する。また、各学生スタッフの個性や優れた特性を活かし、チームとして 大のパワーが発揮され

るよう、センター運営委員会の役割ならびに関係教職員の役割を明確にする。 

 

（３） 他大学や地域社会、産業界との連携・交流 

 

１）現状 

学生に幅広い分野の教育研究に触れさせ、学際的・総合的視野に立った柔軟な課題解決能力を育

成するため、他大学や地域社会、産業界との連携・交流は極めて重要な教育的取組である。 

たとえば、企業や地方自治体の第一線で活躍する卒業生を、情報ネットワークを通じて授業の現

場に（仮想的に）お招きし、学生にその経験と実績を語りかけていただき、学生との意見交換をし

ていただくことで理論と実践の融合が図られるなど、従来の枠組みを越えた新たな授業モデルの構

築が可能となる。また、札幌圏大学・短期大学間単位互換協定（Ｇｒｅｅｎ-Ｃａｍｐｕｓ）によ

る大学連携を発展させるため、情報ネットワークを通じて各大学の授業コンテンツを相互流通させ

ることも有効である。 

現在、本学を含む札幌圏の大学、地方自治体、通信業者など関係諸機関が集まり、産官学連携に

よる新たな教育実践のありかたについて検討する組織「道央圏サイバーキャンパス協議会（仮称）」

の設立準備を進めているところである。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

サイバーキャンパス構想実現へ向け、2006年度に札幌大学と協力して遠隔授業の実証実験を行っ

た。具体的には、両大学の授業を、それぞれインターネットを通じて配信し、動画映像やパワーポ

イント資料の提示、双方向型の教室間連携について品質評価を行うとともに授業運営上の課題の洗

い出しを行った。 

【課題・改善方策】 

道央圏の産官学連携構想の具体化について検討を進めるとともに、私立大学情報教育協会主催の

「サーバーキャンパスコンソーシアム事業」及び「大学等電子著作物権利処理事業」への参加を念

頭に置き、そこで展開される教材の電子化や、ネットワークを活用した教育を円滑に進めるための

支援体制を検討する。 
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３．情報資産の活用と保護を実現するための情報セキュリティの確保 

 

（１） 教育研究の円滑な遂行を保障するための情報セキュリティ 

 

１）現状 

情報ネットワークシステムが飛躍的に発展する一方で、ウィルスや不正アクセスによる情報の改

ざんや破壊、個人情報や機密情報の漏洩といった問題発生のリスクが急速に高まっている。これら

の問題が発生した場合、情報資産の直接的な損失のみならず、信用の失墜や損害賠償といった副次

的な損失を被ることになり、結果として大学の存在をも揺るがしかねない重篤な事態に陥る危険性

がある。 

情報資産の有効活用と適正な保護を両立させ、社会的な信頼を得るためには、組織的な情報セキ

ュリティ対策が必要不可欠である。そこで、本学では 2004 年 4 月に「ネットワークに係る情報セ

キュリティに関する基本方針」を制定し、情報セキュリティ責任者（理事長・学長）のもとで全学

的に情報セキュリティの確保に取り組むこととした。 

 

図Ｘ－4 情報セキュリティのための全学的な組織体制 

情報セキュリティに関する統括的な権限

と責任を有する 

対策基準の策定・改廃、重大な事故の際

の対応を行う。 

情報セキュリティ責任者 

（理事長・学長） 

情報セキュリティ審議会 
（案件に応じて 
情報セキュリティ責任者が召集）

情報セキュリティ責任者の求めに応じて

重要事項を審議する。 

システム監視、緊急対応、啓蒙など情報

セキュリティの維持管理に関する日常業

務を担当する。 

各部署が実施手順を作成する際にその内

容が対策基準に適合しているかチェック

する。 

情報セキュリティ委員会 

（電子計算機センター長、情報処理課長、

その他情報セキュリティ責任者が任命

したもの若干名） 

利用者 
 

 

