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１．生涯メールサービスの移行手続きについて (重要)

1 生涯メールサービスの移行手続きについて (重要)

現在，情報科学センターでも利用している生涯メールサービスについて，生涯メールサービス
運用部会より重要な案内がありましたのでお知らせします．

生涯メールサービス利用者各位

【重要なお知らせ】生涯メールサービスの移行について

生涯メールサービス運用部会

平素は，「九州工業大学生涯メールサービス」をご利用いただき，誠に有難うございます。

先にご案内しておりました生涯メールサービスの移行につきまして，Microsoft 社が提供する
Office 365 Educationへの移行準備が整いましたので，お知らせいたします。

つきましては，サービスの移行に伴いまして，改めて利用開始手続き（アクティベーション）が
必要となりますので，次のURLにより，手続きを完了いただきますようお願い申し上げます。な
お，アクティベーションを行うにあたり，九工大 ID（ログイン ID，パスワード）が必要となりま
すので，ご注意ください。
　　　　　　　　　　 URL：https://www.mail.kyutech.jp/activate

移行作業期間は，2016年 3月末日までとし，その間は Yahoo!メール Academic Edition 及び
Office 365 Educationのいずれも利用可能となりますが，2016年4月からはOffice 365 Education

に完全移行します。

　移行手順及び，移行後の生涯メールサービスの利用方法については，情報科学センターオン
ラインガイド (https://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/) 内の，[基本編]＞ [基本的な使い方
　生涯メール編]＞ [新生涯メールシステム（Office365）の使い方] をご参照ください。過去メール
の保存は，利用者ご自身による作業が必要です。過去メールの保存が必要な方は，早めの作業を
お願いいたします。

生涯メールサービスをご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが，よろしくお願いい
たします。

【問い合わせ先】総務課企画総務係
E-mail：sou-soumu@jimu.kyutech.ac.jp
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１．冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

冬季休業期間中の運用スケジュールは以下のとおりです．また，本年の夜間運転は飯塚・戸畑

共に 12月 22日 (火)で終了します．

☆飯塚キャンパス

　＊ 12月 24日 (木)，平成 28年 1月 4日 (月)に利用できる教室：AV演習室

　＊ 12月 25日 (金)～平成 28年 1月 3日 (日)：サービス業務停止

　＊ 1月 5日 (火)～：通常どおりの運用

★戸畑キャンパス

　＊ 12月 24日 (木)，平成 28年 1月 4日 (月)に利用できる教室：オープン端末室

　＊ 12月 25日 (金)～平成 28年 1月 3日 (日)：サービス業務停止

　＊ 1月 5日 (火)～：通常どおりの運用

※休業期間中の運用時間は，8:40～17:00 です．

　　また，月曜日は午前中閉館のため開館時刻が 12:40～となります．

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止します．
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１．ネットワーク機器のバージョンアップ作業に伴う
　　各種サービスの一時停止について

1 ネットワーク機器のバージョンアップ作業に伴う各種サービス
の一時停止について

平成 27年 12月 25日 (金)に実施する情報科学センター教育システムのネットワーク機器バー
ジョンアップ作業に伴い，以下のサービスが一時停止します．ご迷惑をおかけいたしますが，
ご協力よろしくお願い致します．

問い合わせについては，それぞれの連絡先にお願いします．

☆情報科学センター
Exceed onDemand，ssh 接続サービス，オンラインストレージサービス
　　日時：平成 27年 12月 25日 (金) 午前 9時から 13時 30分
　　連絡先：情報科学センター利用者窓口 (戸畑:3471，飯塚:7558)

☆生涯メールサービス
生涯メールのアクティベーション (メールの送受信には影響ありません)

　　日時：平成 27年 12月 25日 (金) 午前 10時から 13時 30分
　　連絡先：総務課企画総務係：sou-soumu@jimu.kyutech.ac.jp

☆情報コンセントサービス
情報コンセントサービス無線LAN [SSID: KIT-IA, KIT-IB]

対象キャンパス：戸畑，飯塚，サテライト福岡天神
但し [SSID：eduroam]については，どのキャンパスでも通常通り利用できます．
　　日時：平成 27年 12月 25日 (金) 午前 10時から 13時 30分
　　連絡先：情報基盤運用室：op-members@kiban.kyutech.ac.jp

※作業の進捗状況によっては停止が 18時まで延長する場合があります．ご了承ください．
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１．生涯メールサービスの移行について (重要)
２．生涯メールサービス移行作業に伴うサービスの一部停止について
３．工大祭および推薦入試期間中の夜間閉館について
４．停電に伴うセンターシステム及びネットワークの
　　　　　　　　　　　　　　　　　一時停止について (戸畑キャンパス)

1 生涯メールサービスの移行について (重要)

現在，情報科学センターでも利用している生涯メールサービスについて，生涯メールアドレス
運用部会より重要な案内がありましたので以下のとおりお知らせします．

生涯メールサービス利用者各位
生涯メールアドレス運用部会

【重要なお知らせ】生涯メールサービスの移行について

平素は，「九州工業大学生涯メールサービス」をご利用いただき，誠に有難うございます。

先にご案内しておりましたYahoo! Japanが提供するYahoo!メール AcademicEditionが 2016年
6月 30日を持ってサービスを終了することに伴い，後継の生涯メールサービスとして，2015年
12月 1日からMicrosoft社が提供するOffice 365 Educationのサービスを提供することとな
りましたので，お知らせいたします。

ついては，サービス提供の開始にあたり，2015年 12月 1日以降にご案内するマニュアル等によ
り，利用者ご自身によるOffice 365 Educationへの移行作業手続きが必要となりますので，ご
理解，ご協力いただきますようお願い申し上げます。

移行作業期間は，2016年3月末日までとし，その間はYahoo!メール AcademicEdition及びOffice

365 Educationのいずれも利用可能となりますが，2016年 4月からはOffice 365 Educationに
完全移行する予定としておりますので，ご注意ください。

生涯メールサービスをご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが，よろしくお願いい
たします。

【問い合わせ先】総務課企画総務係
E-mail：sou-soumu@jimu.kyutech.ac.jp



2 生涯メールサービス移行作業に伴うサービスの一部停止について

生涯メールサービスの移行作業に伴い，以下の日程にて生涯メールサービスの利用登録 (アク
ティベーション)ページ (https://www.mail.kyutech.jp/activate) を停止します．

この作業期間中は，生涯メールのアクティベーションを行うことができませんので，ご注意く
ださい．なお，既にアクティベーションを済ませ，現在生涯メールをお使いの方には影響はあり
ません．大変ご迷惑をおかけ致しますが，ご協力をよろしくお願い致します．

停止期間： 平成 27年 11月 16日 (月)～平成 27年 11月 30日 (月)

影響範囲： 生涯メールのアクティベーション

3 工大祭および推薦入試期間中の夜間閉館について

工大祭および推薦入試期間，情報科学センターでは以下の日程を夜間閉館とします．閉館時刻
は午後 5時です．

　　☆飯塚キャンパス 夜間閉館：11月 20日 (金)，25日 (水)～27日 (金)

　　　　　※ 11月 24日 (火)は通常どおりの運用です．

　　☆戸畑キャンパス 夜間閉館：11月 20日 (金)，26日 (木)，27日 (金)

　　　　　※ 11月 24日 (火)，25日 (水)は通常どおりの運用です．

4 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止につ
いて (戸畑キャンパス)

