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外 部 評 価 委 員会

議 事次第

平成 27 年度外部評価委員会

議事次第

日時
平成 28 年 3 月 2 日（水）11：00～12：00
（MCU 利用のテレビ会議システムによる）遠隔会議

1. 開会
(1) 藤井会長挨拶
(2) 竹内委員長挨拶
(3) 委員紹介
(4) 外部評価委員会規則説明

2. 議題
(1) 平成 27 年度の事業実施報告

(議題資料 1、別添資料 1,2,3)

(2) 平成 28 年度事業計画について

(議題資料 2、別添資料 4)

(3) 質疑応答及び意見交換
(4) その他

3. 閉会
千田副会長挨拶

[配付資料]
外部評価委員名簿
外部評価委員会規則
議題資料 1

H27 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施報告

議題資料 2

H28 年度 e-Knowledge コンソーシアム四国事業実施計画

別添資料 1

H22～H27 年度実施科目の大学別の履修人数

別添資料 2

H21 年度からのコンテンツ作成数と利用状況

別添資料 3

H27 年度 eK4 事業実施計画の達成状況

別添資料 4

H28 年度 eK4 事業実施計画の詳細検討

関係資料
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外 部 評 価 委 員会

議 事録

平成 27 年度外部評価委員会
日

時：平成 28 年３月２日（水）11：00～12：00

場

所：香川大学幸町キャンパス研究交流棟 5 階

出席者：【司会】林敏浩

（香川大学

議事録

研究者交流スペース

eK4 事務局長）
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(4) 外 部 評 価 委 員 会 規 則

１開会

林事務局長から外部評価委員会規則の説明があった。

(1) 会 長 挨 拶
年度末のお忙しいなか、平成 27 年度 e-Knowledge コン
ソーシアム四国外部評価委員会にご出席いただき、ありが
とうございます。今回も例年通り今年度の業務実績の報告

２議題

と来年度の事業計画について、ご意見をいただければと思
議 題 （ １ ） 平 成 27 年 度 の 事 業 実 施 報 告

っております。

（ 議 題 資 料 1、 別 添 資 料 1、 2、 3）
eK4 は始まって平成 29 年度で 10 年、という節目を迎え
林事務局長から平成 27 年度 eK4 事業実施について報告

ます。平成 22 年度まで文科省から支援をいただいており
ました。それ以後は大変厳しい予算の中で事業を続けてま

があった。

いりましたが、着実な形で実績はあげてこられたと思って
おります。これも偏に外部評価委員の先生方のご助言の賜

議 題 （ ２ ） 平 成 28 年 度 の 事 業 計 画 に つ い て

物かと思っております。今日も様々な観点からご助言いた

（ 議 題 資 料 2、 別 紙 資 料 4）

だければと思っておりますので、何卒よろしくお願い致し
ます。10 年目ということで、一つの節目を迎えることにな
りますので、事業そのものは一つの見直しという状況にな

林事務局長から平成 28 年度の eK4 事業計画について説
明があった。

っております。それをする場合に今日の意見を活かすこと
ができればと思っております。よろしくお願い致します。

議題（３）質疑応答及び意見交換
eK4 の事業内容について、外部評価委員から以下の意見

(2) 外 部 評 価 委 員 長 挨 拶

があった。
今日は eK4 の平成 27 年度外部評価委員会を開催という
ことでご案内させていただきましたが、皆様にご出席いた
だきまして誠にありがとうございます。情報技術の日進月

