外

部

評

価

委

員

会

外部評価委員名簿

大学名

氏名

役職

白鴎大学

赤堀 侃司

教授・教育テスト研究センター理事

放送大学

岡部 洋一

副学長・東京大学名誉教授

－

三木 義久

四国経済連合会専務理事

－

竹内 守善

香川県地域振興アドバイザー

早稲田大学

野嶋 栄一郎

常任理事（学生・キャリア支援・諸学校担当）
人間科学学術院教授

広島大学

山本 眞一

高等教育研究開発センター長
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外部評価

実施要領

1.実施目的
平成 20 年度戦略的大学連携支援事業を推進するため e-Know1edge コンソーシアム四国
(以下「コンソーシアム四国」という。)が設立された。
コンソーシアム四国に常設の外部評価委員会を設置し、委員の意見や提言を本事業推進
の PDCA サイクルに活用する。

2.実施時期
平成 20 年度から平成 22 年度、原則として年 2 回開催する。

3.実施方法
委員会の開催または書面審査で行う。

4.評価事項
1) 事業推進への助言
2) 各取組の連携目標、実施目標、実施結果に対する評価
3) 評価結果に基づいた各取組に対する提言
4) 次年度計画に対する評価
5) その他本事業の評価に関すること
5.評価結果の公表
外部評価報告書を作成し、コンソーシアム四国のウェブサイト等で学内外に公表する。
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平 成 22 年 度

第 1 回外部評価委員会

議事次第

2010/09/24（FRI） 13：00－14：30
於 香川大学
1. 開会
（1）

会長挨拶

（2）

外部評価実施概要説明

2. 議事
（1）

平成 22 年度前期の事業実施報告

（議事資料 1、参考資料）

（2）

平成 23 年度以降の体制について

（議事資料 2、参考資料）

3. 閉会
副会長挨拶

［配布資料］
委員名簿
配席表
外部評価実施要領
議題資料 1.

平成 22 年度前期の事業実施報告

議題資料 2.

平成 23 年度以降の体制について

参考資料

平成 21 年度事業報告書

資

関係資料（eK4 パンフレット、ニュースレター）

料
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平 成 22 年 度

第 1 回外部評価委員会

日 時

2010/09/24（FRI）

場 所

香川大学 本部管理棟 5F 第二会議室

出席者

岡部 洋一 委員（放送大学 副学長）

議事録

13：00－14：30

三木 義久 委員（四国経済連合会 専務理事）
竹内 守善 委員（香川県 地域振興アドバイザー）
野嶋栄一郎 委員（早稲田大学 常任理事）
山本 眞一 委員（広島大学 高等教育研究開発センター長）
陪席者

司 会：

武重 雅文（香川大学）

会 長：

細川

副会長：

矢野 米雄（徳島大学）

徳 島 大 学：

荒木 秀夫

鳴門教育大学：

西園 芳信

愛 媛 大 学：

弓削 俊洋

高 知 大 学：

深見 公雄

四 国 大 学：

佐藤

徳島文理大学：

藤木 博太

高知工科大学：

坂本 明雄

滋（香川大学）

勉
…他陪席者 24 名

細川会長より挨拶
本日は遠方からお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
前回の外部評価委員会では特に著作権に関するご指摘を受けまして、こちらで準備を行って参りまし
た次第です。先程運営委員会を開催し、平成 23 年度以降の実施体制等について議論をいたしました。
本委員会では 22 年度の実施状況、23 年度以降の実施体制の案を作成しました。ぜひ、委員の皆様方
のご意見をいただきますよう、お願い申し上げます。
・新しく着任された運営委員よりご挨拶
・資料のご確認
・外部評価実施要領のご確認
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協議事項
1. 平成 22 年度前期の事業実施報告
報告：林敏浩（事務局長）
資料：平成 22 年度前期授業実施報告（資料 1）
・林事務局長より資料 1 に基づいて平成 22 年度前期の授業実施報告があった。
質疑応答
岡部委員：資料 1 の（7）、（9）の講演会は撮影、公開しますか。
事務局：撮影、公開する予定です。

三木委員：まだ提供段階にない科目があるようですが、いかがですか。
事務局：別添資料 2 をご参照ください。その科目数に達していないもの、担当教員との条件がクリアされ
ていないものは調整中です。平成 23 年度以降は提供いたします。
岡部委員：①講義科目の対象は？②全面公開は考えていらっしゃいますか？
事務局：①e ラーニング科目であり、履修者はいつでも視聴可能です。履修者以外からの視聴申込につい
ても、適宜、対応いたします。②全面公開については、現在のところは履修者のみと考えていますが、拡
大も検討する予定です。

三木委員：①四国の産業や経済というテーマであれば、四国の産業界や経済界の方々も視聴を希望するで
しょう。その方向も考えていますか。②公開する場合、コストはどうなりますか。
事務局：①学外への発信としまして、生涯学習等での学外対象公開についても検討しています。②コスト
についてはコンテンツ視聴のためのアカウント設定が増えるだけですので、基本的にはかかりません。
武重委員：この 3 年間の計画は「四国の知を集積、発信、人材育成」であり、次年度からは生涯学習等の
提案が可能となって参ります。

野嶋委員：e ラーニング事業においては、協力していただく先生方への負担を少なくすることが鍵です。
我々の場合のように全員参加の体制をとらなければ、絵に描いた餅となる可能性があります。この意味に
おいて「四国学」を新たにコンテンツ化するという理念は荒唐無稽のものに感じられるのです。例えば、
中国は北京大学と清華大学が e ラーニングで協同することで、給料が 1.5 倍になるというインセンティヴ
や、双方が既存のコンテンツを利用しているという手軽さも相まって、教員は大変熱心に参加しているそ
うです。
eK4 では「四国学」を提供することで、なぜ知の向上が図れるのでしょうか。厳しいようですが、取り
組みに真剣さ、説得力が足りないように思います。

岡部委員：放送大学はオープンコンテンツなのですが、eK4 でも検討してはいかがでしょうか。現状とし
て、eK4 のコンテンツは利用率が低いように思います。完全オープンではなくとも、例えば会員制や全国
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の大学への提供を行ってはどうでしょうか。最終的に、著作権処理がクリアされれば完全オープン化すれ
ばよいと思います。eK4 は自分達の制約に縛られすぎています。
三木委員：eK4 はもっと地域に PR し、地域と積極的にコミットをするべきです。そうした姿勢から、「協
力しようか」という動きが起きてくると思います。

2. 平成 23 年度以降の体制について
報告：林敏浩（事務局長）
資料：平成 23 年度以降の体制について（資料 2）
・林事務局長より資料 2 に基づいて平成 23 年度以降の体制について説明があった。
武重：運営委員会に提案したものが本案であり、審議の上、11 月頃に今後の実施体制を決めます。基本的
にはこれまでの内容を継続いたします。当初は 10 年計画であったため総花的でしたが、精査する必要が
あると考えます。

