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巻　　頭　　言

鹿児島大学における学術情報基盤センターの役割

学術情報基盤センター長

森　邦彦

　コンピュータとインターネットの発達により情

報の蓄積・流通方式が大きく変化しています。こ

れは個人レベルでは、強力な辞書をいつも身の回

りに置いておく事が可能になった、手紙や固定電

話から携帯電話、Email、SNS、つぶやき（twitter）

などの利用により即時性・発信性に優れたコミュ

ニケーションをとることが可能になった、などと

いうように一見するとちょっとした変化です。し

かしながら、多くの人がこれらのサービスを利用

する事により、単なる個人の利便性の向上から、

コミュニティや社会での情報のやり取りの変化、

意見の集約の仕方の変化、につながって来ていま

す。情報の蓄積・流通方式の変化は、おそらくコ

ミュニティや社会のあり方そのものを変えつつあ

るのだと思われます。

　鹿児島大学の情報基盤整備および運用として

は、研究用大型計算機サーバー、学内ネットワー

クとインターネット対外接続を学術情報基盤セン

ター、およびその前身の電子計算機室、情報処理

センターが行ってきました。これらは情報技術の

整備が大学における研究教育の大きな礎の一つで

あるという考えに基づくものと理解しています。

前述したように情報技術の発展が社会に大きな変

革をもたらすように、大学における情報基盤整備

が大学のあり方を根本的に変える可能性がありま

す。逆にいえば、大学における情報基盤整備が進

展しなければ社会に対する大学の使命が果たせな

くなる可能性もあります。

　学術情報基盤センターとしてはこのような理解

のもとに、第２期中期計画における学術情報基盤

センターの基本理念として、

「学術情報基盤センターは、教育研究用電子計算

機システムおよびキャンパス情報ネットワークを

はじめとする学内の学術情報基盤を支え情報環境

の高度化を推進し、教育研究の高度情報化を支援

する。また情報通信技術関連の分野の教育研究を

積極的に推進する」

を掲げました。これを基に基本構想、第２期中期

目標を制定し、重点施策としてつぎの４項目を制

定しました。１. 教育研究ライフラインとしての

学術情報基盤の維持及び運用、２. 情報セキュリ

ティの整備とポリシーの周知、３. 全学の情報シ

ステムの再構築と提言、４. 社会貢献・地域貢献

への積極的関与。また、平成22年度における取

り組みにおける特記事項としては、

◎各種セミナーの積極的開催、IT 相談室の充実、

教育システム等のサポート体制の整備、などをは

じめとする教職員・学生への教育研究支援の充実

◎ 学内データセンターサービスの提供、認証基

盤整備などをはじめとする学内における情報化推

進への支援

◎ シラバスや履修登録システムなどの全学シス

テムの評価・検討および共通化

などを主に掲げました。

　鹿児島大学が鹿児島という地域とともに社会の

発展に貢献する総合大学を目指す（鹿児島大学憲

章より）、という大学理念の一翼を担うべく学術

情報基盤センターもその役割をはたしていきたい

と考えています。
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　学術情報基盤センターの新ウェブサイトが 2010 年 3 月 15 日に新しく立ち上がりましたので、ご紹

介いたします。2010 年夏までは旧ページと並行運用後、新サイトに切り替えますので、お知らせいた

します。これに伴い URL が変更になりました。

・旧ページ

http://w3.cc.kagoshima-u.ac.jp/

・新ページ

http://www.cc.kagoshima-u.c.ac.jp/

　旧サイトのページ構成を全

面的に見直し、新ウェブサイ

トでは、各種手続きや提供

サービスの情報を一箇所にま

とめ整理いたしました。新サ

イトでは、セキュリティに関

する情報、センターの提供す

るサービスの詳細や、各種手

続き方法、さらには FAQ な

どの情報を一元的に提供して

まいりますので、ご活用くだ

さい。今後とも、使い易く見

通しのよいウェブサイトに改

善していきます。

センター年報ウェブ版

　今回、紙面の都合上掲載できなかった以下の情報をウェブサイトに用意しています。ぜひ御覧下さい。

http://www.cc.kagoshima-u.ac.jp/ 

・情報セキュリティ講習会　関連資料

・学術情報基盤センター　関連規則集

・学術情報基盤センター　利用者アンケート結果

・その他

学術情報基盤センターの新ウェブサイトの紹介

広報・IT 相談室

小田　謙太郎



１　．Word 2007, Excel2007, PowerPoint 2007
２　．Visual Studio 2008 Professional Edition
３　．Intel Visual Fortran Compiler
４　．Mathematica
５　．PASW Statistic Medical Mode(旧SPSS)
６　．MATLAB
７　．ArcGIS
８　．Pro/ENGINEER
９　．ChemBioOffice Ultra
10．Scigress MO Compact
11．MOE
12．GENETYX
13．ホームページ・ビルダー
14．一太郎
15．JUST PDF
16．花子

文書作成、表計算、プレゼンテーション
BASIC, C++アプリケーション開発
Fortran アプリケーション開発
数式処理ソフトウェア
統計処理ソフトウェア
数値解析ソフトウェア
地理情報システムソフトウェア
三次元CADソフトウェア
統合科学アプリケーション
半経験的分子軌道計算ソフトウェア
蛋白質DNA立体構造計算科学システム
遺伝情報処理ソフトウェア
ホームページ作成ソフトウェア
文書作成ソフトウェア
PDF作成・編集ソフトウェア
統合グラフィックソフトウェア
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教育研究用計算機システムについて

計算機システム運用管理室

下園　幸一

１．教育研究用計算機システムとは

　教育研究用計算機システムは、昭和41年４月に導入されたOKITAC 5090Cから、最新である平成21

年３月に運用開始した富士通仮想化システムまで４、５年で更新され、常に新しくかつ安定した情報処

理環境を鹿児島大学の学生と教職員に提供しています。最新の教育研究システムは計算サーバなどの高

性能計算環境の提供より、インターネットやパソコンを使用した、本学構成員全員を対象にした基盤シ

ステムとしてのサービス提供に重点が置かれています。本稿では、この平成21年３月に運用開始した

教育研究用計算機システムについて紹介します。

２．教育研究用計算機システムの主な構成

教育研究用計算機システムは、

　●教育研究ソフトウェアシステム

　●利用者が授業や研究で利用する教室計算機システム

　●ネットワークサービスの提供やシステムの運用管理を行うサーバおよびネットワークシステム

　●附属学校システム

　●図書館情報システム

から構成されています。本稿では主に「教育研究ソフトウェアシステム」、「教室計算機システム」、「サー

バおよびネットワークシステム」について紹介します。

３．教育研究ソフトウェアシステム

今回の教育研究用計算機システムで導入された主なソフトウェアは以下の通りです。

利用の手引き・サービス紹介
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　「一太郎」「JUST PDF」「花子」「三四郎」「Agree」「ATOK」および「Shuriken」は、教職員分のラ

イセンスのみ保持しており、教室計算機には導入されていません。また、「ホームページ・ビルダー」

は教育学部サテライト端末室に設置しているパーソナルコンピュータにのみ導入しています。いくつか

のソフトウェアは、教室計算機以外の学内にあるコンピュータまたは自宅のコンピュータに導入して利

用することができます。これらソフトウェアに関しては「学内配布ソフトウェア」項で紹介します。

４．教室計算機システム

　教室計算機システムは、学術情報基盤センター内端末室および各部局のサテライト端末室に設置され

ているパーソナルコンピュータやプリンタから構成されています。

４．１．パーソナルコンピュータ

　各サテライト端末室の形態に応じてデスクトップ型PCまたはノート型PCを配置しており、合計1,000

台以上のPCが設置されています。また、講習会等で利用していただくために、貸出用ノートPCを50台

用意しています。

デスクトップ型 ノート型

外観   

型名 富士通 FMV-D5270 富士通 FMV-A8270

CPU Core 2 Duo E7300(2.66GHz) Core 2 Duo P8600 (2.40GHz)

メモリ 2GB

ハードディスク 80GB

ディスプレイ 15.6 型ワイド (1360 × 768) 15.4 型ワイド (1280 × 800)

光ディスク装置 CD/DVD ドライブ ( 読み取りのみ )

OS Windows XP Professional

17．三四郎
18．Agree
19．ATOK
20．Shuriken

日本語表計算ソフトウェア
プレゼンテーションソフトウェア
日本語入力システム
インターネットメールソフト
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部局等 部屋名 端末数

学術情報基盤センター
第 1 端末室 47

第 2 端末室 92

第 3 端末室 35

第 4 端末室 22

共通教育 1号棟（5F）

151号教室 39

152 号教室 52

153 号教室 52

154 号教室 15

156 号教室 52

附属図書館

中央図書館 45

桜ヶ丘分館 15

水産学部分館 10

医学部
インテリジェント講義室 92

マルチメディア情報演習室 91

歯学部 講義棟第 4 講義室 71

水産学部
41号教室 56

13 号教室 19

農学部 306 号教室 61

教育学部 教育実践総合センター多目的室 41

保健管理センター 1 階 , 2 階 20

４．２．印刷システム

　印刷システムには学術情報基盤センター端末室、共通教育棟端末室、図書館端末室に設置されている

オンデマンドプリンタシステムと、医学部端末室、歯学部端末室、水産学部端末室、教育学部端末室に

設置されているスタンドアロンプリンタがあります。

　オンデマンドプリンタはモノクロ両面印刷のレーザプリンタです。このプリンタへの印刷要求はプリ

ンターサーバにより一元的に管理されていますので、設置場所にとらわれず、どのオンデマンドプリン

タからも出力可能です。例えば、共通教育棟のPCから印刷要求を出し、学術情報基盤センターに設置

しているオンデマンドプリンタから出力することが可能です。また、印刷ミス等の防止のため、オンデ

マンドプリンタから出力する際は、プリンタ付属のバーコードリーダに利用証をかざし、印刷ファイル

を指定しなければならないような運用となっています。

　スタンドアロンプリンタはカラー両面印刷のレーザプリンタです。このプリンタが設置されている端

末室のPCからのみ印刷が可能です。

４．３．大判印刷システム

　学会のポスターセッションで利用するようなポスターを作成するために、学術情報基盤センターおよ

び医学部・歯学部附属病院医療情報部に大判印刷プリンタを設置しています。学術情報基盤センターに

はB0版まで印刷可能なカラープリンタ3台、A1版まで印刷可能なカラープリンタ1台を設置、医療情報

部にはB0版まで印刷可能なカラープリンタ1台を設置しています。それぞれ有料での印刷なりますので、

利用の際は、学術情報基盤センター (学術情報基盤センター設置分)、または医療情報部(医療情報部設

置分)にお問い合わせください。
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５．サーバおよびネットワークシステム

５．１．仮想サーバシステム

　仮想サーバシステムは主に 4 台のサーバ用計算機 ( 富士通社製 PRIMEGY RX300 S4) とディスクシ

ステム ( 富士通社製 ETERNUS 2000) より構成され、仮想マシン環境を提供しています。この仮想マ

シン環境上で、全学 WEB サーバ (4 台 )、学術情報基盤センター WEB サーバ (3 台 )、部局 WEB ホスティ

ングサーバ (3 台 )、DNS サーバ (6 台）、Active Directory サーバ (3 台 ) が動作しています。この仮想

マシン環境は、30 台以上の仮想マシンを動作させることが可能ですので、本誌「ハウジング・ホスティ

ングの紹介」で紹介されていますようにホスティングサービスも行っています。

５．２．部局メールホスティングシステム

　部局で運用しているメールシステムのホスティングを目的として、DEEP Soft 社製 DEEP Mail シス

テムを導入しています。

６．学内配布ソフトウェア

　鹿児島大学内であれば自由に利用できる多くのソフトウェアのサイトライセンス、フローティングラ

イセンスを取得しています。また、いくつかのソフトウェアは鹿児島大学の構成員 ( 学生、教職員 ) で

あれば、自宅で使用する PC にもインストールすることができます。

鹿児島大学内で利用可能なソフトウェア 学外でも利用可能なソフトウェア

ArcGIS, Scigress MO Compact,
Gaussian, GaussViewW, GENETYX, 
Intel Visual Fortran Compiler, 
MATLAB, MOE, Pro/ENGINEER, 
PASW( 旧 SPSS), 
一 太 郎 ※ , 花 子 ※ , 三 四 郎 ※ , Agree ※ , 
ATOK ※ , JUST PDF ※ , Shuriken ※

NOD32, Sophos Anti-Virus for Mac, 
ChemBioOffice Ultra, 
Mathematica

※教職員のみの利用となります。
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７．旧教育研究用計算機システムとの違い

　平成21年２月まで運用していた旧教育研究用計算機システムと今回のシステムとの違いをシステム

および運用も含めて紹介します。

７．１．PC で利用可能な外部記憶装置

　旧教育研究用計算機システムのPCには、フロッピーディスクドライブ、MOドライブ、CD-R/RW書

き込み機能がありました。しかしながら、昨今のPC利用環境を考え、今回のシステムのPCでは、書き

込み可能デバイスとして利用者が持参するUSBメモリのみ利用可能です。

また、旧システムのPCでは、ネットワークを利用して、どのPCからでも利用可能な共有ドライブ

(Z:ドライブ)がありました。しかしながら、この機能を維持、管理する運用負荷を考慮し、今回のシ

ステムでは廃止しています。代替手段として本誌「生涯メールサービス」で述べる「Windows Live 

SkyDrive」があります。こちらをお使いください。

７．２．計算サーバの廃止

　旧システムでは、利用者がPC等からログインして利用できるLinux計算サーバ(kiriko)がありました。

今回のシステムではこれを廃止しています。利用者が利用可能な Linux/Unix システムはありません。

７．３．Active Mailサービスの廃止

　旧システムでは、全学生が利用できるメールサービスとして、TransWARE社製の Active Mail を提

供していました。2008年５月より全ての学生に対して「生涯メールサービス」の提供を始めましたの

で、2009年９月に運用を停止しています。なお、Active Mail環境で利用していたメールアドレス(****@

ms.kagoshima-u.ac.jp)は、生涯メールサービス等を利用して、2011年３月まで利用可能です(学生の場

合のみ、教職員の停止期限は未定)。

７．４．PPPダイアルアップ接続サービスの廃止

　旧システムでは、主に教職員が学外から電話回線を用いて学内および学外ネットワークを利用するた

めにPPPダイアルアップ接続サービスを提供していました。しかしながら、昨今のインターネット普及

状況およびモバイルデータ通信普及状況を考慮し、これを廃止しました。学外のインターネット環境か

ら学内ネットワークを利用したい場合は、学術情報基盤センターが提供している「VPN接続サービス」

を利用してください。
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生涯メールサービスについて

計算機システム運用管理室

下園　幸一

１．はじめに

　本記事では平成20年（2008年）４月よりサービスを開始した「生涯メールサービス」について、そ

の経緯、利用できるサービス等について紹介を行います。

２．導入の経緯

　学術情報基盤センターでは、2002年４月より学生の入学時全員に電子メールアドレスを発行・提供

して在学時の利便性向上に取り組んできました。学内にメールサーバを設置し、約11,000名の学生のア

ドレスを管理して運用してきました。しかしながら、運用行う上で以下のような問題点が顕著となって

きました。

●　大規模なファイルサーバとメールサーバが必要

　　５TBのファイルサーバを用意しメールスプールおよび共有ディスクを構築してきましたが、こ

れでも一人当たりのスプール容量（メールの保存容量）として50MBに制限しなければなりませ

んでした。メールに添付されている昨今のWordファイルやPowerPointファイルのファイルサイ

ズを考慮すると、かなり少ないといえます。また、数万のメールアドレスを処理するために商用

版Sendmailを導入していました。

●　メール処理の遅延 

　　ある授業で利用している外部メーリングリスト（freeml等）にメールサーバ上の百数十のメール

アドレスが登録されており、このメーリングリストに同時に数通の投稿があると、そのメール配

送処理に時間がかかってしまい、メールサーバ全体の配送処理が数時間遅れてしまう現象がたび

たび発生していました。

　　また、授業で一斉に利用する場合WEBサーバに負荷がかかってしまい、レスポンスが低下して

しまう場合がありました。

●　システム更新時の移行が煩雑

　　メールシステムは、レンタル物品であったために、数年に一度の機種更新が必要でした。機種更

新の際には、全てのメールアドレスおよびメールスプールの移動を行わなければなりませんでし

た。この移行作業が煩雑でした。

　学術情報基盤センターでは、学生へのメールサービスを維持、管理するために、このような問題点が

あるため、メールシステムとして外部メールサービスの導入を検討しました。そこで、外部メールサー

ビスを導入するにあたり、以下のような要求要件を考えました。

●　低価格
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●　大規模な容量

　　　少なくとも大学在学期間に利用する場合は、数GBの容量が必要

●　WEBメールが利用可能

　　利用者がどこからでも、どのパソコンからでも利用できるようにするために必要

●　利用証IDとの連携

　　利用証IDとメール利用時のIDを統一しなければ、利用者が混乱する可能性がある。

●　大学独自ドメインが利用可能

　　学生が就職活動等や連絡先メールアドレスとして利用する場合、大学独自のドメインを利用でき

たほうが良い。

●　携帯電話からの利用

　　ほとんどの学生が携帯電話を所有しており、携帯電話からも利用したいという要望は高い。

●　多言語インターフェイス

　　留学生から自国語のインターフェイスでメールを利用したいという要望は高い。

●　耐高負荷

　　授業で50人以上が一斉に利用する可能性がある。そのような状況でもレスポンスが低下しない

必要がある。

●　卒業後も利用可能

　　卒業生に大学からの案内をメールマガジンで提供したいという学内の要望がありました。在学中

から利用しているメールアドレスを生涯にわたって利用できれば、実現できると考えました。

　これらの要求を満たす外部メールサービスとして、検討時点では Google 社が教育機関向けに無料で

提供している Google Apps Education Edition や、Microsoft 社が高等教育機関向けに無料で提供して

いる Windows Live@Edu がありました。学術情報基盤センターでは、特に

●　既存のIDとの連携が容易

●　メールサービス以外に無料で利用できるオンラインストレージサービス（SkyDrive）がある。

　という理由から Windows Live@Edu を用いてメールサービスを構築しました。

３．Windows Live@Edu について

　Windows Live@Edu は、マイクロソフト社が教育機関に提供するサービスで、独自ドメインによる

Windows Live ID を取得することができ、以下のサービスを無料で利用することができます。

●　Windows Live Hotmail（メール）

●　Windows Live Calendar（スケジュール）

●　Windows Live メッセンジャー

●　Windows Live Space（ブログ）

●　Windows Live SkyDrive（ネットワークフォルダ）

●　Windows Live Mobile（携帯電話からの利用）
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●　Windows Live アラート（お知らせ）

●　Office Live Workspace beta（ドキュメント共有）

　また、在学時に利用していた ID を卒業後もそのまま利用可能です。

４．生涯メールサービスの運用

４．１．ログイン ID（Windows Live ID）の運用とパスワードの運用

　生涯メールサービス（Windows Live@Edu）を利用するためには、鹿児島大学独自の Windows Live 

ID が必要です。学術情報基盤センターでは、全学生に対して「利用証 ID@kadai.jp」という Windows 

Live ID の作成を行っています。新入生に対しても利用証発行と同時に、Windows Live ID を作成して

います。この Windows Live ID は、卒業後も有効であり、削除は行ないません。そのため、卒業後もメー

ルを中心としたサービスを利用可能です。

４．２．パスワードの運用

　利用証の ID およびパスワードと、生涯メールサービスの Windows Live ID およびパスワードとは、

利用証作成時のみ同期をとっています。そのため、以下のような注意が必要です。

●　学術情報基盤センターのポータルサイトを利用して、PC等にログインするパスワードを変更し

ても、生涯メールサービスのパスワードは変更されません。

●　生涯メールサービスのパスワードを変更してもPC等にログインするパスワードは変更されませ

ん。

　生涯メールサービスでは、後述のように初回ログイン時に強制的にパスワードの変更を求められます、

また、このパスワードを忘れた際に利用者自身で再設定を行うための情報の入力も求められます。これ

らを必ず覚えておくようにしなければなりません。

４．３．利用上の制限

　Windows Live ID を作成後、利用者が初回ログインを行っていなくてもメールボックスにメールは

蓄積されます。しかし、利用者が ID 作成後 180 日以内に初回ログインを行い、初期設定を行わなければ、

これらのメールは削除され、このメールアドレスにメールを送信する場合もエラーとなります。また、

在学生の場合は 360 日、卒業生の場合は 180 日以上ログインが行われなかった場合も、一旦メールボッ

クスが削除されます（蓄積していたメールが全て削除されます）。同様にこのメールアドレスにメール

を送信してもエラーとなります。

４．４．メールアドレスの変更

　生涯メールサービスのメールアドレスは Windows Live ID と同じ「利用者 ID@kadai.jp」のみが利用

可能であり「任意の文字列 @kadai.jp」での利用は現在のところできません。しかしながら、これでは

不便であるという意見がありますので、利用者が設定した任意の文字列で生涯メールサービスを利用す

る方法を近々公開予定です。
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５．生涯メールサービスの利用方法

５．１． 初回サインイン

　５．１．１．サイトへのアクセス

　まず、 http://mail.live.jp/ にアクセスします。Windows Live ID とパスワードを入力してください。

Windows Live ID は、「利用者ID@kadai.jp」となります。パスワードは利用証の利用者IDの右側に記

載されています。

　Windows Live ID と パスワードを入力したら、[サインイン]ボタンをクリックしてください。

　５．１．２．アカウント情報の確認

　[アカウント情報を入力してください]という画面になります。ここで再度、利用証に記載してあるパ

スワードを入力します。

　５．１．３．新パスワードの入力

　次に「パスワードの変更」欄で新しいパスワードを入力します。6文字以上でなければなりません。

パスワードを安全なものにするには以下のようにします。

●　７ 文字以上、16文字以下にする。

●　以下の 4 種類の文字から 3 種類を使用する。 

　　■　アルファベットの大文字 （A、B、C）

　　■　アルファベットの小文字 （a、b、c）

　　■　数字 （1、2、3）
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　　■　特殊文字

●　パスワードに日本語文字列は利用できません。

 [新しいパスワードの入力]欄と[パスワードの確認入力]欄では、同じパスワードを入力してください。

今後、生涯メールサービスを利用する際は、ここで設定したパスワードを利用します。忘れないように

覚えておいてください。

　５．１．４．秘密の質問および答えの選択

　次に [ 秘密の質問および答えの選択 ] 欄を入力します。この欄を設定しておくことで、パスワードを

忘れた際に、WEB 上でパスワードを再設定できます。[ 質問 ] メニューの中から 1 つを選択して、それ

に対応する答えを [ 秘密の質問の答え ] 欄に入力してください。この欄は、日本語文字列でもかまいま

せん。

　５．１．５．連絡用メールアドレスの追加

　パスワードも [ 秘密の質問と答え ] も忘れてしまった場合、ここで設定するメールアドレスにパスワー

ド変更方法に関するメールを送ることができます。他に利用しているメールアドレス（携帯電話のメー

ルアドレス以外）がある場合は入力してください。

　５．１．６．アカウント情報の入力

　[ 国 / 地域 ] と [ 郵便番号 ]、[ 都道府県 ]、[ 生まれた年 ] を入力してください。[ 国 / 地域 ] は、[ 秘密

の質問および答えの選択 ] と同時にパスワードを忘れてしまった場合に必要となります。また、[ 生ま

れた年 ] に関しては、18 歳以上かどうかを判定するために必要となります。

　[ 秘密の質問および答え ] と [ 国 / 地域 ] または、[ 連絡用メールアドレス ] は、パスワードを忘れて
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しまった場合に必要となりますので、必ず設定を行い、忘れないようにしてください。