戸畑キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 27年 12月 6日 (日)9:00から 17:00までの
予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，戸畑キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予定
で一時停止，復電後順次再稼働します．

　　☆平成 27年 12月 6日 (日) 7:00 ～ 19:00

この停電による他キャンパスへの影響はありません．

なお，停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．
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１．停電に伴うセンターシステム及びネットワークの
　　　　　　　　　　一時停止について (飯塚キャンパス)

1 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止につ
いて (飯塚キャンパス)

飯塚キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 27年 11月 3日 (祝)9:00から 17:00までの

予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，飯塚キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予定

で一時停止，復電後順次再稼働します．

☆平成 27年 11月 3日 (火・祝日) 7:00 ～ 19:00

この停電に伴う一時停止の間，戸畑・若松キャンパスにおいては，全学統合 ID管理システムに

よるアカウント登録並びにパスワード変更ができません．

なお，停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS
No.304 2015.10.2

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555(事務室)

fax.0948-29-7567

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470 (事務室)

fax.093-884-3475

１．九大スーパーコンピュータシステム (高性能演算サーバ)
　　利用講習会について

1 九大スーパーコンピュータシステム (高性能演算サーバ)利用講
習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，以下のとおり利用
講習会を開催します．

日時： 平成 27年 10月 26日 (月) 14:40 ～ 17:40

会場： 戸畑キャンパス 総合教育棟北棟 2階 C-2B講義室
講師： 九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

［プログラム］

1. 九大研究用計算機システムの概要：研究用計算機システムの特徴や利用者へのサポート体制
について解説します．

2. システムの基本操作：研究用計算機システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入方
法等の基礎事項に関する講習および実習を行います．

3. 高性能演算サーバ (富士通 CX400)利用方法：MPIを用いた並列プログラミングに関する
講習 (実習を含む)を行います．

　　対象：本学の教職員および学生 (利用登録の有無に関わらず受講できます)

　　　申込み締切：平成 27年 10月 22日 (木)

受講を希望される方，問い合わせのある方はres-system＠ isc.kyutech.ac.jpま でお知らせ
ください．担当者より折り返し連絡します．
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１．生涯メールサービスについて (重要)

1 生涯メールサービスについて (重要)

現在，情報科学センターでも利用している生涯メールサービスについて，生涯メールアドレス
運用部会より重要な案内がありましたので以下のとおりお知らせします．

【重要なお知らせ】生涯メールサービスについて

平素は，「九州工業大学生涯メールサービス」をご利用いただき，誠に有難うございます。

本学では，これまでYahoo! Japanが提供するYahoo!メール Academic Editionサービスを利用
して生涯メールサービスを提供しておりましたが，2016年 6月 30日を持ちまして，この Yahoo!

メール Academic Edition サービスが終了することになりました。

ついては，現在の生涯メールアドレスを引き継ぎ，継続してサービスをご利用いただけるよう
準備を進めておりますので，ご理解いただきますようお願い申し上げます。

本年 10月以降には新しいサービスの準備を整えて，移行方法や利用方法について，お知らせい
たします。

生涯メールサービスをご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが，よろしくお願いい
たします。

【問い合わせ先】 総務課企画総務係　
E-mail：sou-soumu@jimu.kyutech.ac.jp
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１．夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

情報科学センターでは，本学が行っている節電対策，政府等による節電要請を踏まえ，従来一
週間としていた閉館期間を延長します．

飯塚・戸畑それぞれの閉館期間は以下のとおりです．なお，閉館期間内の遠隔利用サービスに
ついては，以下のサービス停止期間を除き原則として利用可能です．

　　　★夏季閉館　　　　飯塚・戸畑：8月 11日 (火)～8月 25日 (火)

　　　★遠隔サービス停止　　飯塚：8月 24日 (月)～25日 (火)

　　　　　　　　　　　　　　　戸畑：8月 18日 (火)～19日 (水)

8月 11日 (火)～17日 (月)は全学一斉休業のため両キャンパス共に窓口業務を休止します．

また，8月 11日 (火)～25日 (火)は戸畑キャンパス・情報学習プラザ全体を閉館し，8月 18日
(火)～25日 (火)は戸畑センター利用者窓口の業務を総合教育棟 2F情報科学センター事務室で行
います．

夏季休業期間及び前期再授業期間中に，各キャンパスで利用できる教室と期間，時間は以下の
とおりです．

　　　飯塚キャンパス 　　　戸畑キャンパス
利用できる教室： AV演習室 オープン端末室
利用できる期間： 8月 26日 (水)～9月 25日 (金) 8月 26日 (水)～9月 30日 (水)

利用できる時間： 8:40～17:00 8:40～17:00

※利用できる時間について，飯塚・戸畑共に月曜日は午前中閉館のため 12:40～
　※利用できる期間内であっても授業が入っている場合は授業が優先です．
　　必ず掲示物などの確認をするようにしてください．
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１．情報コンセント・無線LANにおける証明書の更新について

1 情報コンセント・無線LANにおける証明書の更新について

情報コンセント・無線 LANの認証に利用している証明書にセキュリティ上の問題があるため，
以下の日程で安全な証明書に更新します．

1. 作業日時：平成 27年 6月 30日 (火) 9:00 ～ 10:00

2. 影響：上記作業期間中，30 分程度全学で情報コンセントサービスが一時停止．

一部の機材では，更新後最初の接続時に証明書の認証画面が表示されますので，認証を許可し
接続してください．

現証明書の暗号化アルゴリズム SHA-1には安全性の問題があり，更新後の暗号化方式は SHA-2

に変更になります．SHA-2 のスマートフォン対応環境は以下の通りです．

　　★ Windows Phone ver.7 以上

　　★ Android ver.4.1 以上

　　★ iOS ver.4.3 以上

　　★ BlackBerry ver.5.0 以上

対応機材は以下から確認できます．
　　 https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/pdf/mobile_SSL_3.0.pdf

なお，一部機材では証明書のインストールが必要な場合があります．詳しくはオンラインガイ
ドを参照してください．

　　　　★オンラインガイド
　　　　　　　 https://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　　　　困ったときの Q＆A → CA証明書のインストール方法

この件について不明な点などありましたら，情報基盤運用室までお問い合わせください．
　 (内線：87-3011，メールアドレス：op-members@kiban.kyutech.ac.jp)



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS
No.300 2015.4.10

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555(事務室)

fax.0948-29-7567

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470 (事務室)

fax.093-884-3475

１．九大研究用計算機システム利用支援について

２．研究用計算機システム (北海道大学アカデミッククラウド)の
　　利用支援について

３．Amazon Web Servicesの利用支援について
４．ssh鍵認証方式遠隔ログインサービスについて

1 九大研究用計算機システム利用支援について

情報科学センターでは，下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサービスの
利用期間は，平成 27年 4月～平成 28年 2月です．

[構成 1]

提供システム： 富士通 PRIMERGY CX400 S1 16ノード (Intel Xeon，16core，
114GB RAM，1ノードあたり)

対象： 本学に所属する学生，教職員
※システムの混雑度に応じて，利用可能なリソースを制限することがあります

[構成 2]

提供システム： 富士通 PRIMEHPC FX10 12ノード (「京」コンピュータ互換)