岡部委員：お金が０になると計画も０になってしまうのではと危惧をしております。このままの計画だと
魅力が感じられないと思います。eK4 の活動を通じて、大学連携の道筋ができ、ハードウェアも各大学で
確保できており、e ラーニングの作り方や事務的なノウハウもできましたよね。今後は地域サポーター（提
供先）を増やすべく魅力的なコンテンツを作成してください。世界の傾向として e ラーニングは増えてい
くため、これまでのノウハウを活かすと、すぐにキャッチアップできます。
また、従来通りであると公開先が限定的すぎるので、インターネット等を用いて顔出しの効果をうまく
利用し、win-win の答えを出すべきです。魅力の出るシナリオを作らないといけません。教員は自分の講
義をみてほしいと思っているでしょうから、そこをうまくくすぐって、全面公開へ促すべきです。

山本委員：10 年後を見据えた目標としては、eK4 を通じて「何を実現するのか」ということでしょう。
今、ここで eK4 の目標「四国の人材育成」を再確認すべきだと思います。その意味ではコンテンツ作成の
継続が適当なのか、という疑問が残るのです。平成 23 年度に GP が切れるということは、制約がなくな
ることです。そこで当初の目的に立ち戻り、縮小ではなく、構想を拡大し、大幅に見直してはどうでしょ
うか。加盟大学をより良くさせていくことが eK4 を存続させる秘訣です。
野嶋委員：大学予算は今後厳しくなる一方です。特に民主党政権では削ることばかり考えています。私立
大学助成は 500 億の縮減です。そこで、e ラーニングは「教育コストを下げる」ことを考えるべきでしょ
う。さらに、e ラーニングでは時間と空間を超越したコンテンツの提供が可能になります。ということは
つまり、世界規模で考えてよいのです。海外の大学とのコミュニケーションをはかると、「辞書なんてい
らない」ということに学生は気づくでしょう。縮小することなんて考える必要はありません。教育のより
本質的な場、実際にプラクティスをやってみることを考えるべきです。普通の授業にも利用してほしいし、
教育の質、ローコストについても斬り込んで欲しいです。使えるものは何でも使っちゃおうという精神が
大切です。
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竹内委員：私は高松大学で生涯学習を行っていますが、その模様はケーブルテレビで放送されています。
視聴者がいるということは、やはり知識に飢えている人は多いです。十分ビジネスになりうるのです。と
ころで、90 分間一方的に聴講するのは退屈ですよね。15 分 1 本で分けたほうがよいです。私が県庁にい
た頃に瀬戸内の島々24 島を 15 分ずつ伝える番組を作りました。これも視聴者側からすると、30 分だとバ
カバカしい、60 分だと二度と見たくない…と、そんなものです。提供側は映像メディアの本質的な部分を
考えて工夫してほしいと思います。eK4 がピックアップしている手袋産業や石材産業は、私のネットワー
クですぐにコンテンツ化はできますが、売れるコンテンツではありません。私が eK4 のシンポジウムでお
話した馬路村や上勝町はビジネスとしてすっかり成功していますが、ちゃんとした映像ソフトはありませ
ん。そこで、15 分程度ならアマチュアでも作成可能ではないでしょうか。ここに斬り込んではいかがです
か。四国ツーリズム創造機構とも連携すべきです。キティちゃんだけが儲けて、大学の見識者が儲けられ
ないなんてことはないのです。

鈴木事務局長補佐：現在のコンテンツは、90 分の講義と、パワーポイント資料を組み合わせて、まずは
90 分もののコンテンツにしています。次に 15 分〜20 分のコンテンツに 3 本〜4 本に分けて、学生はそれ
をひとつずつクリックして見る、という形です。
コンテンツはいくつかのパターンがあります。パワーポイントを使わないもの、インタビューものなどで
す。

武重委員：高松大学にも参加してもらおうと考えています。ケーブルテレビ（「讃岐学」などを対象とし
て）は、ぜひサポーターになっていただきたい。コンテンツをライブラリの形式で蓄積していくようなこ
とを考えている。

三木委員：四国のさまざまな課題を解決するために、他県のことを知らなくてはならないため、四経連で
も四国学に取り組んでいる。

山本委員：大学が培った知恵を共有することは大事です。産学官民の連携組織として推進することが大事
です。

3. その他
特になし。
矢野副会長より閉会挨拶
重要なご提案やご意見を誠にありがとうございました。本日得たキーワードは「縮小ではなく拡大」
だと理解しております。eK4 から新しいモデルを構築していきたいと考えております。また、先生方に
ご指摘いただいている宣伝効果、ローコスト化についても見極めながら本事業を推進して参ります。
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平 成 22 年 度

第 2 回外部評価委員会

議事次第

2011/03/08（TUE）11：00－12：00
於 香川大学
1. 開会
会長挨拶
2. 議事
（1）

平成 22 年度の事業実施報告

（2）

平成 23 年度以降の体制について

（3）

その他

3. 閉会
副会長挨拶

［配布資料］
外部評価実施要領
資料 1.

e-Knowledge コンソーシアム四国平成 22 年度補助事業計画の実施状況

資料 2.

e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度以降の体制について（第 2 版）
別添資料：現在の事象内容の絞り込み

資料 3.

e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度以降の体制について
第 2 版に対する意見とその回答

資料 4.

広報関係資料（パンフレット及びリーフレット）
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平 成 22 年 度

第 2 回外部評価委員会

議事録

日 時

2011/03/08（TUE）11：00－12：00

場 所

香川大学 研究交流棟 6F 生涯学習センター講義室

出席者

岡部 洋一 委員（放送大学 副学長）
三木 義久 委員（四国経済連合会 専務理事）
竹内 守善 委員（香川県 地域振興アドバイザー）

陪席者

会 長：

細川

滋（香川大学）

副会長：

矢野 米雄（徳島大学）

徳 島 大 学：

和田

鳴門教育大学：

宮下 晃一（代理）

愛 媛 大 学：

弓削 俊洋

高 知 大 学：

深見 公雄

四 国 大 学：

川本 幸彦

徳島文理大学：

藤木 博太

高知工科大学：

坂本 明雄

眞

…他陪席者 24 名

協議事項
1. 平成 22 年度前期の事業実施報告
林事務局長より以下の報告があった。
・e-Knowledge コンソーシアム四国平成 22 年度補助事業計画の実施状況

2. 平成 23 年度以降の体制について
林事務局長より以下の報告があった。
・e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度以降の体制について（第 2 版）
・第 2 版に対する意見とその回答
・現在の事業内容の絞り込み
3. その他
次の事項について意見交換が行われた。
ⅰ. 講義の実施報告について
三木：同じ科目についても、対面とビデオの 2 種があるのでしょうか。
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高知大学：実施校では対面で講義を行い、その映像をビデオ化したものを他大学では利用している。そ
の際、コンテンツは各大学が創意工夫しながら適宜編集しております。
岡部：履修者数について、連携大学が少なすぎると思いますが、理由はなんですか。
林：コンテンツの制作が遅れたことで、各大学に検討していただく時間がなかったため、数字的に少な
いことが理由です。次年度以降は増加いたします。
岡部：その点も含め、履修者を大学別に区分する、協同開発コンテンツはその旨を記載する等して詳細
を明示したほうが良いでしょう。
ⅱ. 今後の展望について
竹内：私は、高松のケーブルテレビの協力を得て「香川学」を年 4〜5 本作成しています。テレビの放送
でも、反響は大きいため、ニーズはあると思いますので、大学でも外部へ向けてアピールされてはどう
ですか。
また、2 月の eK4 連続セミナー「スコレ 2011」は e-とぴあ・かがわとの共同開催ですが、今後も e-とぴ
あ・かがわをぜひ利活用して下さい。この施設の PFI（Private Finance Initiative：公共サービスの提
供に際して公共施設が必要な場合に、従来のように公共が直接施設を整備せずに民間資金を利用して民
間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法）は既に 10 年を経過しています。また、四国ツーリ
ズム創造機構とも連携してほしい。例えば NHK とジョイントして、四国の専門家等を取り上げるのも大
切かと思います。
*eK4 の「四国学」では、四県の知事インタビューをコンテンツとして開発し、平成 23 年度に提供してい
ます。
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平成２２年度 第２回 e-Knowledge コンソーシアム四国

