ソフトウェア全学的契約に関するアンケート
情報化推進室/各地区情報システム運用委員会
平成 20 年 9 月
本学の情報化をより強力に進めるため，平成 19 年 12 月に，「情報化推進室」(室長 小澤理事)が組織され，
Microsoft 製品の 包括ライセンス契約 を進めることが承認されました。本契約が実現すると，教職員と学
生は誰でも，PC, Mac 問わず何台でも Microsoft Office をインストールでき，最新の Windows にアップグ
レードできます。
このアンケートは本事業に教職員ならびに学生各位のご意見を反映するために行うものです。回答いただい
た内容は群馬大学個人情報保護規則に従い，調査の目的以外には使用しません。お忙しいところ恐れ入りま
すが，調査の趣旨をご理解いただき，ご協力お願いします。10 月の大学運営会議で本アンケートの結果をご
報告しますので，9/30 までにご回答下さい。
記入についてのお願い
1.

Web からも回答できます。詳しくは総合情報メディアセンターの Web ページをご覧ください。

2.

回答はあてはまる記号を各設問の右側の解答欄に記入ください。

3.

記入が終わりましたら，9 月 30 日までに学内便または FAX で下記まで送付ください。

[荒牧地区]
[昭和地区]
[桐生太田地区]

研究推進部 総合情報メディアセンター課情報企画係(FAX 7184)
総合情報メディアセンター図書館 医学分館(FAX 7888)
工学部 庶務係(FAX 1020)

【このアンケートに関する問い合わせ先】
情報化推進室(内線 7170，E-Mail: info-promotion@gunma-u.ac.jp)

調査結果を統計的に分析するため，あなたご自身のことについてお伺いします
1. あなたの身分は何ですか。あてはまる記号を 1 つ選んでください。
a. 学部生
d. 専任教員
g. 職員

b. 大学院生
e. 非常勤教員
h. a.～g. 以外

c. a.～b. 以外の学生
f. 医師

2. あなたの所属部局は何ですか。あてはまる記号を 1 つ選んでください。
a. 教育学部・教育学研究科
d. 工学部・工学研究科
g. 事務局

b. 社会情報学部
e. 生体調節研究所
h. a.～g. 以外

c. 医学部・医学系研究科
f. 医学部附属病院

3. あなたが学修・教育研究ならびに業務に最も多く利用する情報機器は何ですか。あてはまる記
号を 1 つ選んでください。
a. Windows PC
d. 携帯電話

b. Mac
e. ハンドヘルド端末

c. UNIX 系ワークステーション
f. その他

ソフトウェアのライセンス管理について
4. 多くの大学でソフトウェアの不正コピーが発覚しています。あなたの管理されている範囲で
Microsoft Office の不正コピーがありますか。あてはまる記号を 1 つ選んでください(個々の
回答は公開しません)。
a. 半分以上が不正コピーである
b. 不正コピーも少し使用している
c. ほとんど，または全く不正コピーはない d. わからない
e. 答えたくない

Microsoft 包括ライセンス契約について
情報化推進室では，年間一人あたり教職員 4,500 円，学生 2,700 円で，Microsoft Office を何台でもインス
トールでき，最新の Windows にアップグレードできる「包括ライセンス契約」を平成 21 年 4 月より目指し
ております。
Microsoft 包括ライセンスに関するよくある質問
1. 財源はどうするのですか？
教職員数/学生数に応じ各部局に負担をお願いすることになる見込みです。
2. 自宅での利用も問題ありませんか？
問題ありません。個人 PC にも Microsoft Office を新規インストールできます。
3. Mac も大丈夫でしょうか？
もちろんです。Mac 版 Office も使えますし，Windows を Intel Mac に Boot Camp
でインストールしても大丈夫です。
4. 強制的に Windows Vista や Office 2007 になってしまうのですか？
いいえ。ダウングレードもできますし，現在お持ちの Microsoft Office のイン
ストール用メディアも使えます。
5. OS の入っていない PC に Windows をインストールできますか？
いいえ。既存の Windows に対するアップグレード/ダウングレードもしくは Intel
Mac に対する新規インストールのみです。
5. あなたは Microsoft 包括ライセンス契約に賛成ですか。あてはまる記号を 1 つ選んでください。
a. とても賛成
d. やや反対

b. やや賛成
e. とても反対

c. どちらともいえない

6. 上の 5. の回答理由は何ですか。あてはまる記号を 3 つまで選んでください(赤字記号は否定的
理由)。「l. その他」を選んだ方は( )内にその理由を具体的にお書き下さい。
a.
c.
e.
f.

業務に必要だから
b. 経費の面でメリットがあるから
不正コピーがなくなるから
d. 事実上の業界標準であるから
様々なソフトウェアを追加投資なく試せるから
既存ソフトウェアを追加投資なくアップグレードできるから

g. Office と同等の別ソフトウェアを利用しているから
h. 経費の面でメリットがないから
i. Mac や UNIX を主に利用しているから
j. Windows や Office を利用しないから
k. Microsoft 社，Microsoft 製品が嫌いだから
l. その他(具体的に

)

7. 学内や自宅で必要なだけ Microsoft Office をインストールでき，最新の Windows にアップグ
レードしてよいとしたら，あなたが日常使い，管理しているコンピュータにどのくらいインス
トールすると思いますか (アップグレードや PowerPoint など個別のソフトウェアの追加，
Intel Mac への Windows のインストールも含みます)。あてはまる記号を 1 つ選んでください。
a. 1 台
d. 11 台以上

b. 2～5 台
c. 6～10 台
e. インストールしない

8. Microsoft Office と Windows の他に，全学的契約を希望されるものがありますか。あてはまる
記号を 3 つまで選んでください。「m. その他」を選んだ方は( )内に具体的な製品名をお書き
下さい。
a.
c.
e.
g.
i.
k.
m.

アドビ社ソフトウェア
ジャストシステム社ソフトウェア
統計処理ソフトウェア
プログラム開発環境/ライブラリ
バイオ/医学系ソフトウェア
サーバ系ソフトウェア
その他 (具体的に

b.
d.
f.
h.
j.
l.

アップル社ソフトウェア
数式処理ソフトウェア
CAD/CAM ソフトウェア
語学系ソフトウェア
シミュレーション/可視化ソフトウェア
PC，iPod などのハードウェア

これでアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。

)