(Fujitsu SPARC64 IXfx 1.848GHz 16core, 32GB RAM，1ノードあたり)

対象： 本学に所属する教職員
※システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/CX/how_to_use/00_intro.html

［構成 1］

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/FX10/how_to_use/00_intro.html

［構成 2］

システムに関する利用報告書を提出 (平成 28年 3月)していただける利用者に対し，利用負担金
を補助します (情報科学センターが全額負担)．



また，以前に利用された方で報告書未提出の方 (同一研究グループ含む)については，申請をお
断りすることがあります．

申請期間： 平成 27年 4月 10日 (金)より随時 ［構成 1］
平成 27年 4月 10日 (金)～4月 27日 (月) ［構成 2］

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせくださ
い．担当者より折り返し連絡いたします．

2 研究用計算機システム (北海道大学アカデミッククラウド)の利
用支援について

情報科学センターでは，研究を円滑に行うための情報システムの構築を促進するため，北海道
大学アカデミッククラウドの利用支援を行います．

このサービスの利用期間は，平成 27年 4月～平成 28年 2月です．

[構成 3]： 北大アカデミッククラウド　ホスティングサーバ
(CPU 1Core, メモリ容量 3GB, ディスク容量 100GB, CentOS5(64bit),

1固定 IPアドレス, HA構成, 管理者権限 (rootアカウント)付与)

以下より，ご希望のパッケージを 1つ選択していただきます．

　　　☆ 標準パッケージ (LAMP（CentOS標準パッケージインストール）)

　　　☆ Wikiパッケージ (Media Wiki)

　　　☆ 研究室パッケージ１ (Zope + Plone)

　　　☆ 研究室パッケージ２ (Xoops)

　　　☆ 学会パッケージ (Open Conference System)

　　　☆ ブログパッケージ (Movable Type)

　　　☆ Redmineパッケージ（プロジェクト管理パッケージ）

各パッケージの詳細については，以下のURLを参照してください．
　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server2.html#hos_man

[構成 4]： 北大アカデミッククラウド　プロジェクトサーバ (Mサーバ)

(CPU 4Core, メモリ容量 12GB, ディスク容量 100GB, CentOS5(64bit),

1固定 IPアドレス, 管理者権限 (rootアカウント)付与)

アカデミッククラウド上に構築されたLinux OSに対して，自由にシステムを構築することがで
きます．

プロジェクトサーバの詳細については，以下のURLを参照してください．
　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server2.html#pro_man

[構成 3，4共通]： 1. アプリケーションサーバ
HITACHI BladeSymphony BS2000 (CPU Xeon E7-8870 2.4GHz 40Core,

ディスク容量 100GB, Linux(RHEL)) を共有し，各種アプリケーションを
実行できます．

利用可能なアプリケーションついては，以下のURLを参照してください．
　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/appli_category.html



[構成 3，4共通]： 2.オンラインストレージサービス (Proself)

アプリケーションサーバのファイルシステムをWebストレージ
(WebDAV)として利用できます．

アカデミッククラウドに適した利用目的を有し，利用期間終了後に報告書を提出 (平成 28年 3

月)していただける利用者に対し，利用負担金を補助します (情報科学センターが全額負担)．

対象 ：本学に所属し，これまでにアカデミッククラウドの利用支援を受けたことのない
　教職員（応募数が多数の場合，利用目的による選考を行います）

申請期間 ：平成 27年 4月 10日 (金) ～ 4月 27日 (月)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせくださ
い．担当者より折り返し連絡いたします．

3 Amazon Web Servicesの利用支援について

情報科学センターでは，研究を円滑に行うための情報システムの構築を促進するため， Amazon

Web Services LLCが提供するクラウドシステム (Amazon Web Services)の利用支援を行います．

このサービスの利用期間は，平成 27年 4月～平成 28年 3月です．

通常，Amazon Web Servicesを利用するためには，個人のクレジットカードを用いたアカウン
ト登録及び決済が必要となりますが，情報科学センターが利用手続きを代行します．本利用支援
に応募していただくと，Amazon Web Servicesが提供する各種クラウドサービスの利用 (Amazon

VPCを除く)，および本学の会計規則に則った決済が可能です．

支援の概要 ： Amazon Web Servicesのアカウント管理 (契約，解約)の代行
　本学の会計規則に則った請求書類の一ヶ月単位での発行

利用者の負担 ： Amazon Web Services使用料金
　+ 代行業者への手数料 (使用料金の 15％)(月額)

対象 ： 本学に所属する教職員
申請期間 ： 平成 27年 4月 10日 (金)より随時

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせくださ
い．担当者より折り返し連絡いたします．

4 ssh鍵認証方式遠隔ログインサービスについて

現在提供している ssh鍵認証方式による遠隔ログインサービスについて，今年度公開の新シス
テムに，一部のユーザの公開鍵が引き継がれていないためログインができないという不具合が判
明しました．

この不具合対応の為，以下の日時にて遠隔接続サービスを停止し対応作業を行います．

　　　日時：4月 11日 (土) 9:00～12:00

　　　停止するサービス：ssh 接続サービス，Exceed onDemand 接続サービス
　　　対象：ユーザ自身のホームディレクトリに ssh 公開鍵を保存していた利用者
　　　※Web登録パネルにて公開鍵を登録していた方，既に公開鍵を自分で戻した方には影響
　　　　ありません
　　　作業内容：保存している旧ファイルのディレクトリ (OLDFILES2015)より公開鍵を
　　　　　　　　ユーザのディレクトリに複製する
　　　※その他のファイル (秘密鍵等)は複製しません．必要に応じてご自身で複製してください．

ご迷惑をおかけしますが，よろしくお願いします．
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1 センター電子メールサービスの終了について

ISC-News No.286(平成 26年 2月 13日発行)及び No.287(平成 26年 3月 14日発行)でお知らせ
ししています電子メールサービスの移行について，案内の通り本年度末をもちまして旧センター
メールから生涯メールへの転送を終了します.

平成 27年 4月 1日 (水)より，旧センターメールアドレス宛のメールは配送されなくなります
(メールアドレスが無効となります).

終了する旧センターメールアドレスは以下の形式です．

　　　 user_id@iizuka.isc.kyutech.ac.jp (飯塚キャンパス)

　　　 user_id@tobata.isc.kyutech.ac.jp (戸畑・若松キャンパス)

今後も利用可能な生涯メールアドレスは以下の形式です．

　　　 user_id@mail.kyutech.jp (全学共通)

2 VDIシステムの公開停止について

現在飯塚キャンパスにおいて教育用 Linux環境の遠隔利用環境として公開している，Oracle社
製の Virtual Desktop Infrastructure(VDI)システムについて，平成 27年 3月末をもって公開を停
止します．



同システムを使用するための JavaベースのPCクライアントソフトウェアが，すでにサポート
を終了した Java6にしか対応しておらず，また今後もメーカーによる現行の Java8への対応が行
われないことが確定的になったためです．教育用環境の遠隔利用をご希望の方は，ssh接続または
Exceed onDemandによる接続をご利用ください．利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが，
どうかご理解のほどよろしくお願いいたします．

なお，現在 PC用クライアントソフトウェアをインストールしご利用中の皆様については，セ
キュリティ上の危険性を低減するため，Java6と併せてできるだけ速やかにアンインストールして
いただくよう強くお願いいたします．

3 授業担当者対象新環境説明会について

平成 27年度の授業担当者を対象とした，情報科学センター新端末環境 (Linux)の説明会を下記
のとおり開催します．授業担当者の方は，ぜひご出席ください．所属学科などとは関係なく，ど
ちらの会場でも参加いただけます．

　★戸畑キャンパス

　　日時：3月 30日 (月) 13:00～

　　会場：総合教育棟 2階 C-2B講義室

　★飯塚キャンパス

　　日時：3月 31日 (火) 13:00～

　　会場：情報科学センター 3階 端末講義室

情報科学センターでは説明会以外にも，関連するお問い合わせの受付や資料のご提供などを行っ
てまいりますので，そちらも併せてご利用ください．

なお，不明な点などありましたら support＠ isc.kytuech.ac.jpまたは，飯塚 (内線：7558)，
戸畑 (内線：3471)までお問い合わせください．

4 遠隔利用端末の停止および環境更新について

ISC-News No.296(平成 26年 12月 18日発行)にてお知らせしています教育用計算機システム端
末計算機環境 (Linux)の更新に伴い，遠隔利用端末の停止および環境更新を行います.