外部評価委員会
日時 平成 23 年 3 月 8 日(火)11 時～12 時
場所 研究交流棟 6F 第 1 会議室

議長 それでは今年度 2 回目になりますが、e-Knoｗledge コンソ

る提言 4)次年度以降の計画に対する評価 5)その他です。

ーシアム四国の外部評価委員会を開催いたします。よろしくお

評価内容に関しては外部評価報告書を作成し、学内外に

願いします。開会に際しまして会長の細川会長の方からご挨

公表するということです。それではよろしくお願いします。

拶をお願いします。

議題に入りたいと思います。議題はまず(1)平成 22 年度の
事業実施報告です。先ほど確認させていただきました議題資
【開会の挨拶】

料(1)(2)に基づいて事務局の方から説明をいたします。よろし
くお願いします。

細川会長 おはようございます。外部評価委員会の先生方には、
遠方よりご足労頂き、ありがとうございます。先ほど開催しまし

【議題 1 平成 22 年度事業実施報告】

た運営委員会の中で、中心的な課題として取り上げられたの
は、23 年度以降の在り方でした。これは昨年度の外部評価委

林(事務局) それでは(1)について説明をいたします。資料は

員会でも取り上げられ、色々とご意見を承ったのですが、今年

「e-Knoｗledge コンソーシアム四国平成 22 年度補助事業計

度は補助金の最後の年度になしますので、23 年度以降、どう

画の実施状況」です。これについてご説明させていただきま

いう形で運営していくのか、具体的に提起しなければなりませ

す。

ん。これについて、前回に引き続き、委員の皆様方には、ご意

実施状況では①～⑫までの項目をあげさせていただいてい

見を積極的に呈示頂ければと思っています。

ますが、これは平成 22 年度の事業計画という形で文科省の

1 時間弱という短い時間ですが、忌憚のないご意見をよろし

方に出しているものです。これが現時点でどのように進んでい

くお願い致します。

るかについて説明をいたします。

武重議長 それではまず封筒の中の資料をご紹介させていただ

＊中略（配布資料「平成 22 年度補助事業計画の実施状況」を
参照

きます。「外部評価実施要領」「22 年度事業実施報告」「23
年度以降の体制について」です。これが議題資料(1)(2)にな
っています。それ以外に関係資料として「e-Knoｗledge コンソ

議長 以上が今年度の補助事業計画の実施状況でございます

ーシアム四国」のパンフレットとリーフレットが入っています。
では早速委員会に入りたいと思います。「実施要領」をご覧

が、④⑤に対してはまだ検討の段階でございます。実はこのフ

ください。毎回同じ事柄ですが一つ確認をしておきたいと思い

ロアは生涯学習センターのフロアです。この部屋は第一講義

ます。「この委員会の目的は委員の意見や提言を本事業推進

室ということで香川大学が生涯学習を行っている本丸のような

の PDCA サイクルに活用する。」という目的のために開かれて

ところですが、残念ながらまだここで e-Knowledge コンソーシ

おります。実施時期は原則として年 2 回ということです。従って

アム四国が扱っている e-Learning コンテンツを使った活動は

今回は今年度 22 年度の 2 回目になります。評価事項として

ありません。以上の話をお聞きになられて外部評価の先生方

は、1)事業推進への助言 2)各取組の連携目標、実施目標、

からご意見を承りたいと思います。よろしくお願いします。

実施結果に対する評価 3)評価結果に基づいた各取組に対す
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三木委員 ④の生涯学習の関係ですが、ここで活用できるかどう

議長 ではお願いします。

かを検討したというのは、どういう形で活用することを検討した
のですか。学生と同じようにパソコンでできるようにということで

林 ご指摘ありがとうございます。実際には今回は資料がきちんと

しょうか。また今おっしゃられたように、この部屋で活用できな

整理できておりませんというのが現状ですが、事務局としては

かったということですが、それがなぜできなかったのか、その問

今すぐきちんと詳細な説明ができないというのが正直なところ

題点を。

ですが、ここに関しては追加の資料を作成させていただいて…
…。

議長 事務局お願いします。
岡部委員 例えば何科目分ぐらいのコンテンツを開発中だとか、
林 具体的には検討しかできなかったのが現状ですが、各大学

何科目はできたんだとか、それを実際に学生に使わせてみた

でどのようなやり方があるのかを検討していただいたという段階

んだとか、そんなようなことも事務局は掴めてらっしゃらないん

で止まっております。なぜ止まっていたのかというと、今実際の

ですか。

授業で使うコンテンツとか、実際の講義のほうを最優先して検

林 具体的なデータはこの中に入っているのですが、具体的には

討して今回は進めておりました。少し語弊があるかもわかりま
せんが、少しプライオリティが下っていたというのが現状だろうと

……。

考えています。とくに大きな阻害点があってできなかったという

岡部委員 アバウトな数でいいんですけど。

ことではないと理解しております。

議長 よろしいでしょうか。

林 はい。実際に実施できた科目に関しては上の表の通りになり
ます。

岡部委員 関連ですが、③で e-Learning コンテンツを開発したと
岡部委員 このコンテンツでおっしゃっているのは、オンデマンド

書いてありますが、パンフレットを見ると e-Learning のことは何
も書いてないのですが、具体的に何がどうなったのでしょうか。

の映像みたいなものと思っていいんですか。

というか、文科省に出す書類だと、我々に説明されてもほとん

林 はいそうです。

ど中身がわからないんですね。

林 申し訳ありません。

岡部委員 そうですか。我々は e-Learning というのは何か簡単
なクイズがあってというような双方向的なものをつい考えるので

岡部委員 もう少し具体的なというか、何々をした。何々を検討

すが、そういうものではないんですね。

したでは困るわけです。もう少し具体的に言っていただかない

林 はい。

と評価のしようも何もないんですね。

議長 はい。

岡部委員 それなら誤解していました。それなら一応ビデオを作
ったというふうに理解していいんですね。

岡部委員 例えば e-Learning コンテンツについては何をどこまで
林 はいそうです。ビデオベースのコンテンツと全く変わりません。

やって、どうなったかというのを、④⑤にも絡んでご説明いただ
ければ有り難いのですが。
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岡部委員 ではここに書いてありますから。ついでに①番で「流れ

