
特集 センター計算機システム

������

特 　集
������

教育用���サービスについて

大西 淑雅 �

下橋 由美 �

� はじめに

情報科学センターでは，����年 �月から学生が自発的に作成したホームページを自由に公開できる環

境を実験的に提供してきました．本稿では「情報工学教育研究用計算機システム」の内，���サービ

スに関係するシステムの構成について述べるとともに，現在までの学生の利用状況について解説します．

��� ���サービスの経緯

情報科学センターでは，����年に広域ネットワーク ���	に接続して以来，その時々のインターネッ

ト技術が持つ可能性をいち早く捉えて，教育及び研究支援環境にとり入れてきました．���
年 �月か

ら，すべての学生にインターネットが利用できる環境を提供しています．

インターネットの普及により，学生の基本的な素養として，インターネット上のマナーの習得やイン

ターネットを利用するための技能がますます重要になってきています．インターネットの利用に関して

は学生が積極的になりやすく，自発性や創造力の向上が期待できます．その一方で，ネットワーク犯罪

やトラブルも多数発生するようになり，学生がその当事者になる可能性も高くなっています．

このような背景から，情報科学センターでは，インターネットを使った情報発信の練習環境として，

教育用公開���サーバを自由に利用させています．

� 教育用���サブシステム

これまでの運用経験を活かして，「情報工学教育研究用計算機システム」の内，教育用���サブシ

ステムは，図 �に示す構成としました．本サブシステムの特徴は，学内での教育環境を充実させるため

に，講義中の���サーバへの一斉アクセスに耐えられる設計として負荷分散スイッチを導入したこ

と，���サーバと���サーバとを物理的に分離することにより���サーバの安定性を確保した

こと，目的別にディスク領域を分割することにより学外からの攻撃の被害を最小限にとどめることがで

きるように配慮したことです．なお，図 �は飯塚キャンパスのシステム構成図ですが，戸畑キャンパス

も同様なシステム構成となっています．
�情報科学センター，�������������	
���������
�情報科学センター，	
��������	
���������
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図 � 教育用���サブシステム

��� 学内向け���サーバ

表�に示すように，講義演習用の���サーバ名は，�������������	��
���	���	��および ����

���������	��
���	���	��となっています．利用者がこのアクセス名称でアクセスに来ると，負荷

分散スイッチがアクセス制御を行い，実際の���サーバ群 �図 �中の ����������
������ �戸畑は

����������
��������から �つを選択し，あたかも �������������	�戸畑は �������������	�が応

答しているかのように動作します．なお，設計段階においては，������戸畑は �������も負荷分散の

対象としていましたが，�台の負荷分散で十分な処理能力があることが判明したため，現在の運用では

�台としています．

表 � ���サーバ名と用途

アクセス名称 設置場所 想定アクセス 用途
�������������������������� ! 飯塚センター 

�同時 講義演習
�����"#������������������� ! 戸畑センター �$�同時 講義演習
���%������������������������ ! 飯塚センター 想定無し インターネット発信
���%���"#������������������� ! 戸畑センター 想定無し インターネット発信

学内向け���サーバ群 ������～�����および �����～������は，両キャンパスのファイルサー

バを	&'マウントしており，どのサーバにアクセスが分散されても，同じ情報を提供できるようになっ

ています．利用者のホームディレクトリには，()���があらかじめ作成されており，ここに情報を置

いた上で，利用者登録 �後述�をすると直ちに �学内向けに�公開されます．

�飯塚の �����と戸畑の �����は，���情報の同期を取るための制御用として使用している．

�� 九州工業大学情報科学センター
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��� ���サーバと学外向け���サーバ