　５．１．７．誓約書の確認と同意

　[ サービス利用規約 ] と [ プライバシーに関する声明 ] を読んで、[ 同意する ] ボタンをクリックして

ください。

　５．１．８．初回登録の終了

　[Windows Live にサインイン ] ボタンをクリックしてください。
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　５．１．９．再サインイン

　再度、Windows Live サインイン画面になります。新パスワードでサインインをしてください。

　５．１．10．確認画面

　以下のような画面になりましたら、画面に表示されている8文字を入力し、左下の[続行]ボタンをク

リックしてくさい。
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　５．１．11．Windows Live Hotmail 画面

 　Windows Live Hotmail の最初の画面です。

５．２．初回サインイン終了後に英語インターフェイスとなる場合

　2010年３月８日現在、Windows Live Hotmailの標準の表示言語は日本語となっているはずです。し

かしながら、もし、英語の場合は、以下の操作で表示言語が日本語になります。また、他の言語への変

更も可能です。
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　５．２．１．Options メニューの選択

　Windows Live Hotmail 画面で、右上の [Options] メニューにある [More Options…] を選択してくだ

さい。

 

　５．２．２．Customize your mail

　[Options] ページの [Customize your mail] から [Select Language] を選択してください。
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　５．２．３．日本語の選択と保存

　画面の下の方にある [ 日本語 ] をチェックし [Save] ボタンをクリックしてください。　　　　　　　

　これで Windows Live Hotmail の画面等、全ての生涯メールサービスのインターフェイスは日本語

になります。
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５．３．メール（Windows Live Hotmail）の利用方法

　５．３．１．メール画面

　前述の方法でサインインすると以下のようなメール画面になります。一般の Windows Live Hotmail 

との大きな違いは、左上に [kadai.jp] と書かれた[鹿大ロゴ]があることです。また、メールサービス名

が「生涯メール」となっています。上段中央付近にある「その他」をクリックすると、[鹿児島大学]と

いうメニューがあり、このメニューを選択すると、生涯メールサービスに関する独自のメニューが存在

します。ここに生涯メールサービスに関する詳しい利用方法や、注意事項などを掲載しています。

右上の[サインアウト]をクリックすると、Windows Live Hotmail 画面を終了します。

 

　５．３．２．オンラインヘルプについて

　マイクロソフト社が提供している Windows Live Hotmail の利用方法を見るには画面右上の「？」

のついたロゴをクリックしてください。すると、以下のようなオンライヘルプ画面が開きます。画面左

下の[目次]をクリックして目的の項目を探すか、または、[検索語を入力します]欄に単語を入力して、

検索を行ってください。
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　５．３．３．メールの送信方法

　メールを送信するには、画面左上の[新規作成]をクリックしてください。すると、以下のような画面

となります。

■　[宛先]欄に相手のメールアドレスを入力します。複数のメールアドレスを入力する場合は、,（カン

　　マ）または ;（セミコロン）でメールアドレスを区切ります。

■　[件名]欄に本メールの件名を入力します。

■　[本文欄]に、メールの本文を入力します。

■　ファイル等を添付したい場合は、画面上部の[添付]をクリックし、添付したいファイルを選択しま

　　す。

■　画面左上の[送信]ボタンをクリックすると、メールが送られます。

■　メールの作成を途中で中断し、保存したい場合は、[下書きの保存]をクリックしてください。
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　５．３．４．送信メールの形式について

　「送信メール形式」として「リッチテキスト形式」、「HTMLタグ形式」、「テキスト形式」が選択でき

るようになっており、標準では「リッチテキスト形式」になっています。しかしながら、メール受信者

の環境によっては「HTMLタグ形式」、「リッチテキスト形式」では、メールの内容をうまく表示できな

かったり、文字化けする場合があります。「テキスト形式」でメールを書く方がよいと思われます。

 

　５．３．５．メールを読む＆返事を書く

　まだ読んでいないメールがある場合、図のように[受信トレイ]部分が強調表示されて、読んでいない

メールの件数が表示されます。また、メール一覧に差出人と件名が表示されます。メール一覧の読みた

いメールをクリックすると、メールの本文を読むことができます。
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　メールに返事を出す場合は、[返信]ボタンをクリックします。すると、メールの本文作成画面となり

ます。

 

　新着メールを確認する場合は、[受信トレイ]をクリックして、画面上部の[新着メール確認]をクリッ

クします。

６．その他サービス

　前述のように生涯メールサービス（Windows Live@Edu）には、メール以外にも様々なサービスがあ

ります。ここでは、特に利用価値が高いと思われる Windows Live SkyDrive（ネットワークフォルダ）

について紹介します。

　６．１．Windows Live SkyDrive とは

　ネットワークを利用して、さまざまなファイルをマイクロソフト社のサーバに保存し、必要に応じて

ダウンロードできる、いわゆる「オンラインストレージサービス」です。1 ファイルの大きさが 50MB

までのファイルを保存可能で、最大容量は 25GB です。また、フォルダー毎に公開、非公開のアクセス

制限を設けることができ、グループでフォルダーを共有することが可能です。
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　６．２．ファイルのアップロード方法

　まず、生涯メールサービスにサインインします。画面上段の「その他」メニューの中から「SkyDrive」

を選択します。

 

　以下のような画面となります。「フォルダーに鍵がついているアイコン」のフォルダーは、標準で本

人しかアクセスできないフォルダーです。この「マイ ドキュメント」フォルダーにファイルを保存し

たい場合は、「マイ ドキュメント」フォルダーのアイコンをクリックします。 
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　クリックすると、以下のような画面となります。ファイルを追加する場合は、「ファイルの追加」を

クリックします。 

　「ファイルの追加」をクリックすると以下のような画面になります。ここに例えば「仮想環境 .docx」

という Word ファイルを追加したいとします。

 

　「仮想環境 .docx」を以下のように「ここにファイルをドロップ」へ、ドラッグ＆ドロップします。
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　すると、以下のような画面になります。他ファイルも同時に追加したい場合は、同様に「他のファイ

ルをここにドロップし…」と記載されている箇所にドラッグ＆ドロップしてください。実際にサーバに

アップロードを行うには、画面下の「アップロード」をクリックします。
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　以下のような画面になれば、正常にファイルがアップロードされています。

　６．３．ファイルのダウンロード方法

　ファイルのダウンロードを行う際は、アップロード同様、フォルダーをクリックします。ダウンロー

ドしたいファイルをクリックすると以下のような画面になります。
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　ここで、左側メニュー「ダウンロード」をクリックすると、以下のようにダウンロードが開始されま

す。

 

　ダウンロードファイルを PC の任意の場所に保存してください。

　６．４．ブラウザ以外からの利用方法

　現時点（2010/03）では、マイクロソフト社からの公式なツール等は出ていません。しかし、

CloudStorageExplorer.com というチームが開発した「SDExplorer」というツールがあります。

　●　配布サイト URL: http://www.cloudstorageexplorer.com/

　●　日本語による紹介記事 : 

　　　http://software.re-source.jp/product/10446120/10446121/

　この無料版を PC にインストールすると、Windows のファイルエクスプローラと同様の操作方法で、

ファイルやフォルダーのアップロードやダウンロードが可能です。学術情報基盤センターの PC にはイ

ンストールされていませんが、使い勝手およびライセンス上の問題がなければ導入予定です。 
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７．詳しい利用方法等について

　生涯メールサービス（Windows Live@Edu）の利用方法やよくある質問（FAQ）等は、学術情報基

盤センターの WEB ページでも紹介をしています。そちらもご覧ください。また、以下のような情報も

利用する上で役に立ちます。

　●　各画面右上にある「ヘルプ」または「  」

　　　これらをクリックすると「ヘルプ」画面が開きます。そこで、FAQ や質問の検索が可能です。

　●　各画面上段「その他」メニュー中の「鹿児島大学」メニュー

　　　鹿児島大学学術情報基盤センターの方でまとめた手引き等へのリンクがあります。

 

　●　マイクロソフト社の WEB ページ

　●　Windows Live WEB サービス  （ http://windowslive.jp.msn.com/web/ ）
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迷惑メール対策サービスについて

情報セキュリティ対策支援室

下園　幸一

１．はじめに

　本記事では平成20年（2008年）4月より学術情

報基盤センターでサービスを開始した「迷惑メー

ル対策」について、その経緯、概要等を紹介します。

２．導入の経緯

　近年、情報の伝達手段として電子メールは一般

的な物となってきています。それに伴い、「迷惑

メール（受信者の承諾を得ずに送りつけられる広

告目的の電子メール）」も非常に増えてきていま

す。迷惑メールは、受信者にとって、不要な電子

メールの処理にかかる等、受信そのものが迷惑

です。また、部局等メールサーバは、迷惑メール

の配信 / 蓄積 / 廃棄処理にそのコンピュータ資源

（CPU 時間 , ディスク等）をさかれてしまい、必

要なメールの処理に遅延が生じたり、本来ならば

不必要なコンピュータ資源を確保したりしなけれ

ばなりません。

　学術情報基盤センターでは、このような状況を

鑑み、将来的には学外から学内に送信されるすべ

てのメールに対して迷惑メール対策を行うことが

できるような枠組みを設け、平成20年４月より

「迷惑メール対策サービス」を開始しています。

　現在、迷惑メール対策を行う様々な製品や手法

があります。学術情報基盤センターでは、「迷惑

メール対策」を導入するにあたり、以下の要求用

件を設定しました。

　●　学内すべてのメールを遅滞なく処理できる

　　　能力があること

　●　学内メールサーバ毎に迷惑メール対策サー

　　　ビスを利用するかしないか決められること

　●　受信者のメールアドレス毎に迷惑メール対

　　　策の設定を変更できること

　これら要求用件を満たす物として、Cisco 社製 

IronPort を導入しました。

３．迷惑メール対策の手法

　学術情報基盤センターで導入している IronPort 

は、主に２つの手法により迷惑メールの判定を

行っています。

３．１．送信ホストの判定

　メールを送信してくる送信ホストについて全世

界的なデータベースを基に -10.0 〜 10.0 の値付

けを行っています。値が低いほど迷惑メール送信

ホストである可能性が高くなっています。この値

に範囲付けを行い、受信拒否、流量制限、通過の

設定ができます。

　但し、この設定は、IronPort を通過する全ての

メールに対して適応されるため、部局独自の設定

はできません。現在、-10.0 〜 -8.0 の間の値を持

つ送信ホストからの送信に関して、流量制限を設

けています。それより大きい値を持つ送信ホスト

に関しては通過させています。一般に正常な送信

ホストは、流用制限が設けられていても逐次再送

を行いますので、この設定で正常なメールが拒否

されることはないと考えられます。

３．２．メールの内容等での判定

　送信ホスト判定通過後のメールに対して適用さ

れます。この判定に関しては、受信者毎の設定が

可能です。また、全くこの判定を行わずにメール

を通過させることも可能です。受信者は、ドメイ
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ン単位（例 : @cc.kagoshima-u.ac.jp の全て）、受

信者単位（例 : simozono@cc.kagoshima-u.ac.jp 

のみ） の設定ができます。判定では、IronPort 製

造元から数時間おきに最新情報を得てデータベー

スを更新し、

　●　送信者メールアドレス評価

　●　内容分析

　●　構造分析

　●　本文にある WEB への URL の評価

　を行なっており、全てのメールに対して 0 〜

100 のスコア付けを行っています。IronPort は、

0 〜 50 までを「正常メール」、51 〜 90 までを「ス

パム疑いメール」、91 〜 100 を「スパム確定メー

ル」として扱います。

４．迷惑メール対策サービス利用について

　迷惑メール対策サービスの導入は、メールサー

バ単位で部局ネットワーク委員を通して、申請を

行っていただいています。詳細は、部局ネットワー

ク委員にお問い合わせください。

５．迷惑メール対策の状況

　図に迷惑メール対策の状況を示

し ま す。 図 １ が2010/03/02か ら

2010/04/01まで、迷惑メール対策機

で処理を行ったメール数を日付ごと

にグラフ化したものです。一日約23

万通から47万通のメールを処理して

います。図２は、迷惑メール対策機

で処理を行ったメールの内訳をグラ

フ化したものです。ほとんどメール

が「迷惑メール」として判定されて

おり、正常なメールは、受信したメー

ルの５%程度しかないことがわかりま

す。これにより、迷惑メール対策機

は有効に機能していると思います。
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ホスティング/ハウジングサービスについて

情報システム開発運用管理室

下園　幸一

１．はじめに

　本記事では、学術情報基盤センターが行ってい

ます「ホスティング / ハウジングサービス」につ

いて、その経緯、概要を紹介します。

２．経緯

　学内では従来から、電子メールサーバや WWW

サーバをはじめとする情報システムを部局等独自

で運用管理してきています。近年、これら情報シ

ステムの重要性が増し、安定的な運用が求められ、

それに伴って、部局等情報システム管理者の負担

も増大してきています。学術情報基盤センターで

は、

　●　部局等情報システム管理者の負担軽減

　●　コンピュータ資源の集約化により、学内全

　　　体を視野に入れた場合の効率のよいコン

　　　ピュータ資源の運用

　を目的として、ホスティング / ハウジングサー

ビスを行っています。

３．サービスの概要

　学術情報基盤センターが行っているホスティン

グ / ハウジングサービスには以下があります。

　１．部局メールサーバホスティングサービス

　　　(HDE)

　２．部局メールサーバホスティングサービス

　　　(DEEPMail)

　３．部局 WWW サーバホスティングサービス

　４．部局専用サーバサービス

　５．ハウジングサービス

　それぞれについて紹介を行います。

３．１．部局メールサーバホスティングサービス

　(HDE)

　HDE 社製 HDE Controller を用いて、複数の

部局のメールサーバのホスティングを行っていま

す。特徴としては

　●　利用するユーザ作成等、ユーザ管理は部局

　　　担当者の方で行うことができる。

　●　利用者は POP/SMTP のみ利用可能 ( メー

　　　ルソフトからの利用のみ )。

　があります。

３．２．部局メールサーバホスティングサービス

　(DEEPMail)

　平成21年３月より運用開始した教育研究用

計算機システムの一部である DEEPSoft 社製 

DEEPMail を利用した部局のメールサーバのホス

ティングです。特徴としては、

　●　学術情報基盤センターが発行する利用者

　　　IDに基づいてユーザ管理を行うため、

　　　「部局メールサーバホスティングサービス

　　　(HDE)」より部局担当者のユーザ管理負担

　　　は低い。

　●　POP/SMTP だけではなく、WEB メール

　　　サービスも利用可能

　があります。

３．３．部局 WWW サーバホスティングサービス

　複数の部局の WWW サーバのホスティングを

行っています。特徴としては

　●　CGI/PHP/ データベース等利用しない静的

　　　なコンテンツのみを持つ WWW サービス

　　　の運用が可能
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　があります。

３．４．部局専用サーバサービス

　平成21年３月より運用開始した教育研究用計

算機システムのサーバシステムは、VMware 社

製 VMware Infrastructure を利用し、仮想マシン

環境上に構築しています。この仮想マシン環境を

利用して、専用の仮想マシンを構築し、提供する

サービスです。図１に概念図を示します。

仮
想
環
境

実
環
境

　特徴として、以下の点があります。

　●　専用サーバ毎に OS の選択が可能 ( 導入す

　　　る OS にライセンス費用が発生する場合は

　　　部局側が用意 )

　●　一部無料で利用できる OS については、学

　　　術情報基盤センター側が雛型を用意し提供

　　　可能

　●　WWW サーバとして構築する場合は、CGI/

　　　PHP/ データベース等動的コンテンツを利

　　　用可能

　があります。

３．５．ハウジングサービス

　部局等で購入した情報システム機材を機器冷却

の設備が整った学術情報基盤センター内ハウジン

グ専用スペースに設置していただくサービスで

す。運用管理は部局等で行っていただきます。



32

鹿児島大学学術情報基盤センター「年報」　2009. No.5

ウイルス対策ソフトの入手と導入について

情報セキュリティ対策支援室

升屋　正人

はじめに

　コンピュータウイルスによる被害を受けると教

育研究活動に多大な影響を受けるほか、場合に

よっては段三者に感染を拡げてしまうこともあり

ます。このため、ウイルス対策ソフトの導入と定

義ファイルの更新は、インターネットに接続して

使用するコンピュータにとって不可欠です。

　学術情報基盤センターでは、Windows 用のウ

イルス対策ソフトとして、NOD32 Antivirus の

ライセンスを、Macintosh/Linux 用のウイルス対

策ソフトとして、Sophos Anti-Virus のライセン

スを取得しており、以下の条件を満たせば場合に

費用負担なしに使用できます。

　●　使用者が鹿児島大学の教職員または学生で

　　　あること 

　　　離職、卒業、修了した場合はアンインストー

　　　ルして下さい 

　●　主たる使用場所が鹿児島大学内であること 

　　　学外から定義ファイルのアップデートを行

　　　うには毎年更新される ID とパスワードが

　　　必要です（詳細は後述）

　個人所有で主に自宅で所有する PC について

は自己負担でウイルス対策ソフトを導入する必

要がありますが、Windows XP/Vista/7 では無償

のウイルス対策ソフトである Microsoft Security 

Essentials を利用することでウイルス対策ができ

ます。Microsoft Security Essentials のダウンロー

ドとインストールについては以下の URL をご参

照ください。

　http://www.microsoft.com/security_essentials/

Symantec Antivirus Corporate Edition / 

Symantec Endpoint Protection のアンインス

トール方法 

　2009年までWindows用ウイルス対策ソフトと

して以前に学術情報基盤センターから提供され

て き たSymantec Antivirus Corporate Edition / 

Symantec Endpoint ProtectionおよびSymantec 

AntiVirus for Macintoshは新しいOSやウイルス

への対応が迅速でないなど、機能が十分でないこ

とから2009年２月28日をもって契約を解除しま

した。これらSymantec製のウイルス対策ソフト

はアンインストールしてください。使用を継続す

ることは不正使用となります。

　Symantec のウイルス対策ソフトは、コント

ロールパネルの「プログラムの追加と削除」を

使って削除できます。他に Symantec 製品がイン

ストールされていない場合はウイルス対策ソフト

の削除後に LiveUpdate も削除してください。「プ

ログラムの追加と削除」を使って削除できない場

合は、CleanWipe.exe を使ってアンインストール

を行ってください。CleanWipe.exe については以

下の URL をご参照ください（学内のみアクセス

可）。

　http://sec.cc.kagoshima-u.ac.jp/files/article.

php?id=32

　Symantec AntiVirus for Macintosh のアンイン
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ストールについては Symantec の Web サイトを

参照するか、http://sophos.cc.kagoshima-u.ac.jp/

に掲載している情報を参照してください。

Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 の場合

　NOD32 Antivirus 4 を使用できます。システム

要件は以下の通りです。

　●　OS: Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/

　　　7(32bit 及び 64bit、 Itanium を除く ) 

　●　言語 : 日本語、 英語 

　●　ハードディスク空き容量 : 200MB 以上 

　●　メモリ : 128MB 以上 (2000/XP)、 512MB

　　　以上 (2003/Vista/2008/7) 

NOD32 Antivirus 4 の入手方法

　http://nod32.cc.kagoshima-u.ac.jp/ から、以下

のファイルをダウンロードできます。

　●　Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 　

　　　32bit 日本語版 (nd40jp32.exe) 

　●　Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 　

　　　32bit 英語版 (nd40en32.exe) 

　●　Windows XP/2003/Vista/2008/7 64bit　　 

　　　日本語版 (nd40jp64.exe)

　●　Windows XP/2003/Vista/2008/7 64bit 

　　　英語版 (nd40en64.exe)

　●　Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 　

　　　32bit 日本語版 カスタマイズ可能インス

　　　トーラ (nd40jp32sup.exe) 

　●　Windows XP/2003/Vista/2008/7 64bit  　

　　　日本語版 カスタマイズ可能インストーラ 

　　　(nd40jp64sup.exe)

　　　カスタマイズ可能インストーラはインス

　　　トール時に各種設定を変更できるインス　

　　　トーラです。通常は使用する必要はありま

　　　せん。事前設定の ID とパスワード以外は

　　　変更可能です。ID とパスワードを変更す

　　　ると定義ファイルの更新ができなくなりま

　　　すのでご注意ください。 

　●　Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7   　

　　　32bit 英語版 (nd42en32.exe) 

　●　Windows XP/2003/Vista/2008/7 64bit 

　　　英語版 (nd42en64.exe)

　　 　nd42en32.exe と nd42en64.exe は 英 語

　　　 版 の 最 新 版（4.2.35.0） で す。Windows

　　　Server で Apache + MySQL 使 用 時 に パ

　　　フォーマンスが低下する問題が解消してい

　　　ます。日本語版 Windows での動作はメ

　　　ーカーサポート対象外ですが、表示が英語

　　　であること以外は動作に問題はありません。

NOD32 Antivirus 4 のインストール方法

　NOD32 Antivirus 4 は以下の手順でインストー

ルできます。基本的にダウンロードしたファイル

を実行するだけでインストールが完了します。

１．NOD32 以外のウイルス対策ソフトがインス

　　トールされている場合は必ず事前にアンイン

　　ストールしてください。

　●　アンインストールしないでインストールす

　　　ると PC の動作が極端に遅くなるなどの障

　　　害が発生します。 

　●　Symantec 製ウイルス対策ソフトはプログ

　　　ラムの追加と削除で正しく削除できない場

　　　合があります。はじめから CleanWipe.exe 

　　　を使ってアンインストールするのが確実で

　　　す。 

　●　NOD32 2.7 および 3.0 がインストールさ

　　　れている場合はアンインストールの必要は

　　　ありません。NOD32 Antivirus 4 のインス

　　　トーラにより自動的に削除されます。 

２．http://nod32.cc.kagoshima-u.ac.jp/ からイン
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　　ストーラを任意のフォルダにダウンロードし、

　　ダウンロードしたファイルを実行してインス

　　トールしてください。 

３．Windows Vista でユーザーアカウント制御

　　画面が表示された場合は [ 許可 ] をクリック

　　して進めてください。 

４．設定は事前に組み込み済みですのでインスト

　　ール中の操作は不要です。NOD32 2.7 およ

　　び 3.0 からのアップデートの場合など、再起

　　動を促すメッセージが表示された場合には、

　　指示に従って再起動してください。 

５．インストール終了後は特に操作しなくてもネッ

　　トワークに接続していれば定義ファイルの更

　　新が自動的に行われます。 

　　●　すぐにアップデートしたい場合は、タス

　　　　クバー右端通知領域の NOD32 アイコン

　　　　をクリックして「アップデート」を選択

　　　　してください。 

６．インストール終了後、ダウンロードしたファ

　　イルは削除しても構いません。 

NOD32 Antivirus 4 インストール時のエラーにつ

いて

　エラーが表示されて NOD32 Antivirus のイン

ストールができない場合、次の２つのいずれかに

該当することがほとんどです。

１．「不正なコマンドラインパラメーターです」

　これは Windows 2000/XP で 32bit 版をインス

トールする場合のみに表示されることがあるメッ

セ ー ジ で す。Service Pack 2 以 前 の Windows 

XP など、Windows Installer のバージョンが古い

(2.0以前)場合は「不正なコマンドラインパラメー

ターです」と表示され、インストールできません。

Windows XP の 場 合 は Service Pack 3 を 適 用

するか、最新の Windows 2000/XP 用 Windows 

Installer(3.1) を

　h t t p : / / n o d 32 . c c . k a g o s h ima - u . a c . j p /

WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe

からダウンロードしてインストールした後に

NOD32 を イ ン ス ト ー ル し て く だ さ い。64bit 

版 の Windows お よ び Windows Vista に は

Windows Installer 3.0 以 降 が 組 み 込 ま れ て い

ますのでこの手順は不要です。なお、Service 

Pack 2 はすでにサポートが終了していますので

Windows XP をお使いの場合は Service Pack 3

を適用することを強くおすすめします。

２．「１」とだけ表示される

　「１」とだけ表示されるダイアログが表示さ

れインストールに失敗する場合は、他のウイル

ス対策ソフトが正しくアンインストールされて

いません。Symantec 製品を使用していた場合

は、CleanWipe.exe を使って完全に削除してくだ

さい。その他の製品も確実にアンインストール

してください。カスタマイズ可能インストーラ

（nd40jp32sup.exe ま た は nd40jp64sup.exe） を

使用するとインストール時にアンインストールさ

れていないウイルス対策ソフトを検知することが

できます。なお、「１」とだけ表示されるダイア

ログが表示されない場合はカスタマイズ可能イン

ストーラでは既存のウイルス対策ソフトの検知は

できません。

送受信メール末尾に付く NOD32 メッセー

ジについて :