基本方針に定める本学情報セキュリティ確保の目的は以下の3点である。 

・学内のネットワーク及びネットワーク上の情報資産を侵害から守る 

・適切な管理を通じて、学内のネットワーク上の情報資産を円滑かつ有効に活用する 

・学内外の情報セキュリティを損ねる加害行為を阻止し、社会的信頼を確保する 

この基本方針に基づき、日常的には情報セキュリティ委員会が実働部隊として関与しながら、情

報セキュリティを確保するための具体的な対策の企画立案、実践、評価及び継続的な改善を図って
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いる。委員会の構成メンバーは、情報システムの運用管理の実態を把握している者として職制によ

る委員を2名（電子計算機センター長と情報処理課長）、これに学長が特に必要と認める者として3

名の委員を加えた。そのメンバーとは、①法令や学内規程との関連、整合性など法令上の観点から

ポリシーを検証する顧問的な役割としての法学部教員、②情報技術の観点からセキュリティの妥当

性を検証する役割を担う者として情報技術を研究課題とする教員、③各種インシデントが発生した

場合の対外的な対応を円滑に進める役割を担う総務部長である。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

情報セキュリティに関する基本方針のもとで各種取組を複合的、系統的に展開し、教育研究用ネ

ットワークシステムを多様な脅威から保護している。この運用にあたっては、電子計算機センター

運営委員会、情報セキュリティ委員会、情報処理課が相互に連携しながら、その監督のもとで業務

委託契約による専門技術者（常駐のＳＥ）が各種作業を適正に遂行する体制を講じている。 

① ファイアウォール 

2005年 3月、基幹ネットワークシステムのファイアウォールの運用に関するルールを見直した。

従来は、学内向け、学外向けともにすべての通信を許可することを基本としていた。これを改め、

すべての通信を遮断することを基本に教育研究に必要な通信のみ許可することとした。これによ

って、学外からの攻撃及び学外ネットワークへの故意（あるいは意図しない）攻撃のリスクが大

幅に軽減された。 

② ウィルス対策 

2002 年度、教育用メールサーバ及び研究用メールサーバにウィルス対策ツールを導入した。

2006年 4月から8月の実績をみると、約4千5百件のメールにウィルスを検知して適切に隔離処

理している。当該ツールは新種のウィルスへも速やかに対応して安全性を確保しており、メール

を経由したウィルス感染による被害報告はない。 

③ 迷惑メール対策 

迷惑メール（不要な情報を無差別に送りつけるスパムメール）は、利用者の負担のみならず、

ウィルスの添付や詐欺サイトへの誘導等、教育研究に与える影響が懸念される。そこで、2006

年 4月に対策ツールを導入した。導入後6ヶ月間の実績で、メール総数約160 万通のうち約108

万通（67%）が迷惑メールとして排除された。利用者アンケートでも「迷惑メールが劇的に減少

した」という高い評価を得ている。 

④ 検疫ネットワークシステム 

2003 年に全世界に被害をもたらしたウィルス「Blaster」は、ネットワーク接続で感染するタ

イプである。本学でも社会情報学部学生が所有するパソコンの多くが感染し、授業運営に大きな

支障を及ぼした。利用者側でWindowsのセキュリティ・アップデートとウィルスパターン更新作

業を徹底することが求められるが、これを利用者のモラルに委ねることは現実的ではない。 

そこで、2004 年度、「適切な対策を実施していないパソコンはネットワークに参加させず、必
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要な対策に誘導する」といった検疫ネットワークシステムを導入した。これによって個人所有の