前システムでは，�台のサーバ計算機で，学外向け・学内向け・���機能をすべて提供していたため，

次のような点を改善する必要がありました．そこで，���サーバと学外向け���サーバを，前述し

た学内向け���サーバと分離しました．

�� 学生が作成した ���プログラムが暴走し，���サーバが停止する


� �十分な教育施す前に�学外から��#ページが見えてしまう

�� 学生の自由な情報発信も継続して行いたい

表 
に示すように，���サーバ名は，�����	������������	および �����	������������	となっ

ています．���サーバにおいても，負荷分散スイッチがアクセス制御を行い，実際の���サーバ群 �図

�中の �*�����*��
 �戸畑は �*�����*��
��が動作することになります．なお，���サーバ群 ��*�����*��
お

よび �*�����*��
�は，両キャンパスのファイルサーバを	&'マウントしており，どのサーバにアクセス

が分散されても，同じ ���プログラムが提供できるようになっています．

表 
 ���サーバ名と用途

アクセス名称 設置場所 想定アクセス 用途
���%��*������������������������ ! 飯塚センター 想定無し +

���%��*���"#������������������� ! 戸畑センター 想定無し +

���を利用する利用者は，あらかじめインターネットへの情報発信の申請 �「いろんな人達のいろん

な情報」への参加�をする必要があります．情報発信の申請が受理されると，利用者はインターネット

への情報発信用のディスク領域 ����領域と���領域� をホームディレクトリとは別にもらえます．

一方，学外向け���サーバのアクセス名称も ���������������	および ���������������	�表 �

に参照�となっています．学外向け���サーバにおいても，負荷分散スイッチがアクセス制御を行

い，実際の���サーバ群 �図 �中の ����,�戸畑は ����,�� �が動作します．よって先程の���

領域は，両キャンパスのファイルサーバに実体があり，���サーバ �����,および ����,�に 	&'

マウントされていることになります．

表 � 情報発信のための領域とパス情報

飯塚の利用者 �*�保存場所 ������	������	����������ディレクトリ名�

戸畑の利用者 �*�保存場所 ������	������	����������ディレクトリ名�

飯塚の利用者 ��-.保存場所 �������������	����������ディレクトリ名�

戸畑の利用者 ��-.保存場所 �������������	����������ディレクトリ名�

	������パス �������	������	���	�������

����パス �������������

その他基本コマンドパス 利用者端末と同じ

��台なので負荷分散することはないが，保守性を高めるために同じ仕組みとなっている．

�� 九州工業大学情報科学センター
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これらをまとめると表 �のようになります．ここで，ディレクトリ名は「いろんな人達のいろんな情

報」におけるグループ名であり，参加が承認されると同時に，���	������にも登録されます．そのた

め，グループで情報発信を行う場合は，この *%"�!ファイルにメンバの追加や更新をすることで，簡単

にメンバの変更�もできるようになっています．

例えば，飯塚のあるグループのグループ名が ����の場合は，������	������	���������������に

�*�プログラムを，�������������	���������������に ��-.ファイルを置くことになります．

��� 詳細仕様

以下に，学内向け���サーバ，���サーバ，学外向け���サーバの詳細仕様について記載し

ます．

表 � 学内向け���サーバ
飯塚：�台，戸畑：�台

�/0 �.!�� 
��1���1��23��

メモリ 
$124

ハードディスク 0.�%� ���� '�'� ��4× 
個
ネットワーク ���4���567

リムーバブル装置 ��$&88，�
倍速 �859:2

入力デバイス キーボード，マウス

表 $ 飯塚：学外向け���サーバおよび ���サーバ
���：�台，���：
台

�/0 �;��. /�;���-��� 1��2���80�<�

メモリ ��
24

ハードディスク 0.�%� ���� '�'� ���4× 
個
ネットワーク ���4���567

リムーバブル装置 ��$&88，�859:2

入力デバイス キーボード，マウス

表 1 戸畑：学外向け���サーバおよび ���サーバ
���：�台，���：
台

�/0 �;��. /�;���-��� $��2��

メモリ 
$124

ハードディスク 0.�%� ���� '�'� ��4× 
個 ����サーバ�

ハードディスク 0.�%� ���� '�'� ���4× 
個 ����サーバ�

ネットワーク ���4���567

リムーバブル装置 ��$&88，�
倍速 �859:2

バックアップ装置 �倍速 �859����サーバのみ�

入力デバイス キーボード，マウス

�メンバを更新したい場合は，�����������������
�������	
������������� !������"#���$������%にアクセスする

�$ 九州工業大学情報科学センター
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� 学内向け自動登録

学内向け���サーバへの自動登録は，両キャンパス分を飯塚キャンパスの登録サーバ �!�������������

��������������� !�で行っています．登録サーバは，「情報工学教育研究用計算機システム」の利用者パス

ワードを管理しているサーバであるため，利用者の認証にユーザ名とパスワードを利用することができ

ます．登録パネル ����!�))!���������������������������� !)���&9==)�;�%��!��-.� にアクセスす

ると次のような画面が表示されます．

図 
 登録パネル

ここで，ユーザ名とパスワードを入力し，種類 �コンピュータ，スポーツ，芸術と文化，学術と研究，

学内情報，学外情報，リテラシ�およびキャンパス �飯塚か戸畑�を選び，ページのタイトル �日本語と英

語�を入力します．ユーザ名とパスワードの認証が完了すると，利用者のホームディレクトリと���

サーバの動作状況をチェックし，84サーバ�に問い合わせます．84サーバ上には，84名称「��� ���」

に �つのテーブル �:<8�=4� ������� �"#���� ���*%"�!�を持ち，次のような構成となっています．な

お，:<8�=4は旧システムとの互換性のためのテーブルであるので詳細は省略します．

0��%�8には利用申請をしたユーザ名が格納され，このカラムが検索時のキーとなります．'��%�����

は利用を開始した日時，'�"!����は廃止または一時停止をした日時で，2"��>�����は利用条件 �<�?�.