　2009年 ２ 月18日 以 前 に ダ ウ ン ロ ー ド し た

NOD32 3.0のインストーラは、送受信メールの末

尾に標準でNOD 32でウイルスチェックをした旨

のメッセージを付加します。これはNOD32の既

定の動作ですが、これを変更したい場合は、以下

の操作を行ってください。 

１．システムトレイ内の「NOD32」アンチウイ

　　ルスアイコンをダブルクリックして基本画面

　　を開きます。 
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２．F5 キーを押して設定画面を表示します。 

３．画面左のツリーの「電子メール保護」をクリッ

　　クします。 

４．「すべてのメール」( ２箇所 ) を「感染メール

　　のみ」などに変更し、「OK」ボタンをクリッ

　　クします。 

　2009年２月19日以降にダウンロードできる

NOD32 3.0およびNOD32 Antivirus 4のインス

トーラでは「感染メールのみ」の設定が標準にな

るように変更しました。すべてのメールにメッ

セージを付加するように設定を戻す場合は上記と

同様の手順です。

Windows Server 2003/2008 で NOD32 

Antivirus 4 を使用する場合の推奨設定

　NOD32 Antivirus 4 をサーバで使用する場合、

提供しているサービスに影響がないよう必要かつ

十分なウイルス検査の設定にする必要がありま

す。以下は推奨の設定です。提供しているサービ

スの種類に応じて適切な設定に変更してくださ

い。

１．リアルタイムファイルシステム保護で「ネッ

　　トワークドライブ」のチェックを外します（こ

　　のサイトからダウンロードしたインストーラ

　　からインストールした場合、通常は外れてい

　　ます）。

２．リ ア ル タ イ ム フ ァ イ ル シ ス テ ム 保 護 で

　　ThreatSense エンジンのパラメータ設定の右

　　の「設定」をクリックし、ThreatSense の設

　　定画面で拡張子を選択し、「すべてのファイ

　　ルを検査する」のチェックを外します。ここ

　　で、データベースサーバー等の場合は、サー

　　バーアプリケーションが使用するファイル　

　　ファイルの拡張子が含まれているかどうかを

　　確認し、含まれている場合は「削除」したあ

　　と、「OK」をクリックして設定画面を閉じま

　　す。

３．除外画面で、サーバーアプリケーションが使

　　用するフォルダを除外します。Web サーバ

　　の場合は HTML ファイル等、データベース

　　サーバーの場合はデータベースファイル等が

　　含まれているフォルダをリアルタイムファイ

　　ルシステム保護から除外しないと、パフォー

　　マンスが大きく低下する場合があります。ス

　　ケジュールタスクを設定して性能に影響のな

　　い時刻にスキャンを実施することをお勧めし

　　ます。

４．ThreatSense.Net で「ThreatSense.Net 早 期

　　警告システムを有効にする」のチェックを外

　　します。これにより ESET 社への通信を停

　　止できます。

５．サーバでメールの読み書きや Web アクセス

　　を行うことはセキュリティ上不適切であり、

　　これらは使わないはずなので以下を設定しま

　　す。

　●　電子メールクライアント保護の電子メール

　　　クライアントで、検査対象メールの受信メ

　　　ール、送信メール、既読メールのチェック

　　　をはずします。

　●　電子メールクライアント保護の POP3、

　　　POP3S で、「電子メールのチェックを有効

　　　にする」のチェックを外します。

６．Web アクセス保護で「Web アクセス保護を

　　有効にする」のチェックを外します。

７．Webアクセス保護のHTTP、HTTPSで「HTTP

　　のチェックを有効にする」のチェックを外し

　　ます。

ネットワークドライブ接続時に動作が遅く

なる現象について

　NOD32 3.0 ではネットワークドライブ接続時

に動作が遅くなる現象が見られました。NOD32 

Antivirus 4 ではネットワークドライブのファイ
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ルに対するウイルス検査方法が変更になってお

り、有効にしても性能低下は大きくありませんが、

配布しているインストーラでは無効化してありま

す。

　2009年 ２ 月18日 以 前 に ダ ウ ン ロ ー ド し た

NOD32 3.0のインストーラは、標準でネットワー

クドライブのリアルタイムスキャンを行います。

これはNOD32の既定の動作ですが、ネットワー

クドライブに接続しそこへのアクセスに時間がか

かる場合などにPCの動作が遅くなる場合があり

ます（ネットワークドライブに接続しない場合は

影響ありません）。これを変更したい場合は、以

下の操作を行ってください。

１．システムトレイ内の「NOD32」アンチウイ

　　ルスアイコンをダブルクリックして基本画面

　　を開きます。

２．F5 キーを押して設定画面を表示します。

３．画面左のツリーの「リアルタイムファイルシ

　　ステム保護」をクリックします。

４．検査するメディアの「ネットワークドライブ」

　　のチェックを外し、「OK」ボタンをクリック

　　します。

　2009年２月19日以降にダウンロードできる

NOD32 3.0およびNOD32 Antivirus 4のインス

トーラではネットワークドライブのリアルタイム

スキャンをしない設定が標準になるように変更し

ました。ネットワークドライブに対するリアルタ

イムスキャンを有効化する場合は上記と同様の手

順です。

定義ファイルのアップデートについて

ウイルス定義ファイルのアップデートサーバは学

内に設置されており、学外からのアクセスには

ID とパスワードが必要です。

http://nod32.cc.kagoshima-u.ac.jp/ か ら ダ ウ

ン ロ ー ド で き る NOD32 3.0 お よ び NOD32 

Antivirus 4 には１年間有効な ID とパスワードが

組み込まれていますので、期限までは学内外の

別なく定義ファイルのアップデートができます。

NOD32 2.7 は学外からの定義ファイルのアップ

デートはできません。NOD32 Antivirus 4 にアッ

プデートしてください。

　デスクトップ機など、学内からか定義ファイル

のアップデートを行わない場合には、期限以降も

特に設定等を変更することなく継続して使用でき

ます。NOD32 2.7 についても使用が可能ですが、

2012 年 2 月 1 日以降は定義ファイルが更新され

ません。 

　学外からも定義ファイルのアップデートを行

う場合、期限以降にもう一度ソフトウェアをダ

ウンロードしてインストールするか、ID とパス

ワードを新しいものに変更する操作が必要となり

ます。期限日及び操作の詳細は毎年 4 月に http://

nod32.cc.kagoshima-u.ac.jp/ でお知らせします。

これは、卒業生や離籍者による意図しない不正使

用を予防するための措置です。ソフトウェアライ

センスの適切な管理上、不可欠ですのでお手数で

すがご協力をお願いします。 

ネットワークに接続していないコンピュー

タでの定義ファイルのアップデートについ

て (NOD32 3.0 および NOD32 Antivirus 4 の

場合 )

　以下の手順でネットワークに接続してないコン

ピュータの定義ファイルを最新に更新できます。

１．学内のネットワークに接続したコンピュータ

　　で NOD32 3.0の最新の定義ファイルのZIP

　　ファイル(nod3230.zip) または NOD32 

　　Antivirus 4の最新の定義ファイルのZIPファ

　　イル(nod3240.zip)をダウンロードします（こ

　　れらのファイルは同一内容です）。学内から

　　のみダウンロード可能です。 

２．ダウンロードした ZIP ファイルを展開し、
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　　nod_upd フォルダを USB メモリ、CD-R/RW

　　等のルートディレクトリ（最上位のフォルダ）

　　にコピーします。20MB 程度ありますのでフ

　　ロッピーディスクには入りません。 

３．NOD32 3.0 または NOD32 Antivirus 4 が動

　　作しているコンピュータで、システムトレイ

　　内の「NOD32」アンチウイルスアイコンを

　　ダブルクリックして基本画面を開きます。 

４．F5 キーを押して設定画面を表示します。 

５．画面左のツリーの「アップデート」をクリッ

　　クします。 

６．「編集」ボタンをクリックします。 

７．アップデートサーバ欄に「X: ￥nod_upd」と

　　入力して「追加」をクリックします。「X」は

　　USBメモリ、CD-R/RW等のドライブ名です。 

８．「OK」をクリックしてダイアログを閉じ、

　　「アップデートサーバ」が X: ￥nod_upd に

　　なっていることを確認します。異なる場合は

　　選択します。 

９．「OK」をクリックしてダイアログを閉じ、基

　　本画面のアップデートを選択して「ウイルス

　　定義データベースをアップデートする」をク

　　リックすれば定義ファイルが更新されます。 

　　ドライブ名が変わらなければ次回以降 4. か

　　ら 8. の手順は不要です。

NOD32 Antivirus 4 の使用方法の詳細

　本学で使用しているのはパッケージ製品ではあ

りませんので一部当てはまらないものもあります

が、キヤノン IT ソリューションズ NOD32 サポー

トにＱ＆Ａが掲載されています。以下の URL を

ご参照ください。

　http://canon-its.jp/supp/eset/index.html

Windows 98/Me/NT の場合

　http://nod32.cc.kagoshima-u.ac.jp/で 提 供 し

ているNOD32 2.7をインストールできますが

NOD32 2.7は2012年２月１日でウイルス定義

ファイルの更新が終了することになっていま

す。Microsoftによるサポートが終了した古い

Windowsを搭載したマシンをネットワークに接

続することは非常に危険ですので、真に止むを得

ない場合を除いておやめください。やむを得ず接

続する場合にも接続は必要時のみにとどめ、グ

ローバルネットワークに直接接続することのない

ようにしてください。 

Mac OS X の場合

　Sophos Anti-Virus for Macintosh を使用できま

す。システム要件は以下の通りです。

　●　OS: Mac OS X 10.4 以降 (10.5/10.6、Intel 

　　　Mac 対応 ) 

　●　ハードディスク空き容量 : 77MB 

　●　メモリ : 128MB 

Sophos Anti-Virus for Macintosh の入手方法

　http://sophos.cc.kagoshima-u.ac.jp/ から以下の

ファイルをダウンロードできます。

● sophos7.dmg ( バージョン 7.0、50.0MB) 

● sophos2009.dmg( バージョン 4.9、41.5MB)

Mac OS X 10.2/10.3 をお使いの方はバージョン

4.9 をお使いいただけますが、ウイルス定義ファ

イルの提供はすでに終了していますのでインス

トールしても有効に動作しません。OSのバージョ

ンアップをご検討ください。

Sophos Anti-Virus のインストール方法

　ダウンロードした sophos7.dmg に含まれる

Sophos Anti-Virus.mpkg を実行してインストー
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ルしてください。ブラウザの種類・設定によって

はダウンロード後にインストーラが自動的に起動

します。

定義ファイルのアップデートについて

　ウイルス定義ファイルのアップデートサーバは

学内に設置されており、学外からのアクセスには

ID とパスワードが必要です。 こちらからダウン

ロードできるソフトウェアには１年間有効な ID

とパスワードが組み込まれていますので、期限ま

では学内外の別なく定義ファイルのアップデート

ができます。

　デスクトップ機など、学内からしか定義ファイ

ルのアップデートを行わない場合には、期限以降

も特に設定等を変更することなく継続して使用で

きます。

ID とパスワードの更新について

　学内からしか定義ファイルのアップデートを

行わない場合には操作は不要です。学外から定

義ファイルのアップデートを行う必要がある場合

は、以下の URL で紹介している操作を行ってく

ださい（学内からのみアクセス可）。

http://sophos.cc.kagoshima-u.ac.jp/

　これは、卒業生や離籍者による意図しない不正

使用を予防するための措置です。ソフトウェアラ

イセンスの適切な管理上、不可欠ですのでお手数

ですがご協力をお願いします。 

Sophos Anti-Virus を再インストールする方法 

１．ラ イ ブ ラ リ：Sophos AntiVirus にある

　　Remove Sophos Anti-Virus.pkg を実行して

　　Sophos Anti-Virus をアンインストールしま

　　す。

　●　アンインストールしないと ID とパスワー

　　　ドの設定は変わりません。

２．sophos7.dmg をダウンロードし Sophos 

　　Anti-Virus.mpkg を実行して Sophos Anti-

　　Virus をインストールします。

SAV 4.9 から SAV 7 へのアップデートの方法

１．ライブラリ：Application Supprt：Sophos 

　　AntiVirus に あ る Remove Sophos Anti-

　　Virus.pkg を実行して SAV 4.9 をアンインス

　　トールします。 

２．その後、SAV 7 をインストールしてくださ

　　い。

　●　sophos7.dmg はあらかじめダウンロード

　　　しておいても構いませんが、ダウンロード

　　　終了と同時にインストールが始まる場合が

　　　あります。SAV 4.9 のアンインストール

　　　前にダウンロードを行いインストールが始

　　　まった場合は一旦キャンセルしてください。 

Mac OS X 10.6 へのアップデートを行う場合の注

意

　SAV 4.9 は Mac OS X 10.6 に対応していませ

んので、SAV 4.9 がインストールされた状態で

は 10.5 から 10.6 にアップデートすることができ

ません。アップデートした場合、システムがクラッ

シュすることがあります。SAV 4.9 をアンイン

ストールするか、SAV 7 にアップデートした後

で Mac OS X のアップデートを行ってください。 

Mac OS 9 以前の OS をお使いの方へ :

　Mac OS 9 以前の OS は修正プログラム等の提

供が終了しており、ウイルス対策ソフトの有無に

関わらず、インターネットに接続することはセ

キュリティ上の危険が伴います。真にやむを得な

い場合を除き、キャンパス情報ネットワークへの

接続は行わないで下さい。やむを得ずキャンパス
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情報ネットワークに接続する場合でも、接続は短

時間にとどめ、必要がなくなった時点でネット

ワーク接続を切断してください。 

　キャンパス情報ネットワークに接続すべきでな

い OS であるため、Mac OS 9 以前の OS に対応

したウイルス対策ソフトの全学的な購入は行いま

せん。必要な場合は、使用者が購入してください。 

Linux の場合

　Sophos Anti-Virus for Linux を利用できます。

システム要件は以下の通りです。

　●　ハードディスク空き容量 : 100MB 

　●　メモリ : 256MB 

　オンアクセス検索（リアルタイム検索）に対応

しているのは以下のディストリビューションで

す。

●　Miracle 4.0

●　Asianux 2.0

●　Novell Open Enterprise Server 1/2 (SP2 以

　　下 )

●　Red Hat Enterprise Linux 3 - ES/AS/WS*

●　Red Hat Enterprise Linux 4 - ES/AS

●　Red Hat Enterprise Linux 5 ES/AS

●　openSUSE Linux 10/10.1

●　SUSE Linux Enterprise Server 8*

●　SUSE Linux Enterprise Server 9/10 (SP2 以

　　下 )

●　SUSE Linux Enterprise Desktop 10 (SP2 以

　　下 )

●　TurboLinux 10 Server*

●　Ubuntu LTS Server Edition 6.06/8.04

* 印は 32bit 版のみ。その他は 32/64bit に対応。

　対応しているカーネルのバージョンについては

以下の URL をご参照ください。

　http://sophos.cc.kagoshima-u.ac.jp/savlinux/

supported_kernels.txt

　ここに記載のないカーネルのバージョンではオ

ンアクセス検索は動作しませんが、オンデマンド

検索のみであれば使用できる可能性があります。 

Sophos Anti-Virus for Linux の入手方法

　http://sophos.cc.kagoshima-u.ac.jp/ から以下の

ファイルをダウンロードできます。

　●　sav-linux-6-i386.tgz

Sophos Anti-Virus for Linux のインストール方法

　http://sophos.cc.kagoshima-u.ac.jp/ をご参照く

ださい。学内からのみアクセスできます。

その他 

　常駐スキャン機能が無いオンデマンド検索のみ

に対応したバージョンもあります。詳しくは情報

セキュリティ対策支援室にお問い合わせくださ

い。
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鹿児島大学の新キャンパスネットワークの特徴

ネットワーク運用管理室

山之上　卓

　平成 13 年に敷設したキャンパス情報ネットワークシステムを主体とする本学の学内ネットワークシ

ステム（旧システム）は、平成 19 年度時点で設置後７年が経過して保守部品の手配が困難になりつつ

あり、故障時には長期に渡って全学的にネットワークが停止しかねない状況にあった。また、旧ネット

ワークシステムは機器点数が多く運用管理が煩雑であるほか柔軟な構成変更への対応が困難であった。

そこで、平成 19 年度８月に、コアスイッチとエッジスイッチによる単純なスター型のネットワークト

ポロジーで各建物にネットワーク機器を配置し、運用管理の効率化を図るとともに、教育研究の必要に

応じた構成変更に柔軟に対応して多種多様なサービスの提供を可能とする新キャンパスネットワークシ

ステム（新システム）に更新した。本稿では、新キャンパスネットワークの特徴について述べる。

○ 従来あった部局等の L3 スイッチがない。

　コンピュータネットワークにおけるホスト（パソコンやサーバなど）間の通信は、その通信データの

抽象度を、低い抽象度（物理層）から順に、L1, L2, L3, …のように名付けて区別されている。L1( レ

イヤ 1) は物理的な電気信号の通信を表し、L2( レイヤ 2) はフレームと呼ばれる、１つのネットワーク

内における通信単位の通信を表す。L3( レイヤ 3) はパケットと呼ばれる、ネットワーク間を跨いで通

信可能な通信単位の通信を表す。

　L2 スイッチ ( スイッチ ) は、論理的に同じネットワークに接続されたホスト間通信を実現する通信

機器である。MAC アドレスと呼ばれる、すべてのホストにユニークに割り当てられた識別子を利用し、

電話交換機と同様に、複数のホスト間の同時通信を可能にする。しかしながら、ネットワークに接続さ

れたすべてのホストに対してデータ送信を行うブロードキャスト通信は、そのスイッチに接続された

すべてのホストに送信される。VLAN( 仮想 LAN) の機能が付いたスイッチの場合、１台のスイッチを、

あたかも、複数の論理的に異なるネットワークのスイッチがあるように分割することが可能である。な

お、鹿児島大学キャンパスネットワークにホストを接続する場合、オープンネットワーク等の一部を除

き、ホストの MAC アドレスの登録を必要としている。このことにより、ホストの原因により障害が発

生したとき、そのホストの特定を行いやすくしている。

　L3 スイッチ ( ルータ ) は論理的に異なるネットワーク同士を接続し、必要に応じてネットワーク間

でパケットを中継する装置である。論理的に同じネットワークに接続されたパソコン同士で交換される

パケットをブロードキャスト通信のパケットも含めて、異なるネットワークには流さない。L3 でホス

トを識別する識別子が IP アドレスである。
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　図 1.  新旧システムの階層構造

　旧システムでは L3 スイッチを各部局等に配置することにより、不必要なパケットがキャンパス全体

に流れ出すことを防ぎ、キャンパスネットワークを安定稼働させていた。また、部局 L3 スイッチとエッ

ジ L2 スイッチの間に建物集線 L2 スイッチを配置することにより、部局 L3 スイッチのポート数の不

足を補うとともに、敷設する光ケーブルの本数の削減を実現していた。

　しかしながら、近年はスイッチの性能が向上し、L3 スイッチを多段接続しなくても、十分にキャン

パスネットワークを安定稼働させることが可能になった。VLAN( 仮想 LAN) を使って異なる建物に配

置された同じ部局のパソコンを、論理的に同じネットワークに接続する場合があったが、このような場

合、従来の部局 L3 スイッチはネットワーク負荷の低減には役に立たず、かえって、設定の手間や管理

の手間が大きくなる原因になっていた。建物集線 L2 スイッチの存在も、設定の手間や管理の手間が大

きくなる原因の一つであった。現在、対外接続部におけるネットワークの監視を行っているが、不審な

通信を行っているホストの IP アドレスが判明しても、部局 L3 スイッチの存在により、そのホストの

MAC アドレスを特定することが困難であり、セキュリティ強化の妨げにもなっていた。ネットワーク

に障害が発生した場合も、部局 L3 スイッチや建物集線 L2 スイッチが原因の特定の妨げになる場合が

あった。

　このような問題を解決するため、新システムでは部局 L3 スイッチを排除した。また、各建物に配置

していた建物集線スイッチも排除した。このことにより、セキュリティや障害発生の問題解決の時間短

縮を可能にした。例えば、キャンパスネットワークで多く発生している障害の一つに、闇ブロードバン
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ドルータの DHCP サーバ機能により、ホストが間違った設定を持ってしまう障害がある。コアスイッ

チとエッジスイッチの間の L3 スイッチがなくなることにより、学術情報基盤センター側から、どのエッ

ジスイッチの、どのポートに闇ブロードバンドルータが接続されているか調べることが容易になった。

また、VLAN 設定に関する手間や管理の負担の低減を可能にした。

　新システムの構成を実現するには、コアスイッチの性能向上や、一本の芯で複数の同時通信を可能に

する WDM 技術の採用などが必要であったが、とくに、光ケーブルの増設が不可欠であった。これに

ついては、大学の皆さまのご理解・ご協力により実現することができた。

○ コアスイッチの二重化

　コアスイッチは学内のネットワーク同士を接続する L3 スイッチである。複数の建物に分散して存在

する同じ VLAN を接続して論理的に１つのネットワークにまとめる役割も担っている。コアスイッチ

に障害が発生すると全学のネットワークが利用できなくなるため、たとえ障害が発生しても短時間に復

旧できるよう、２重化している。コアスイッチの２重化は旧システムでも行われていたが、部局L3スイッ

チは２重化されていなかった。したがって、部局 L3 スイッチに障害が発生した場合、その部局全体が

ネットワークを利用できなくなる場合があった。新システムでは、部局 L3 スイッチがないため、部局

ネットワークの一部に障害が発生しても、その影響が部局全体に及びにくくなっている。新システムで

はエッジスイッチは、２重化されたコアスイッチまたはキャンパス間接続スイッチのそれぞれと接続す

るため、コアスイッチ側へ伸びる２対の光ケーブルが接続されている。

○ ループ検出とループした信号の自動停止機能

　キャンパスネットワークで最も多発している障害の１つがループによるブロードキャストストームで

ある。キャンパスネットワークの２つのポートを誤って一本のケーブルで接続し、そこにブロードキャ

ストフレームが流れると、そのフレームがケーブルを通じてまたスイッチに直接戻り、ブロードキャス

トを繰り返してしまう。この結果、大量のブロードキャストフレームが流れてしまい、関連するネット

ワークの通信ができなくなってしまう。この現象は無線 LAN と有線 LAN を同時に使ったときにも発

生する場合がある。この障害発生を緩和するため、新システムではエッジスイッチとコアスイッチに、

ループやブロードキャストストーム検出・自動停止機能が付いている。この機能を有効にし、調整が終

わった後、ブロードキャストストームが発生しても、その原因となっているスイッチのポートが自動的

に停止されることにより、その影響の範囲が小さくなった。

　パソコンからネットワークが使えなくなった場合、ループが発生し、スイッチが自動的にそのパソコ

ンが接続しているスイッチのポートを閉じてしまった可能性がある。ネットワークが使えなくなったと

き、利用者はループの発生を疑っていただきたい。手元でループになっている場所を発見できた場合、

そのケーブルを取り外すことで問題の多くは解決するはずである。
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○ 高機能ファイヤーウォールとファイヤーウォールの集中化