【野田委員】

歩というのはすばらしいものがあるなという気がしてい
ます。先日 eK4 ニュースレター20 号を読み、10 月 23 日に

実は eK4 外部評価委員会に呼ばれた時、eK4 と知プラ e

グローバルチャレンジセミナーが愛媛大学で開催され、四

の話がどちらがどうなっているか分からなかった。正直言

国７大学にライブ配信したという記事が載っていました。

って、ほとんどオープンになっていない。そういうところ

非常に嬉しく思いました。今から 17 年程前ですが、栗林

に地域の企業を呼んできたり、県に働きかけたりしない

公園とニューヨークのホテルを連携してライブをしよう

と、学内で閉じているような感じで、ほとんど宣伝効果が

という計画があり、当時は地域の青年会議所の人たちや

ない。もう少し５大学で連携し、資金をどうやって確保す

NTT の方に協力を頂いて臨時の光ファイバーを引き、回線

るかということを強く意識しながら動いていただくと大

を複数繋いでライブをしようと準備をしました。裏方は大

分変わってくるかなと、つくづく感じている。

変で、繋いでいてライブができたと思ったらすぐに外れて
しまい、画像が乱れたり音が聞こえなくなったりしまし

→（竹内委員長）

た。今回のグローバルチャレンジセミナーも裏方は大変だ
ったろうと思いますが、そういったことを経験しながら新
しい時代が開いていくのではないかと思います。

事務局は大変だと思うが、資金の問題というのは前回も
前々回もその話になっている。事業を回していくためには
何をするにも資金がかかってくるので、その辺りがうまく

本日は平成 27 年度事業実施報告や平成 28 年度事業実施

解決できれば次のステップへいきやすいという話になろ

計画について十分な審議が行われますよう、ご協力をお願

うかと思う。非常に大きい課題ではあるが、新しい活動を

いしまして、挨拶にかえさせていただきます。よろしくお

見いだせることが非常に必要だという気がしている。

願い致します。

→（野田委員）

(3) 外 部 評 価 委 員 紹 介

四国と言っても例えば香川だと希少糖の話がある。それ
があまり表に出てこない。愛媛は農学部を中心に動いてい

外部評価委員の紹介があった。

てあれこれあるが、それが表に出てこない。そういうのを
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ピックアップしていくと、四国といえども色々なことをや

→（竹内委員長）

っているなということになるし、そういうコンテンツ作り
それは「四国学」そのものの内容になるので、それを逆

をしてうまくいければと思う。

に大学でデジタル化した形で使って頂けるのも非常に良
→（竹内委員長）

い話である。是非ともそういう繋ぎもしながら、またそう
いう実績があると、実績に対して文科省は評価をする。や

最近県庁などの行政の方も地域にどう根ざしていくか

はり特色があり、これが日本の教育にとって大事な模範に

という話で、ホームページ上にも色々公開されている。そ

なるべきものにシフトしてお金を出す。これはどこの省庁

ういったところにうまく発信をお願いすれば、協力も受け

もそういう方向に変わってきているので、せっかく全国に

られるのではないかと思う。今度、情報通信大臣会合が高

先駆けてこちらの方で eK4 をやっておられて連携の事業の

松市のサンポートで行われる。イートピアが同じ会場で施

実績もある。それを何とかうまく活かせていけるような道

設としてあるので、ああいったところに情報を出してもら

筋を加えていく。そういったことに私達を使っていただけ

い、それを県の人達も使ってもらうような話をすれば、割

ればと思う。また、地域によって色々財政の支援の形が違

と色々な情報を身近に取り入れられるということもある。

うが、共同で使えるものがたくさんあると思う。香川県の

また、サンポートのビルの中に四県の観光の組織として四

エリアに限られている事業で松平公益会というものがあ

国ツーリズム創造機構があるが、最近は観光も街づくりだ

る。そこでデジタルアーカイブという事業をやっている。

というような位置づけを決めている。四国四県のイメージ

著名な人の著作権もどんどん切れてしまい、古い人達の写

アップや各県の特性をもっと出していこうと。だから希少

真が所有権だけでは保存し兼ねているという話がある。た

糖も含めて、もっと PR する必要はあるぞという話がある

だ、それだけでその写真をくれというわけにはいかないか

ので、ああいったところに協力してもらって、連携するの

ら、デジタル化をし、使う時にはここの許可を取ったらい

も一つの方法ではないかという気がしている。

い、というようなことをちゃんとしていこうと取り組む民
間のボランティアグループがある。そういったところも大

→（野田委員）

学と連携し、大お互いルールを決めてそういう使うと著作

そういうのをうまく繋げて最終的には文科省から大き
な資金を得られればいい。

権の問題もだいぶ軽減できる話になると思う。多分今のま
まいくと、家にたくさん写真はあるが古い写真は捨ててし
まうというようなもったいない話になる。デジタル化して
残せば、火災でデータが飛んだとしても、他に残すことが