パソコンが常に良好な状態に保たれている。 

⑤ 公開サーバのセキュリティ対策チェック 

2005年 3月、研究室で運用している公開サーバが外部から攻撃を受け、ホームページが改ざん

されるというインシデントが発生した。適切なセキュリティ対策を怠っていたことによるもので

ある。これを受け、2005年度から定期的に外部公開サーバに対してセキュリティ診断（擬似攻撃

による脆弱性検出）を行うこととした。脆弱性が発見された公開サーバの管理者（教員）に対し

ては、適切な対策を講じるよう指導を行っている。これにより、セキュリティ対策の徹底はもと

より、管理者側のセキュリティに対する意識向上が認められている。 

【課題・改善方策】 

情報セキュリティを脅かす緊急性の高い課題に対しては、上記のような対策を講じているが、一

方で、より高いレベルでセキュリティを維持するために実施すべき課題が存在する。 

① 個人認証システムの統合 

現在、本学には多様な情報システムが存在し（研究用メールシステム、情報教育システム、情

報ポータルシステム、教員が個別に運用する教育支援ツール「ｍｏｏｄｌｅ」等）、それぞれ独

自の個人認証機能を持っていることから、利用者はシステムごとに「ユーザＩＤ」と「パスワー

ド」を管理しなければならない。こういった現状は、利用者に安易なパスワード管理を助長する

ことになり、セキュリティレベルの低下を引き起こす。 

これを解決するためには、個人認証システムの統合（すべてのシステムをひとつのＩＤをパス

ワードで利用できる）が必要である。その際には、バイオメトリクス認証（生体認証）の導入や

長期間パスワードを変更しない利用者への利用制限など、安全かつ効率的な運用を実現するため

の具体的方策を検討する必要がある。 

② 研究室における公開サーバのセキュリティ対策 

現在、14の研究室と7つの研究施設等において、教員が教育研究上の必要性から公開サーバを

立ち上げている。しかしながら、ニーズの実現に注力するあまり、セキュリティ対策が疎かにな

っているという実態も見受けられる。サーバ管理者としての遵守事項を取りまとめたガイドライ

ンを策定するとともに、これを実効あるものとするための支援体制について検討を進める必要が

ある。 

③ フィルタリングソフトの導入 

「集団自殺」や「麻薬」などインターネット上の違法・有害情報が犯罪や財産権・人権侵害と

いった社会問題の発生を助長していることから、2005 年 8 月、内閣官房や総務省、文部科学省、

警察庁など関係省庁で構成される「ＩＴ安心会議」が対策を打ち出した。その具体的な対策のひ

とつとして、違法・有害サイトへのアクセスを制限する「フィルタリングソフト」の導入が掲げ

られている。 

フィルタリングソフトの導入に関しては、本学におけるアクセスの実態を把握した上で、教育

研究とのバランスを考慮しながら慎重に検討を進めなければならない。一方で、利用者に対する
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情報倫理教育の充実など、インターネットを有効かつ適正に利用するための具体的な対策を検討

する必要がある。 

 

（２） 個人情報データベースの活用と保護 

 

１）現状 

本学では、豊かな教育事業を展開するために学生個人情報データベースを構築し、ネットワーク

を通じた積極的な活用を図っている。しかし、教育機関という特性上、個人データの中には「セン

シティブ（機微）」な情報が含まれており、社会からは高度な保護対策の実施が要請されている。

その一方で、いわゆる「過剰反応」の問題に見られるように教育現場には大きな混乱が生じている。

情報活用の有用性に配慮しながら学生の人格権を侵害することがないよう「活用と保護のバラン

ス」を追求する姿勢が肝要である。 

本学における個人情報保護対策は、以下の図に示すように「情報セキュリティ確保のための3階

層モデル」に従って構築している。つまり、 上位層には情報セキュリティポリシーの憲法に相当

する「基本方針（Policy）」を置き、その下位層には「対策基準（Standard）」として学生個人デー

タ保護規程と取扱要領を置く。さらに、対策基準の下位には、利用者向けにその内容をわかりやす

く具体的に示した「実施手順（Procedure）」としてガイドラインやマニュアルを配置している。 

このように、規程やガイドラインを階層的に配置することによって、すべての教職員がセキュリ

ティポリシーに従って個人情報の活用と保護を実現する基盤を構築している。 

 

図Ｘ－5 情報セキュリティ３階層モデルに基づく個人情報保護規程の構成 

 

 

 

 

「学生指導シート」の利用に関するガイドライン 

学生個人情報データベースで管理する学生個人情報の保護に関する規程

ネットワークに係る情報セキュリティに関する基本方針 

学生個人データの安全管理措置に関する取扱要領 

学生個人データの安全管理措置に関するガイドライン 

Policy 

 

 

Standard 

 

 

 

Procedure 
研究室におけるパソコン利用に関するガイドライン 
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２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