　ファイヤーウォールはネットワークの情報セキュリティ強化の要である。キャンパスネットワークの

ファイヤーウォールは学内—学外間および学内—学内間を流れる不正な通信を遮断する機能を持ってい

る。新システムのファイヤーウォールは、従来の、送受信 IP アドレス・プロトコル・ポート番号（ホ

ストのアプリケーションプログラムの識別子）の組み合わせによる通信制御に加え、利用されているア

プリケーションを識別し、そのアプリケーションの通信を遮断する機能も持っている。このことにより、

鹿児島大学の規則で利用制限を行っている Winny などのアプリケーションの利用を検知し、自動的に

その通信を遮断することができる。

　ファイヤーウォールは、学内の比較的安全なプライベートネットワークのホストから、世界中のど

こからでも到達できるグローバルネットワークのホストの通信を可能にし、その逆を困難にする NAT 

(Network Address Translation) 機能も持っているが、旧システムのファイヤーウォールでは、対外接

続部の監視によりプライベートネットワークのウィルスに感染したホストが発見されたとき、NAT の

存在により、その特定が困難であった。新システムでも NAT を使用しているが、通信記録とその検索

機能を使うことにより、旧システムの場合より短時間でウィルスに感染したホストの特定を行うことが

可能になった。

　旧システムでは対外接続部、部局、その他のネットワーク単位ごとにファイヤーウォールを持ってい

た。これは負荷分散には役立つが、管理運営のための労力が大きくなる原因の一つとなっていた。新シ

ステムでは、ファイヤーウォールの機能の大半を一か所に集めることにより、管理運営を容易にしてい

る。

　ファイヤーウォールもコアスイッチと同様に２重化している。

○ 認証システム

　

　旧システムでは学術情報基盤センターのパソコン端末のログイン時の認証を行う認証システムは、計

算機システム側で持っていた。新システムでは、この認証システムを新システム側で持つようになった。

部局等の計算機システムでこの認証システムを利用可能にするため、現在準備を行っている。

おわりに

　キャンパスネットワークは大学の重要なインフラであるが、その更新時に、何度かネットワークを停

止した。機器の更新後もソフト的な調整時に障害が発生する場合があり、利用者の皆さまには大変ご迷

惑をおかけした。ネットワーク更新工事の日程・連絡調整等で部局等ネットワーク管理者の皆さまには

大変ご面倒をおかけした。ここに感謝する。
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小規模離島におけるブロードバンドの整備と利活用

— コミュニティ・ブロードバンドプロジェクト—

升屋　正人

鹿児島大学学術情報基盤センター

masatom@cc.kagoshima-u.ac.jp　http://bbzero.jp/

１　はじめに

　光ファイバ、xDSL、CATVなどにより実現さ

れる高速インターネット接続回線であるブロード

バンドは、2008(平成20）年９月末で全国の世帯

の98.6% (5,159万世帯）において利用可能となっ

た［1]。 数字だけ見れば全国どこでもブロードバ

ンドが利用できるように感じられる。しかし、主

として離島や山間部など都市部から離れた地理的

条件が不利な地域において、サービスを利用した

くても利用できない世帯が70万世帯以上も残っ

ている。この世帯数は鹿児島県の全世帯数にほぼ

等しく、決して少ないわけではない。

　技術的にはこれら条件不利地域においてもブ

ロードバンド整備は難しくない。住宅や事業所ま

で光ファイバを敷設さえすれば、あるいは、住宅

や事業所に衛星インターネット設備を設置さえす

れば、今すぐにでもブロードバンド環境を実現で

きる。唯一かつ最大の問題は費用(イニシャルコ

スト及びランニングコスト）をいかにして確保す

るかである。この問題を解決し、条件不利地域に

おけるブロードバンド整備を促進するため、様々

な取り組みがこれまで行われてきた。

　例えば、衛星インターネット回線や18GHz帯

無線アクセス装置、5GHz 帯無線アクセス装置の

実証実験を条件不利地域において実施したもの

がある。しかし、これらの実験は、費用の問題の

解決には結びついておらず、実現可能性の検証に

とどまっている場合が多い。条件不利地域へのブ

ロードバンド整備費用を具体的に検討した例とし

ては、東京都小笠原村を対象にしたもの［2] や、

鹿児島県十島村を対象としたもの［3] がある。全

国を対象として離島におけるブロードバンド整備

に必要な費用を机上検討した例としては総務省が

2007(平成19）年３月に発表した「離島におけるブ

ロードバンド化促進のための調査研究」［4] があ

る。総務省による報告［4] は、2006(平成18）年

３月末時点でブロードバンドサービスが未提供の

199の離島を対象としたものである。本土とこれ

らの島の間の回線として光ファイバ、FWA、衛

星インターネットの３つを、島内の回線として

FTTH、ADSL、無線LANの３つを想定してイニ

シャルコスト及びランニングコストを算出してい

る。その上で、ほとんどすべての離島について本

土と島間は衛星インターネットが、島内はADSL 

が最も低コストであるとの結論を出している。

　ところが、衛星インターネット回線には、高い

周波数帯になるほど影響が大きい降雨による減衰

や通信途絶、500ミリ秒以上の往復遅延による低

い応答速度、往復遅延により十分なTCP帯域が

確保できない、といった欠点がある。このうち、

帯域の確保についてはTCPウィンドウサイズの

拡大などの機能を持ったTCPアクセラレータの

導入によりある程度回避可能であることがわかっ

ている［5]。しかし、降雨による減衰や通信途絶

の問題は回避が難しい。さらに、往復遅延の問題

は回避不可能であり、実時間での応答性能が求め

られるテレビ会議やIP電話に衛星インターネッ

ト回線を用いるのは不可能に近い。また、ADSL 

による島内回線の整備は、固定電話サービスを提

研 究 紹 介
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供する通信事業者から設備を借り受けることが前

提である。通信事業者(NTT東西である場合が多

い）が設備を開放しない限り実現できない。費用

を見ても、１島あたり数億円〜数十億円のイニ

シャルコスト、全世帯が加入しても１世帯あた

りのランニングコストが５万円〜 30万円である。

このため条件不利地域におけるブロードバンド整

備に［4] の報告をそのまま適用するのはかなり難

しく、より現実的な方策が必要である。

　こうした状況を踏まえ、鹿児島大学学術情報基

盤センターを中心とする研究グループは、離島や

山間部など地理的条件が不利な地域にブロードバ

ンドを整備するための現実的な方法を提案すべ

く2003(平成15）年度より研究開発を進めてきた。

2006(平成18）年からはコミュニティ・ブロード

バンドプロジェクトとして行われているこの研究

開発プロジェクトは、ブロードバンドの低コスト

整備モデルの開発はもちろんのこと、普及・啓発

活動から整備後の利活用に至るまで、幅広く研究

開発を行っている。現在も鹿児島県内の複数の地

域で実証的に研究開発に取り組んでいるが、本稿

ではコミュニティ・ブロードバンドプロジェクト

が離島自治体である三島村と十島村をフィールド

として実施した研究について述べる。

２　三島村・十島村の地理的条件

　鹿児島県は離島面積 (2,485㎢）と離島人口

(182,602人・2005(平成17）年10月１日時点）が

全国の都道府県中１位である。また、有人離島数

(法律で指定されているものが28）が長崎、沖縄、

愛媛に次いで４位であり、離島の多い県である。

鹿児島県内の離島の中でも、三島村と十島村を構

成する10離島はすべて本土から遠く人口規模が

小さい“孤立小型離島”に分類されている。三島

村と十島村は地理的条件が極めて不利な地域であ

ると言える。

　三島村は薩摩半島の南およそ50km に点在する

竹島、硫黄島、黒島の三島からなり、2009(平成

21）年３月１日現在の世帯数は210世帯、人口は

404 名、世帯は３つの島の４つの集落に分散し

ており、世帯数最大の黒島大里地区でも63世帯、

121名、世帯数最小の竹島では42世帯、77名で

ある。本土と各集落を結ぶ交通手段は週３便の村

営船「みしま」のみであり、鹿児島港から最初の寄

港地竹島までおよそ３時間、最後の寄港地黒島片

泊地区までおよそ５時間半を要する。

　十島村は屋久島と奄美大島の間に位置する口之

島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、

宝島の７つの有人離島と複数の無人島からなり、

2009(平成21）年12月末の世帯数は368世帯、人

口は620名、世帯数最大の中之島で84世帯、142

名、最小の諏訪之瀬島は27世帯、44名である。

本土と各島を結ぶ公共の交通手段は週２便の村営

船「フェリーとしま」のみであり、鹿児島港から最

初の寄港地口之島までおよそ6 時間半、最後の寄

港地宝島まではおよそ13時間半を要する。

　いずれの村営船も夏場は台風、冬場は北西季節

風による荒天のため、しばしば欠航し、長期にわ

たり本土から物資が届かないこともある。

３　三島村・十島村の情報通信基盤の現状

　三島村と十島村を構成する離島では、有線式の

加入電話のサービス1が西日本電信電話(NTT西

日本）により提供されており、すべての世帯で利

用できる。ISDNサービスはNTT西日本により提

供されているものの提供数が限られており、ほと

んどの島で一般世帯での利用はできていない。

NTT西日本以外の事業者による固定電話のサー

ビスはない。携帯電話は、すべての有人離島でエ

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
　1国民生活に不可欠であるため遍く日本全国において提供が確保

されるべきものとされる基礎的電信役務、すなわち、ユニバーサル

サービスとして定められている。
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ヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ）のFOMA 

が利用可能である。NTTドコモ以外の事業者に

よる携帯電話サービスはない。

　インターネット接続環境としては、アナログ

電話回線を用いたダイアルアップ接続、ISDN回

線を用いたダイアルアップ接続、携帯電話(PDC, 

FOMA）を用いたデータ通信及びパケット通信の

ほか、日本全国で利用可能なJSATなどによる衛

星インターネット接続サービスが利用可能であ

る。ただし、地域IP網が整備されていないため、

インターネットへの常時接続サービスであるフ

レッツISDNは利用できない。また、FOMAハイ

スピードによる定額接続サービスは利用できる

が、2009(平成21）年４月の実測値で下り速度は

最大でも1Mbps以下と都市部に比べれば若干遅

い。三島村と十島村はその全域で住民がADSLや

FTTHなどのブロードバンドサービスを利用でき

ない、いわゆるブロードバンド・ゼロ地域である。

　なお、ユニバーサルサービスである加入電話

サービスを提供するための海底ケーブルが陸揚げ

されている十島村の中之島、悪石島、宝島の三島

と、マイクロ無線回線で加入電話サービスが提供

されている三島村の硫黄島、黒島では、法人向け

の専用回線サービス(ディジタルアクセス1500）

を必ずとは言えないが利用できる場合がある。こ

れを利用すれば1.5Mbpsの速度で島外との通信が

可能である。2009(平成21）年からは中之島、悪

石島、宝島において、より高速な専用回線サービ

スであるメガデータネッツの提供が開始された。

これら３島では最大10Mbpsの通信を本土との間

で行うことができる。ただし、これら専用回線サー

ビスを利用するには月額数十万円以上かかる。

４　ブロードバンドの普及・啓発活動

　鹿児島大学学術情報基盤センターが離島のブ

ロードバンド化に関わるきっかけは、2003(平成

15）年３月に行われた「鹿児島県の離島地域にお

ける情報化推進に関する調査検討会」［6] である。

報告書の中で委員会は「モデル地区(島）を設定し、

実験的試行において情報通信の有効性を検証しア

ピールする」ことを提言し、まず離島住民の啓発

を図ることが重要と位置づけた。

　この提言を受ける形で、2004(平成16）年９月

に三島村硫黄島で「離島ブロードバンド体験教室」

が開催された。このイベントは文部科学省の大学

等開放推進事業の採択を受けた鹿児島大学学術情

報基盤センターが主催し、総務省九州総合通信局、

三島村、三島村教育委員会の後援により行われた。

硫黄島の三島小中学校を会場に主として小中学生

を対象にブロードバンドを体験できる様々な機器

に触れてもらう取り組みであった。翌2005(平成

17）年５月には「ブロードバンド体験教室in トカ

ラ〜薩摩川内」が、総務省九州総合通信局が主催

し、鹿児島県、薩摩川内市、十島村、鹿児島大学、

NTT 西日本などの共催により開催された。この

イベントでは十島村中之島の中之島小中学校と薩

摩川内市の川内小学校を結んで遠隔授業を行った

ほか、中之島においてブロードバンドインター

ネットの体験教室を実施した。前年の硫黄島での

体験教室を参考にしており、鹿児島大学学術情報

基盤センターが企画・実施に指導的な役割を果た

したほか、実施に際して人員を派遣している。こ

れら２つの事業については、［7, 8] で詳しく述べ

ている。

　これらの２つのイベントで用いた回線はNTT 

西日本のディジタルアクセス1500である。この

サービスは古くから提供されており、ISPの基幹

回線としても以前は広く利用されていた。価格設

定が距離に依存していることもあり、現在一般的

に利用されている専用回線と比べると高額で、硫

黄島や中之島と鹿児島を結ぶと月額料金が50万

円以上となってしまう。当時すでに都市部では

FTTH による100Mbpsの接続サービスが行われ



47

鹿児島大学学術情報基盤センター「年報」　2009. No.5

ており、その月額料金は 5,000 円程度である。

100分の１の速度に100倍の料金であるので、そ

の格差は単純に言えば１万倍ということになる。

ブロードバンド級の回線の利用は可能であるが、

１万倍の負担が必要であるというのが2004(平成

16）年から2005(平成17）年にかけての三島村と

十島村の情報通信基盤の状況であった。ブロード

バンドと言える最低のレベルの1Mbps程度に速

度を我慢したとしてもまだ100倍の格差があった2。

　この100倍の格差を小さくするために考え出し

たのが「コミュニティ・ブロードバンド」である。

５　コミュニティ・ブロードバンド

　コミュニティ・ブロードバンド(図1）は、地域

内LANによりインターネット接続部を共用する

ブロードバンド情報通信基盤であり地域住民、す

なわちコミュニティが主体となって整備運用する

ものを指す造語である［9]。

　インターネット接続部としては、専用回線とブ

ロードバンドサービスを併用するか、国内全域で

利用できる衛星インターネットサービスを用い

る。前者を用いるのがコミュニティ・ブロードバ

ンドの独創的な点である。ブロードバンドサービ

スが提供されていない離島には高速回線が無いと

考えられることが多いが、ISDNが提供されてい

れば1.5Mbpsの専用回線サービスが利用できる場

合がある。NTT東日本・西日本が提供する専用

サービスであるディジタルアクセス1500の場合、

距離に応じて料金は変わるが最大で月額50万円

程度となる。都市部で契約したブロードバンド

サービスのLAN側にこの回線を利用することで、

条件不利地域からのブロードバンド接続を実現で

きる。この際、光ファイバや無線設備を新たに整

備するための数千万円から数億円の設備投資を行

う必要はない。専用線を用いるこの考え方は［7, 

8] で初めて示された。

　地域内LANには2.4GHz帯を用いる無線LAN

であるIEEE802.11b/gに準拠した無線LAN装置

を用いる。主要な建物に無線LANアクセスポイ

ントを設置し、それぞれのアクセスポイントを

WDS3により接続して無線LAN 接続可能エリア

を拡大する。島内の地理的条件により無線LAN

の利用が困難な場合は電話用メタルケーブルを敷

設してVDSLも併用する。各世帯には無線LAN

内蔵PC、無線LAN アダプタ(PC カード、USB)、

無線LANブリッジまたはVDSL モデムを置いて

地域内LANに接続することになる。また、地域

内LANを島間にも拡張し専用回線を利用できな

い離島から専用回線経由のブロードバンド接続を

実現する。

　コミュニティ・ブロードバンドにおいては、上

流回線の月額料金を地域内LAN に参加する世帯

で等しく負担することで、一世帯あたりのランニ

ングコストを低く抑えることができる。参加世帯

が多ければ多いほどランニングコストは安価と

なる。月額50万円の専用線を使用する場合でも、

100世帯が参加すれば１世帯あたりの負担は月額

5,000円となる。回線容量に対して参加世帯が多

すぎるようであれば上流回線を追加することによ

る帯域の拡大も可能である。事業者によるブロー

ドバンドサービスではないため、地域内LANを

構成する機器に障害が発生した場合には住民自ら

が修理を行わなければならない。そこで、高額な

専用装置ではなく家電量販店でも入手可能な民生

品を用いることにした。これにより、高度な技術

的専門知識を必要とせず、一般住民による故障機

器の交換にも対応できる情報通信基盤となる。

　このコミュニティ・ブロードバンドのアイデア
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
　2月額１万円以下で利用できるNTTドコモによるFOMA 定額デー

タ通信サービスが開始されたのは、事業から２年以上後の2008(平

成19）年10月である。

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
　3 Wireless Distribution System。無線 LAN アクセスポイント同

士が通信を行う仕組み。
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を2005(平成17）年に提案書としてまとめ、総務

省戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE）に申

請したところ、2006(平成18）年度から３年間の

プロジェクトとして採択された。総務省の費用に

よる研究開発は2009(平成20）年度で終了したが、

プロジェクト自体は現在も存続し、引き続き研究

開発を行っている。

　コミュニティ・ブロードバンドの研究は南さつ

ま市秋目地区、三島村の硫黄島と竹島、十島村の

平島、諏訪之瀬島、小宝島、宝島に機器を常設し

て現在も進行中である。特に平島では、複数の上

流回線の試験を実施したほか、無線LAN アクセ

スポイントを島内に遍く設置してほぼすべての世

帯からインターネット接続を可能としている［10, 

11, 12] 。コミュニティ・ブロードバンドプロジェ

クトを代表する実験フィールドである。

５．１　平島について

　平島(たいらじま）は周囲7.23km、面積2.08㎢、 

鹿児島県十島村を構成する７つの有人離島の一つ

であり、十島村のほぼ中央に位置している。研究

を実施した2007(平成19）年６月末の人口は73名、

世帯数は39世帯であった。鹿児島港との間に村

営船「フェリーとしま」が不定期就航しており、鹿

児島港と平島南之浜港の間はおよそ９時間(週２

ないし３便）かかる。平島においてはISDNは提

供されているものの提供数が限られており、常時

接続サービスであるフレッツISDNは提供されて

いない。携帯電話はNTTドコモのPDCとFOMA

が使用可能である。固定電話とISDNは悪石島か

ら諏訪之瀬島を経由したルーラル無線システムで

実現されており、アナログ回線による接続では

14.4kbpsを超える接続ができない。専用回線は

通信事業者の設備が対応していないため利用でき

ない。また、現在利用可能ないかなる無線システ

ムを用いても、接続可能な距離にブロードバンド

サービス提供地域が存在していない。このため、

従来の考え方では衛星インターネットのみがブ

ロードバンド化の手段となる地域であった。

図１：コミュニティ・ブロードバンドの概要図



49

鹿児島大学学術情報基盤センター「年報」　2009. No.5

５．２　衛星インターネットを用いた平島コミュ

　　　　ニティ・ブロードバンド

　平島においては衛星インターネット以外のブ

ロードバンド化の手段がないと考えられたため、

まずは衛星インターネットを利用したコミュニ

ティ・ブロードバンドの実現を目指した。これ

は、平島小中学校に衛星インターネット設備を設

置し(図2)、屋外用アンテナを接続した市販の無

線LANアクセスポイント(バッファロー WLA2-

G54C）をWDSにより接続して島内主要箇所に設

置することで容易に実現できるものと思われた。

ところが、距離が150mから200mの間の平島小

中学校、公民館、出張所の３カ所に無線LANア

クセスポイント設置したところ、無線LANアク

セスポイント間の通信にパケットロスが多く、使

用に耐えるものでは無かった。無線LANアクセ

スポイントを屋内に設置するため、屋外用アンテ

ナを結ぶ同軸ケーブルに30mのものを用いてお

り、無線出力のケーブルによる減衰が大きかっ

たことが原因である。このケーブルは、WLA2-

G54Cのオプションとして用意されている最短の

同軸ケーブルである5m のものに比べ長さが６倍

であり、無線出力が６分の１になってしまうのは

自明であった。

　そこで、同軸ケーブルによる減衰を小さくす

るため、無線LANアクセスポイント自体も屋外

に設置することにし、すべての箇所で免許不要の

条件である技術適合認定を受けている最短の同軸

ケーブルである5mのものを用いることにした。

無線LANアクセスポイントの屋外設置に当たっ

ては、PoE受電装置と共に１個100円で入手でき

る安価なプラスチックケースによる簡易ハウジン

グに機器を収納した。これにより屋内外の配線

をLANケーブルのみとし、さらに簡易ハウジン

グ単位の交換を可能として障害発生時の保守作業

の簡素化を図った(図3)。 すべての世帯からの無

線LAN接続を可能とするため、島内10箇所に装

置を設置しWDSを用いて接続した。これにより、

島内全域で衛星インターネットと無線LANによ

るブロードバンド接続を実現した。

　ところが、設置後１ヶ月程度を経過した時点で

ほぼすべての装置が停止する事態となった。機器

を確認したところ、簡易ハウジングと屋内外の

LANケーブルのジョイント部に雨水が浸入し配

線がショートしていた。簡易ハウジングそのもの

はプラスチックケースにプラスチックケースを収

容する二重構造を取ったこともあり雨水の浸入は

見られなかったが、ジョイント部については、防

水性の自己融着テープによる防水加工のわずかな

隙間から雨水が浸入したものと思われる。これに

対応するため、ジョイント部を簡易ハウジング内

部に収容し、以後雨水浸入による機器障害は発生

図２：平島小中学校屋上に設置した衛星インターネット
用パラボラアンテナ。JSAT SPACE IP を利用した。

図３：簡易ハウジングによる無線 LAN アクセスポイン
トの屋外設置。
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していない4。