内容は授業と同じような感じになりますね。私がイメージしてい

と波の災害」のところの履修者数で、(自校)の下に受講不可と

たのは、e-Learning というのは、講義をビテオで撮って、そのま

書いてありますが、何か理由があるのでしょうか。

まをパソコンで見てくださいというのではなく、ビデオを撮るにし
てもインタビューをしたり、いろいろと編集をしてそれをみなさん

議長 高知大学お願いします。

がパソコンで見るという、普通、大学で講義を受ける形とは違っ
たものになる。だからコンテンツの開発というふうに理解してい

深見運営委員 基本的にコンテンツですので、この「流れと波の

るのですが、それはそれでいいのですね。

災害」というのは実際に授業をやっていますから、本学の学生

深見 はい。

はコンテンツを見るのではなく、その授業は対面授業を聞いて
ほしいということで、そこを受けずに e-Learning のコンテンツを

三木委員 そうしますと、先ほどの高知大学さんの話では、通常

見ることは駄目ですよという意味です。

の講義と同じことをしているように思ったのですが、そうではな

岡部委員 よくわかりました。

いということですね。

深見 ついでにですが、他のこの事項で数が書かれていますが、

林 収録している映像をそのまま流すのかというご質問だと思う

この数字の意味を先ほど質問したかったのですが、もし対面授

のですが、そうではなくて各大学さんでそれを別に編集してい

業で受けている時間とか学生の数が書かれているのであれば、

ただいております。わかりやすいように時間を短くしたり、追加

本学の場合も受講不可のところには実際に受けているんです

の資料を入れたり、インタビューのようなものを挿入したりの形

ね。100 人とか 200 人の数が入るはずです。

です。単に撮ってそれを垂れ流しているということではありませ
ん。

林 ここではいわゆる e-Learning コンテンツとして受講している学
生数を書かせていただきましたので、実際にはそういうケース

三木委員 それをコンテンツの開発としているわけですね。だか

も幾つかあるかと思います。たぶん他の大学さんでも同じよう

ら高知大学さんでも、中身は普通に授業を受けるのとは違っ

な形がありますので、そういう意味では対面で受けた数を入れ

た内容が付加されているのですね。

るともう少し科目数が増えたりします。

深見 もちろんです。
議長 はい。
林 それからこの表だと香川大学が四国学を三つ開講している
三木委員 今の関係ですが、同じ科目について、普通の受講、

ように読めてしまいますが、実際にはその中のコンテンツは連

いわゆる対面受講の場合と、ビデオ収録してパソコンで流して

携大学さんの方から提供いただいているものを、これを使わせ

いく場合と二つあるわけですね。例えば高知大学さんの「流れ

ていただきますという形でやっていますので、香川大学が全部

と波の災害」がそれですね。

やっているわけではありません。実際には連携大学さんと共同
で作成していて、ここは徳島大学さんのコンテンツですよ、ここ

深見 はい、対面の授業をやっています。一方でそれをコンテン

は高知大学さんのコンテンツです、ここは四国大学さんのコン

ツ化して、それをそのままオンデマンドとして本学以外の学生さ

テンツですという形になっています。

んが授業として受講したのが二人いたということです。

議長 はい。
三木委員 なるほど。よくわかりました。要は遠隔で送っても見る
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岡部委員 すみません、ここに並んでいるコンテンツは大体いつ

竹内委員 コンテンツ作りの話ですが、各大学ごとにという話では

頃できたのでしょうか。まだできたばかりですか。

なく、せっかく一緒にやっているのですから、大学が連携をして
一つのコンテンツを作るにあたって、大学同士でお互いに補完

林 そうですね、収録は 21 年度ぐらいからやっていたのですが、

し合いながら作るみたいな話も非常に大事ではないかという気

実際にコンテンツとして上がってきて、さらにそれを 15 コマの

がします。

科目としてコーディネートして出すのは大体ぎりぎりぐらいのタイ

議長 今のご質問ですが、例えば授業は 15 回ありまして、最初

ミングです。

と最後を除いた後の 12～3 回分を作ります。主幹校がそれの

岡部委員 というのは、せっかく作られているのに連携大学さん

中心部的なというか半分ぐらいのコンテンツを作っているので

があまり使っていないので。それから今の話を聞くと自校と書い

すが、それ以外に各大学から協力していただいています。

てありますが、大学の集団として作られたのに自校というのが

竹内委員 一緒に作ってはいるんですね。

よくわからなくて、これは幹事校がということですか。

林 はいその通りです。香川大学から一応出していると読める頭

議長 そうです。

から三つの科目に対してはそういうことになります。香川大学の

竹内委員 ぜひともそういうふうに非常にいいものを作っていって

科目として開講しましたので、一応自校という形です。

ほしいと思います。それから以前にも少し話をしたのですが、

岡部委員 要するに連携大学はそれぞれ単位化するという努力

大学だけで作るのではなく、各県でもビデオソースなどを多数

をあまりされていなかったのかなと。つまり自校は 292 もあるの

持っていますし、観光サイドなどであれば著作権フリーで写真

に、履修者数は連携大学は 47 しか取っていませんよね。これ

等も貸し出していますから、そういったものも活用して作りあげ

は余りにも少ないような気がするんですけど。要するに幹事校

る事も必要ではないかと思います。香川県では e-とぴあ・かが

は単位化しているけれども他の学校は単位化していないとか、

わというのが情報処理そのものを県民によく知ってもらおうとい

或いは宣伝が行き届かないとか、何かここは少なくとも一言説

うことで、サービス機能としてサンポートの中に施設があります。

明がいると思うのですが。

あそこは PFI という仕組みでスタートさせた施設ですが、PFI そ
のものも 10 年を経過してどういう使い方をしようかという話も出

林 はい。これに関しましては単位互換の協定そのものが 21 年

ているので、こういった施設をどんどん使っていただいた方が

3 月末ぐらいまでかかってしまったというのが大きな原因になり

県としてもつくった価値があるのではないかと思います。e-とぴ

ます。その頃になると 22 年度の履修案内が終わってしまって、

あのすぐ近くに観光サイドで四国 4 県が共同でやっている四国

各大学さんの教務委員会などで議論していただく余裕がなか

ツーリズム創造機構があります。ここも四国の観光を何とかし

ったということです。これでもかなり無理をしていただいた結果

ようということで 4 県がやっている組織なので、そういうところと

になります。そういうところが大きな原因でした。その意味では

も連携を組んでやればいいコンテンツができるでしょう。とくに

23 年度以降は単位互換制度もできていますので、一回、回し

四国学の中で四国の文化などを取り上げていますが、著作権

て問題点も大分見えてきたような気がしますので、ここに関し

の話など問題はあるかもしれませんが、例えば NHK 等とジョイ

ては数値的には増えるものだというふうに自分の中では考えて

ントしてはどうでしょうか。四国知事会という 4 県知事がいろい

います。

ろと議論をしている 1 時間番組などを見ていると、ああいうこと
などは大学の授業でも非常に大事な話ではないかという気が

議長 後はございませんか。

します。こういった中でも e-Learning の遠隔講義システムを使
って 4 県の知事さんそれぞれに話してもらったものを一つのコ
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ンテンツに収めると、これも学生などは非常に興味のある話だ