→（竹内委員長）

できる。そういう意味では大学で連携してそれぞれのデー

文科省から出してもらえるのが一番だが、文科省以外に

タを持ち寄って残していけるということは、地域の財産か

も関連の外郭団体でそういったことを支援する組織をも

なという気がする。そういった事業を世界中で今動き出し

っと表に出すべきではないかという話がある。四国クリエ

ている。フランスは国家事業で大きい予算を付けてアーカ

イトという元は建設省の外郭で、そこも公益事業にシフト

イブ事業をやっているが、日本はつい最近になってやりは

してお金を出しているところがあるが、四国四県が一緒に

じめ、著作権の切れているものはどんどん自由に公開でき

なってやろうとすることに対しての支援の在り方として

るというような仕組みができつつある。それらを取り込み

は 0 ではないと思う。そういったところを活用し、また、

ながらも地元でできることを先駆けてやるというような

その中でもそこは土木関係の話を専門にしているので、過

のも一つの手かなと思う。そういったことをやっている民

去の震災データがデータ化されている。そういったものも

間の人達と連携することも、四国の地としては大事な話か

本当は大学の中で使って頂くことが非常に大事ではない

なという気がする。

かという気がしている。そういったことの連携も含めてい
くと、支援の形も変わってくるのではないかという気がす

→（野田委員）

るので、事務局には負担になるかもしれないが、今後検討
していただいたらと思う。四経連の方も「文化の道」のよ
うな四国の分を出してますよね。

のか。
→（竹内委員長）

→（石原委員）
「歴史文化道」という事業をしているが、四国クリエイ
トから補助金をいただいている。それは道路とは全く関係
なく、四国の歴史・文化をご紹介するというようなもので
ある。

著作権問題ですが、大学の教員らが気楽に出せるものな

そうです。大学の授業でやれるという話があるのです
が、最近はその中で生涯教育みたいなものをやるとそこが
ひっかかってくる。だから、大学の授業の中でやる話の枠
の中だけでできるが、主眼のところが微妙。そこの辺りを
すっきりさせてないという点もあるが、著作権は今のとこ
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ろ 50 年で切れる。70 年になるという話もあるが、著作権