　例外的な機器障害としては、台風接近時の大雨

により簡易ハウジング全体が比較的長時間水没し

たことによる機器の全損、強風による簡易ハウジ

ングの設置場所からの脱落による故障などがあっ

た。設置場所の移動、簡易ハウジングの固定によ

り対応を行い、以後は再発していない。草刈り機

によるケーブル切断事故も発生したが、これは住

民への周知を徹底することで対応を行い、再発し

ていない。最も懸念していたのは夏期の高温によ

る機器障害であったが、高温が原因と見られる障

害は発生しなかった。

　なお、10台の無線LANアクセスポイントを

WDS接続した当初のネットワーク構成において

は、pingによりRTT測定を行った際に距離の大

きな区間などでパケットロスが見られた。これ

はWDSで接続するアクセスポイントが10台と多

いことが考えられた。このため、まず７台と３台

の２つのグループへの分割を試みた。３台の方は

安定したが、７台のWDS 接続グループのパケッ

トロスは解消に至らなかった。そこで、平島出張

所にアクセスポイントを３台設置し、WDSによ

る接続を１グループあたり４台３区間の３つのグ

ループに分割した。その結果、見通しが悪い１区

間を除き、パケットロスは解消された。パケット

ロスが残る１区間を経由する通信もパケットロス

は1%以下であり、実用上ほとんど支障は無くなっ

た。2010(平成21）年には、パケットロスが発生

している区間をさらに２つに分割し、パケットロ

スを完全に解消した。

５．３　海上長距離無線LANを用いた諏訪之瀬島

　　　　のブロードバンド化

　平島での衛星インターネットと無線LANによ

るコミュニティ・ブロードバンドの整備と平行し

て、近接の離島である諏訪之瀬島において専用回

線を利用したブロードバンド化を実現した。諏訪

之瀬島の情報通信基盤は平島と同様の状況であっ

たため、衛星インターネット以外に上流接続の手

段は無いと考えられたが、およそ20km 離れた近

接の離島である悪石島で1.5Mbpsの専用回線が利

用可能であった。そこで、悪石島と諏訪之瀬島を

無線LAN装置を用いて接続し、悪石島と鹿児島

大学を専用回線で接続して、諏訪之瀬島から鹿児

島大学に設置したブロードバンドルータを経由し

てのインターネット接続を行うことにした。

　悪石島では専用線ルータを設置し、山上の無線

中継所鉄塔まで２区間の無線LAN接続を八木ア

ンテナを接続した4 台の市販の屋外用無線LAN 

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
　4簡易ハウジングは2009(平成20）年までに、屋外用収容箱である

未来工業製ウオルボックスWB-1AOJと取り替えた。これは100円

のプラスチックケース２個により作成した簡易ハウジングに比べれ

ばコストがかかるが、１個1,000円程度と比較的安価に入手が可能

である。

図４：諏訪之瀬島へき地集会室屋上に設置したパラボラ
アンテナ。
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ブリッジ(アイコムSB-510EA）により行った(表

1)。悪石島−諏訪之瀬島間はパラボラアンテナを

接続した市販の屋外用無線LANブリッジ(アイ

コムSB-5100PA）を用いて接続し、諏訪之瀬島で

はへき地集会室の屋上にアンテナを設置した(図

4)。設置時に測定した範囲ではパケットロスはな

く、悪石島−諏訪之瀬島間の帯域は8.35Mbpsと

上流回線であるディジタルアクセス1500の最大

帯域である1.5Mbpsに比べ十分であることを確認

した。

５．４　専用回線を用いた平島コミュニティ・ブ

　　　　ロードバンド

　悪石島−諏訪之瀬島間の無線LANによる接続

が実証されたことを受け、平島のコミュニティ・

ブロードバンドの上流回線として、衛星インター

ネットに代えて悪石島の専用回線を用いることに

した。諏訪之瀬島−平島間は悪石島−諏訪之瀬島

間と同じくおよそ20kmであるため、同種の機器

を用いて接続し、平島に整備済みの地域内LAN

と接続して平島から諏訪之瀬島を経由して悪石島

の専用回線を共用できるようにした(表1)。諏訪之

瀬島−平島間の接続に問題はなく、設置時の実測

で8.46Mbpsの帯域が確保できることを確認した。

　衛星インターネットと海上長距離無線LAN の

切り替えに際して、一時的に双方を利用できる状

態とし、デフォルトゲートウェイの切り替えによ

りクライアント機器から双方の回線を経由しての

インターネット接続が可能であることを確認し

た。これにより、平島、諏訪之瀬島、悪石島の３

島を結ぶことで、日常的には専用回線を利用し、

障害時などに衛星インターネット回線を用いる方

法が可能であることを示した。

６　長距離無線LAN の日本記録

　悪石島−諏訪之瀬島−平島で実現した無線

LANを中継回線に用いる試みを応用し、2008(平

成20）年２月９日、日本無線の協力を得て日本最

長記録となる山川−竹島間47.5kmの無線LAN伝

送に成功した。この時は数時間程度の接続であり、

長期にわたって無線LAN通信を行うことができ

るかどうかの評価は行っていない。この回線を中

継回線として実用的に利用できるかどうかを検証

するため、指宿市山川小学校と竹島出張所間を長

期間無線LANで結び、長期間の測定を実施した

［13, 16] 。以下その概要について述べる。

６．１　無線LAN機器の設置

　竹島と本土を結ぶ回線として、2008(平成20）

年10月16日に指宿市山川小学校と竹島出張所に

機器を設置した。設置にあたっての最大の困難は、

目視できない距離にある２つのパラボラアンテナ

設置地点

設置機器

アンテナ

設置地点

設置機器

アンテナ

距離 チャンネル

悪石島

第１中継所

SB-510EA

八木

悪石島

第２中継所

SB-510EA

八木

758m 12

悪石島

第２中継所

SB-510EA

八木

悪石島

第３中継所

SB-510EA

八木

431m 7

悪石島

第３中継所

SB-5100PA 

パラボラ

諏訪之瀬島

集会室

SB-5100PA

パラボラ

18.8km 12

諏訪之瀬島

集会室

SB-5100PA

パラボラ

平島

鉄塔

SB-5100PA

パラボラ

17.8km 2

平島

鉄塔

SB-510EA 

八木

平島

たいら荘

SB-510EA

八木

628m 7

表１：悪石島−諏訪之瀬島−平島を結ぶ無線 LAN 機器

の設置場所、機種、アンテナ種類、距離と無線 LAN チャ

ンネル。
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の方位あわせである。まず、電子コンパスを内蔵

したGPSを用いておおよその方位を定めた。次に、

アマチュア無線局の免許を受けた第一電波工業

TV2400-TX および2.4GHzトランスバータ(マキ

電機UTV-2400BIIP）を接続した430MHz帯ハン

ディ機(スタンダードVX-3 とアイコムIC-P7）を

パラボラアンテナに接続して電波を発射し、受信

側パラボラアンテナに接続したスペクトラムアナラ

イザで受信電界強度が最大となる方向を定めた5。

偏波面については垂直と水平の両方を評価し、よ

り電界強度が強くなった水平偏波で設置した。パ

ラボラアンテナの方位を定めた後、無線LAN機

器を接続した。

　使用した無線LAN機器は日本無線JRL-710AL2

である。アンテナは超長距離通信に対応するため、

パラボラアンテナNZA-666を用い、無線LAN機

器とパラボラアンテナの接続は3.5m(2dB）の同軸

ケーブルを用いた。２台のJRL-710AL2の接続に

あたっては、１台を無線LAN アクセスポイント、

１台を無線LAN クライアントとして動作させる

必要があるため、山川に設置の機器を無線LAN

アクセスポイント(図5)、竹島に設置の機器を無

線LANクライアントとした(図6)。

　無線LAN機器の設定はリンク速度以外は標準

のままで用いた。リンク速度は可変範囲を設定で

きるが、可変幅を大きくすると頻繁にリンク速度

の切替が発生し通信効率が低下する。このため、

試行錯誤により最適な可変幅を定めた。可変範

囲を6, 12, 18 Mbps、6, 12, 18, 24 Mbps、6, 12, 

18, 24, 36Mbpsの３通りに変え、山川小学校に設

置した測定用サーバーと竹島出張所に設置した測

定用サーバーでiperfを用いて10秒間の測定を10

回行った結果を表２に示す。TCP window size

はいずれも16.0KB である。

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
　 5 鹿児島大学学術情報基盤センターアマチュア無線クラブ

（JG6YDB）および個人局（JE6DTZ）の、２局の免許を受けたアマ

チュア無線局により実施した。

表２：リンク速度可変範囲と通信帯域。

　設定　　　　　　　　　　山川→竹島　  竹島→山川

　6, 12, 18Mbps　　　　　 　4.70Mbps　 　4.64Mbps

　6, 12, 18, 24Mbps 　　　　4.85Mbps 　　5.73Mbps

　6, 12, 18, 24, 36Mbps　　 5.16Mbps 　　5.94Mbps

図５：山川小学校屋上に設置したパラボラアンテナ。

図６：竹島出張所屋上に設置したパラボラアンテナと島
内ネットワーク用無指向性アンテナ。無線 LAN 装置は
支柱に取り付けたボックスに収納した。
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　最大のRate Set を大きくすれば帯域も大きく

なる傾向が見られるが、18 → 24 の変更による

帯域増に比べて24 → 36 の帯域増は小さい。ま

た、装置の Status 画面で観測すると、最大を

36Mbps に設定した場合には送受信とも36Mbps 

で 安 定 す る こ と は 少 な く、24Mbps ま た は

18Mbps への比較的頻繁な切り替えが見られた。

一方、最大を24Mbps に設定した場合は送受信

とも24Mbps で安定し、時折18Mbps への切り替

えが見られた。これらのことより最大を24Mbps 

として設定した。なお、36Mbps を超えて設定し

ても36Mbps 以上のRate に切り替わることはな

かった。

６．２　インターネット接続部

　インターネット接続は山川小学校においてフ

レッツ・ADSLモアスペシャルタイプ２を契約す

ることで実現した。山川小学校が有する回線を利

用するのではなく、独自のものを用意した。回線

は山川小学校保健室内に引き込み、ルータータイ

プのADSLモデムとスイッチングハブ、電源タッ

プを収納ボックスに収納した。

　山川小学校付近では光ファイバを使用したイン

ターネット接続サービスが提供されておらず、フ

レッツADSLが最も高速なインターネット接続の

手段となる。NTT西日本の線路情報開示システ

ムによれば線路距離は4940m 、伝送損失は58 

dBである。設置したADSLモデム-SVIIIの表示

によれば、ADSL回線状態は上り864kbps、下り

3935kbpsであり、自動設定にしたADSL接続モー

ドはG.dmt Annex C(上り4dB下り6dB）である6。

ISP は シ ナ プ ス を 利 用 し た。ADSL モ デ ム は

DHCPサーバー機能を有効化して50個のアドレ

スを自動割り当てする設定を行った。なお、より

高速なインターネット接続が必要な場合は、山川

小学校でも利用可能なメガデータネッツを利用し

て光ファイバによるインターネット接続サービス

提供地域と結ぶ方法もあるが、今回は利用してい

ない。

６．３　回線品質の測定

　測定用サーバーとしてDELL PowerEdge T105 

を２台用い、１台を山川小学校に、１台を竹島出

張所に設置した。山川小学校に設置の機器には、

ダイナミックDNSサービスNo-IP［14] のクライ

アントを動作する設定を行い、SSHによるイン

ターネットからのDNS名によるアクセスを可能

とした。竹島出張所に設置の機器は、SSHによ

るアクセスを可能としたほか、smokeping［15] 

を導入し、各装置のRTT等の測定を行った。竹

島出張所に設置したサーバーからのsmokeping 

による測定項目は以下の通りである。

●山川小学校に設置したサーバーの往復遅延時間

●山川小学校に設置した海上長距離通信用無線LAN
アクセスポイントの往復遅延時間

●山川小学校に設置したADSLモデムの往復遅延時
間

●山川小学校に設置したサーバー上のファイルの
HTTP転送時間

●インターネット上のサーバー上のファイルの
HTTP転送時間

●山川小学校に設置したサーバーのechoping による
HTTP レスポンス

●山川小学校に設置したサーバー上のファイルの
FTP転送時間

●Yahoo!(http://www.yahoo.co.jp/）の往復遅延時間

●Yahoo!(http://www.yahoo.co.jp/）のechopingによ
るHTTPレスポンス

●Google(http://www.google.co.jp/）の往復遅延時間

●Google(http://www.google.co.jp/）のechopingによ
るHTTPレスポンス

●竹島出張所に設置したサーバー (自サーバー）の往
復遅延時間

●竹島出張所に設置した海上長距離通信用無線LAN
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
　6これらの値は日によって増減しており一定しているわけではない。
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　山川小学校に設置したサーバーとの間の往復遅

延時間により回線の安定性を評価した。通信が安

定していた2009(平成21）年3月10日の平均RTT

は2.2ミリ秒、回線稼働率は100% と回線は極め

て安定していた。同じ日の山川に設置したサー

バーのHTTPレスポンスをechopingにより測定

した結果をみると、RTT測定に比べ絶対値、変

動とも大きくなる傾向にあるが、通信自体は安

定していた。絶対値と変動が大きいのは、HTTP 

サーバーソフトウェアの挙動の影響と考えられ

る。

　通信に乱れが見られる日もあった。例えば

2009 (平成21）年３月12日は午後から深夜にか

けパケットロスが増大し、その後回線断となった。

この時は風雨が強く悪天候であったため、パラボ

ラアンテナが風の影響を受けるなどして通信状況

が悪化したものと思われる。2.4GHz帯は降雨に

よる減衰が無いことが知られており、降雨の影響

ではないことは明らかであるが、風によりパラボ

ラアンテナの方位がずれることにより送受信の電

界強度が低下して通信断に至る可能性が考えられ

る。風の影響はアンテナをより強固に固定するこ

とにより回避できるはずである。

　山川小学校に設置したサーバー上のファイルの

HTTP 転送時間とFTP 転送時間により海上区間

の通信帯域を評価した。転送に用いたファイルは

1,048,710バイト(1.0 MB）のTIFFファイルであ

る。回線が安定していた2009(平成21）年３月11

日のHTTP転送時間の平均は1.4秒であり、平均

の帯域は5.71Mbpsとなる。同じ日のFTP転送時

間からも平均帯域5.71Mbps が得られた。HTTP 

やFTPの帯域は他の通信が存在する場合低下す

ることになるが、この日は他の通信がほとんど

無かったものと思われる。回線が安定していな

い場合はファイル転送にも影響がある。例えば

2009(平成21）年３月12日の場合、RTTの増大に

伴いファイル転送に要する時間も増大する傾向が

観測された。

６．４　潮位の変動の影響

　海上区間の通信において最も懸念されたのが、

海面反射による間接波によるマルチパスフェージ

ングである。そこで電界強度の変動を測定し分析

した。詳細は［16] に詳しい。要約すると、潮位

の変動により受信電界強度も変動する傾向が見ら

れるものの、通信途絶に至るまでの電界強度の低

下は観測されないということである。このことか

ら、実用上潮位変化は無視できると言える。ただ

し、潮位以外の要因と考えられる回線断が確認さ

れているため、その原因の詳細な調査および回避

方法の検討を現在進めているところである。

６．５　竹島内ネットワークの整備

　竹島の地域内ネットワークは、平島など他のコ

ミュニティ・ブロードバンド研究実施地域と同様

の方法で整備を行った。

　無線LANによるインターネット接続サービス

を周辺世帯に提供するため、公共施設である竹島

出張所、竹島小中学校、竹島あいあい会館(診療

所）を結ぶネットワークを構築した。これら３つ

の拠点を結ぶと同時に無線LANアクセスポイン

　アクセスポイントの往復遅延時間

●竹島出張所に設置した無線LANアクセスポイント
の往復遅延時間

●竹島小中学校に設置した無線LANアクセスポイン
トの往復遅延時間

●竹島あいあい会館に設置した無線LANアクセスポ
イントの往復遅延時間

●竹島小中学校フェンスに設置した無線LAN アクセ
スポイントの往復遅延時間

●竹島内の民宿に設置した無線LANコンバーターの
往復遅延時間

●竹島内の民宿内に設置した無線LANアクセスポイ
ントの往復遅延時間
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トとしての機能を実現するため、無線LANアク

セスポイント同士を接続する機能であるWDSを

利用した。WDSを利用することで、無線LANア

クセスポイント同士の接続と周辺世帯からの無

線LANアクセスを同時に実現できる。また、無

線LANチャンネルを共有することになるため、

同時に３つのチャンネルしか使用できない無線

LANのチャンネルを有効に活用できることにも

なる。

　無線LANアクセスポイントとして使用したの

は平島で用いたのと同じ WLA2-G54C である。

WLA2-G54Cは屋外アンテナの接続に対応してお

り、屋外用アンテナとの接続には５mの専用同軸

ケーブルWLE-CC5を用い、同軸ケーブルと無線

LANアクセスポイントの接続に必要な変換コネ

クタ(WLE-LNC相当品）は屋外用アンテナに付属

のものを用いた。

　いずれの拠点も５mのケーブルでは屋内への引

き込みができないため、未来工業製ウオルボッ

クスWB-1AOJに収納し屋外に設置した。ウオル

ボックスはステンレスバンドもしくは結束バンド

で電柱・鉄柱に取り付けた。また、竹島小中学

校と竹島あいあい会館についてはPoE受電アダ

プタWLE-POER33も収納し、屋内に給電アダプ

タWLE2-POE-Sを設置して電源に接続し、LAN 

ケーブルをスイッチングハブに接続している。竹

島出張所屋上には海上長距離無線LAN装置用に

屋外まで電源が延長されているため、それを利用

している。

７　皆既日食のインターネット中継

　コミュニティ・ブロードバンドプロジェクトは

低コストブロードバンド整備モデルの構築ばかり

でなく、整備したブロードバンド情報通信基盤の

利活用にも取り組んでいる。具体的な例として

2009(平成21）年７月22日、日本国内の陸上では

46年ぶりに観測された皆既日食のインターネッ

ト中継について次に述べる。

　皆既日食を国内で陸上観測できたのは鹿児島県

の薩南諸島の一部と東京都の小笠原諸島の一部で

ある。中でも鹿児島県十島村を構成するトカラ

(吐噶喇）列島の７つの有人離島(口之島、中之島、

平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島）は、

皆既日食を長時間にわたり観測できるため条件が

よいとされた。しかし、これらの有人離島はいず

れも本土から遠く離れており、交通手段及び宿泊

施設が十分でない。このため７島全体で1,000名

程度に観測者を制限する必要があった。

　一方、トカラ列島では通信事業者によるブロー

ドバンド接続サービスは提供されていない。しか

し、コミュニティ・ブロードバンドの回線と十島

村の地域イントラネット網を補完的に用いること

で、トカラ列島の７島すべてでブロードバンド級

の通信回線の利用が可能であった。

　そこで、鹿児島大学学術情報基盤センターと十

島村は連携し、トカラ列島での皆既日食を「トカ

ラ皆既日食７島中継プロジェクト」として全世界

にインターネット中継することにした。これによ

り各島を訪問できなかった観測者を始め、多くの

インターネット利用者に皆既日食映像を提供でき

る。また、各島にも映像を中継して当日天候不良

であった場合に別の島の皆既日食の様子を視聴す

ることを可能にした。さらに、トカラ列島を広く

周知するため皆既日食に先んじて各島の紹介など

の情報発信を行い、条件不利地域におけるブロー

ドバンド情報通信基盤の利活用モデルを提示する

ことにした［17]。

７．１　利用したブロードバンド級の回線

　コミュニティ・ブロードバンドプロジェクトは、

皆既日食観測可能地域内では平島、諏訪之瀬島、

小宝島、宝島において実証的な研究を行っており、

表３に示す通り、島によって異なる中継回線とア
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クセス回線の組み合わせを用いている。これらの

うち、平島と諏訪之瀬島では中継回線として複数

の無線LAN 装置を用いて悪石島に接続しており、

悪石島において専用線を中継回線に用いている。

表３：トカラ列島においてコミュニティ・ブロードバン
ド研究に用いている通信回線。

島名 中継回線 主なアクセス回線

平島 無線 LAN 無線 LAN

諏訪之瀬島 無線 LAN VDSL

小宝島 衛星 無線 LAN

宝島 専用線 無線 LAN

　 一 方、 十 島 村 で は、2008( 平 成 20）年 度 と

2009(平成21）年度に国の地域イントラネット整

備事業の採択を受け地域イントラネット網の整備

が進んでいる。これは、各島の役場出張所、小中

学校、公民館、診療所などの公共施設を鹿児島市

内にある十島村役場と専用線で結ぶものである。

中之島、悪石島、宝島では、NTT西日本による

専用サービスであるメガデータネッツが提供され

ており、鹿児島市内に位置する十島村役場との間

の中継回線に用いられている。これら以外の口之

島、平島、諏訪之瀬島、小宝島は18GHz帯無線

アクセス装置と5GHz帯無線アクセス装置を併用

して、口之島は中之島、平島と諏訪之瀬島は悪石

島、小宝島は宝島と接続し、これら３島を経由し

て役場に接続することになっている。島内の公共

施設間のアクセス回線は自設の光ファイバで接続

し、各施設にレイヤ２スイッチが設置されてい

る。2009(平成21）年７月時点では中之島、悪石島、

小宝島、宝島への整備が完了しており、これら４

島の公共施設ではブロードバンド級の通信回線を

利用できた。口之島、平島、諏訪之瀬島は未整備

であったが、平島と諏訪之瀬島はコミュニティ・

ブロードバンドの研究用回線で悪石島と結ばれて

いる。十島村地域イントラネット網と相互に接続

することで、平島と諏訪之瀬島でもブロードバン

ド級の回線を利用できた。

　また、残る１島、口之島では総務省戦略的情報

通信研究開発推進制度(SCOPE）の採択を受けて

実施していた「鹿児島県の離島における衛星利用

防災情報通知システムの実用性評価」に関する研

究７のため、鹿児島大学学術情報基盤センターが

JSATの衛星インターネット回線を設置してい

た。これらを用いることで、トカラ列島の７島す

べてにおいて皆既日食時にブロードバンド級の回

線を利用できることになった(表4）。

表４：皆既日食時のトカラ列島のブロードバンド級回線。

　島名 回線の種類

　口之島 衛星インターネット

　中之島 十島村イントラネット

　平島 コミュニティ・ブロードバンド

　諏訪之瀬島 コミュニティ・ブロードバンド

　悪石島 十島村イントラネット

　小宝島 十島村イントラネット

　宝島 十島村イントラネット

７．２　トカラ皆既日食７島中継プロジェクトの

　　　　ホームページ

　トカラ皆既日食７島中継プロジェクトは、皆既

日食当日にトカラ列島の７島すべてから太陽の映

像を中継することを主旨としつつ、トカラ列島か

らの情報発信を行うものとし、Webサイトを皆

既日食一ヶ月前の2009(平成21）年６月22日に開

設した(http://eclipse.cc.kagoshima-u.ac. jp/)。用

いたサーバーは DELL PowerEdge T100、 CPU 

はPentium Dual-Core E2180 2.0GHz 、メモリは

１GB で、オペレーティングシステムにはopen-

SUSE 11.1(32bit)［18] を使用した。Webサイト

はWordPress［19] を用いたブログ形式のものと

し、コメントを許可することでWebサイト訪問

者とのコミュニケーションを図った。ブログの記

事として、皆既日食に関する情報提供や、トカラ

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
　7コミュニティ・ブロードバンドプロジェクトとは別の研究開発

プロジェクトであり、研究分担者として参画した。
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表５：配信したトカラ豆知識。* は動画付き。