られたという印象を文部科学省も持つだろうと思いますので、

と思いますから、そういった使い方もあるのではないかと思いま

ぜひそういうふうな工夫をしたらいいのではないかと思います。

す。4 県それぞれの専門部局があるので、4 県からそれぞれの

それから一点質問ですが、⑥番で地域サポーター会議の

担当の方が出てこられて話をして、それを一つのコンテンツに

設立というので、四国キャンパス SNS 協議会とありますが、この

収めるようなことを、せっかくそういうシステムができているので

SNS はソーシャル・ネットワーク・システムでいいんですか。

すから、ぜひともお使いになったら、県にも協力はしてもらえる

林 はいそうです。

と思います。

議長 はい、ありがとうございます。

岡部委員 そうですか。ここは固有名詞かなと思って見てしまっ
たのですが、少しそういうコンピュータシステムの上で動いてい

陪席（徳島文理大学山城） すみません、四国の 4 県知事インタ

る協議会だというコメントを付けられた方がいいのではないかと

ビューは既に収録して、「地場産業からみた四国の社会」にコ

思います。ただ読むと SNS という名称の四国何とかかと思って

ンテンツ化しています。

みたりしたわけです。SNS が世の中で言っている SNS ですよと
少し強調されていた方がいいのかなと思います。それで情報

竹内委員 それはそれぞれの知事さんのインビュー形式なんで

化社会に適応したサポーターシステムだなというのがわかりや

すか。

すいと思います。

山城 はい、それぞれの 4 県知事の方にインタビューしたものを

林 わかりました。そのあたりは補足したいと思います。

編集しています。

岡部委員 それから高精細遠隔講義環境についても、いろいろ
竹内委員 もう既にやっているということですね。それは非常にい

できましたとか、やったとは書いてありますが、どのぐらいやった

いと思いますね。

とかが何も書いてないんですね。

私は、せっかく遠隔講義システムがありますから、それを活

林 すみません、ここは具体的な連携大学さんの状況の資料を

用して、それぞれの大学にでてきてもらって、4 県がそれぞれ
に自由に話し合えるというものがあったらリアルでいいのではな

集めるのが遅れていまして。

いかと思ったので。収録も簡単ですし、早いのではないかなと

岡部委員 最終的にはお書きになると。

思ったのですが。すでにやっているのであればそれをぜひ(報
告に)書いてもらいたいと思います。

林 はい、最終的には事業報告書と文科省への報告には書きま
議長 今お話された中でまだ手がついていない⑦の地域と共同

す。

した e-Learning コンテンツ開発を参考にさせていただき次年

岡部委員 これがそのまま行くわけではないんですね。

度から取組みたいと思います。

議長 はい。ではお願いします。

林 はい。

岡部委員 表の大学名のところですが、幹事校にマークを付ける

岡部委員 そうだったんですね。このままでは文部科学省が納

とか、関係大学は全部下に書くとか、或いは何回分を担当し

得しないのではと申しあげたのですが。

たとかがわかれば、もう少しコンソーシアムとして協力体制を得
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議長 今日聞かせていただいたお話を参考に報告書を作成した

林 基本的には可能です。

いと思います。

竹内委員 海外とやることも可能？
三木委員 今の高精細遠隔講義環境の整備が完了したという
林 可能ですが、技術的には 8 拠点に繋がるという状況です。

のは、8 大学間で一斉に見られるようになったということです
か。

岡部委員 それは具体的にはどこのシステムなんですか。
林 そういうことです。具体的には多地点で繋ぐ場合には MCU と
林 Polycom 社のシステムです。

いう装置が必要になるのですが、これに関しては現時点では
徳島大学さんが 8 拠点接続できる MCU を導入していただいて

岡部委員 それでそれぞれの大学にどのぐらいのサイズのディス

おりますので、それを使って接続する形になります。

プレイを置かれているのですか。

三木委員 どの大学からでも他大学のものが見られる環境がで
林 ディスプレイというか、基本的には各大学さんにおいては、例

きたということですね。各大学に一つずつ講義システムが入っ
ているわけですね。

えば香川大学の場合はディスプレイというかプロジェクター投
影の形でさせてもらっています。ただプロジェクターが必ずしも

林 システムも入っております。

ハイビジョン対応でなかったりするので、少し画質が落ちている
というのが現状です。

三木委員 これは大学の中で見る機器ということですね。
議長 では議題の(2)の方に移らせていただきます。平成 23 年
林 そうです。

度以降の体制について事務局の方から説明させていただきま
す。

三木委員 それが完了したのはいつですか。
【議題 2 平成 23 年度以降の体制について】

林 実際にはほとんどの大学が 21 年度の段階で導入は済んで
林 これに関しましても事務局の方から説明させていただきます。

いますが、22 年度で一応全て完了したと聞いております。

3 枚ものの資料と 1 枚ものの資料がありますが、今回は 3 枚も

三木委員 それでもう実際に講義をしているのですか。

のの資料で説明させていただきます。この資料そのものは前
回の外部評価委員会で一度出させていただいております。外

林 たぶんそれは 8 大学でやったかというご意見だと思いますが、
8 大学で講義をやったという実績はまだありません。

部評価委員会、それから運営委員会、さらには委員会のメー
リングリストでいろいろと意見をいただき修正したものです。第 2
版の修正版という形です。

三木委員 数大学でやったのはあるのですか。
＊中略（配布資料「e-Knowledge コンソーシアム四国の 23 年度
林 はい。徳島大学と香川大学とか、そういう例はあります。

以降の体制について」を参照）

竹内委員 そのシステムというのは四国の 8 大学以外のところと

このような活動方針を先ほどの運営委員会で確認しました。

やることも可能なんですか。

実際には、これまでは文部科学省に対して、平成 20 何年度
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は何をします、というふうに計画を立てていたのですが、今後