現在運用中の遠隔利用端末 (飯塚: remote-i，戸畑: remote-t)は，4月 1日 (水) 9:00に一旦運用
を停止し，4月 2日 (木) 17:00 より運用を再開します．　

　　★ 4月 1日 (水) 9:00～ 遠隔利用端末の運用停止

　　★ 4月 2日 (木) 17:00～ 同　運用再開

運用再開後は新環境の Ubuntu 14.04LTS となります。現在の環境からの移行にあたって，環境
設定の変更等が必要になる場合があります．移行に関する情報は，4月 2日 (木)公開予定のオン
ラインガイドをご覧ください．

☆オンラインガイド
　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

　　　困ったときの Q＆A → 前システムからの移行について



5 Exceed onDemand サービスの一部変更について

教育システム遠隔利用環境の Exceed onDemand サービスについて，新システムより一部利用
方法が変わります．新システムで利用する為には，以下の手順が必要です．

• 最新版クライアントソフトへのバージョンアップ

• 接続先 (Xstart)の選択

• ログイン後に各自の環境に合わせた解像度の変更

この変更は，新システムへの対応の為の暫定措置であり今後変更する可能性があります．また，
一部の動作が不安定 (反応が遅い等)な状態が確認されています．

詳しい利用方法は，4月 2日 (木)公開予定のオンラインガイドをご覧ください．

　　☆オンラインガイド
　　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　応用編 → Exceed onDemandシステムの利用方法

ご迷惑をおかけいたしますが，どうぞよろしくお願いいたします．
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１．授業担当者向け先行公開端末について

２．年度末の閉館について

1 授業担当者向け先行公開端末について

ISC-News No.296(平成 26年 12月 18日発行)にてお知らせをしています，情報科学センター教

育用計算機システム端末計算機環境 (Linux)の更新につきまして，授業担当者を対象に以下のと

おり先行公開します．

　　　★飯塚キャンパス：利用者窓口 (内線：7558)

　　　☆戸畑キャンパス：利用者窓口 (内線：3471)

飯塚・戸畑キャンパスともに公開開始は 2月 27日 (金)から，利用時間は 9:00～17:00です．

ただし，機種更新作業のスケジュールによっては利用できない場合もありますので，ご利用に

なる前に各キャンパスの利用者窓口に電話でご確認の上お越しください．

2 年度末の閉館について

以下の期間は，年度末処理のため計算機サービスを一時停止します．期間中，センターの講義

室・演習室の利用はできません．

　　　☆期間：平成 27年 3月 28日 (土)～平成 27年 4月 5日 (日)
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１．講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて

２．今春卒業・退職等される方のデータの移行について

1 講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて

情報科学センターでは，平成 26年度戸畑キャンパスで講義用 IDを使用されている方に『講義
用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確認メールを送付し
ます．これらに必要事項および継続 (または抹消)を記入の上，平成 27年 3月 6日 (金)までに情報
科学センター事務室に提出，またはメールによる返信をお願いします．なお，TA用 IDの継続は
できません．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，平成 27年 4月 3日 (金)より開始します．詳細および登
録方法については，以下のURLを参照してください．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/shorui/ →　『ID登録申請書』

2 今春卒業・退職等される方のデータの移行について

この春卒業される方，および退職・異動される方について，平成 27年 6月 1日 (月)以降，セン
ターシステムにある IDは抹消，これと同時に現在使用されているファイル等も全て削除します．
もし現在使用されているファイル等で保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取る
などの措置をとってください．　
なお，生涯メールの扱い・お問い合わせについては，生涯メールアドレス運用部会（学務課教

育支援係）までお願いします.

● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を修了する方
(博士前期課程を修了し後期課程へ進学する方も含む)

☆ 退学・除籍された方
☆ 退職・異動する方

バックアップの方法などについては support@isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせください．
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１．教育用計算機システム端末計算機環境 (Linux) の更新について

1 教育用計算機システム端末計算機環境 (Linux) の更新について

Ubuntu Linuxの最新 LTS (長期サポート)版である Ubuntu 14.04 LTS がリリースされたこと

を受けて，平成 27年 4月より，情報科学センターの教育用計算機システム端末の Linux環境を，

現在のUbuntu 12.04 LTSから 14.04 LTSに更新します．

今回の更新によるOSおよび各種ソフトウェアの変更に伴い，利用者が作成したプログラム，イ

ンストールしたアプリケーション等については，再コンパイルや再インストールが必要になる場

合があります．また更新に伴う互換性問題を避けるため，一部を除き利用者個別のソフトウェア

設定等は移行時点で初期化し，その際現行の個人設定ファイル類は別の領域 (ディレクトリ等)に

移動させる予定です．アプリケーションやその利用状況により，利用者自身での再設定あるいは

設定の復旧操作が必要となる場合がありますのでご注意ください．

環境更新に関するより詳しい内容，各種のお知らせ，利用者の注意事項や必要となる作業等の

情報は，今後 ISC-newsおよび情報科学センターWebページ，オンラインガイド等を通じて随時

お知らせする予定です．また授業担当者向けの試用環境 (端末)を，戸畑および飯塚の情報科学セ

ンター利用者窓口で公開しています．どうぞご利用ください．



※更新される主なソフトウェア (旧 → 新)

☆OS (Linuxディストリビューション)