日付 記事タイトル

7.01 「トカラ」の漢字表記

7.02 トカラ旅行に持って行った方がいいもの

7.06 フェリーとしまの見所 *

7.07 空き缶、空きビン、ペットボトル

7.08 船酔いを防ぐ方法

7.10 トカラクワガタ

7.12 あいさつ

7.14 トカラを知るには

7.15 国境の島

7.16 トカラハブとウミヘビ

7.17 刻を忘れさせる島

7.19 トカラの動物たち

7.20 フェリーとしま、皆既日食前最後の鹿児島出港 *

列島に関する情報提供をほぼ毎日掲載した。トカ

ラ列島に関する情報は「トカラ豆知識」として、7 

月１日から20日までの間に13記事を配信した(表

5)。掲載した記事の総数は45件であり、これら

の記事に対して101件のコメントが投稿された。

　2009(平成21）年６月22日から７月23日まで

のWebサイトのユニークアクセス数の合計は

228,577件であった。皆既日食当日に向けて増加

傾向で推移していたが、前日に16,424件、当日

は178,579件のアクセスとなった。前日のアク

セス数からその２倍程度の３万件程度を予想し

たが、それを大きく上回るアクセス数となった。

WebサイトのURLについては、鹿児島大学が発

表したニュースリリース、新聞やテレビなどの報

道により周知はされていたが、当日のアクセスは

その多くが著名なサイトに皆既日食を中継するサ

イトとしてリンクが掲載されたことによるもので

あった。

７．３　各島の紹介動画および静止画の配信

　皆既日食に先立ち、トカラ列島に関する動画を

配信した。動画は各島の小中学校の生徒が出演や

ナレーション、教員が撮影や編集を行って作成し、

表６：各島紹介動画の再生回数。

　島名 回数

　口之島 745

　中之島 472

　平島 417

　諏訪之瀬島 644

　悪石島 1,322

　小宝島 648

　宝島 598

　合計 4,846

一部の編集作業と形式変換を鹿児島大学学術

情報基盤センターで行った。変換した動画は

YouTube［20] にアップロードし、YouTube上

の各動画へのリンクをWebサイトに掲載した。

　各島の動画の2009(平成21）年11月20日まで

の再生回数は表６の通りである。テレビ報道で注

目を集めた悪石島の動画の再生回数が突出してお

り、報道の影響が大きかったことがわかる。口之

島の再生回数が多いのは、一覧の先頭に掲載され

ているためと思われる。

　各島の紹介以外にも、Webサイトの記事に連

動した動画をYouTube にアップロードし、Web 

サイト内にリンクを設けており、2009(平成21）

年11月20日までの間に、フェリーとしまの口之

島港入港動画は1,579回、皆既日食前最後の鹿児

島港出港動画は3,009回再生された。

　また、各島の小中学校にはネットワークカメ

ラ(パナソニックKX-HCM180）を設置した。これ

らのカメラでは、学校からの風景を10分おきに

160×120ピクセルの静止画として撮影し、Web 

サーバーにFTPで伝送して、Webサイトの１ペー

ジとして配信した(図7)。この静止画の伝送は皆

既日食までの回線状況の確認も兼ねたものであ

る。映像が更新されていない場合は何らかの障害

が発生していることになる。実際にこのページを

頻繁に閲覧することにより複数回の障害を検知し

て対応した。
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７．４　映像伝送システム

　本プロジェクトで映像伝送に用いたのは富士通

IP-700IIjである。この機器はMPEG-2とMPEG-4

のエンコード及びデコード機能を有しており、２台

１組で使用することで映像の伝送ができる。双方

向伝送も可能であるが、本プロジェクトでは各島

から鹿児島大学に向けた片方向伝送のみを行った。

　各島にエンコーダーとして動作するよう設定し

たIP-700IIjを設置し、デコーダーとして動作す

るよう設定したIP-700IIjを鹿児島大学に設置し

た(図8)。 合計で14台のIP-700IIjを稼働させたが、

予備機も４台準備して障害に備えた。当日までの

間に、鹿児島大学に設置した１台を不調により予

備機と交換している。

　IP-700IIjでデコードした各島からの映像は、

コンポジット信号として９画面マルチプレクサ

(ELMO VC90F）に入力し画面合成を行った。９

画面のうち、７画面に各島からの映像を、左下の

１画面にＰＣで作成した画面レイアウトの説明を

ダウンコンバーターを介して入力し、右下の１画

面に時計を表示させた。右下の１画面は皆既日食

当日には鹿児島大学で撮影した部分日食映像の配

信にも利用した(図9)。

　各島におけるビデオカメラ及び映像伝送機器の

設置と操作は各島の小中学校教員が担当した。ビ

デオカメラと三脚は学校が保有しているものを利

用することにし、太陽観測フィルタ(アストロソー

ラーセーフティーフィルム）と赤道儀(アイベル

CD-1）を映像伝送装置(IP-700IIj）や接続ケーブル

とともに、各学校に持参して操作方法の説明を

行った。操作において最も難しいのは赤道儀を正

しく北に向けることであるが、夜の間に北極星の

方向にあわせたり、正中時の影の方向にあわせる

など、各学校においてそれぞれ工夫して設置して

いただいた。

　皆既日食前日の2009 年７月21日の９：30か

ら12：30まで行った映像中継のリハーサルでは、

ビデオカメラの調整を経て、７島すべてから太陽

の映像を長時間にわたって安定して中継すること

図７：各島の現在の様子のページ。10 分おきに更新した。

図８：鹿児島大学に集約した IP-700IIj（デコーダー）。

図９：日食映像の中継画面。
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に成功した。当日は天候も穏やかで晴れており、

中継時間中の各島と鹿児島大学を結ぶ回線も安定

していた。

　インターネット向け配信はWindows Media形

式で行った。マルチプレクサ(ELMO VC90F）か

らの出力信号を Windows Media エンコーダー

装置(ViewCast Niagara Go Stream SURF）に入

力して、Windows Media形式へのエンコードを

行い、これを Windows Media 配信サーバーに

送信した。Windows Mediaエンコーダー装置は

直接Windows Media配信サーバーに接続した。

Windows Media配信サーバーとして用いたサー

バーは富士通PRIMERGY TX150、CPU はQuad-

Core Xeon X3320 2.5GHz、メモリは8GBで、オ

ペレーティングシステムには Windows Server 

2008 (64bit）を使用した。また、Windows Media 

エンコーダー装置からの映像を配信するため、

Windows Media Services 2008 を導入、設定し

た。ストリーミング配信のURLはmms://mango.

cc.kagoshima-u.ac.jp/ eclipseとしたが、これは

直接公開せずWebサイトにASXファイルを置き

その中で指定した。

７．５　皆既日食当日のアクセス状況

　皆既日食当日は天候不良によりトカラ列島の７

島すべてで皆既日食の太陽を撮影することはでき

ず、実際の中継は各島の観測場所の様子の映像が

主となった。

　当日は９：30から映像配信を予定していた。

しかし、９：00頃からWebサイトへのアクセス

が集中し、Webサーバーの負荷が上昇してつな

がりにくい状況となった。これはアクセスごとに

PHPにより動的にページを生成するWordPress 

の仕様によるところが大きい。事前に生成した

ページを静的に提供するプラグインを導入するこ

とである程度の回避が可能であると思われたが、

すべてのページを事前に生成できるわけではない

ため必ずしも効果があるとは限らない。そこで、

Webサーバーの負荷を軽減するため、Webサイ

トを単一のHTMLファイルのみとして、ストリー

ミングを視聴するためのASXファイルへのリン

クのみを掲載する措置を執った。これによりWeb 

サーバーの負荷は下がった。しかし、９：30に

ストリーミングが開始されると鹿児島大学全体が

帯域不足に陥り、Webサーバーにつながりにく

い状況は継続した。そこで鹿児島大学へのアクセ

ス数を減ずるため、別に用意したWebサーバー

と学外のホスティングサービスによるWebサイ

トにもASXファイルを設置し、短縮URLサービ

スbit.ly［21] を利用してURLを案内した。ASX

ファイルはいずれも同じストリーミングポイント

を示すものとした。ASXファイルへのアクセス

数合計は86,555件であった。

　ストリーミング配信は2009 年７月22日の９：

30より開始した。当初は解像度640x480、ビッ

トレートCBR 512Kbpsの設定で配信を行ったが、

配信開始後まもなく鹿児島大学の上流回線が飽和

し、プロジェクトとは無関係な鹿児島大学ホーム

ページほか鹿児島大学全体がアクセスできない状

況に陥った。このとき、ストリーミングサーバー

の負荷は高くなく、ストリーミングサーバーの

ネットワーク帯域にも余裕があった。アクセスし

づらい原因は上流回線の帯域不足と思われる。で

きるだけ多くに映像を提供するため、一時的に解

像度160x120、ビットレートCBR 128Kbpsに設

定を変更したが、解像度が低すぎて各島からの映

像を十分に視認できないと思われたため、解像度

320x240、ビットレートCBR 256Kbpsとした。

以後、配信終了までこの設定を維持した。

　ストリーミングサーバーのログを解析したとこ

ろ、2009年７月22日の08：38 から12：45まで

の間に40,283件のアクセスがあり、うちユニー

クIP は13,734件であった。少なくとも13,734 

ライアントには映像を配信できたものと思われ
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る。また、大企業のゲートウェイ装置と思われる

プロキシ経由のアクセスも見られた。実際に映像

を視聴したのはより多かったものと思う。

　当日のトカラ列島は天候が不良で皆既日食時の

太陽の映像は中継できなかった。しかし、鹿児島

市内の部分日食の映像を中継できたほか、日食の

終了間際には、口之島、中之島、平島において雲

の切れ間から見える欠けた太陽の撮影に成功し、

鹿児島市と合わせて日食時の太陽映像の４元中継

を実現できた(図9)。また、前日までのWebサイ

トにおける情報提供とコミュニケーションは、当

初の予定通り順調に行うことができ、条件不利地

域からの情報発信の手法を示すことができた。

８　おわりに

　インターネットに高速にアクセスするための通

信回線であるブロードバンドは、三島村や十島村

など地理的条件が不利な地域の地理的格差を最小

化する手段として有効であると言われてきた。都

市部においてもブロードバンドは、生活水準の向

上、経済発展、行政の効率化・情報化のために不

可欠なものとされている。ブロードバンドが整備

されることにより、物流を伴わないコンテンツ産

業の振興や地域外に対するユニークな観光情報の

提供、特産物のオンライン販売などが離島でも

可能になる。また、映画・音楽・ニュース・気象

情報などのコンテンツ配信やeラーニングによる

多種多様な教育機会の提供などが外部から行われ

て、文化・教育の分野での格差の解消を果たすこ

とができる。特に役場が鹿児島市内に置かれ、行

政と住民が遠く離れている三島村や十島村では各

種の行政サービスを行うためにもブロードバンド

は必須と言える。ところが、2010(平成22）年３

月現在でも、三島村と十島村ではブロードバンド

接続サービスを利用できない。鹿児島県内の自治

体でブロードバンドが整備されていないのは三島

村と十島村のみである。

　一般的に、ブロードバンドが整備されない最大

の原因は費用にある。世帯が少なく採算が取れな

い小規模な離島や山間部では民間の通信事業者に

よるブロードバンド接続サービスの提供は期待で

きない。財政的に厳しい状況にある離島自治体に

よる整備も極めて困難である。国や県による補助

の枠組みは存在しているが、補助金を必ず獲得で

きるわけではなく、全額が補助されるわけでもな

い。補助を受けることができたとしても初期費用

に限られ、ランニングコストの負担は重い。

　このコストの問題を解消する有効な方策となる

ことを目指し、コミュニティ・ブロードバンドプ

ロジェクトは現在も研究開発を進めている。三島

村と十島村における実証的研究開発により、コ

ミュニティ・ブロードバンドの実現可能性が明確

に示され、普及・啓発活動および利活用モデルの

提示により導入の道筋もつけられた。地理的条

件が特に不利な三島村と十島村においてその有効

性を実証できていることから、国内外すべてのブ

ロードバンド・ゼロ地域においてコミュニティ・

ブロードバンドは適用可能であると考えている。
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［10］升屋正人、離島におけるブロードバンド
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［19］ http://wordpress.org/

［20］ http://www.youtube.com/

［21］ http://bit.ly/

付録A　三島村・十島村の今後のブロード

　　　　バンド化計画

　2009(平成21）年からは中之島、悪石島、宝島

において、より高速な専用回線サービスであるメ

ガデータネッツの提供が開始され、最大10Mbps

の通信を鹿児島市との間で行うことも可能になっ

た。このメガデータネッツサービスを利用する

ことで、鹿児島市内に位置している十島村役場

と、十島村内の７島の学校や診療所などの公共施

設が最大10Mbpsの速度で2009(平成21）年から

2010(平成22）年にかけて国の補助を受けてネッ

トワーク化された。島内の光ファイバ網について

は住民向けブロードバンド接続サービスでの利用

も意識して整備されており、2010(平成22）年12

月に住民向けブロードバンド接続サービスも開始

される見通しである。

　三島村では2010(平成22）年度より国の補助を

受けて海底ケーブルを自設する計画が進行してお

り、これによるブロードバンド接続サービスの検

討も進んでいる。遅くとも2011(平成23）年まで

には一般世帯でもブロードバンド接続サービスを

利用できるようになる予定である。



63

鹿児島大学学術情報基盤センター「年報」　2009. No.5

数字でわかる学術情報基盤センター

広報・IT 相談室

小田謙太郎

　鹿児島大学 学術情報基盤センターが管理する計算機、ネットワーク設備に関する障害やトラフィッ

ク情報をまとめてみました。

ユーザ

　学術情報基盤センターが管理するアカウント数：13,000 以上

ハード台数

　教育研究用計算システムのハードウエア台数

　　教育研究端末：927 台

　　貸出用端末：50 台

障害対応件数

　　新教育研究用端末及びその関連サーバ、ネットワークについて障害発生の状況を挙げます。新シス

　テムは2009年3月から稼働し、導入当初ソフトの設定ミス等による障害が起きていましたがいまで

　は稀です。現在は、主にプリンタやクライアント端末のハードウエア障害が障害の主な要因であり、

　安定した運用が行えています。

　 障害名 障害数 障害の内容

サーバ系

サーバハード

障害
2 HDD 不良、電源ユニット不良等

サーバソフト障

害
7 認証サーバ設定ミス等

クライア

ント端末

系

　

端末ハード障害 34 HDD 不良、マウス破損等

端末ソフト障害 15 IP アドレス設定ミス等

その他

プリンタ障害 37 定着器破損、重度の紙詰まり、両面ユニット破損等

プロジェクタ

障害
1 プロジェクタランプ不良

ネットワーク

ハードウエア

障害

4 ポート、ケーブル、スイッチ不良等

（2009年4月から2010年3月10日現在）

活 動 報 告
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ネットワーク監視

　　学術情報基盤センターでは、対外ネットワーク接続について 24 時間の監視体制をとっています。

　重大なインシデントが発生した場合には、当該ネットワーク接続の遮断とともに、担当者への即時の

　電話対応及びセキュリティ対策のフォローアップを行っています。

 セキュリティインシデント数 (2008 年 3 月〜 2009 年 5 月 )

・インシデントのレベル

Emergency: 明らかに攻撃に成功したとき。踏み台やホームページ改ざんされてしまった場合など。

Critical: 攻撃成功の可能性が著しく高いとき。ネットワーク監視により、攻撃の失敗を確認できない場合など。

Warning: 実害を狙った攻撃を検知したが、ネットワーク監視により攻撃の失敗を確認した場合など。

Informational: 検査活動などの実害が発生しない行為を検知した場合など。
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トラフィック量

　　学術情報基盤センターは、対外ネットワーク接続に国立情報学研究所の提供する SINET3 と専　

　用回線にて 1Gbps の接続を行っています。ここでは、2008 年 1 月から 2009 年 12 月までのトラ　

　フィック量を公開いたします。縦軸は、bits/sec、横軸は時期を表しています。in( 明るい緑色 ) 及び

　in AVERAGE( 濃い緑色 ) は、鹿児島大学から SINET への流入トラフィックのピーク及び平均を表し、

　out( 青色 ) 及び out AVERAGE( 紫色 ) は、SINET から鹿児島大学への流入トラフィックピーク及び

　平均を表しています。

対外接続トラフィック　(2008 年 1 月〜 2008 年 12 月 )
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対外接続トラフィック　（2009 年 1 月〜 2009 年 12 月 )

　全体の傾向として学外から大学へのトラフィック ( 青色 ) が多く、スパイク状の流入が見られま

す。これは主に分散 DoS(Denial of Service) 攻撃によるものと推測されます。特に 2009 年 9 月には

400Mbps もの大規模な攻撃が観測されました。2009 年 7 月の学外へのトラフィック ( 明るい緑色 )

は、学術情報基盤センターが行った日食の生中継によるものです。経験的にピークのトラフィックが

300Mbps を超えると対外接続が遅いというクレームが学内から起こることがわかっています。
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IT 相談状況

（2009 年1月1日〜2009 年12月31日）

　IT 相談室では、本学の学生・教職員からの IT に関する様々な質問や相談に応じています。

　2009 年は計 379 件の相談が寄せられました（表 1）。特に多かった質問については学術情報基盤セン

ター Web サイトから FAQ 集を参照できるようにしています。

表 1．2009 年 IT 相談件数

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計

件数 37 42 38 46 26 23 21 33 19 43 19 32 379

　相談内容と相談者の内訳はそれぞれ図１、図２のとおりです。

　教員や大学院生からはメール、学部学生からはソフトウェア、職員からはウイルス対策、留学生から

はネットワークに関する相談の割合が多かったことがわかります（表 2）。

表２．多く寄せられた相談内容上位 3 件（学生、教職員別）

教員 学部学生 職員 大学院生 留学生

1 位
（件数）

メール
49

ソフトウェア
22

ウイルス対策
17

メール
8

ネットワーク
6

2 位
（件数）

ソフトウェア
42

ハードウェア
15

ハードウェア
16

ウイルス対策
6

ソフトウェア
4

3 位
（件数）

ウイルス対策
25

ウイルス対策
14

ソフトウェア
14

ネットワーク
5

ウイルス対策
2

　相談経路としては、センターへの来訪が 213 件、電話 130 件、メール 21 件、その他 15 件でした。
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窓口来訪者状況

（2009 年1月1日〜2009 年12月31日）

　2009 年、センター１F の窓口には合計 7717 人の利用者が以下の用件で来訪しました。

　　図１．用件別にみた 2009 年各月の窓口来訪者数
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講習会企画・開催状況

（2008 年1月1日〜2009 年12月31日）

講習会名 IT 資格取得講座

開催日時

2008 年 2 月 22 日（金）12:50 〜 16:00

2008 年 2 月 25 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 2 月 26 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 2 月 27 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 2 月 28 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 2 月 29 日（金）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 3 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 4 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 5 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 6 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 7 日（金）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 10 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 11 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 12 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 13 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 14 日（金）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 17 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 18 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 19 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 21 日（金）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 24 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 25 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 26 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 27 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 3 月 28 日（金）12:50 〜 16:00

開催場所 学術情報基盤センター 1F　第 2 端末室

受講対象 学生・教職員

受講者数
（内訳）

計 56 名
　（学部学生：27 名
　教職員：24 名
　大学院生：5 名）

講習内容

Word，Excel，PowerPoint，Access の特徴や操作方法を学習し、実務に活用で
きるスキル・資格を身につける。
１．Microsoft Office Word 2003 基礎
２．Microsoft Office Word 2003 応用
３．Microsoft Office Word 2003 Office Specialist 試験対策
４．Microsoft Office Excel 2003 基礎
５．Microsoft Office Excel 2003 応用
６．Microsoft Office Excel 2003 Office Specialist 試験対策
７．Microsoft Office PowerPoint 2003 基礎
８．Microsoft Office PowerPoint 2003 Office Specialist 試験対策
９．初級システムアドミニストレータ 試験対策



70

鹿児島大学学術情報基盤センター「年報」　2009. No.5

講習会名 IT 資格取得講座

開催日時

2008 年 8 月 4 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 5 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 6 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 7 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 8 日（金）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 18 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 19 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 20 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 21 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 25 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 26 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 27 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 28 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 8 月 29 日（金）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 8 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 9 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 10 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 11 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 16 日（火）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 17 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 18 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 19 日（金）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 22 日（月）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 24 日（水）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 25 日（木）12:50 〜 16:00

2008 年 9 月 26 日（金）12:50 〜 16:00

開催場所 学術情報基盤センター 1F　第 2 端末室

受講対象 学生・教職員

受講者数
（内訳）

計 57 名
　（学部学生：28 名
　教職員：20 名
　大学院生：9 名）

講習内容

Word，Excel，PowerPoint，Access の特徴や操作方法を学習し、実務に活用で
きるスキル・資格を身につける。
１　．Microsoft Office Word 2003 基礎
２　．Microsoft Office Word 2003 Office Specialist 試験対策
３　．Microsoft Office Excel 2003 基礎
４　．Microsoft Office Excel 2003 Office Specialist 試験対策
５　．Microsoft Office PowerPoint 2003 基礎
６　．Microsoft Office PowerPoint 2003 Office Specialist 試験対策
７　．Microsoft Office Access 2003 基礎
８　．Microsoft Office Access 2003 Office Specialist 試験対策
９　．Microsoft Office Word 2003 応用
10．Microsoft Office Word 2003 Office Specialist Expert 試験対策
11．Microsoft Office Excel 2003 応用
12．Microsoft Office Excel 2003 Office Specialist Expert 試験対策
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講習会名 Web サイト構築セミナー

開催日時

2008 年 5 月 28 日（水）13:30 〜 15:30
2008 年 6 月 11 日（水）13:30 〜 15:30
2008 年 7 月 2 日（水）13:30 〜 15:30
2008 年 8 月 20 日（水）13:30 〜 15:30
2008 年 9 月 10 日（水）13:30 〜 15:30
2008 年 10 月 1 日（水）13:30 〜 15:30
2008 年 11 月 12 日（水）13:30 〜 15:30

開催場所 学術情報基盤センター 4F　A 会議室

受講対象 教職員（主に技術系職員：Web サイトの構築と運用を行いたい方）

定員 10 名

受講者数

（内訳）

計 15 名
　（技術職員：9 名
　教員：3 名
　事務職員：2 名
　学部学生：1 名）

講習内容

OS（Linux），Web サーバソフト（Apache），サーバサイド・スクリプト言語（PHP），
RDBMS（MySQL）のインストールから運用までを実操作を通して学習する。
１．Linux ＆ Apache ＆ PHP のインストールと UNIX コマンド
２．Linux のネットワーク設定
３．Linux の運用ツール
４．HTML による Web サイト構築と運用
５．PHP による Web サイト構築と運用
６．MySQL ＆ PHP による Web サイト構築と運用 I
７．MySQL ＆ PHP による Web サイト構築と運用 II
８．Wiki による Web サイト構築と運用

講師
学術情報基盤センター　佐野英樹、下園幸一、山之上卓、森邦彦
理工学研究科情報システム工学専攻　渕田孝康
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講習会名 MOE 基礎トレーニング講習会

開催日時 2009 年 3 月 27 日（金）9:30 〜 16:30

開催場所 学術情報基盤センター 2F　第 4 端末室

受講対象 学生・教職員（MOE を使い始めたい方）

定員 10 名

受講者数

（内訳）

計 9 名
　（大学院生：3 名
　教員：2 名
　研究生：1 名
　学部学生：1 名
　事務職員：1 名
　技能補佐員：1 名）

講習内容

統合計算化学システム MOE の基本操作と分子シミュレーションの基礎知識を、

実操作を通して学習する。

１．概要説明

２．基本操作

　　（分子表示、分子構築、データベース機能、分子エネルギー計算、低分子の

　　配座解析）

３．タンパク質関連機能

　　（突然変異モデルの構築、1 次構造から高次構造の予測、タンパク質の表面解

　　析、ポケット部位の探索、ドッキング）

４．Q ＆ A

講師 株式会社菱化システム　小林誠一氏
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講習会名 IT 資格取得講座

開催日時

2009 年 8 月 4 日（火）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 5 日（水）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 6 日（木）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 7 日（金）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 10 日（月）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 11 日（火）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 12 日（水）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 17 日（月）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 18 日（火）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 19 日（水）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 20 日（木）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 21 日（金）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 24 日（月）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 25 日（火）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 26 日（水）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 27 日（木）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 28 日（金）12:50 〜 16:00
2009 年 8 月 31 日（月）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 1 日（火）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 2 日（水）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 3 日（木）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 4 日（金）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 7 日（月）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 8 日（火）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 9 日（水）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 10 日（木）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 11 日（金）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 14 日（月）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 15 日（火）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 16 日（水）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 17 日（木）12:50 〜 16:00
2009 年 9 月 18 日（金）12:50 〜 16:00