のですか。例えば「地場産業から見た四国の社会」とか、こう

はこの資料に基づき、まずは平成 23 年度の eK4 としての活動

いうのをテーマに四国学の講義をするというのは、どういう形で

計画を立てて、一年間何をすべきかということを明確にして実

みんなで決めるのですか。

施を進めていこうというふうに考えております。以上です。

議長 基本的には教育専門委員会で、四国学のどういう授業を
議長 はい。以上、次年度あるいは次年度以降の計画について

開くかという話し合いをいたしました。一応その中に分科会とい

話をさせていただきました。委員の先生方はご存知と思います

うのをつくり、その分科会は四国の歴史に関するものがまず一

が、今年度でこの事業（GP）の最終年度ということになりますの

つ。それから四国の文芸に関するものが一つ。四国の社会に

で、いよいよ補助金がいただけませんので、この後、どのように

関するものが一つ。四国の自然に関するものが一つで、四つ

して運営していくかという苦しいところがありますが、今日のお

の部会を立てております。今のお話の「地場産業から見た四

話のような形で次年度以降も継続していきたいということです。

国の社会」は四国の社会に関係していますが、四国学ですか

その点についてご意見をいただきたいと思います。

ら、一番経済と関連させたら地場産業かなということと、それと
四国の社会との関連について 4 県それぞれから、それぞれの

岡部委員 タイムチャートの色って、何か意味があるんですか。

地場産業を出せるだろう、協力しやすいだろうというような合意
を得てつくりました。今のところ４つの部会がありますので、一つ

林 説明を忘れていました。色には意味があります。グレーの部

出てくると最低４つ、一つの部会が２つず作ると８つはできるこ

分が凍結という意味合いです。黄色っぽい色と緑の濃い色、

とになっていたのですが、残念ながらまだ 3 本しか講義は立ち

青色はとくに意味の違いはありません。

上がっておりません。

岡部委員 なるほど。

竹内委員 私は高松のケーブルテレビで、年に 4、5 本、「香川

四国学に関するものは大体終わっているんですか。

学」という形で生涯学習番組を担当しています。それは私以

四国学でつくったものをこれから活用していくのであれば、３

外の先生も出ていますが、ケーブルテレビの協力で一般の方

番目の緑のところだと思えばいいんですか。

も見られる番組を（90 分ビデオを 60 分ぐらいに再編集したも
のですが）流しています。ああいったような形で（eK4 も）少しず

林 そうですね、具体的には教育プログラムとしてはまだまだでき

つでも外に出して、こういうことをやっていますよということを多く

ないだろうということで、まずは基礎力を付けるということで進め

の四国の人たちに知らせてはどうか。ケーブルテレビは放送枠

ていこうというのを考えています。

が結構余っていますから、流せる時間があると思います。授業
の内容を少しは外に流して、興味を引いてもらうというのも一つ

岡部委員 わかりました。

大事ではないかという気がします。そのあたりを考えられて、検
討されれば、大学のアピールにもなりますし、教育連携をやっ

三木委員 このコンテンツの開発というのは、続けるということで

ているのが伝わるのではないかという気がします。

すね。そしてそれを e-Learning として使ったり、広げたり、この

それからもう一つは（これは大学の考え方なのかもわかりま

部分はやるということですね。それをメインとして活動していくと

せんが）、私が高松大学でやっている生涯学習では、実は参

いうことですね。

加している人たちの意見を多いに参考にして、「こんな番組にし
たら」というのを、番組づくりの中で活かしています。このコンテ

議長 はい。

ンツづくりというのは、大学の先生方だけで決めるのではなくて、
学生側の声を生かせるというか、ぜひそういう学生参加の仕組

三木委員 それから四国学の科目名はどのようにして決めていく

み（といっても学生がなかなか参加してこないという問題がある

167

議長 ありがとうございました。

かもしれませんが）があった方がいいような気がします。

以上をもちましてこの会を閉会したいと思います。どうもあり

林 そうですね。学生参加というのはいろいろ考えています。例え

がとうございました。

ばコンテンツ作成に関してはマルチメディアを取り扱う技術が
習得できるということもあって、学生さんが興味をもっているとこ
ろもあります。うまく学生を巻き込みながら使うコンテンツを作
ってもらい、先生方はそれを監視していただいてコンテンツに
なれば良いなという、そういった議論もしています。

竹内委員 ケーブルテレビだけではなくて、ホームページ上でい
ろいろと流すこともできますので、外への PR 活動をぜひ積極
的にやっていただきたいなという気がします。そうすれば、これ
は注目されているので、ますます中身を充実できることにもなり
ますから、大学の先生方の意識も大分変わってくるような気が
します。

議長 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。では時間
も大分迫ってまいりましたので、（３）のその他はこちらの方から
ご提案申しあげることはございません。外部評価委員の先生
方、ほかに何かございましたらお願いします。

岡部委員 ますますのご発展をお祈り申し上げます。

議長 ありがとうございます。では最後に閉会のご挨拶を副会長
の矢野先生からお願いします。

【閉会あいさつ】

矢野副会長 3 年間、文部科学省の補助でこのプロジェクトを進
めてきました。最近では、事業仕分けなどいろいろ経済的に厳
しい状況であります。委員の皆様方から道州制など大きな流
れを示唆していただきまして、今後どういう方向に eK4 を持っ
ていくかということも非常に重要になってきます。我々は、8 大
学が束になって初めて四国から日本や世界に発信できる状
況にあると思いますので、ぜひ今後とも委員の皆様はじめ eK4
構成員一丸となった支援をお願いします。また外部評価委員
の先生方に置かれましても、今後ともご指導よろしくお願いい
たします。
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e-Knowledge コンソーシアム四国会長
細川 滋

本節では、平成 22 年度の事業実施から得られた知見および外部評価委員の意見に基づき本事業の平成 23 年
度以降の課題と改善計画について述べる。なお、外部評価委員会の意見を引用、反映した箇所は波線を付してい
る。

コンソーシアム
本コンソーシアムは、平成 20 年度に運営委員会と企画委員会が発足して活動を開始した。また、企画委員会に
おける教務的課題、システム的課題を検討する教育専門 WG、システム専門 WG を設置した。平成 22 年度に両
WG はそれぞれシステム専門委員会、教育専門委員会に昇格した。また、平成 21 年度に立ち上げた四国学 WG も
研究プロジェクト専門委員会に昇格して、当初予定の組織体制が概ねできあがった。
しかしながら、地域サポーター会議を平成 22 年度前半に設立・実施する予定であったが、実現にはいたらなかった。
また、出版委員会の設置に向けた具体的な対応ができなかった。特に地域サポーターについては、地域から協力し
ようという声があがるように、本コンソーシアムの活動を地域にもっとアピールして、地域と積極的にコミットすることを検
討する。

e-Learning の実施
平成 21 年度に e-Learning による単位互換協定が連携大学間で締結された。本協定に基づき、平成 22 年度に
は、四国学および学際的専門科目が e-Learning により提供され、単位互換が実施された。その意味では本コンソー
シアムが目指していた e-Learning は本年度スタートを切ることができたと言える。しかし、補助金に頼る形での
e-Learning 運用については今後の運用が難しいことが指摘されている。そのため、e-Learning による教育コストの軽
減も視野に入れて、平成 23 年度以降の e-Learning 実施を行う必要がある。

e-Learning コンテンツの作成
各連携大学で平成 21 年度より、本格的な e-Learning コンテンツ作成が行われてきた。この成果が前述した
e-Learning 科目として連携大学の学生に提供された。一方、これまで指摘されてきた問題の積み残しもある。具体
的な問題としてコンテンツに含まれる各種情報の著作権処理の方法（コンテンツを公開する場合、利用許諾、権利
処理の問題が発生するので、その対応策を考えておく必要がある）、コンテンツの素材となる授業撮影およびコンテン
ツ編集の効率的な進め方などである。特に後者に関しては平成 23 年度より補助金のない状態で進めないといけな
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いので費用対効果など一層の検討が必要である。また、協力いただく教員に対するインセンティブをいかに考えるか、
あるいは、協力にかかる負荷をいかに軽減するかについても検討を進めていく。
平成 22 年度は地域との連携による e-Learning コンテンツ作成を計画していたが実現しなかった。このため、今後
は地域サポーターと連携して魅力あるコンテンツ作成を検討する。また、作成した e-Learning コンテンツを呼び水とし
て地域サポーターの拡大も図るよう活動する。

システム導入と運用
平成 20 年度から本事業推進に必要な e-Learning/遠隔講義システムおよび遠隔会議システムの機器導入を進
めてきた。平成 22 年度には必要な機器類の導入は完了したといえる。その意味では、今後、本事業を推進するため
にこれらの機器を本格的に利用していく必要がある。しかしながら、機器の保守、ライセンス料の確保など平成 23 年
度以降は多くの問題が発生することが予想される。特にシステム運用に関して持続可能な形態を検討する必要があ
る。