→（竹内委員長）

が切れたら自由に使えるようになるが、ただその時はデー
タがなくなったりしてしまう。今 Amazon や Google はそこ

ソフトで縛られるものもたくさんある。通常であればで

を全部おさえており、所有権とデータ化して残したら今度

きるものはたくさんあるが、共通でうまくいけるかという

有料で出すという話になって、そこでお金になるという話

話の部分を本当は研究しなければならない。

もある。そういうことではなく、もっと使いやすい地域の
財産としてそのデータを残していく仕組みというのが今

→（神野委員）

いるのではないかという気がする。

フリーウェアは部分的にバグが有る。しかし、そういう
フリーウェアの考え方というのは非常に重要だと思う。著

→（野田委員）

作権フリーの画像というのは授業で学生に「ネットから勝
先日ちょうど作っていたコンテンツを東京の人が見て、

手に持ってきてはいけない。著作権フリーであることを確

是非これで公表してくれと来たので、著作権フリーで勝手

認したものしか使っていけない」とよく言っているが、実

に直してくれと言った。

情として見ればかなりもったいないと思う。ただ、学生が
授業の中だけで発表している限りは外には出ないので、

→（竹内委員長）

「君らもしバレて訴えられたら何百万と損害請求される
よ」という脅しだけはできるけど、大学レベルでは実際に

役所の方も例えば観光の事業では著作権フリーの写真

はそこまでいったことはない。著作権法には授業で使用す

を出していて、PR してくれるのであれば著作権フリーで使

る場合の例外規程がある。その辺りも説明しながら、その

える、といったようなものもある。そういうようなものも

例外規程が設けられている主旨というものがあるので、教

活用されたら、教材として使いやすくなるので、そういっ

員も常識を持たないといけない。それで大学関係者がそう

たものを大学と連携しながら公共団体の協力を得るとい

いうことで訴えられたという事件は起こってはいないが、

うことも一つの方法かと思う。

いつ起きても不思議ではないような現状ではないかなと
思う。

→（野田委員）
→（竹内委員長）
愛媛の場合、ダイヤモンドより硬いダイヤモンドを作って
いるが、それに今度どこかの組織が絡んでもっと宇宙の神秘

県の方でも知的所有権の関係でそういうところももっ

を探るというような話がされていた。話があまり表に出てこ

と PR しないといけないという部局もあり、大学等で頼め

ないが、どこかの組織と繋がって著作権に関してはなんとか

ば協力してもらえるのもあるのではないかと思うので、そ

すると思うので、そういうのができてくるとは思う。

ういったものを使っていくのも一つの方法だと思う。
→（神野委員）

（神野委員）
知的財産権に関しては大学がもっと勉強しなければい
10 年目ということで、議題資料２の２頁目に表がある

けない。

が、よくやってきたなという感じを受ける。これが平成
28・29 年のところで絞り込んでいるが、これも致し方無い

→（野田委員）

という感じである。それから、「遠隔会議の環境整備」と
いうところで平成 22 年にやっているが、実はこの時の主

正直、大学関係者でセキュリティ問題をトップレベルの

要な担当者がだいぶ辞めてしまっている。今、設備は置い

研究をしている人はいない。というのは、セキュリティは

ているが使っておらず、もったいない現状がある。いずれ、

どうにもならないのである。過去事例ばかりで。10 年ほど

メーカーの方に来てもらえると思うので、本気でやらない

前、私が現職の時、自分が研究をしているところの人間に

といけないかなと考える。ただ、大学としての情報教育全

秘密の会議があるから出てこいと、東京まで呼ばれた。そ

体の機関が無く、バラバラな取り組みになっている。また、

の会議の出席者は、大学関係は東大から３人、京都から名

機械の更新が３～４年に一度あると、ソフトウェアも何か

古屋に移った人が一人、それと私だけであった。そこに大

ら何までそれに合わせないといけない。連携しないとやっ

手企業がたくさん来ていて、外務相も来ていた。なぜ外務

ていられない。個別のソフトウェアにとらわれすぎではな

相が来るのだろうと思っていたら、その時出てくる資料に

いかと思う。ワープロの授業ではなく、MS-Word の授業に

中国が発信源とあった。それを表に出すと外交問題になる

なってしまっている。これは困った話だなと思っている。

から一切黙ってくれと。結局そういう意味でセキュリティ

フリーウェアのものがたくさんあるはずなので、フリーウ

問題は、これから将来のクラウド化に進むのだろうが、日

ェア使えば費用もかからないのではないかと考える。

本の場合は大手企業の方が研究は断然進んでいる。企業の
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場合は商売だからである。大学の場合は、京都から名古屋

（石原委員）

に移った人が京大に来た不信メールをチェックしそれを
解消した、というデータを一生懸命作っていた。しかし、

この事業は 10 年目ということでお聞きしているが、先

何かプラスアルファがないと、大学の教授になれない。そ

進的な取り組みを 10 年間やってこられたということでご

ういう問題もあって、セキュリティ問題は今でも大学では

努力に敬意を表するところであり、予算の関係から事業を

厳しいと思う。

いくらか縮小されるということは致し方無いかなという
気はするが、是非積極的に学生さんに参加していただくと

→（竹内委員長）

いうことが大事だと思う。この履修実績を見せていただく
と、自大学での履修はあっても他大学の e ラーニングシス

情報技術の中でセキュリティの占める位置も大きい。

テムを使って履修するという数があまりにも少ないこと
に驚いた。単位互換をしているものとそうでないものがあ

→（林事務局長）

るかと思うが、学生への周知というものをもっとしっかり

私は総合情報センターが主要な任務でだが、実際にはセ
キュリティをやれと言われても結局スタッフが全然足り
ない。基本的には導入業者に色々聞いてみたりしてなんと
か回しているところはある。

なさるべきではないかと思う。せっかくプラットフォーム
というものがあるのに、それを使われていないのは非常に
もったいない。ソフトもコンテンツもいっぱい揃っている
ようだし、是非もっと活発に使っていただけるようにして
ほしい。そういう実績を残さないと文科省からもお金が出
ないのかなという気はする。すでにコンテンツがたくさん