開催場所
学術情報基盤センター 1F　第 1 端末室
学術情報基盤センター 2F　第 3 端末室

受講対象 学生・教職員

受講者数
（内訳）

計 60 名
（教職員：30 名
学部学生：20 名
大学院生：7 名
その他学生（科目等履修生等）：3 名）

講習内容

Word，Excel，PowerPoint，Access の特徴や操作方法を学習し、実務に活用で
きるスキル・資格を身につける。今回は Web 構築セミナーと連動して、HTML 
& CSS の講座も実施する。
１　．Microsoft Office 2007 新機能
２　．Microsoft Office Word 2007 基礎
３　．Microsoft Office Word 2007 応用
４　．Microsoft Office Word 2007 Certified Application Specialist 試験対策
５　．Microsoft Office Excel 2007 基礎
６　．Microsoft Office Excel 2007 応用
７　．Microsoft Office Excel 2007 Certified Application Specialist 試験対策
８　．Microsoft Office PowerPoint 2007
９　．Microsoft Office PowerPoint 2007 Certified Application Specialist 試験対策
10．Microsoft Office Access 2007 基礎
11．Microsoft Office Access 2007 応用
12．HTML & CSS
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講習会名 Web サイト構築セミナー

開催日時

2009 年 9 月 7 日（月）13:00 〜 16:00
2009 年 9 月 8 日（火）13:00 〜 16:00
2009 年 9 月 9 日（水）13:00 〜 16:00
2009 年 9 月 10 日（木）13:00 〜 16:00
2009 年 9 月 11 日（金）13:00 〜 16:00

開催場所 学術情報基盤センター 4F　A 会議室

受講対象 教職員（Web サイトの構築と運用を行いたい方）

定員 10 名

受講者数
（内訳）

計 15 名
　（教員：5 名
　事務職員：3 名
　技術職員：3 名
　事務補佐員：1 名
　技能補佐員：1 名
　その他職員：2 名）

講習内容

OS（Linux），Web サーバソフト（Apache），サーバサイド・スクリプト言語（PHP）
のインストールから運用までを実操作を通して 1 週間で学習します。
１．Linux，Apache，PHP のインストールと運用
２．HTML，Wiki による Web サイト構築と運用
３．PHP による Web サイト構築と運用

講師
学術情報基盤センター　佐野英樹、下園幸一、山之上卓、森邦彦
理工学研究科情報システム工学専攻　渕田孝康
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講習会企画・開催状況

（2008 年1月1日〜2009 年12月31日）

講習会名 生涯メールサービス講習会

開催日時 2009 年 5 月 28 日（木）10:40 〜 11:40、13:10 〜 14:10、14:40 〜 15:40、16:20 〜 17:20

開催場所 学術情報基盤センター 1F　第 2 端末室

受講対象 学生・教職員

定員 各 90 名

受講者数 計 45 名

講習内容

2008 年 3 月より「生涯メールサービス」として提供しているマイクロソフト社

の Windows Live@Edu について、メールその他多くの機能の解説を行う。

1．メール機能

　　Windows Live Hotmail(WEB UI)、他メーラーでの利用方法

2．Windows Live SkyDrive（ネットワークフォルダ）

3．Office Live Workspace(Beta)（Office　ドキュメントの共有）

4．Windows Live Calender（オンラインカレンダー）

5．Windows Live Modile

　  携帯電話へのアラート送信、i アプリ等携帯アプリからのメールの閲覧

6．Q ＆ A

講師 マイクロソフト株式会社　四倉清志氏
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ソフトウェア利用申請状況

（2009 年 3月1日〜2010 年 2月28日）

　計算機システム運用管理室ではソフトウェアのサイトライセンス、フローティングライセンス等を取

得し、学生・教職員向けに教育研究用ソフトウェア、教職員向けにオフィスソフトウェアのサービスを

行っています。サービスの利用申請は所定の申請書で受け付けています。

　2009 年 3 月のシステム更新により、対象となるソフトウェアに変更がありました。変更から 1 年間

の各ソフトウェアの利用申請状況は表１、表２のとおりです。

表１．教育研究用ソフトウェア利用申請件数（2009 年 3 月 1 日〜 2010 年 2 月 28 日）

学部学生 大学院生 教員 事務職員 技術職員 その他職員 計

PASW (SPSS) 33 18 71 1 1 5 129

Mathematica 21 13 36 0 4 2 76

MATLAB 15 20 21 0 1 0 57

GENETYX 15 7 32 0 0 1 55

MOE 6 8 12 0 0 3 29

Pro/ENGINEER 10 4 7 0 5 0 26

ChemBio Office Ultra 1 4 16 0 1 0 22

Visual Fortran Compiler 3 4 10 0 0 0 17

ArcGIS 1 5 6 0 0 0 12

Scigress MO Compact 0 0 6 0 0 1 7

Gaussian & GaussView 0 1 5 0 0 0 6

計 105 84 222 1 12 12 436

表２．オフィスソフトウェア利用申請件数（2009 年 3 月 1 日〜 2010 年 2 月 28 日

教員 事務職員 技術職員 その他職員 計

一太郎 36 61 2 3 102

JUST PDF 29 35 1 1 66

ATOK 22 0 2 3 27

JUST Suite 13 3 6 5 27

花子 7 6 0 0 13

Agree 6 2 0 0 8

Shuriken 1 1 2 3 7

三四郎 1 6 0 0 7

計 115 114 13 15 257
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2009 年度　端末室利用状況

学術情報基盤センター端末室

　授業利用
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　集中講義等
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共通教育棟端末室

　授業利用
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　集中講義等
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医学部サテライト端末室

　授業利用
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　集中講義等
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歯学部サテライト端末室

　授業利用

　集中講義等
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教育学部サテライト端末室

　授業利用

　集中講義等

　なし
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農学部サテライト端末室

　授業利用

　集中講義等
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水産学部サテライト端末室

　授業利用

　集中講義等

　なし
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行　事　表

　学術情報基盤センターが主催、もしくは学術情報基盤センター教職員が出席・参加した主要な行事を

紹介します。

４月（平成20年）

７日　システム導入説明会

16日　仕様策定委員会

17日　富士通定例会

22日　教務委員会

23日　第１回センター会議

23日　NTT 定例会

24日　第１回情報セキュリティ講習会

５月

11日　ブロードバンド体験教室（南さつま市）

12日　評価専門委員会

14日　富士通定例会

21日　第２回センター会議

22日　第２回情報セキュリティ講習会

28日　NTT 定例会

28日　Web構築セミナー

６月

11日　富士通定例会

11日　Web構築セミナー

18日　仕様書（案）説明会

19日　第３回情報セキュリティ講習会

20日　第５回国立大学法人情報系センター協議会

　　　総会及び分科会（お茶の水女子大学）

24日　平成20年度JGNⅡ九州推進協議会総会（北

　　　九州市）

25日　第３回センター会議

25日　NTT 定例会

７月

２日　Web構築セミナー

９日　富士通定例会

10日　第17回九州大学情報基盤研究開発センター

　　　全国共同利用運営委員会及び第３回西日本

　　　地区大学情報関連センター長会議(九州大

　　　学)

11日　IT資格取得講座説明会

14日　平成20年度第１回学術情報ネットワーク

　　　ノード担当者会議（学術総合センター）

17日　第４回情報セキュリティ講習会

17日　仕様策定委員会

29日　教務委員会

30日　第４回センター会議

８月

４日　IT資格取得講座講習会（９月26日まで）

20日　富士通定例会

20日　NTT 定例会

20日　Web構築セミナー

20日　入札説明会

28日　第20回情報処理センター等担当者技術研究

　　　会（弘前大学）

９月

２日　十島村パソコン教室（口之島）

４日　職員研修

10日　Web構築セミナー

10日　富士通定例会

11日　第３回情報系センター研究交流・連絡会議

　　　及び第12回学術情報処理研究集会（高知大

　　　学）

24日　第５回センター会議

24日　NTT 定例会
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30日　教務委員会

１０月

１日　Web構築セミナー

３日　技術審査

８日　富士通定例会

11日　十島村パソコン教室（悪石島）

15日　第５回情報セキュリティ講習会

20日　電子計算機システム改札

22日　第６回センター会議

22日　NTT 定例会

31日　ブロードバンド体験教室（竹島）

１１月

４日　教務委員会

６日　平成20年度地域公共ネットワークセミナー

　　　in屋久島

７日　第３回国立大学法人情報系センター長会議

　　　（大分大学）

12日　Web構築セミナー

12日　富士通定例会

19日　第６回情報セキュリティ講習会

26日　第７回センター会議

26日　NTT 定例会

１２月

２日　教務委員会

２日　平成20年度SINET３利用説明会

３日　九州大学情報基盤研究開発センター情報 

　　　ネットワーク協議会（九州大学）

５日　パソコン教室：アクセス（医学部）

17日　第８回センター会議

17日　富士通定例会

17日　第７回情報セキュリティ講習会

18日　教務委員会

19日　パソコン教室：アクセス（医学部）

24日　NTT 定例会

25日　第18回九州大学情報基盤研究開発センター

　　　全国共同利用運営委員会（九州大学）

１月（平成21年）

９日　仕様書（案）説明会

14日　富士通定例会

19日　ネットワーク委員会

21日　第９回センター会議

21日　NTT 定例会

27日　教務委員会

29日　第８回情報セキュリティ講習会

２月

12日　富士通定例会

18日　入札説明会

25日　第10回センター会議

25日　NTT 定例会

26日　教務委員会

３月

１日　新電子計算機システム運用開始

２日　情報企画推進委員会

11日　富士通定例会

15日　インターネット検定

17日　平成20年度九州大学情報統括本部支線LAN

　　　講習会

24日　教務委員会

25日　第11回センター会議

27日　MOE説明会
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４月（平成21年）

７日　高度情報通信システム入札説明会

８日　富士通定例会

13日　教員選考委員会

14日　教務委員会

22日　第１回センター会議

22日　NTT 定例会

23日　高度情報通信システム開札

23日　第１回情報セキュリティ講習会

５月

13日　富士通定例会

21日　第２回情報セキュリティ講習会

27日　第２回センター会議

27日　NTT 定例会

28日　生涯メールサービス講習会

６月

３日　IT資格取得講座説明会

９日　岸良中学校見学

10日　NTT 定例会

11日　富士通定例会

13日　平成21年度第１回学術情報ネットワーク

　　　ノード担当者会議（学術総合センター）

17日　第３回センター会議

18日　第３回情報セキュリティ講習会

24日　NTT 定例会

25日　第６回国立大学法人情報系センター協議会

　　　総会及び分科会（東京農工大学）

25日　情報ネットワーク委員会

７月

３日　NTT 定例会

８日　富士通定例会

14日　学術情報基盤センター運営委員会

15日　NTT 定例会

16日　第４回情報セキュリティ講習会

22日　トカラ皆既日食７島中継

22日　第４回センター会議

27日　第19回九州大学情報基盤研究開発センター

　　　全国共同利用運営委員会及び第５回西日本

　　　地区大学情報関連センター長会議(九州大

　　　学)

29日　NTT 定例会

８月

４日　IT資格取得講座講習会（〜９月18日）

11日　NTT 定例会

12日　富士通定例会

９月

３日　第21回情報処理センター等担当者技術研究

　　　会（熊本大学）

７日　Web構築セミナー（〜 11日）

９日　富士通定例会

10日　第５回情報セキュリティ講習会

16日　第５回センター会議

17日　第４回情報系センター研究交流・連絡会議

　　　及び第13回学術情報処理研究集会（秋田大

　　　学）

１０月

７日　富士通定例会

21日　第６回センター会議

23日　第４回国立大学法人情報系センター長会議

　　　（福島大学）

27日　教務委員会

１１月

２日　臨時センター会議

11日　富士通定例会

25日　第７回センター会議

25日　NTT 定例会

25日　教員情報システム専門委員会
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１２月

１日　教員選考委員会

３日　第18回国公立大学センター情報システム研

　　　究会総会（大阪市）

８日　教務委員会

９日　富士通定例会

16日　第８回センター会議

21日　教員選考委員会

23日　NTT 定例会

24日　第20回九州大学情報基盤研究開発センター

　　　全国共同利用運営委員会及び第６回西日本

　　　地区大学情報関連センター長会議(九州大

　　　学)

１月（平成22年）

５日　教員選考委員会

13日　富士通定例会

26日　NTT 定例会

26日　教務委員会

21日　第９回センター会議

２月

５日　第６回情報セキュリティ講習会

10日　富士通定例会

23日　NTT 定例会

24日　第10回センター会議

３月

10日　富士通定例会

23日　NTT 定例会

24日　第11回センター会議
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研究業績一覧

2007年 4月〜2010 年 3月分

学術情報処理研究部門

論文著書

論文

・ M. Otanaka, H. Sano, A numerical study on stabilization of distributed parameter overhead 

crane models, International Journal of Factory Automation, Robotics and Soft Computing (ISSN 

1828-6984), Issue 3, pp.158-163, 2007年7月

・ 佐野英樹, プラグフロー反応方程式の可到達性・可観測性について, システム制御情報学会論文誌, 

Vol.20, No.12, pp.457-464, 2007年12月

・ J. Koushima, H. Sano, H. Takata, Variable structure control for a class of nonlinear systems: 

an approach based on piecewise linear models, International Journal of Factory Automation, 

Robotics and Soft Computing (ISSN 1828-6984), Issue 2, pp.132-137, 2008年4月

・ Hideki Sano, Boundary stabilization of hyperbolic systems related to overhead cranes, IMA 

Journal of Mathematical Control and Information, Vol.25, pp.353-366, 2008年9月

・ Hideki Sano, On reachability of a parallel-flow three-fluid heat exchange process with boundary 

inputs, JP Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.2, No.3, pp.327-338, 2008年10月

・ Hideki Sano, Boundary stabilization of a string with two rigid loads: calculation of optimal 

feedback gain based on a finite difference approximation, International Journal of Mathematical 

Models and Methods in Applied Sciences, Vol.2, No.4, pp.513-522, 2008年12月

・ Tamotsu Furuya, Kunihiko Mori, Inverse Halftoning Technique Using Genetic Algorithms, 

Journal of Signal Processing, Vol.13, No.2, pp.145-150, 2009年3月

・ 古屋保，森邦彦, 遺伝的アルゴリズムによる疑似中間調二値画像からの画像復元, 計測自動制御学

会論文集, Vol.45, No.7, pp.361-368, 2009年7月

国際会議プロシーディング

・ Hideki Sano, On observability of a parallel-flow three-fluid heat exchange process, Proceedings 

of the SICE Annual Conference 2007, Takamatsu, Japan, pp.858-862, 2007年9月

・ K. Shiba, T. Furuya, K. Mori, Accurate Detection of an Arbitrary n-polygonal Figure using 

Genetic Algorithm, 2008 International Workshop on Nonlinear Circuit and Signal Processing, 

pp.12-15, 2008年3月

・ Tamotsu Furuya, Kunihiko Mori, An Inverse Halftoning Technique Using The Genetic 

Algorithms, Proceedings of the 2008 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits and 

Signal Processing, pp.12-15, 2008年3月

・ Hideki Sano, Stabilization of a string with two rigid loads: application of optimal feedback 

gain based on a finite difference approximation, Proceedings of the 13th WSEAS International 
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Conference on Applied Mathematics, Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, 

pp.175-182, 2008年12月

報告・報告書

・ 石川康二, 森邦彦, QR コードを用いたWeb ベースシステムによる出席管理, 研究報告-インター

ネットと運用技術（IOT）, Vol.2009, pp.97-100, 2009年3月

・ 山之上卓, 森邦彦, 高田等, 八野知博, 畠山雅登, 中島秀貴 , 下馬場秀徳, 河村清紀 , 配電線の誘導電

流とZigBeeを利用した配電システム監視システムの提案 , 情報処理学会研究会報告-インターネッ

トと運用技術(IOT), Vol.2010-IOT-8, No.3, pp.1-6, 2010年3月

学会発表

・ 佐野英樹, 並流型熱交換方程式の可観測性について, 第51回システム制御情報学会, 2007年5月, (京

都)

・ Hideki Sano, On observability of a parallel-flow three-fluid heat exchange process, The SICE 

Annual Conference 2007, 2007年9月, (香川)

・ 玉利拓郎, 森邦彦, 遺伝的アルゴリズムと反復処理による劣化画像の回復, 平成19年電気関係学会

九州支部連合大会, 2007年9月, (沖縄)

・ 古屋保，森邦彦, 遺伝的アルゴリズムによる逆ハーフトーン技法, 平成19年度電気関係学会九州支

部連合大会, 2007年9月, (沖縄)

・ 玉利拓郎, 森邦彦, GA と反復処理による劣化画像の回復, 第26回計測自動制御学会九州支部講演

会, 2007年12月, (鹿児島)

・ J. Koushima, H. Sano, H. Takata, Variable structure control of nonlinear systems based on 

piecewise linear models, 第26回計測自動制御学会九州支部学術講演会, 2007年12月, (鹿児島)

・ 影下賢太, 森邦彦, ガウスフィルタを用いたラプラシアンピラミッドによる高解像化, 第26回計測

自動制御学会九州支部講演会, 2007年12月, (鹿児島)

・ 古屋保，森邦彦, 遺伝的アルゴリズムによる二値化画像からの画像回復, 第26回計測自動制御学会

九州支部学術講演会, 2007年12月, (鹿児島)

・ Kojiro Shiba, Tamotsu Furuya, Kunihiko Mori, Accurate Detection of an Arbitrary n-polygonal 

Figure using Genetic Algorithm, 2008 RISP International Workshop on Nonlinear Circuitｓ and 

Signal Processing, 2008年3月, (オーストラリア)

・ T. Furuya, K. Mori, An Inverse Halftoning Technique Using The Genetic Algorithms, 2008 

RISP International Workshop on Nonlinear Circuits and Signal Processing, 2008年3月, (オースト

ラリア)

・ Tamotsu Furuya, Kunihiko Mori, An Inverse Halftoning Using Genetic Algorithm, 2008 RISP 

International Workshop on Nonlinear Circuits and Signal Processing, 2008年3月, (オーストラリ

ア)

・ 玉利拓郎, 森邦彦, GAと反復処理による劣化画像の回復における交叉手法の検討, 第27回計測自動

制御学会九州支部講演会, 2008年11月, (沖縄)

・ 石川康二, 森邦彦, Webベースシステムによる出席管理システム, 第27回計測自動制御学会九州支
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部講演会, 2008年11月, (沖縄)

・ 石川康二, 森邦彦, QR コードを用いたWeb ベースシステムによる出席管理, 2009IOT研究会, 2009

年3月, (熊本)

・ 金田侑士, 森邦彦, 中川原豪, かごしまITフェスタのための就職支援システム, 平成２１年度第62回

電気関係学会九州支部連合大会, 2009年9月, (福岡)

・ 石川康二, 森邦彦, サーバサイドによる画像処理Web システム, 平成２１年度第62回電気関係学会

九州支部連合大会, 2009年9月, (福岡)

・ 金田侑士, 森邦彦, 中川原豪, かごしまITフェスタのための就職支援システム, 2009九州PCカン

ファレンスin九州工業大学, 2009年11月, (福岡)

情報システム開発部門

論文著書

著書

・ 長島俊介, 福澄孝博, 木下紀正, 升屋正人, 日本一長い村 トカラ 〜輝ける海道の島々〜, 梓書院, 

2009年7月

論文

・ 久保田真一郎，下園幸一，宝崎洋一郎，升屋正人, DSを用いた無線LAN通信におけるTCP帯域と

ネットワークトポロジの関係, 学術情報処理研究, No.No.11, pp.74-84, 2007年9月

国際会議プロシーディング

・ Junta Doi, Kentaro Shimizu, Masato Masuya, Wataru Sato, High-Density Reconstruction 

and CAD Technologies for Heritage and Archeological Artifacts, <i>2007 IEEE International 

Symposium on Industrial Electronics Proceedings</i>, pp.1921-1926, 2007年7月

・ Koichi Shimozono, Akira Suganuma, Supporting System for Improvement of a Teaching 

Material based on Important Words Extracted from Teaching Material Slides, In Proceedings 

of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008, 

pp.4620-4625, 2008年7月

報告・報告書

・ 久保田真一郎, 宝崎洋一郎, 升屋正人, 小規模離島における島内LAN構築とWDSトポロジカルモデ

ルによる評価, 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.107, No.19, pp.37-41, 2007年4月

・ 升屋正人, 条件不利地域におけるコミュニティ・ブロードバンドの整備, 電子情報通信学会技術研

究報告, Vol.107, No.19, pp.55-60, 2007年4月

・ 久保田真一郎, 下園幸一, 升屋正人, 薩摩硫黄島における無線ブロードバンド環境の整備とその通

信安定度評価, 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.107, No.463, pp.61-65, 2008年1月

・ 升屋正人, 離島におけるブロードバンドの整備, 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.107, No.463, 

pp.67-72, 2008年1月
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学会発表

・ 久保田真一郎, 宝崎洋一郎, 升屋正人, 小規模離島における島内LAN構築とWDSトポロジカルモデ

ルによる評価, 電子情報通信学会コミュニケーションクオリティ研究会, 2007年4月, (鹿児島)

・ 升屋正人, 条件不利地域におけるコミュニティ・ブロードバンドの整備, 電子情報通信学会コミュ

ニケーションクオリティ研究会, 2007年4月, (鹿児島)

・ Junta Doi, Kentaro Shimizu, Masato Masuya, Wataru Sato, High-Density Reconstruction 

and CAD Technologies for Heritage and Archeological Artifacts, 2007 IEEE International 

Symposium on Industrial Electronics, 2007年7月, (スペイン)

・ 升屋正人, トカラ列島及び周辺部の情報通信基盤の現状とコミュニティ・ブロードバンドの整備, 

第15回天網の会ワークショップ, 2007年7月, (東京)

・ 下園幸一，菅沼明, 教材スライドから自動抽出した重要語に基づく教材改良支援, 情報処理学会, 

2008年1月, (鳥取)

・ 久保田真一郎, 下園幸一, 升屋正人, 薩摩硫黄島における無線ブロードバンド環境の整備とその通

信安定度評価, 電子情報通信学会通信方式研究会, 2008年1月, (鹿児島)

・ 升屋正人, 離島におけるブロードバンドの整備, 電子情報通信学会通信方式研究会, 2008年1月, (鹿

児島)

・ Koichi Shimozono, Akira Suganuma, Supporting System for Improvement of a Teaching 

Material based on Important Words Extracted from Teaching Material Slides, World Conference 

on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008, 2008年6月, (オースト

リア共和国)

・ 下園幸一, 外部サービスを利用した学生向け生涯メールサービスの提供について, サイエンティ

フィック・システム研究会, 2008年10月, (京都)

・ 升屋正人, 相羽俊生, 下園幸一, トカラ皆既日食７島中継プロジェクト, 国公立大学センター情報シ

ステム研究会2009年度総会, 2009年12月, (大阪)

表彰受賞

・ 升屋　正人, 「情報通信月間」表彰, 総務省九州総合通信局, 2009年6月1日

情報メディア基盤部門

論文著書

論文

・ 青木謙二, 鍵山茂徳, 大学における教科「情報」の基礎学力確認テストの実施と結果の分析, 情報

処理学会論文誌, Vol.48, No.8, pp.2759-2766, 2007年8月

・ 青木謙二, 小野智司, 中山茂, 網膜シミュレータによるMach Band錯視の検討, システム制御情報学

会論文誌, Vol.21, No.1, pp.28-30, 2008年1月

・ 青木謙二，鍵山茂徳, LMS”WebStudy”の開発と評価, 大学情報システム環境研究, Vol.11, 
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pp.76-84, 2008年3月