シンポジウム、講習会・セミナー
平成 20 年度より毎年、シンポジウムや各種講習会・セミナーの開催を行った。３年間の開催実施により、開催ノウ
ハウは蓄積されてきてスムーズな運用ができるようになってきたと考える。また、平成 23 年度以降のシンポジウム実
施の試金石として、平成 23 年 3 月には各種費用を極力抑える形で、香川大学内にて事業報告シンポジウムを開催
した。さらに、今後、補助金に頼らないシンポジウム等の開催方法について、連携大学の協力方法も含めて検討して
いかなければならない。例えば、民間の施設をうまく活用したり、他機関との連携などによりこれまでになかった開催方
法も検討する。

その他
本事業のキーワードである「四国の知」、「四国学」そして「e-Knowledge」の内実を四国のための人材育成の観点
で明確に具体化する必要がある。特に、「四国学」の e-Learning コンテンツを連携大学の学生が履修することで、な
ぜ知の向上が図れるかなど曖昧なまま取り扱ってきた点について明確な方針を出せるようにする必要がある。また、
作成した e-Learning コンテンツの利用率は低いので、向上させるための工夫が必要である。この方針や工夫に基づ
き本コンソーシアムの活動を連携大学の学生や地域に広く認知してもらう努力が必要である。さらには、連携大学の
ニーズを正確に把握して、それを満足する形で本コンソーシアムの活動成果を提供していくことが肝要である。
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少子高齢化が進行する四国の自立的発展を促すためには、「四国は一つ」という意識を共有する数多くの若者が協調的地域づくり
を行う必要がある。そのため、四国の大学に四国全体の視点から地域活性化を先導できる人材の育成が期待されている。これらの地
域づくりを担う人材には、四国の広域的課題、資源の魅力、ブランド、歴史、地勢、文化、伝統などを包含する“四国学”と地域固有の
課題に取り組むために必要な“学際的専門知識”が必要である。

歴史的背景の異なる四国の大学は、個々の大学の特徴を活かした教育研究を進めるとともに、それぞれ強みのある教育研究を展
開しているので、上述の｢人材育成｣や｢四国の魅力の発信｣に必要な教育資源が醸成されている。これらの教育資源を戦略的に連携
させ、集約・発展させると、魅力ある四国の学びの教育基盤『四国の知』が形成でき、それらを活用して四国全体の視点から地域活性
化を促す協調的地域づくりを担う人材育成ができる。

四国の七大学が連携して「『四国の知』の集積を基盤とした四国の地域づくりを担う人材育成」を平成 20 年大学改革推進事業の一
つである戦略的大学連携支援事業に応募したところ、幸いにも採択された。

そこで、四国の国公私立大学が連携して情報通信技術を利活用する e-Knowledge コンソーシアム四国を設立し、四国の自立的発
展に貢献する人材育成や、例え四国外にいても四国に思いを馳せる人材育成ができる教育基盤を構築する。この教育基盤は“地域
文化リテラシー”である教養教育科目としての“四国学”と地域のニーズに応じた職業人を育成する“専門職業リテラシー”である“学際
的専門教育科目”で構成される『四国の知』を e-Learning コンテンツとして集積したものである。

コンソーシアム四国に加盟する会員大学が『四国の知』を活用する教育プログラムを実施することにより、地域の課題を四国全体の
視点から捉え、「四国は一つ」を意識しながら協調的な地域づくりを先導する人材を育成する。

さらに、コンソーシアム四国は全国の高校生やその保護者に｢四国についての学び｣｢四国における学びと生活｣の魅力を訴求し、四
国内外の数多くの学生に四国の大学で学ぶことへの憧れを抱かせるとともに、コンソーシアム四国に蓄積される“四国学”をいろいろな
メディアで出版し、四国の魅力を全国に発信し、四国のブランド力向上の活動を展開する。

附ⅰ
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規 約
（運営委員会）

（名称）
第１条

第 10 条 コンソーシアム四国の運営に関する重要事項について、統括する委員

本会は、「e-Knowledge コンソーシアム四国 (以下「コンソーシアム

会として運営委員会を置く。

四国」という。) 」 と称する。

２ 運営委員会は、役員及び正会員を代表する者をもって構成する。
３ 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。

（目的）
第２条

４ 運営委員会は、次の事項を審議・決定する。

コンソーシアム四国は、四国に所在する高等教育機関、地方公共

(1) 規約の改廃

団体、企業その他の法人又は団体（以下「高等教育機関等」という。）が相互に

(2) 役員の選出

連携・協力し、それぞれの教育研究資源を有効活用することにより、四国の地

(3) 事業計画及び予算の承認

域づくりを担う人材育成を推進し、四国の自立的発展に貢献することを目的とす

(4) 事業報告及び決算の承認

る。

(5) 自己点検評価に関する事項
(6) 知的財産に関する事項

（事業）
第３条

(7) 特別会員及び賛助会員に関する必要事項

コンソーシアム四国は、次の事業を行う。

(1)

情報通信技術を利活用した四国の知の集積に関すること。

(2)

地域のニーズに応じた多様な人材育成に関すること。

(3)

高等教育機関の機能の拡張に関すること。

(4)

その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(8) その他コンソーシアム四国の運営に関する重要事項
５ 運営委員会は、２分の１以上の正会員の出席をもって成立する。
６ 議決は、議長を除く出席正会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場
合は、議長がこれを決する。
７ やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない正会員は、あらかじめ通
知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

（会員）
第４条

これにより議決権を行使した正会員は、第４項の規定については出席したものと

コンソーシアム四国は、正会員、特別会員及び賛助会員をもって構

みなす。

成する。

８ 会長は、運営委員会に特別会員又は賛助会員の出席を要請し、必要に応じて

２ 正会員は、コンソーシアム四国の目的に賛同し、かつその事業に参画する四国

意見を聞くことができる。

に所在する高等教育機関等とする。
３ 特別会員は、コンソーシアム四国が行う事業に協力する高等教育機関等とす

（企画委員会）

る。

第 11 条 コンソーシアム四国は、円滑な事業運営のため企画委員会を置く。

４ 賛助会員は、コンソーシアム四国が行う事業に協賛する高等教育機関等及び

２ 企画委員会に関する必要な事項については、別に定める。

個人とする。
５ 特別会員及び賛助会員に関する必要事項は、第１０条で定めるコンソーシアム

（専門委員会）

四国運営委員会（以下「運営委員会」という。）の議を経て別に定める。

第 12 条 コンソーシアム四国に、第３条各号の事業を実施するために、次の専門
委員会を置くことができる。

（入会及び退会）
第５条

(1) 教育専門委員会

会員として入会しようとするものは、入会申込書を次条に規定する

会長に提出して申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り入会を認める

(2) システム専門委員会

ものとする。

(3) 研究プロジェクト専門委員会
(4) 広報専門委員会

２ 会員は、退会届を会長に提出し、退会することができる。ただし、戦略的大学連

２ 専門委員会に関する必要な事項については、別に定める。

携支援事業の共同実施に関する協定を締結している大学はこの限りでない。

（事務局）

（役員）
第６条

第 13 条 コンソーシアム四国の会務を処理するために、事務局を置く。

コンソーシアム四国に、次の役員を置く。

２ 事務局に関する必要な事項については、別に定める。

(1) 会長
(2) 副会長（若干名）

（その他）
第 14 条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアム四国の運営に必要な事項

（役員の選出及び任期）
第７条

は、運営委員会の議を経て、会長が別に定める。

役員は、運営委員会において選出する。

２ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
附 則

３ 役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

この規約は、平成２０年１０月２２日から施行する。
（役員の任務）
第８条

会長は、コンソーシアム四国を代表し、コンソーシアム四国を主宰す
る。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あら
かじめ指名した順により、その職務を代行する。
（顧問）
第９条