�����"�������	
���������，一般ユーザは直接アクセスできません．

�1 九州工業大学情報科学センター
広報 第 ��号 ������
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表 @ ������テーブルおよび �"#���テーブルの構成

&��.� 6�!� 	�.. A�� 8�>��.� =,�%�

0��%�8 ���%���� /9�

	�-#�% ���%��� B=' 	0<<

'��%����� ���%��� B=' 	0<<

'�"!���� ���%��� B=' 	0<<

2"��>����� ���%��� B=' 	0<<

<�?�. �;���� B=' 	0<<

A���.� ���%�1�� B=' 	0<<

=���.� ���%�1�� B=' 	0<<

カラムで指定�が変更になった日時を保持します．また，A���.�は��#ページの日本語タイトル，=���.�

は��#ページの英語のタイトルが格納されます．

	�-#�%は分類を表す内部コードで �桁の数字で構成されます．�桁目がキャンパスコード �飯塚：�，

戸畑：
� で 
桁目と �桁目を使って下記のように分類しています．なお，�桁～�桁は現在は使用して

いません．この内部コードはそのままファイル名となっており，例えば飯塚のコンピュータに分類を希

望した利用者は，������������-.ファイル �以下エントリファイル� にエントリが書き込まれます．以

下の例では，ユーザ名 ,���
@��が「さちのお部屋」という��#ページ作成していることになります．

��������� ��!�"#��$%&'()���#�さちのお部屋�� �����������

表 � 	�-#�%と分類

分類コード 分類 飯塚コード 戸畑コード
��������� コンピュータ ��������� ��������


������
�� スポーツ ������
�� ������
�


��������� 芸術と文化 ��������� ��������


��������� 学術と研究 ��������� ��������


������$�� 学内情報 ������$�� ������$�


������1�� 学外情報 ������1�� ������1�


������@�� 講義利用 ������@�� ������@�


エントリファイルは，元となる������ファイルから読み込まれて��#ページを自動的に構成します．

例えば，分類がコンピュータの元ファイルは，�"-!���%����-.であり，その中身は次のようになってい

ます．

��������� 	�
� ����� ������������ ���� ��� ���� ���������!"�

�	���#��$$$�$����%��&�&!��	�
������� ������'

�	�
�'�	���'

�
��� 	�����(��)*�������������� �������*���+��	�
�, �	�� ��*!-��./�'

���� 012�3�33�./ ��'

������'情報科学センター 教育用 $�サーバ�������'��	���'

����'

��45�!'

�@ 九州工業大学情報科学センター
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����6������� 7���*���������888�	�
����'

���45�!'

�����'��	�
�'

84サーバへの確認が成功すると，エントリファイルの最後に �行追加した上で，利用者の()���

ディレクトリにシンボリックリンク ��� ��� を作成します．このような仕組みを作り込むことで，学内

向け���サーバの登録はスタッフの手作業を大幅に削減することができています．

� 情報発信の状況

��� �		�～	
年の状況

このサービスの登録数の推移を表 �に示します．表中，団体とあるのは，両学部のサークルや研究室

等の任意のグループです．運用開始後 
年間で，��の団体の登録がありました．その一覧 �一部抜粋�

�を表 ��に示します．運用開始直後に，情報工学部の 
つのサークル �<�/と九州工業大学交響楽団が

ホームページを公開しました．�<�/は広告企画を研究するサークルで，独自に広告を集め，冊子を編

集していました．これを電子化し，���上で公開したようです．九州工業大学交響楽団は，活動内容

の公開や団員の募集を���上で行いました．少し遅れて，工学部のサークル '9�が参加しました．

表 � 登録数の推移
　年 �� �� �� �� �� ��

情報工学部・団体 � �	 �	 �� �� ��
工学部・団体 � � � �� �� ��
個人 	 � �	 �� �	 �	�
合計 � �� �� �� ��� ���

表 �� 運用開始時のホームページ

情報工学部�

開始年月 ホームページの名称

����� � ��� � 広告企画研究会，九州工業大学交響楽団
������	 九工大 アマチュア無線部，アニメーション研究会
������� ＣＨＥＣＫ
������� 飯塚コスモスコモン
����� � 新聞会，さとしくんのページ
����� � 文芸部，劇団缺格，スキューバダイビング部
����� � Ｎ．Ｅ．Ｃ ．－なにかＥ～ことするサークル
����� � 旅行研究会
������	 アクロス福岡
������� マニアックス，ＳＯＳ 
�����������������


