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えて再開している。

3.　サマースクール
1988 年から開始されたサマースクール 3） 

は、夏に約 10 日間の日程で行われ、開始当
初から Unix システム管理や X-Window など
を講習し、その後ネットワーク管理や Java
などを取り上げ、受講者は既に 1500 名を越
えている。サマースクール自体は地域に向け
たというよりも、情報関係技術者に向けた取
り組みであるが、北海道内の教育関係者や公
務員なども多く受講している。サマースクー
ルの教材の多くは公開されており 4）、検索サ
イトでも上位に検索される教材も多い。しか
し、近年では受講者も減少してきたために開
催形態も含めた検討が必要とされている。参
考までに 2000 年度の開催コースを以下に掲
げる。
・サイト管理
・ J2EE で学ぶ、e- ビジネスの Java プログ

ラミング
・Java 応用
・Windows ユーザのための Linux 入門
・システム管理
・Java 入門
いずれのコースも 4 泊 5 日で構成され、複

数の講座が並行に開設され、異なるコースの
受講者が同じ宿舎で生活することで、横の関
係も形成されるなどの効果を生んでいる。実
際、教育機関のインターネット接続が「100
校プロジェクト」5）で推進された時にも、サ
マースクールを受講していた高校教員の横の
関係が役立っていると聞いている。

4.　映像コンテンツ作成、配信活動
大学での教育の大きな柱として、映像など

のコンテンツ製作を重視し、その一環とし
て、TBS プロデューサーなどを非常勤講師
として招いたコンテンツの製作授業を 2000
年から展開していた。こうした授業では、実
際に宗谷地方の様々な取り組みや自然などを
撮影し、一つのドキュメンタリーとして完成
させ、最後にその作品をインターネットを通
じて流すなど、大学として映像作品作成への
援助と奨励を推進をしていた。このような取
り組みの中で、次第に学生が主体となって地
域の情報を映像化し、自らインターネット上
で発信する動きが生まれ、2003 年に本学学
生によって NPO 法人映像コミュニティ・

ムーブユー 6）が誕生した。ムーブユーは大学
とは独立した団体であったが、大学としてそ
の活動場所を提供し、団体住所も大学にある
大学の教育活動の結果生まれたものであっ
た。ムーブユーはその目的を宗谷の知られざ
る魅力を多くの人々に知らせることを目的に
活動し、同時に地域の情報交換サイトの構 
築 7）などの仕事を手がけながら、多くの作品
を世に送り出し、同時にそのことによって地
域の様々な活動に新たな光を当てる役割を果
たしている。このムーブユーの活動は、大学
自身が地域に直接的に貢献する以上に、大学
が適度な援助を与える中で学生が自ら成長し
つつ、地域に貢献するという非常に理想的な
展開を得られた例の一つではないかと思われ
る。

5.　稚内地域ネットワーク
最後に、筆者が主に関わってきた稚内地域

ネットワークの活動について述べる。稚内地
域ネットワークは、無線などを主として現在
地元の 6 中学、3 高校と大学を結んでおり、
その始まりは '96 年にまで遡る。これに先
立って、大学ではウェブなどの技術の普及
と、リテラシーとしてのネット教育を '94 年
から取り組み始め、同時に地域にネットワー
クを普及させる活動に取り組んでいた。当
初、40Km 程度離れた近隣高校や中学と INS 
による接続に取り組んだが、通信料などの問
題のために継続が困難であったことから、筆
者は無線 LAN に着目をし、'95 年から 1Km 
離れた稚内商工高校との接続実験を始め、
'96 年に常時接続をし、同年 2Km 離れた稚
内高校とも常時接続を行った。こうした取り
組みが注目を集め、旧郵政省通信総合研究所