コンソーシアム四国に顧問を置くことができる。

附ⅱ
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企

画

委

員

会

規

則

(趣旨)
第 1 条 この規則は、e-Knowledge コンソーシアム四国（以下「コンソーシアム四国」という。）規約第 11 条の規定に基づき、企画委員
会に関する必要な事項を定める。

(任務)
第 2 条 企画委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) コンソーシアム四国に係る運営の実務に関すること。
(2) 各種専門委員会の統括と調整に関すること。
(3) 研修会、セミナー等の企画・実施に関すること。
(4)

その他コンソーシアム四国の事業運営に関すること。

(組織)
第 3 条 企画委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) コンソーシアム四国の正会員から選出された者
(2) その他企画委員会が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)
第 4 条 企画委員会に委員長を置き、第 3 条第 1 号の委員の中からコンソーシアム四国の会長が指名する。
2 委員長は、企画委員会を招集し、その議長となる。
3

企画委員会に若干名の副委員長を置く。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長が、その職務を代行する。

(ワーキンググループ)
第 5 条 企画委員会の任務に関する事項を調査検討するため、ワーキンググループを置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第 6 条 企画委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)
第 7 条 企画委員会の事務は、e-Knowledge コンソーシアム四国事務局において処理する。

(雑則)
第 8 条 この規則に定めるもののほか、企画委員会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成 20 年 10 月 22 日から施行する。

附ⅲ
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連 携 大 学 間の単 位 互 換 に関する協 定 書

四国の地域づくりを担う人材育成を推進し、四国の自立的発展に貢献することを目的に設置した「e-Knowledge コンソーシアム四
国」に加盟している大学（以下「連携大学」という。）間において、相互が連携・協力して教育内容を充実させ、地域のニーズに応じた多
様な人材育成を推進するために、各々の連携大学が単位互換科目として指定する遠隔授業科目（大学設置基準第 25 条第 2 項及
び大学院設置基準第 15 条に定める授業の方法によるものに限る。以下、「単位互換授業科目」という。）について単位互換を認めるこ
ととし、次の事項について合意に達したので、ここに協定書を取り交わす。

（他大学単位互換授業科目の履修）
第１条 連携大学は、当該大学に在籍する学生が他の連携大学の単位互換授業科目を履修し、単位を修得することを認める。

（特別聴講学生）
第２条 前条により受け入れた学生の当該受入大学における身分は、特別聴講学生とする。ただし、当該受入大学において、既に別
の定めがある場合は、その定めに従うことができる。

（単位の互換）
第３条 特別聴講学生が修得した単位は、当該学生の在籍する大学の定めるところにより、当該大学での履修により修得したものとみ
なす。

（単位互換の実施についての覚書等）
第４条 特別聴講学生の履修科目、履修期間、受入学生数、受入手続、授業料及びその他単位互換の実施に必要な事項は、別途
取り交わす覚書に定める。

（既存協定との関係）
第５条

連携大学間において単位互換協定が既に締結されており、既存協定により本協定に定めるものと同等以上の単位互換事

業が実施可能な場合は、当該大学間においては、既存協定を優先して適用することができる。

（発効）
第６条 本協定は、平成２２年４月１日から効力を有する。

（協定の改定）
第７条

本協定は、連携大学のうちのいずれかの大学の申出により、協議の上、改定することができる。

（その他）
第８条 この協定書について疑義が生じたときは、各大学が協議の上、定める。

附ⅳ
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連 携 大 学 間の 単 位 互 換 に関する覚 書

e-Knowledge コンソーシアム四国連携大学間の単位互換に関する協定書（以下「協定書」という。）第４条の規定に基づき、連携大
学間の単位互換の実施について、ここに定める。
記

１ 授業科目の範囲及び単位数

位授与について、速やかに所属大学の長に通知するものとする。

（１）e-Knowledge コンソーシアム四国連携大学間の単位互換に関す

（３）特別聴講学生の所属大学と受入大学の期末試験等の日時が重

る協定に基づく特別聴講学生（以下「特別聴講学生」という。）が履

複した場合は、所属大学の試験を優先し、受入大学においては、追

修できる授業科目は、科目を開設する大学（以下「受入大学」とい

試験等の措置を講じるものとする。ただし、これによりがたい場合は、

う。）が提供する単位互換授業科目のうち、当該学生の所属する大

所属大学と受入大学の長が協議の上、別途措置を講じることができ

学（以下「所属大学」という。）において認めたものとする。

るものとする。

（２）特別聴講学生が修得できる単位数は、所属大学において定めた

（４）特別聴講学生が受入大学において修得した単位は、所属大学の

ものとする。

定めるところにより、所属大学において修得したものとして認定するも
のとする。

２ 学生数
受け入れる学生数は、受入大学が決定するものとする。

８ 授業料等
（１）特別聴講学生に係る検定料、入学料、授業料及び追試験料は徴

３ 出願手続

収しない。

所属大学の長は、受入大学への出願を希望する学生について、別

（２）上記以外の経費（実習等の実費を含む。）については、受入大学

に定める期日までに次の書類を受入大学の長に提出するものとする。

において定める額を徴収することができるものとする。

（１）受入依頼書
（２）単位互換科目履修願

９ 学生証

（３）その他受入大学が定める書類

受入大学は、特別聴講学生に所定の特別聴講学生証を交付する
ことができる。

４ 受入学生の決定
受入大学の長は、所属大学の長から受入の依頼があったときは、

１０ 遠隔授業を行う場合の協力連携

速やかに選考の上、受け入れる学生を決定し、所属大学の長に通知

遠隔授業により単位互換授業科目を開講する場合は、所属大学及

するものとする。

び受入大学が連携を密にして、相互に協力しながら授業を実施するも
のとする。

５ 履修の辞退等
（１）受入を許可された者は、休学等やむを得ない理由により履修を取

１１ 本覚書の更新・改定

りやめる場合は、所属大学の長を通して速やかに辞退届を受入大

本覚書は、連携大学のうちのいずれかの大学の申出により、協議の

学の長に提出するものとする。

上、改定することができるものとする。

（２）受入を許可された者が退学等により所属大学に所属しなくなった
場合は、所属大学の長は、速やかに受入大学の長に通知するもの

１２ その他

とする。

この覚書に定めのない事項のほか、単位互換の実施について必要
な事項は、各大学が協議の上、別途定めることができるものとする。

６ 履修期間
特別聴講学生の履修期間は、受入大学が許可した単位互換授業

１３ 施行日

科目の開講期間とする。

本覚書は、協定書の発効する日から施行する。

７ 成績評価及び単位授与の方法
（１）受入大学において履修した授業科目の成績評価及び単位授与に
ついては、受入大学の定めるところにより行うものとする。
（２）受入大学の長は、特別聴講学生の成績評価後、その結果及び単

附ⅳ