　Ubuntu 12.04 LTS → 　 14.04 LTS

☆Linuxデスクトップ
　Unity ver.5.20 → 　 ver.7.2.2

☆シェル
　 bash ver.4.2.25 → 　 ver.4.3.11

　 tcsh ver.6.17.06 → 　 ver.6.18.01

　 screen ver.4.00.03jw4 → 　 ver.4.01.00devel

☆ターミナル
　GNOME端末 ver.3.4.1.1 → 　 ver.3.6.2

☆テキストエディタ
　 emacs ver.23.3.1 → 　 ver.24.3.1

　 gedit ver.3.4.1 → 　 ver.3.10.4

　 gvim ver.7.3.429 → 　 ver.7.4.52

☆日本語入力
　 iBus 1.4 / Anthy ver.9100 → 　 Fcitx 4.2.8.3 / Anthy ver.9100h

☆プログラミング関連
　 gcc ver.4.6.3 → 　 ver.4.8.2

　 java ver.1.7.0_5 → 　 ver.1.8.0_25

　 perl ver.5.14.2 → 　 ver.5.18.2

　 ruby ver.1.9.3p0 → 　 ver.1.9.3p484

　 Python ver.2.7.3 → 　 ver.2.7.6

　maxima ver.5.24.0 → 　 ver.5.32.1

　wxmaxima ver.11.08.0 → 　 ver.13.04.2

　GNU db ver.7.4-2012.04 → 　 ver.7.7.1

　 eclipse ver.3.7.2 → 　 ver.3.8.1

☆Webブラウザ
　 firefox ver.24.4 ESR → 　 ver.31.2.0 ESR

　 chromium-browser ver.33.0.1750.152 → 　 ver.39.0.2171.65

☆メールリーダ
　 thunderbird ver.24.3.0 → 　 ver.31.2.0

　mew ver.6.3 → 　 ver.6.5-7

　 evolution ver.3.2.3 → 　 ver.3.10.4

☆PDF表示
　 acroread → 　廃止
　 evince ver.3.4.0 → 　 ver.3.10.3

☆日本語TeX関連
　 platex ver.3.141592-p3.1.11 → 　 ver.3.1415926-p3.4-110825-2.6

　 xdvi ver.22.84.13 j1.34 → 　 ver.22.84.16 j1.41

　 gs (Ghostscript) ver.9.05 → 　 ver.9.10

☆画像編集
　 gimp ver.2.6.12 → 　 ver.2.8.10

☆オフィスツール
　 libreoffice ver.3.5 → 　 ver.4.2.7.2
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１．冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

冬季休業期間中の運用スケジュールは以下のとおりです．また，本年の夜間運転は飯塚・戸畑
共に 12月 22日 (月)で終了します．

☆飯塚キャンパス

＊ 12月 24日 (水)，平成 27年 1月 5日 (月)に利用できる教室：AV演習室

＊ 12月 25日 (木)～平成 27年 1月 4日 (日)：サービス業務停止

＊ 1月 6日 (火)～：通常どおりの運用

★戸畑キャンパス

＊ 12月 24日 (水)，平成 27年 1月 5日 (月)に利用できる教室：オープン端末室

＊ 12月 25日 (木)～平成 27年 1月 4日 (日)：サービス業務停止

＊ 1月 6日 (火)～：通常どおりの運用

※ 休業期間中の運用時間は，8:40～17:00 です．
また，月曜日は午前中閉館のため開館時刻が 12:40～となります．

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止します．
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１．工大祭および推薦入試期間中の夜間閉館について
２．停電に伴うセンターシステム及び

　　　　　ネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

1 工大祭および推薦入試期間中の夜間閉館について

工大祭および推薦入試期間，情報科学センターでは以下の日程を夜間閉館とします．閉館時刻
は午後 5時です．

☆飯塚キャンパス 夜間閉館：11月 21日 (金)，26日 (水)～28日 (金)

　※ 11月 25日 (火)は通常どおりの運用です．

☆戸畑キャンパス 夜間閉館：11月 21日 (金)，27日 (木)，28日 (金)

　※ 11月 25日 (火)，26日 (水)は通常どおりの運用です．

2 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止につ
いて (戸畑キャンパス)

戸畑キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 26年 12月 14日 (日)午前 9時から午後 5

時までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，戸畑キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予定
で一時停止，復電後順次再稼働します．

☆平成 26年 12月 14日 (日) 7:00 ～ 19:00

なお，無線 LAN 情報コンセントサービスで提供している eduroam は認証を戸畑キャンパスで
実施しているため，飯塚・若松キャンパスでも戸畑キャンパスの停電およびネットワーク復旧ま
では eduroam への接続ができませんのでご注意ください．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．
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１．停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停
止について (飯塚キャンパス)

1 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止に
ついて (飯塚キャンパス)

飯塚キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 26年 11月 3日 (月・祝日)9:00から 17:00

までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，飯塚キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予

定で一時停止，復電後順次再稼働します．

　　　☆平成 26年 11月 3日 (月・祝日) 7:00 ～ 19:00

この停電に伴う一時停止の間，戸畑・若松キャンパスにおいては，全学統合 ID管理システム

によるアカウント登録並びにパスワード変更ができません．

なお，停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．
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１．九大スーパーコンピュータシステム (高性能演算サーバ)
利用講習会について

1 九大スーパーコンピュータシステム (高性能演算サーバ)利用
講習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，以下のとおり利
用講習会を開催します．

日時: 平成 26年 10月 31日 (金) 14:00 ～ 17:00

会場: 戸畑キャンパス 総合教育棟北棟 2階 C-2B講義室
講師: 九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

［プログラム］

1. 九大研究用計算機システムの概要：研究用計算機システムの特徴や利用者へのサポート体
制について解説します．

2. システムの基本操作：研究用計算機システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入
方法等の基礎事項に関する講習および実習を行います．

3. 高性能演算サーバ (富士通 CX400)利用方法：MPIを用いた並列プログラミングに関す
る講習 (実習を含む)を行います．

　　対象：本学の教職員および学生 (利用登録の有無に関わらず受講できます)

　　申込み締切 :平成 26年 10月 28日 (火)

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jpまでお知ら
せください．担当者より折り返し連絡します．
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１．VDIシステムの公開について
２．VPN 接続サービスのファイヤーウォール導入について

1 VDIシステムの公開について

情報科学センターでは平成 26年 10月 1日 (水)より Oracle社製の Virtual Desktop Infras-

tructure(VDI)システムの飯塚サーバを公開します．

VDIは，現在センターで公開している Exceed onDemand と同じように，利用者の端末にク
ライアントソフトをインストールする事で情報科学センターの教育用Linuxシステムの利用を
可能にします．また，この VDI は Android 端末でも利用することができます．

飯塚サーバに続いて，戸畑サーバも 10月中旬頃の公開を予定しています．

具体的な利用方法など詳細は，情報科学センターのオンラインガイドを参照してください．

☆オンラインガイド

https://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/　　　「応用編 → Oracle VDIの利用方法」

2 VPN 接続サービスのファイヤーウォール導入について

情報科学センターで提供している VPN 接続サービスのセキュリティ対策として，平成 26年
10月 1日 (水)より VPN 接続後のクライアントに対するファイヤーウォールを導入します．

今回のファイヤーウォール導入により，VPN 接続中のPCからは，これまで通り外部サービ
スとの通信が可能ですが、学内を含む外部からVPN接続中のPCへのアクセスは禁止されます.