工学部�
開始年月 ホームページの名称
����� ＳＲＡのページ
������� ときめいているページ，びっくりばこのぺーじ �

��� �		�～		年の状況

���1年から団体だけでなく個人の登録も開始しました．前出の表 �に示したように，���1年におけ

る個人の登録数は ��程度ですが，����年には ��に達します．����年の総登録数は �@�に，利用者数

にすると ���1名 �工学部：
$�名，情報工学部：�1�名�になりました．

利用者が増えた背景には，この時期の「�前�情報工学教育研究用計算機システム」にカラーの7端末

を導入したことが第一にあげられます．これにより 	�����!�などのブラウザの利用が増え，その影響

を受けて自分のホームページを作成する学生が増えてきたのでしょう．また，情報リテラシで 362<

�詳細は，広報 &��'「教育システムにおける���の活用」を参照

�� 九州工業大学情報科学センター
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の書き方が教えられたことも，利用者の増加に拍車をかけたようです．さらにこの時期にデジタルカメ

ラが出現し，簡単に画像ファイルを用意できるようになりました．センターでもスキャナに加えデジタ

ルカメラ ���'�: CD��総数 1台�の貸し出し�を行っていました．

表 �� 公開されているホームページの分類

分類 公開数 例
コンピュータ �� Ｃ３ ��������	
 �����	
� ����

感想推進会
��	� �����

スポーツ �� 天道流合気道部 �����
サイクリング部 ��������
航空部～������ ������ ��� ～

芸術と人文 �! 九州工業大学交響楽団
文藝部
アニメーション文化研究会 �����"�

学術と研究 ! 天文部
自然科学部 �# $ ��
並木研究室

学内情報 %& 明専寮生のぺーじ
保健管理センター �戸畑�
工大祭のページ

学外情報 %& 旅行研究会
ＳＲＡのページ
僕の街の飯屋

分類の申告なし !� Ｓｅｌｆｉｓｈ Ｔ
粗食屋
史門のおへや

��� 現システムの状況

表 ��に，
���年 ��月現在において，公開されているホームページの数を示します．表中の分類は，

各ホームページの管理者の自己申告によるものです．一つの分野に偏ることなく，いろいろな種類の

ホームページが公開されています．特に，団体で作成されたものは，情報発信をしようとする意識が高

く，比較的内容が充実していることがわかりました．

その他のホームページに関しても表 �
 に示す数の ���や ��D�を使ったものがありました．なお，

分類の申告がないホームページの多くは，個人の利用者であり，センターで用意した分類にあてはまら

なかったためと思われます．

� まとめと今後の予定

以上，「情報工学教育研究用計算機システム」の内，���サービスに関係するシステムの構成につい

て述べるとともに，現在までの学生の利用状況について解説しました．学内向け���サーバと学外

��'''年 �月末より一時中断している．

�� 九州工業大学情報科学センター
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表 �
 ���と ��D�の利用状況
カウンタ 掲示板 チャット '�(�

工学部・団体 �% �) % �*
情報工学部・団体 　 �! & ) %+
個人 　　　　　　　 �* , ! )
合計 *% �! � +&

向け���サーバを分離した結果，講義での一斉利用が可能になり利用者の登録も自動化できたため，

センタースタッフの手間も削減することができました．しかし，学外向け���サーバと ���サー

バを分離したため，学外向け���サーバの利用者が急速に落ち込んでしまいました．この理由とし

ては，

� 常時接続の普及により個人的なページを簡単に持てるようになった

� 自治会ネットワーク ������.�#������������ !を参照�が広まり，団体やクラブのホームページは

移動していった

� ���サーバが分離したことで，インターネット上に公開されている���カウンタが容易に動作し

なくなったため，あきらめる学生が増えた

などがあげられます．本来，学外向け���サーバと���サーバを分離することで，���プログラ

ムの暴走による��#サービスの障害を避ける効果があると期待していましたが，逆の結果になってし

まったことが残念です．これはプログラミングする手法から，インターネットからダウンロードしうま

く活用する，といった手法に様変りしていることも原因の �つであると考えられます．

そこで平成 ��年の秋頃をメドとして，学外向け���サーバと ���サーバは一時サービスを停止

し，自治会ネットワークを積極的に支援する方向で現在調整中です．このような自主性を尊重すること

で，よい��#ページが広まって行くことを期待したいと思います．なお，学内向け���サーバと

���サーバの自動登録システムは，引続きサービスを継続して行く予定です．

また，学生が容易にコンテンツを作成できるようにスキャナの開放は行っていますが，デジタルカメ

ラやビデオカメラの貸し出しについては，まだサービスを開始できていません．これらの支援機材につ

いても早めに再開すると共に，音声や音楽を編集することができる環境も，準備が整いしだい公開する

予定です．
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