・ 山之上 卓，Pukiwiki 用ドロープログラムのプラグインの試作と教育への応用, 情報教育シンポジ

ウム論文集，情報処理学会シンポジウムシリーズ, Vol.2009, No.6, pp.55-60, 2009年8月

・ 中村　純,岡部成玄,布施　泉,村田育也,山田恒夫,辰己丈夫,上原哲太郎,中西通雄,深田昭三,多川孝央,

山之上　卓,情報倫理教育,メディア教育研究,Vol.6,No.2,pp.33-43,2010年3月

国際会議プロシーディング

・ Takashi Yamanoue, A Real-Time and Interactive Instruction Tool for a Large Size Computer 

Laboratory, 8th International Conference on Information Technology Based Higher Education 

and Training, Kumamoto Japan, 10th to13th July, 2007年7月

・ Kenji Aoki, Shigenori Kagiyama, Development and introduction of LMS "WebStudy"., ITHET 

2007, pp.52-52, 2007年7月

・ Robert J. Fouser, Shiina Kikuko, Tomioka Tatsuaki, Yamanoue Takashi, Metacognitively 

Enhanced Writing Courseware: Kagoshima Academic Writing Space , Proceedings of the 

WorldCall 2008 Conference, pp.48-50, 2008年7月

・ Izumi Fuse, Takashi Yamanoue, Shigeto Okabe, Atsushi Nakamura, Michio Nakanishi, Shozo 

Fukada, Takahiro Tagawa, Tatsumi Takeo, Ikuya Murata, Tetsutaro Uehara, Tsuneo Yamada, 

Improving Computer Ethics Video Clips for Higher Education, Proceedings of the 36th annual 

ACM SIGUCCS conference on User services, pp.235-242, 2008年10月

・ Takashi Yamanoue, A Casual Teaching Tool for Large Size Computer Laboratories and Small 

Size Seminar Classes , Proceedings of the 37th annual ACM SIGUCCS conference on User 

services , pp.211-216, 2009年10月

報告・報告書

・ 山之上卓, 櫻木信輔, 構造型P2P通信システムの性能改善, 電子情報通信学会技術研究報告, 

CS2007-2, CQ2007-6, pp.7-11, Apr. 2007. , pp.7-11, 2007年4月

・ 山之上 卓, 筒井 保博, 筒井 隆夫, 多数の知的部品で構成された機能物体をネットワークで遠隔地

に転送するシステム, SCI’07 第51回システム制御情報学会研究発表講演会論文集, 2W1-4, 京都, 

2007年5月

・ 山之上 卓, 久野 靖, 小井土 政範, 辰己 丈夫, 和田 勉, "「新・試作教科書」における情報社会/情報

倫理の扱い, 情報処理学会研究報告 2007-CE-90, pp.31-35, 2007年7月

・ 山之上卓, 構造型P2P通信システム上のより良いデータ分割方法, 電子情報通信学会技術研究報告, 

IA2007-18, pp.49-54, 2007年7月

・ 山之上卓, 中森 武, 自律的に平衡２分木を保とうとする構造型P2Pシステム, 電子情報通信学会技

術研究報告, IA2007-19, pp.55-60, 2007年7月

・ 山之上 卓, 教育支援システムSOLAR-CATSの静止画放送機能と授業への応用, 情報教育シン

ポジウム論文集, 情報処理学会シンポジウムシリーズ(IPSJ SIGCE SSS2007), 三重県四日市市,  

Vol.2007, No.6, pp.119-124, 2007年8月

・ 山之上卓, 江藤博文, 大谷誠, 桝田秀夫, 藤村直美, 情報処理学会DSM 研究会の紹介とACM 
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SIGUCCS 参加報告, 学術情報処理研究, No.11, 2007年10月

・ 山之上 卓, プロジェクタとパソコン間画像放送システムの情報の伝わりやすさの定量的比較の試

行, 分散システム／インターネット運用技術シンポジウム2007 論文集, 情報教育シンポジウムシ

リーズ, Vol.2007, No.13, pp.13-18, 2007年11月

・ 青木謙二, 小野智司, 中山茂, 網膜シミュレータによる錯視の研究, 計測自動制御学会九州支部学術

講演会, p.333, 2007年12月

・ 青木謙二，小野智司，中山茂, 網膜シミュレーションと心理実験によるミュラー・リヤー錯視の検

討, 火の国情報シンポジウム2008論文集, 2008年3月

・ 山之上卓, 辰己丈夫, 布施泉, 岡部成玄, 多川孝央, 中西通雄, 中村純, 深田昭三, 村田育也, 上原哲太

郎, 山田恒夫, 情報倫理ビデオの製作と大学の情報セキュリティヘの応用, 情報処理学会研究報告-

インターネットと運用技術(IOT), Vol.2008, No.37, pp.71-76, 2008年5月

・ 多川 孝央, 布施 泉, 岡部 成玄, 隅谷 孝洋, 中村 純, 山之上 卓, 辰己 丈夫, 中西 通雄, 深田 昭三, 村

田 育也, 上原 哲太郎, 山田 恒夫 , 情報倫理教育に関する国外の状況調査 : 教材の国際的共同開発

のために, 電子情報通信学会技術研究報告. SITE, 技術と社会・倫理, Vol.108, No.459, pp.227-281, 

2009年3月

・ 山之上 卓, 布施 泉, 岡部 成玄, 辰己 丈夫, 多川 孝央, 中西 通雄, 中村 純, 深田 昭三, 村田 育也, 上

原 哲太郎, 山田 恒夫, 大学の情報セキュリティ強化と情報倫理ビデオ, 電子情報通信学会総合大会

講演論文集 , Vol.2009年_通信(2), No.145, 2009年3月

・ 山之上卓, 森邦彦, 高田等, 八野知博, 畠山雅登, 中島秀貴 , 下馬場秀徳, 河村清紀 , 配電線の誘導電

流とZigBeeを利用した配電システム監視システムの提案 , 情報処理学会研究会報告-インターネッ

トと運用技術(IOT), Vol.2010-IOT-8, No.3, pp.1-6, 2010年3月

総説・解説

・ 山之上卓, 特集「ユーザ指向の分散システム/インターネットの運用・管理」の編集にあたって, 情

報処理学会論文誌, Vol.48, No.4, pp.1551-1551, 2007年4月

学会発表

・ Takashi Yamanoue, A Real-Time and Interactive Instruction Tool for a Large Size Computer 

Laboratory, 8th International Conference on Information Technology Based Higher Education 

and Training, Kumamoto Japan, 10th to13th July, 2007年7月, (熊本)

・ Kenji Aoki, Shigenori Kagiyama, Development and introduction of LMS "WebStudy", ITHET 

2007, 2007年7月, (熊本)

・ 山之上卓, 中森 武, 自律的に平衡２分木を保とうとする構造型P2Pシステム, 電子情報通信学会IA

研究会, 2007年7月, (京都)

・ 山之上 卓, 教育支援システムSOLAR-CATSの静止画放送機能と授業への応用, 情報教育シンポジ

ウム, 2007年8月, (三重)

・ 山之上 卓, プロジェクタとパソコン間画像放送システムの情報の伝わりやすさの定量的比較の試

行, 情報処理学会DSMシンポジウム, 2007年11月, (東京都)

・ 青木謙二, 鍵山茂徳, LMS "WebStudy"の開発と評価, 国公立大学センター情報システム研究会, 



97

鹿児島大学学術情報基盤センター「年報」　2009. No.5

2007年12月, (大阪)

・ 青木謙二, 小野智司, 中山茂, 網膜シミュレータによる錯視の研究, 計測自動制御学会九州支部学術

講演会, 2007年12月, (鹿児島)

・ 青木謙二, 小野智司, 中山茂, 網膜シミュレーションと心理実験によるミュラー・リヤー錯視の検

討, 火の国情報シンポジウム2008, 2008年3月, (長崎)

・ 山之上卓, 辰己丈夫, 布施泉, 岡部成玄, 多川孝央, 中西通雄, 中村純, 深田昭三, 村田育也, 上原哲太

郎, 山田恒夫, 情報倫理ビデオの製作と大学の情報セキュリティヘの応用, 情報処理学会インター

ネットと運用技術研究会, 2008年5月, (鹿児島)

・ Robert J. Fouser, Shiina Kikuko, Tomioka Tatsuaki, Yamanoue Takashi, , Metacognitively 

Enhanced Writing Courseware: Kagoshima Academic Writing Space , WorldCall 2008, 2008年8

月, (福岡)

・ Izumi Fuse, Takashi Yamanoue, Shigeto Okabe, Atsushi Nakamura, Michio Nakanishi, Shozo 

Fukada, Takahiro Tagawa, Tatsumi Takeo, Ikuya Murata, Tetsutaro Uehara, Tsuneo Yamada, 

Improving Computer Ethics Video Clips for Higher Education , ACM SIGUCCS, 2008年10月, (ア

メリカ合衆国)

・ 山之上 卓, Pukiwiki 用ドロープログラムのプラグインの試作と教育への応用, 情報処理学会・コ

ンピュータと教育研究会情報教育シンポジウムSummer Symposium in Saga 2009 , 2009年8月, 

(佐賀)

・ Takashi Yamanoue, A Casual Teaching Tool for Large Size Computer Laboratories and Small 

Size Seminar Classes,  The 37th annual ACM SIGUCCS conference on User services, 2009年10月, 

(アメリカ合衆国)

設計創作

・ Inventors: Takashi YAMANOUE Agents: MORISHITA PATENT OFFICE;c/o KEATING & 

BENNETT, LLP Assignees: KAGOSHIMA UNIVERSITY Origin: RESTON, VA US , AUDIO/

VIDEO COMMUNICATION SYSTEM (2008).

・ 企画著作 : 独立行政法人 メディア教育開発センター 監修 : 国立大学情報教育センター協議会 著

作者 : 中村 純, 岡部 成玄, 布施 泉, 村田 育也, 辰己 丈夫, 上原 哲太郎, 中西 通雄, 深田 昭三, 多

川 孝央, 山之上 卓, 制作協力 : 三友株式会社, 情報倫理デジタルビデオ小品集3(平成19年度作品) 

(2008).

・ 山之上卓, 筒井保博, 筒井隆夫, 特許第4373556号,"セル及びその結合状態認識方法", 9/11, 2009.

表彰受賞

・ 山之上　卓, Communication Awards, Award of Excellence Computer Ethics Video Clips for 

Higher Education, ACM SIGUCCS, 2008年10月22日

・ 山之上　卓, 情報処理学会・コンピュータと教育研究会情報教育シンポジウムSummer 

Symposium in Saga 2009 奨励賞 PukiWiki用ドロープログラムのプラグインの試作と教育への応

用, 情報処理学会・コンピュータと教育研究会, 2009年8月20日

科学研究費補助金
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・ 山之上 卓, 科学研究費補助金, 基盤研究(C), P2P技術を応用した、同期型遠隔教育支援システムに

関する研究, 2005年度〜2007年度, 3500千円

・ Robert Fouser, 富岡 龍明, 山之上 卓, 椎名 紀久子, 科学研究費補助金, 基盤研究(C), 英語のアカ

デミック・ライティング習得を強化する学習支援ツールの開発と理論構築, 2007年度〜2008年度, 

2990千円

・ 中村 純, 山田 恒夫, 岡部 成玄, 深田 昭三, 山之上 卓, 村田 育也, 科学研究費補助金, 基盤研究(B), 

諸外国における情報倫理教育の調査研究−国際化教材開発のために, 2007年度〜2009年度, 11700

千円
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 その他の業績一覧

2007年4月〜2010年3月分

学術情報処理研究部門

学外委員会

・ 森　邦彦, 学外委員会,平成１９年度鹿児島市情報関連産業等育成支援検討委員会, 委員, 鹿児島市, 

2007年4月1日〜2008年3月31日

・ 森　邦彦, 学外委員会,鹿児島市地域情報化推進委員会, 委員, 鹿児島市, 2007年9月1日〜2009年8

月31日

・ 森　邦彦, 学外委員会,ソフトウェア技術者等養成講座カリキュラム編成委員会, 委員, 財団法人か

ごしま産業支援センター, 2007年11月7日〜2007年11月7日

・ 森　邦彦, 学外委員会,平成２０年度鹿児島市情報関連産業等育成支援検討委員会, 委員, 鹿児島市, 

2008年4月1日〜2009年3月31日

・ 森　邦彦, 学外委員会,ソフトウェア技術者等養成講座カリキュラム編成委員会, 委員, 財団法人か

ごしま産業支援センター, 2008年11月13日〜2008年11月13日

・ 森　邦彦, 学外委員会,平成２１年度鹿児島市情報関連産業等育成支援検討委員会, 委員, 鹿児島市, 

2009年4月1日〜2010年3月31日

・ 森　邦彦, 学外委員会,鹿児島市地域情報化推進委員会, 委員, 鹿児島市, 2009年9月1日〜2011年8

月31日

学外会議企画運営

・ 佐野　英樹, 学外会議企画運営,国際会議 The SICE Annual Conference 2007 のオーガナイズド

セッション "Recent Advances in Distributed Parameter Systems", オーガナイザー（分担）, 計測

自動制御学会, 香川, 2007年9月

・ 佐野　英樹, 学外会議企画運営,国内学会 第26回 計測自動制御学会九州支部学術講演会, 事業幹事, 

計測自動制御学会九州支部, 鹿児島, 2007年12月

・ 佐野　英樹, 学外会議企画運営,国内学会 第37回 制御理論シンポジウムのセッション"非線形系III", 

司会, 計測自動制御学会制御部門, 鹿児島, 2008年9月

情報システム開発部門

共同研究費、委任経理金等

・ 升屋 正人, 一般資金受け入れ, 奨学寄付金, 500千円, 2007年, 国内

・ 升屋 正人, 一般資金受け入れ, 奨学寄付金, 500千円, 2008年, 国内

・ 升屋 正人, 一般資金受け入れ, 奨学寄付金, 500千円, 2009年, 国内

学外講師等

・ 下園　幸一, 学外講習会等講師, 産学官連携セミナー, 迷惑メール対策について,鹿児島市, 2007年4
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月27日, ソフトプラザかごしま

・ 下園　幸一, 学外講習会等講師, 産学官連携セミナー, オープンソースソフトウェアについて, 鹿児

島市, 2007年10月26日, ソフトプラザかごしま

・ 升屋 正人, 学外講習会等講師, ブロードバンド体験教室2006＠硫黄島, 鹿児島大学学術情報基盤セ

ンター, 2007年2月24日, 鹿児島県三島村硫黄島

・ 升屋 正人, 学外講習会等講師, ブロードバンド体験教室2007＠諏訪之瀬島, 鹿児島大学学術情報基

盤センター, 2007年6月23日, 鹿児島県十島村諏訪之瀬島

・ 下園　幸一, 学外講習会等講師, 産学官連携セミナー, Google & Yahoo & Microsoft の独自ドメイ

ンサービス, 鹿児島市, 2008年6月20日, ソフトプラザかごしま

学外委員会

・ 升屋　正人, 学外委員会,2009皆既日食鹿児島実行委員会, 幹事, 鹿児島青年会議所, 2007年8月1日

〜2009年7月22日

・ 升屋　正人, 学外委員会,三島村ブロードバンド導入推進委員会, 委員, 鹿児島県三島村, 2008年2月

1日〜2009年3月31日

・ 升屋　正人, 学外委員会,九州大学情報基盤センター情報ネットワーク協議会, 委員, 九州大学情報

基盤センター, 2008年2月1日〜2009年3月31日

学外会議企画運営

・ 升屋　正人, 学外会議企画運営,電子情報通信学会コミュニケーションクオリティ研究会・通信方

式研究会, 会場世話人, 電子情報通信学会, 鹿児島, 2007年4月

・ 升屋　正人, 学外会議企画運営,第６１回電気系学会九州支部連合大会, 座長, 電気系学会九州支部

連合会, 大分, 2008年9月

情報メディア基盤部門

共同研究費、委任経理金等

・ 山之上　卓, 森邦彦, 高田等, 八野知博, 一般資金受け入れ, 共同研究, 九州電力との共同研究, IT

カードを活用した配電計測技術に関する研究, 3000千円, 2007年〜2008年, 国内

・ 山之上　卓, 一般資金受け入れ，共同研究，株式会社奈良情報システム，P2Pとインターネットを

利用した音声画像通信システム，500千円, 2007年, 国内

・ 山之上　卓，鈴木貢, 一般資金受け入れ，受託研究，北九州産業学術推進機構, CELL-BE のため

の自動並列化コンパイラの研究，949千円, 2008年, 国内

・ 渡邊　睦，山之上　卓，一般資金受け入れ，受託研究，北九州産業学術推進機構，動画像処理に

よるリアルタイム３次元モデル構築に関する調査研究，1,568千円, 2008年, 国内

・ 山之上 卓, 学外講習会等講師, FAIS マルチコアプロセッサ　Workshop 2008,「Cell/B.E. + COINS 

= 高性能プログラム開発環境」, 財団法人北九州産業学術推進機構, 2008年10月9日, 西日本総合展

示場 国際会議場

・ 山之上　卓, 学外講習会等講師, FAIS マルチコアプロセッサ　Workshop 2009,　「COINS を使っ
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たCell/B.E. 用コンパイラの開発経過」,　財団法人北九州産業学術推進機構,2009年10月29日, 北九

州学術研究都市学術情報センター

学外講師等

・ 山之上　卓, 学外講習会等講師, 九州ＪＧＮⅡシンポジウムin 鹿児島, 研究開発プロジェクト「遠

隔地間の実時間共同作業システム」, 次世代高度ネットワーク九州地区推進協議会, 2007年12月17

日,　鹿児島大学稲盛会館

・ 山之上　卓, 学外講習会等講師, かごしま県民大学連携講座平成１９年度鹿児島県放送教育・情

報教育セミナー,　考えさせる情報倫理（情報モラル）ビデオ,　鹿児島県視聴覚教育研究協議会, 

2008年2月22日, かごしま県民交流センター

学外委員会

・ 山之上　卓, 学外委員会,特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会書面審査員, 委員および

審査員, 日本学術振興会, 2007年8月1日〜2008年7月31日

・ 山之上　卓, 学外委員会,かごしまＩＴフェスタ実行委員会, 運営委員, 鹿児島市・鹿児島大学・他, 

2008年7月1日〜2011年3月31日

学外会議企画運営

・ 山之上 卓, 情報処理学会初等中等教育委員会委員 2006年より

・ 山之上 卓,　情報処理学会論文誌編集委員会委員（ネットワークグループ）(2005年-2007年)

・ 山之上　卓, 学外会議企画運営, 全国高等学校パソコンコンクール, 問題作成委員, 全国高等学校パ

ソコンコンクール実行委員会, 福島, 2007年4月

・ 山之上　卓, 学外会議企画運営, 情報処理学会調査研究運営委員会, 分散システム／インターネッ

ト運用技術研究運営委員会（DSM） 委員, 情報処理学会, 高知, 2007年5月

・ 山之上　卓, 学外会議企画運営, 情報処理学会論文誌「新しいパラダイムの中での分散システム/イ

ンターネットの運用・管理」特集号編集委員会, 委員, 情報処理学会, 東京, 2007年7月

・ 山之上 卓, 情報処理学会代表会員 2008年

・ 山之上　卓, 学外会議企画運営, 日本情報科教育学会企画委員会, 委員, 日本情報科教育学会, 東京, 

2008年2月

・ 山之上　卓, 学外会議企画運営, 情報処理学会九州支部, 評議委員, 情報処理学会, 福岡, 2008年3月

・ 山之上　卓, 学外会議企画運営, 情報処理学会インターネットと運用技術研究会, 主査, 情報処理学

会, 香川県, 2009年5月
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新任教員紹介

　情報メディア基盤部門　

助教　小田謙太郎

　2009 年 11 月 1 日より学術情報基盤センター

に着任いたしました小田謙太郎と申します。出身

は福岡県の筑後市という久留米の南に位置すると

ころです。経歴と致しましては、有明高専から九

州工業大学 情報工学部 ( 福岡県 飯塚市 ) に編入

後、博士後期課程までお世話になりました。そし

て同大 地域共同研究センター助手、同大 情報工

学研究科 助教を経て、縁あって鹿児島大学へ着

任してまいりました。

　主な研究分野は、学生時代から分散ミドルウエ

アシステムのソフトウエアアーキテクチャ研究を

行っております。プログラムの自動的な分散化、

実行環境変化への動的な適応の研究、プログラム

を動作させながら、自身のプログラムを書き換え

て、自動的に実行環境に適応するシステムを目指

して研究を行っております。

・キーワード：ソフトウエアアーキテクチャ、分

散ミドルウエア、適応型分散オブジェクト

　また、九工大時代は、分散人工知能の研究の題

材として、ロボットによるサッカーの世界大会（ロ

ボカップ）に積極的に参加して参りました。今は

もう販売が終了しましたがソニーのエンターテイ

メントロボット AIBO を使った四足リーグという

リーグ（日本国内では、東大・中央大、阪大・大

阪市立大、東海大、九工大・福岡工大のチームが

参戦）にて、共同チーム ASURA として日本国

内では 6 年連続優勝を果たしました。世界大会

ではテクニカルチャレンジ部門で 2 位の実績が

あります。

・キーワード：画像認識、自己位置推定、動作推

定、分散協調、リアルタイム処理

　また、九工大時代の産学連携に関する業務では、

ソニー、ケンウッド出身の佐藤寧教授の下、高音

質化 USB オーディオヘッドホンシステム ( 日立

マクセル株式会社 Vraison ブランド ) の研究開発

を行い実際に商品化を行うことができました。

　鹿児島大学　学術情報基盤センターでは、日常

業務に加え、大学における認証システムやクラウ

ドコンピューティングに関する調査研究開発に積

極的に取り組んで行く所存です。

　皆様のご指導ご鞭撻の程をよろしくお願いしま

す。
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教職員名簿

平成 22 年４月現在　

　 氏 　 　 名 　 職　名 内線番号

センター長（併任） 森　　　邦　彦 教　授
7169

（センター長室：7470）

情報メディア基盤部門
山之上　　　卓 教　授 7187

小　田　謙太郎 助　教 8864

学術情報処理研究部門
森 　 邦 彦 教　授 7169

古　屋　　　保 准教授 7197

情報システム開発部門
升 屋 正 人 教　授 7471

下 園 幸 一 准教授 7477

学術情報部　情報企画管理課

情報システム管理係

高　橋　　　至 係　長 7473

北 山 信 一 主　任 7171

相 羽 俊 生 係　員 7474

南　野　真奈美 非常勤 7474

諏　訪　まゆみ 7473

川 野 直 美 7474

　※事務は学術情報部情報企画管理課情報企画係（内線：7015）が担当しています。



 　2009 年 3 月より端末数 927 台からなる教育研究用システムと、キャンパスネットワーク

(KNIT) の更新が行われました。この更新により高速に安全に学内情報基盤を提供できるよう

になり、いまでは安定運用に入っています。

　学術情報基盤センターは、道路、水道、電力に並ぶ、なくてはならないインフラストラクチ

ャとしての情報基盤機能を鹿児島大学に提供していきます。

　今回の年報では、積極的な情報公開を心がけ、セキュリティインシデントや対外接続トラフ

ィック情報などの公開に踏み切りました。またウェブサイトには、紙面の都合上、掲載出来な

かったアンケートや情報セキュリティ関連資料など 80 ページ以上の情報を用意しています。

ぜひ御覧下さい。

新ウェブページβ：

http://www.cc.kagoshima-u.ac.jp/

年報担当　小田謙太郎

編 集 後 記
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