なお，PCで利用するアプリケーションも，外部からの接続を行う一部のものについては利
用出来なくなる可能性がありますのでご注意ください．

VPN 接続サービスの詳細は，情報科学センターのオンラインガイドを参照してください．

☆ オンラインガイド

https://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/　　「応用編→ VPN接続サービスの利用方法」
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１．情報コンセントサービス (無線LAN)機器更新に伴うサービスの
　　一時停止について
２．eduroamの暗号化方式の変更について
３．夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 情報コンセントサービス(無線LAN)機器更新に伴うサービス
の一時停止について

戸畑および飯塚キャンパスの幹線スイッチ，キャンパス間スイッチの機器更新に伴い，以下

の予定で情報コンセントサービス (無線 LAN)を一時停止します．

　　☆ 平成 26年 8月 12日 (火) ～ 8月 15日 (金)

また，この更新作業と平行して情報コンセントサービス (無線 LAN)の機材を，以下の通り

順次更新します．

　　◆ Aruba 7210，AP-225，IEEE 802.11ac 対応

　　◆ 期間：平成 26年 8月 12日 (火) ～ 9月 12日 (金)

更新後は，全キャンパスで約 250台以上のアクセスポイントが稼働します．アクセスポイン

トの設置場所は，オンラインガイドに掲載予定です．

アクセスポイントの交換作業にはそれぞれ30分程度を見込んでおり，その間は通信が切断さ

れます．



2 eduroam の暗号化方式の変更について

eduroamで推奨されている暗号化方式に合わせるため，情報コンセントサービス (無線LAN)

機器の更新の際，戸畑・飯塚キャンパスの SSID eduroam の暗号化方式を以下の通り変更し
ます．
　　　◆日時：平成 26年 9月 12日 (金)午前 9時

　　　◆WPA-TKIP → WPA2-AES

現在，戸畑・飯塚キャンパスで eduroam をご利用の方は，この変更に伴い，9月 12日 (金)以
降に，一旦各ノートパソコン (またはスマートフォンやタブレット等の携帯端末)から eduroam

のネットワーク設定を削除し，再度接続して頂くようお願いします．削除の手順は以下のURL

を参照してください．

　　　　 http://eduroam.isc.kyutech.ac.jp/

3 夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

情報科学センターでは，本学が行っている節電対策，政府等による節電要請を踏まえ，従来
一週間としていた閉館期間を延長します．また，各部局が指定する一斉休業を 8月 27日 (水)に
定め，この日も閉館とします．

飯塚・戸畑それぞれの閉館期間は以下のとおりです．なお，閉館期間内の遠隔利用サービス
については利用可能です．

　　　　☆夏季閉館

　　　　　　　飯塚： 8月 12日 (火)～8月 24日 (日)，27日 (水)

　　　　　　　戸畑： 8月 12日 (火)～8月 24日 (日)，27日 (水)

但し，8月 12日 (火)～15日 (金)は全学一斉休業，また，8月 12日 (火)～24日 (日)は戸畑
キャンパス・情報学習プラザ全体を閉館し，8月 18日 (月)～22日 (金)の間，戸畑センター利
用者窓口の業務を総合教育棟 2F 情報科学センター事務室で行います．

夏季休業期間および前期再授業期間中に，各キャンパスで利用できる教室と期間，時間は以
下のとおりです．

　　　　☆飯塚キャンパス

　　　　　　利用できる教室：AV演習室

　　　　　　利用できる期間：8月 25日 (月)，26日 (火)，28日 (木)～9月 26日 (金)

　　　　　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

　　　　★戸畑キャンパス

　　　　　　利用できる教室：オープン端末室

　　　　　　利用できる期間：8月 25日 (月)，26日 (火)，28日 (木)～9月 30日 (火)

　　　　　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

※但し，利用できる期間内であっても授業が入っている場合は授業が優先です．
　　必ず掲示物などの確認をするようにしてください．
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１．九工大 IDの自動発行に伴う発行方法の変更について

1 九工大 IDの自動発行に伴う発行方法の変更について

本学では，不正防止教育の受講義務化 (9月より実施予定)に対応するため，コンプライアン
ス教育システム (専用学内Moodle)導入が決定されました (研究活動等不正防止対策室主導)．

コンプライアンス教育システム受講につきましては，本学の教職員及び学生は九工大 ID，そ
れ以外の受講者は独自 IDを使用することが平成26年度第 2回学術情報委員会 (7月 17日開催)

にて決定しております．

それに伴い，以下の通り，7月 25日 (金)16時の時点で九工大 IDを持っていない教職員全員に
対し，九工大 IDを配布します．なお，既に九工大 IDをお持ちの方は，引き続き利用可能です．

また，7月 28日 (月)以降に新規採用 (雇用)される教職員については，九工大 IDの取得が義
務付けられます.　

　★ 7月 25日 (金)16時まで (16時までに申請プロセスが完了している必要あり)

・ 九工大 IDの申請による発行，ユーザ名は申請ベースで決定 (現状通り)

申請プロセスの詳細は
http://guide.idm.kyutech.ac.jp/

を参照してください.

　☆ 7月 28日 (月)13時から

・ ユーザ名は，人事データより自動的に付与
・ 九工大 IDのユーザ名通知書を学内便により配布

また，九工大 IDと同時に，生涯メールアドレスも配布されます。生涯メールアドレスの使い
方など詳しくは，以下を参照してください．

　　　　 http://www.isc.kyutech.ac.jp/ →　「他サイトへのリンク」
　　　　　　　　　　→「生涯メールシステムの利用方法 (オンラインガイド)」
　　　　　　　　　　　　→「利用上の注意点」

生涯メールは，Yahoo!メールを利用しているため，九工大側では対応できない事があります．
トラブル回避のためにも「利用上の注意点」は，必ずご一読ください．
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１．九大研究用計算機システム利用支援について
２．研究用計算機システム (北海道大学アカデミッククラウド)の利用支援について
３．Amazon Web Servicesの利用支援について

1 九大研究用計算機システム利用支援について

情報科学センターでは，下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサービスの利用

期間は，平成 26年 4月～平成 27年 2月です．

[構成 1]提供システム： 富士通 PRIMERGY CX400 S1 4ノード (Intel Xeon，16core，

　　　　　　　　　　　 114GB RAM，1ノードあたり)

　 　 対象：本学に所属する学生，教職員

[構成 2]提供システム： 富士通 PRIMEHPC FX10 12ノード (「京」コンピュータ互換)

　　　　　　　　 (Fujitsu SPARC64 IXfx 1.848GHz 16core, 32GB RAM，1ノードあたり)

　 　 対象：本学に所属する教職員

※システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www2.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/CX/how_to_use/00_intro.html

(構成 1)

http://www2.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/FX10/how_to_use/00_intro.html

(構成 2)

システムに関する利用報告書を提出 (平成 27年 3月)していただける利用者に対し，利用負担金を補

助します (情報科学センターが全額負担)．

申請期間：平成 26年 4月 11日 (金)より随時 (構成 1)

　　　　　平成 26年 4月 11日 (金)～4月 28日 (月) (構成 2)



興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせください．

担当者より折り返し連絡いたします．

2 研究用計算機システム (北海道大学アカデミッククラウド)の利用
支援について

情報科学センターでは，研究を円滑に行うための情報システムの構築を促進するため，北海道大

学アカデミッククラウドの利用支援を行います．

このサービスの利用期間は，平成 26年 4月～平成 27年 3月です．

[構成 3]：北大アカデミッククラウド　ホスティングサーバ

　　　　　 (CPU 1Core, メモリ容量 3GB, ディスク容量 100GB, CentOS5(64bit),

　　　　　 1固定 IPアドレス, HA構成, 管理者権限 (rootアカウント)付与)

以下より，ご希望のパッケージを 1つ選択していただきます．

・標準パッケージ (LAMP（CentOS標準パッケージインストール）)

・Wikiパッケージ (Media Wiki)

・研究室パッケージ１ (Zope + Plone)

・研究室パッケージ２ (Xoops)

・学会パッケージ (Open Conference System)

・ブログパッケージ (Movable Type)