→（野田委員）

あるしハードウェアもあるわけなので、運営費がかかると

今大学もどんどんややこしいハッキングが入っていて、

いうのはよく分かるが、是非そういう風にお使いいただき
たいという気がする。

色々なところがやられている。
→（神野委員）
本学も無線 LAN のシステムを更新しており、学内のある

（野田委員）

場所だとフリーで使える。それは強くしすぎると大学の外
まで拾ってしまう。学内から一定の ID・パスワードをいれ
ないと入れないという仕組みにして運用しようとはして
いる。私が最初に LAN を入れたのも 10 年以上前で、10 年
以上経ってやっとこの段階かという感じを受ける。ただ

せっかくのこの組織なので、これを活用して５大学連携
のベースにしていただければ非常にいいと思う。
→（竹内委員長）

LAN のスピードも早まってきたし、今売っているパソコン

発展的なかたちで前向きにやっていってもらいたいと

はほとんど無線 LAN に対応しているので、その機能を使わ

いう気がするので、是非ともそこら辺りを繋いでもらいた

ないと損である。しかし、コンピュータ教室が３つほどあ

い。

るが、そこのパソコンは全て有線で繋がっている。そこで
使える分には不自由しない。ただ、屋外でノートパソコン
でやりたい、という希望にただ応えるだけである。ノート
パソコンの良い所はどこでも触れるということで、実際そ

（竹内委員長）

れを使って一体何ができるのかと思う。これも 10 年近く
前、私が大学で学内の無線 LAN の活用方法や AV テーブル

これという決定的なものが出せなくて申し訳ないので

の利用方法について自主ゼミみたいなものをやったとこ

すが、色々と今後ご協力はしたいと思っているので、何な

ろ、集まったのが３人だけであった。そんな状況だった。

りと申し付けていただければと思う。

今、本学は全ての教室に情報コンセントがあり、プロジェ
クターがあり、スクリーンがあり、授業環境としてはほぼ

→（林事務局長）

ちゃんと整えているが、なかなか活用してもらえない。

いただいたご意見は、議事録をまとめながら検討を進め
たいと思う。
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３閉会
副会長挨拶
外部評価委員の皆様には大変貴重なご意見をいただき
ましてありがとうございました。特に著作権の問題、セキ
ュリティの問題は、なかなか私達が思いつかないようなご
意見をいただいたと思います。私の自分の領域のことで述
べさせていただければと思います。
一つは利用ということで言いますと、この eK4 の事業の
中での隘路としてはどうしても単位互換の利用というこ
とで若干の制約がかかってくるのですが、医学・医療の世
界では e-Learning がそれぞれの専門領域で利用され、特
に生涯教育的なところで使われています。これはコンテン
ツをサーバに置いてインターネット経由でフリーアクセ
スができる。そういう風になると、広報をうまく利用され
ると活用範囲が広がってくる。折角のコンテンツをできる
だけそういうところに持っていけば、利用されるのかなと
思います。すでにコンテンツ内容も古くなっているものが
あるでしょうし、eK4 としても知プラｅに統括させていか
ざるを得ないのでしょうが、オープン化も一つの方法なの
かなと考えます。その時にまた著作権の問題も出てきます
が、作る時も一般の教科書なんかも勝手に使うことができ
ないというのは周知されています。逆にそれが e-Learning
コンテンツを作ることの抵抗意見となるということも事
実でありまして、そこが異論の出る部分であると思いま
す。
もう一つは、先ほど希少糖という言葉が出てまいりまし
たが、香川県には別に K-MIX という事業がありまして、現
在 K-MIX＋というかたちになっているのですが、ＩＣＴの
中では先端的ということであります。先ほど竹内委員長か
らございました、情報通信大臣会合が伊勢志摩サミットの
分化会のような格好で香川サンポートにおいて開かれる
ことになり、そういう意味では四国は非常に先進的な地域
であるということがワールドワイドに広がるきっかけに
もなっております。できれば、e-Learning を使ったこの
eK4 もそういうところに少し乗っかるような格好になれ
ば、10 年の節目というものを迎えられるのかなと思いま
す。
今日は大変貴重なご意見をいただきまして、ありがとう
ございました。
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