（CRL：現 NiCT）との共同実験として '99 よ
り「広域過疎かつ過酷な自然環境下における
無線リンクを主体とした、実フィールドにお
けるネットワーク構築に関する研究」8）が始
まった。この研究ではレーザーや無線を主体
としてネットワークを構築し、それらの気象
条件下における有効性について多くのデータ
を計測している 9）。特に、降雪・地吹雪にお
けるレーザー LAN 接続や、無線 LAN によ
る 17Km 遠方の宗谷中学の接続なども行い、
5 中学 3 高校を接続した。これらの取り組み
で特徴的であったのは、単に接続するだけで
はなく、ネットワークの利用の普及を図るた
めに教職員室への接続を重視し、教員への普
及を第一に図った点にあった。実際、筆者ら
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が取り組み始めた '96 年当時においては、イ
ンターネットへの偏見なども多く、政治的な
反目も多い中で、味方を増やしつつ如何に教
員を教育するかがポイントになっていたため
に、この方針が決定的であった。勿論、その
後世間でインターネットが話題になるにつ
れ、こうした偏見や反感は減少していった
が、最初の取り組みにおいて人的つながりの
構築に力を注いだ点は重要であったと思われ
る。その後、2004 年に上記研究は終了したが、
実験設備は全て大学に譲渡され、現在も地域
ネットワークは筆者の研究室を中心に維持さ
れている。また、2006 年には「条件不利地
域におけるワイヤレスブロードバンド構築に
関する調査検討会」10）によって 23Km 遠方
の天北小中学校を無線によって接続をしてい
る 11）。現在の論理構成図を次に掲げるが、中
継点などを含めると 14 箇所以上の保守が必
要であるために、当然多くの人員がこれには
必要である。幸い筆者の研究室の学生がプロ
ジェクトとしてこれらの活動を担っており、
同時に学生達はこの現場に出ることによって
ネットワークについての理解や、技術への理
解、そして人的能力も磨かれて行く。つまり、
この地域ネットは大学の地域貢献であると同
時に、大学における学生教育の場にもなって
おり、決して一方的ボランティアではない点
が重要であり、プロジェクトとして常に新し
い目標を掲げつつ前進をしている点に特徴が
ある。

ここで稚内市について少し紹介すると、面
積は 760.80Km2 で東京 23 区よりも広いが、
人口は '07 年度末の時点で 4 万人程である。
この内、都市計画区域はわずかに 23.1Km2

で、この区域に 90% の人口が集中している。
つまり、97% の面積に約 10% 程度の人々が
まばらに在住しており、こうした僻地にあっ
ても過疎と過密の問題は日本全体と同じよう
に存在しているのである。そして、この 3% 
の都市計画区域には近年光ファイバーが整備
されつつあるのだが、当然残りの 97% には
ADSL でさえも計画は存在しない状況にあ
る。先に紹介した宗谷中学や天北小中学校は
地域ネットが伸びるまでは、INS による接続
であり、現在もその周辺集落には INS しか
存在していない。政府は u-Japan 政策におい
て 2010 年までにブロードバンド・ゼロ地域
の解消を目指しているが、こうした地域では
現状を見る限り、技術的にも住民の熱意とし
ても非常に困難が伴うことが予想される。コ
スト的な面では民間ベースでは難しいことは

当然としても、住民の熱意や要望がなければ
他の手段での普及にも困難があることは容易
に想像される。こうした状況において重要な
ことは、単にネットワークを結ぶだけではな
く、ネットワークが地域住民の必要性になる
ようにすることが重要なのである。幸い、こ
うした集落では学校が地域住民の心の紐帯と
もなっている。実際、こうした学校での体育
祭などは学校の行事というよりも、地域住民
の行事となっており、多くの住民が参加する
ことで学校がその中心となっているのであ
る。このように学校を中心とした地域ネット
の展開は過疎地では非常に良いモデルとなり
得るものであり、今後は学校からの面的展開
を物理的なネットワークでも、人的なネット
ワークの意味でも行うことが重要になってく
ると思われる。特にこうした過疎地でのネッ
トワークは、地域住民の情報共有と結束とい
う点でも、特別な役割を持つものとして位置
づけていく必要があるだろう。

稚内地域ネットワーク自体の将来について
触れるならば、既に述べているように都市計
画区域には B フレッツなども整備されつつ
あり、独自ネットワークを持つ理由は薄れつ
つあるが、一方管理者やコーディネータの養
成という点では今後ますます重要になってく
るものと思われる。そうした意味で、大学が
中心となってネットワークのセンター的な役
割を管理運用面でも、教育面でも果たして行
くことが必要であろう。同時に、上記の僻地
に対する積極的な関与が求められて行くもの
と思われ、その際にはネットワークのみなら
ず、ムーブユーやその他の学生を含めた人々
の助力と組織化が不可欠になるものと思われ
る。

6.　おわりに
大学の地域への貢献には様々なアプローチ
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図 1.　稚内地域ネット論理構成図
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がありえるが、一つには大学の持つ特徴を反
映したものにならざるを得ないし、そうであ
るべきであるとも言える。とりわけ重要であ
ると思われるのが、学生を如何にしてこの中
で育てるのかという点にある。単に、一方的
に大学の地域貢献へのボランティア的お手伝
いとして位置付けるのではなく、教育の場と
して地域貢献を位置付ける必要があり、それ
によって学生は多くの自主的活動を能動的に
行う契機となる。そして、そうした側面を考
慮することは、翻って大学がどういう面で地
域に貢献するのかという最初の問題を鋭く提
起するものであることを忘れてはならないの
だと思う。
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