・Redmineパッケージ（プロジェクト管理パッケージ）

各パッケージの詳細については，以下のURLを参照してください．
　　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server2.html#hos_man

　　 [構成 4]：北大アカデミッククラウド　プロジェクトサーバ (Mサーバ)

　　　　　　 (CPU 4Core, メモリ容量 12GB, ディスク容量 100GB, CentOS5(64bit),1固定

　　　　　　 IPアドレス, 管理者権限 (rootアカウント)付与)

アカデミッククラウド上に構築された Linux OSに対して，自由にシステムを構築することができ

ます．

プロジェクトサーバの詳細については，以下のURLを参照してください．
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server2.html#pro_man

　　 [構成 3，4共通]： 1. アプリケーションサーバ

　　　　　　HITACHI BladeSymphony BS2000 (CPU Xeon E7-8870 2.4GHz 40Core,

　　　　　　ディスク容量100GB, Linux(RHEL)) を共有し，各種アプリケーションを実行できます．

利用可能なアプリケーションついては，以下のURLを参照してください．
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/appli_category.html



　　 [構成 3，4共通]： 2.オンラインストレージサービス (Proself)

　　　　　　アプリケーションサーバのファイルシステムをWebストレージ (WebDAV)として

　　　　　　利用できます．

アカデミッククラウドに適した利用目的を有し，利用期間終了後に報告書を提出 (平成 27年 3月)

していただける利用者に対し，利用負担金を補助します (情報科学センターが全額負担)．

対象：本学に所属し，これまでにアカデミッククラウドの利用支援を受けたことのない

　　　教職員（応募数が多数の場合，利用目的による選考を行います）

申請期間：平成 26年 4月 11日 (金) ～ 4月 28日 (月)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせください．

担当者より折り返し連絡いたします．

3 Amazon Web Servicesの利用支援について

情報科学センターでは，研究を円滑に行うための情報システムの構築を促進するため， Amazon

Web Services LLCが提供するクラウドシステム (Amazon Web Services)の利用支援を行います．

このサービスの利用期間は，平成 26年 4月～平成 27年 3月です．

通常，Amazon Web Servicesを利用するためには，個人のクレジットカードを用いたアカウント

登録及び決済が必要となりますが，情報科学センターが利用手続きを代行します．本利用支援に応募

していただくと，Amazon Web Servicesが提供する各種クラウドサービスの利用 (Amazon VPCを

除く)，および本学の会計規則に則った決済が可能です．

支援の概要：Amazon Web Servicesのアカウント管理 (契約，解約)の代行

　　　　　　　本学の会計規則に則った請求書類の一ヶ月単位での発行

利用者の負担：Amazon Web Services使用料金

　　　　　　　　＋代行業者への手数料 (使用料金の 15％)(月額)

対象：本学に所属する教職員

申請期間：平成 26年 4月 11日 (金)より随時

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせください．

担当者より折り返し連絡いたします．
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１．情報科学センター教育システムにおける
　　　　　　　　　　　古いパスワードの取扱いについて (重要)
２．電子メールサービス移行スケジュールの一部変更について

1 情報科学センター教育システムにおける古いパスワードの取扱
いについて (重要)

情報科学センター教育システムの更新にあたり，システムで全学統合 ID管理システム提供開始

(平成 21年 5月)以前から変更せずに使用されている古いパスワードについては，新しいシステム

には設定が引き継がれないため，以下の期日以降，教育システムおよび教育システムのパスワー

ドを使用するシステムへのログインができなくなります．

　　★古いパスワードの停止期日：平成 26年 3月 24日 (月)

今後教育システムで使用する IDとパスワードは，すべて全学統合 ID管理システム (教育用統

合 ID)上で設定し直す必要があります．

このような古いパスワードをお使いの方 (全学統合 ID管理システムで一度も教育用統合 IDの

パスワード変更を行っていない方)については，全学統合 ID管理システムでのパスワードの再発

行手続きが必要となりますので，職員証または学生証をお持ちの上，飯塚：プログラム相談室 (内

線：7558)，戸畑：利用者窓口 (内線：3471)までお越しください．

また現在，教育システムのパスワードは，生命情報工学科および生命体工学研究科の一部シス

テム，図書館 (マイライブラリ)，安全衛生推進室 (ハザードリスク DB)等のシステムでも使用さ

れています．これらのシステムをご利用の方はご注意ください．

なお，教育システムの ID (教育用統合 ID) とパスワードで全学統合 ID 管理システム

(https://idm.kyutech.ac.jp/)にログインできる方は「古いパスワード」には該当しないため，

3月 24日 (月)以降も現在のパスワードがそのまま使用できます．



2 電子メールサービス移行スケジュールの一部変更について

ISC-News No.286(平成26年2月13日発行)でお知らせした電子メールサービスの移行スケジュー

ル中の，旧センターメールサービス終了日程を変更します．

★旧センターメールのサービス終了

　　平成 26年 5月 31日 (土)　→　平成 26年 8月 31日 (日)

8月 31日 (日)以降，旧センターメールを使ったPOP/IMAP/SMTP によるメールの読み書き

はできなくなりますが，旧センターメールアドレス宛に送られたメールは，平成 27年 3月末まで

生涯メールへ転送されます．
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1 機種更新作業に伴うセンター運用スケジュールについて

情報科学センターでは機種更新作業のため平成 26年 3月 3日 (月)より 4月 4日 (金)までの間，
閉館します．3月 3日 (月)以降，情報科学センターの講義室，演習室等の利用はできません．

ただし，戸畑キャンパスC-2B講義室は後期末試験のため 3月 4日 (火) 9:00～17:00の利用が
可能です．

2 センターの電子メールサービスの一時停止及び変更について

今年度末の情報科学センター計算機システムの更新に伴い，メールサービスを一時停止します．
また ISC-News No.284(平成 25年 12月 17日発行)に記載したとおり，現在のメールサービス (旧
センターメール)を廃止して外部クラウドサービス (Yahoo!メール)を利用した電子メールサービ
ス (生涯メール)への移行を予定しています．これに伴い，メールの利用に関してさまざまな変更
や制限が発生する予定です．センターシステムで電子メールを利用される方は，以下のお知らせ
の内容に十分注意の上，必要な対応を行ってください．

なお，以下の日程は，作業状況により多少前後することがあります．日程の変更等はセンター
内に掲示しますので，掲示物にご注意ください．



2.1 メールアドレスの変更

旧センターメールのメールアドレスは以下の形式です．

　　　 user_id@iizuka.isc.kyutech.ac.jp (飯塚キャンパス)

　　　 user_id@tobata.isc.kyutech.ac.jp (戸畑・若松キャンパス)

生涯メールへの移行後は，全学共通で以下の形式になります

　　　 user_id@mail.kyutech.jp

本メールアドレスは九州工業大学生涯メールアドレスとして提供されるものであり，卒業・離
職後も同じメールアドレスを使い続けることができます．

利用開始には，生涯メールアドレスと専用の初期パスワードを用いた利用登録が必要 (全利用者
が対象，3月 11日 (火)9:00～より利用登録が可能)となります．また，POP/IMAP/SMTPを用い
たメールの送受信を行うためには，メールリーダの設定変更が必要です．

詳しくは，以下のページ (3月 11日公開予定)をご覧ください．

「情報科学センター教育用Webサーバ」
　　　　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　　　　「情報科学センター教育用webサーバ →
　　　　　　　　　　　　　　　 2014年 4月公開　新システムについて (3月 11日公開予定)」