2004年 4月、システム開発委託業者に貸与していたパソコンが学内の施設から紛失する事件が発

生した（この中には学生と一部卒業生、約6,600名分の個人情報（氏名、住所、電話番号等）が格

納されていたことが判明）。これを引き起こした根本的な原因は、施設管理の甘さと委託業者に対

する監督不行届きにある。また、2006年 2月には非常勤講師が自宅で車上荒らしに遭い「採点簿」

が盗難されるという事件が発生した（翌日、警察官によって封印された状況で発見された）。非常

勤講師を含む教職員全体に対する教育、管理、監督が十分な状態になかったことが原因である。こ

ういった事態の深刻さを真摯に受け止め、再発防止へ向けた安全対策の強化を図っていかなければ

ならない。 

具体的には、以下の取組を通じて保護対策の継続的な改善に努めている。 

① 教職員に対する啓発活動 

教職員の理解と協力、意識の向上を図るた

め「情報セキュリティメール通信」を発行し

ている。さらに、内容の理解と関心を高める

ため、音声やパワーポイントと組み合わせた

マルチメディアコンテンツとしてオンデマ

ンド配信している。2005年 12月に実施した

教員アンケート（専任教員、非常勤講師対象。

回収率32.9%）によると、回答者の94.5%が

通信を読んでいることがわかった（毎回読

む：55.6%、読まないこともある：38.9%）。

また、オンデマンド配信については、毎回の平均視聴者は104名である。これらの取組が教職員

に一定程度受け入れられており、セキュリティに対する意識の共有と理解の向上が図られている

ものと期待される。 

図Ｘ－6 情報セキュリティメール通信 

一方、情報セキュリティ委員会のホームページを通じて、本学の取組を社会に発信するととも

に、教職員が個人情報の適正な取扱いを実施するうえで有益な情報に容易にアクセスできるよう

にしている。 

② 教員向け対策の実施 

一般的に、教員が研究室で取り扱う学生個

人情報の安全管理対策については、その実効

性の確保が難しいとされている。そこで、本

学では、2005年度に外部コンサルタントによ

る研究室監査を実施するとともに、教員（専

任・非常勤）アンケートによる実態把握を行

った。この中から教員が取扱いに苦慮してい
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る事項を洗い出し、これに対する具体的な対策を「教員用ガイドライン」に取りまとめ、2006

年 4月の教授会で全教員に配布するとともに、非常勤講師室にも備えた。（ガイドラインは、今

後も評価と改訂を継続する）。授業運営や学生指導の場面における学生個人情報の適切な取扱い

に活用されることが期待される。 

また、研究室には個人情報の掲載された書類（答案やレポ

ート用紙、採点基礎資料など）が適切に処分されないまま長

期間にわたって蓄積されている実態が明らかになった。そこ

で、2006年5月から6月に不要書類の一括廃棄を実施したが、

その量は段ボール箱238箱（総重量約3,500ｋｇ）に達した。

今後は学内各所に設置されたシュレッダによって適宜処分

することとしているが、一括廃棄の有効性が明らかになった

ことから、年1回の廃棄を継続することを検討する。 

図Ｘ－8 

不要書類の一括廃棄 

③ データ活用のためのアクセス権限設定 

本学では、学生指導シート「はぐくみ」を活用し、学生情

報を中心に教職員が連携しながら学生支援を推進する試み

を展開している。その際、教職員の指導上の立場に応じて適

切なアクセス権限を設定することが必要不可欠である。 

「はぐくみ」の運用開始にあたっては、教員部長会議がその原案を策定し、情報セキュリティ

委員会のチェックを経て大学協議会が承認するという流れを採用した。これによって、データの

所管部署を超えて全学的な観点から情報活用に関するニーズを汲み取り、個人情報の保護を考慮

しながらアクセス権限を適正に維持するための基本的なルートが形成された。 

④ 物理的・技術的な安全対策 

個人データベースを管理するサーバは、自然災害や火災等による被害を 小限に止めるため、

物理的に強固な安全対策を講じた場所に設置し、機器の状態やネットワーク攻撃を24時間監視

している。また、ファイアウォールを設置して不正侵入を排除するとともにセキュリティ上の脆

弱性に的確に対応し、信頼性を確保している。 

⑤ 個人データ処理の外部委託 

本学では、学生個人データの処理を外部業者に委託する場合がある。その際、当該個人データ

の安全管理が図られるよう、データ受け渡しにあたってはセキュリティ対策媒体（「暗号化ＣＤ

－Ｒ」や「指紋認証ＵＳＢメモリ」など）を使用して安全性を確保している。 

さらに、委託先が講ずべき事項を明示化し、その遵守を担保するため合意書や覚書を取り交わ

している。情報セキュリティ委員会では「合意書や覚書の標準モデル」を策定し、各部署に提示

している（新たな委託契約を締結する際には、覚書の内容について同委員会が検証を行い、ここ

で得られたノウハウを適宜反映させながら継続的に標準モデルの見直しを図っている）。 

一方、覚書を実効あるものにするためには、委託先との継続的なコミュニケーションの中で遵

守状況を適宜確認しながらお互いの注意喚起を促し、場合によっては覚書の内容を再検討すると
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いった取り組みが重要である。2006年 6月、システム開発を委託している業者に貸与中のパソコ

ンの状態を監査した。その結果、双方の合意にもとづく安全管理対策が実施されていないことが

判明し、業者側に緊急対応を求めるとともに、対策を完全に実施するための組織体制の見直しを

求めた。 

⑥ 学生個人情報の第三者提供 

学生個人情報の第三者提供については、本人からの同意を得なければならない。本学では、入

学手続書類の中でその確認を行っている（「父母への成績通知書送付」については2005年度から、

「同窓会への住所提供」及び「出身高等学校への情報提供」については2006年度から）。これ以

前の入学生に対しては、「情報ポータルシステム」のアンケート機能（回答必須）を利用して同

意確認を行った。下表は、2006年 5月 26日現在の同意者の割合である。 

 

表Ｘ－5 学生個人情報の第三者提供に関する本人の同意の状況 

提供先（提供する情報） 
同意した学生

の割合 

父母（修学、進路、生活状況等） 95.5% 

同窓会（卒業した事実、氏名、住所等の連絡先、進路） 89.7% 

出身高校（修学、入試成績、生活状況、進路等） 77.7% 

 

また、従来は、学生個人宛ての連絡を、学内掲示板への貼り出しによって行ってきた。しかし、

その方式が他の学生の目に触れ第三者提供となることから（文部科学省）、情報ポータルシステ

ムの個人伝言に切り替えた。 

【課題・改善方策】 

現行の個人情報保護規程の構成は、その対象範囲が情報ネットワーク上の学生個人データに限定

された状態にある。しかしながら、「個人情報の保護に関する法律」の完全施行（2005年 4月 1日）

に伴い、大学に関与するすべての個人のあらゆる媒体の個人情報について適正な取扱いが求められ

ている。現在、既存の情報セキュリティポリシーを中核にした新たな枠組みについて検討を進めて

いるところである。 

原案の基本的な方向性は、次の図のように、全学的な個人情報保護施策の実施に責任をもつ「個

人情報保護委員会」を新設し、情報セキュリティ委員会と連携しながら具体的な対策を講じるとい

う形態である。 

この中で既存の情報セキュリティ委員会は、個人データの安全管理措置（主に「技術的・物理的

対策」の策定、実施）に特化した専門部会と位置づけている。また、所管事務局についても、個人

情報保護については総務部門（総務課）が、情報セキュリティについては情報システム部門（情報

処理課）が所管するというあり方に整理する。あわせて、現行の対策基準（Standard）に位置づい

ている学生個人データベース保護規程は、新たに制定される全学的な個人情報保護規程に吸収させ、

その新規程のもとに現行の取扱要領を見直し、具体的な安全管理措置（物理的、技術的、人的、組

織的）を定めた対策基準として機能させることを想定している。 
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図Ｘ－9 個人情報保護のための新たな組織体制（原案） 

 

 

一方、保護対策を有効に機能させるためには、「Plan－Do－Check－Action」による継続的な改善

が求められる。特に、個人情報取扱いの実態を評価（Check）した上でさらなる改善（Action）に

つなげるフェーズに注力することが肝要である。これを推進するため、いわゆる「内部監査」機能

の導入について検討を進める。2006年度は、外部コンサルタントの協力を得て、学生受け入れに関

する一連の業務（学生募集－入試－入学手続き）に関して法令上の観点からこれを評価（内部監査）

する試みを行う。 
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