2.2 電子メールサービス移行スケジュール

　★ 2月 28日 (金)　センター通常運用終了
　　　これ以降，情報科学センター内の端末を使ったメールの読み書きはできません．

　★ 3月 6日 (木) 9:00～3月 11日 (火) 9:00　旧センターメール関連システムの移行作業
　　　この間，外部から旧センターメールアドレス宛にはメールが届きません (受信できません)．
　　　※送信元メールサーバの設定によっては，旧センターメールアドレス宛に送られたメー
　　　　ルが配達不能で送り返される場合があります．適宜相手方にご確認ください．また
　　　　POP/IMAP/SMTPによるリモートからのメールの読み書きもできません．

　★ 3月 11日 (火)9:00～　生涯メールアドレスおよび初期パスワードの配布開始(2.3参照)

　★ 3月 24日 (月)0:00　Active!Mail提供終了(2.4参照)

　★ 4月 7日 (月)　旧センターメールアドレスから生涯メールアドレスへのメール転送開始
　　　　旧センターメールアドレス宛に送られたメールは，旧センターメールと生涯メールの
　　　　両方に届くようになります．

　★ 4月 7日 (月)　センター通常運用開始
　　　　端末を使ったメールの読み書きができるようになります



　★ 5月 31日 (土)　旧センターメールのサービス終了
　　　　旧センターメールを使ったPOP/IMAP/SMTP によるメールの読み書きができなくなり
　　　　ます．旧センターメールアドレス宛に送られたメールは，引き続き生涯メールへ転送さ
　　　　れます．

　★平成 27年 3月末 旧センターメールのメールアドレス廃止
　　　　旧センターメールから生涯メールへの転送を終了します．

これ以降，旧センターメール宛のメールは配送されません (メールアドレスが無効となります)．

2.3 生涯メールの利用登録手続きについて

生涯メールの利用開始には，生涯メールアドレスと専用の初期パスワードを取得し，利用者自
身による Yahoo!メールページでの初回登録が必要となります．

生涯メールアドレスおよび初期パスワードは，3月 11日 (火)9:00から生涯メールアドレス確認
パネル (https://shinsei.isc.kyutech.ac.jp/yahoo/)において確認が可能となりますので，各
自確認をお願いします．

利用登録手続きについて不明な点などある場合は，飯塚：プログラム相談室，戸畑：利用者窓
口までお越しください．

2.4 Active!Mailの利用について

今年度末の情報科学センター計算機システムの更新に伴い，Active!Mailは平成 26年 3月 24

日 (月)より利用できません．Active!Mailをご利用の方は，各自，他ツールへの移行をお願いし
ます．なお，これまでに届いているメールをブラウザから参照する方法は，後日公開する予定です．

3 センターオンライン登録の一時停止

機種更新作業に伴い，以下のオンライン登録を平成 26年 2月 28日 (金)17:00 より一時停止しま
す．以降，新規登録およびパスワード等の変更はできません．パスワード紛失への対応 (リセット，
再登録)もできませんので，ご注意ください．

　　　　　★教育システムメール転送用登録

　　　　　★情報コンセント接続用 ID登録，再登録

　　　　　★VPN接続用 ID登録，再登録

サービス再開の日程については 4月 4日 (金)13:00を予定しています．



4 遠隔利用端末の停止および環境更新について

現在の遠隔利用端末 (飯塚：remote-i，戸畑：remote-t)は，3月 6日 (木) 9:00 でいったん運用を
停止します．3月 11日 (火) 17:00 より運用再開します．

　　　　　★ 3月 6日 (木) 9:00～ 遠隔利用端末の運用停止

　　　　　★ 3月 11日 (火) 17:00～ 同　運用再開

5 Windows利用者ファイルの移行について

新システムでは，Windows環境の構成が大幅に変更されるため，現在のWindows利用者ファ
イル (Zドライブの内容)は新Windows環境へは引き継がれません．

4月以降，現在のWindows利用者ファイルは，別途用意されるファイルの保管領域からのみ参
照できるようになる予定です．

必要なファイルについては，センターWindows端末 (2月 28日 (金)まで利用可能)でUSBメモ
リにバックアップをとるなどの方法で，利用者自身による移行をお願いします．

6 授業担当者向け先行公開端末について

情報科学センター次期システムの端末機器を，授業担当者を対象に以下のとおり先行公開します．

　公開開始 　　場所 内線番号 利用時間
飯塚キャンパス 3月 3日 (月)13:00～ プログラム相談室 　 7558 9:00～17:00

戸畑キャンパス 3月 3日 (月)13:00～ 利用者窓口 　 3471 9:00～17:00

ただし，機種更新作業のスケジュールによっては利用できない場合もありますので，ご利用に
なる前に各キャンパスの公開場所に電話でご確認の上お越しください．

7 授業担当者向け新システム説明会の開催について

情報科学センターを授業で利用する方向けに新システム説明会を戸畑・飯塚キャンパスで 3月
末に開催する予定です．説明会に出席を希望される方は，開催日時設定・配布資料準備などのた
め，support＠ isc.kyutech.ac.jp 宛て，平成 26年 3月 17日 (月)までに「授業担当者向けシス
テム説明会出席希望」 とメールでご連絡ください．

なお，説明会はメールでの事前申込がない方もご出席いただけます．
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1 全学統合 ID管理システムの更新に伴うサービス停止について

全学統合 ID管理システムの更新に伴い，現在の全学統合 ID管理システム利用者ページの公開

を終了し，新しいシステムの利用者ページに移行します．

　現ページ　 https://www.idm.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　平成 26年 2月 28日 (金) 17:00 公開終了

　新ページ　 https://idm.kyutech.ac.jp/

　　　　平成 26年 3月 5日 (水) 12:00 公開開始

移行作業のため，現ページの公開終了から新ページの公開開始までの間，利用者ページを用い

たパスワードの変更などの操作はできません．またこの間，自動機や窓口において統合 IDアカウ

ントの新規発行やパスワードの再発行 (パスワード忘れの対応)もできません．ご注意ください．

一方，このシステム移行作業が，各学内システムにおける統合 IDアカウントの利用に直接影響

することはありません．移行作業期間中も，各種システムへのログインなどは，原則として通常

通り行うことができます．

なお，新ページでは，表示内容や操作方法も変更されます．新ページの利用方法については近

日中にオンラインガイドなどで公開する予定です．



2 情報コンセントサービス (無線LAN) における教育用統合 ID

利用について

ISC-News No.279(平成 25年 8月 26日発行)でお知らせしたように，情報科学センターでは IEEE

802.1Xを利用した教育用統合 IDによるユーザ認証を平成 25年 9月 30(月)より開始しています．

１．教育用統合 ID 利用登録状況

平成 26年 1月現在，教育用統合 ID の利用登録を済ませた方は約 340 名となっています．これま

で情報科学センターが提供してきた情報コンセント用の独自 IDによるweb認証は，平成 26年 3

月 31日 (月)までを移行期間として 平成 26年 4月 1日 (火)付けで廃止する予定です．

現在独自 IDを利用していて 4月 1日以降も引き続き利用予定の方は，期間内に教育用統合 ID

の利用登録をしてください．

登録及び利用方法は，こちらから確認してください．

　オンラインガイド

　　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　「オンラインガイド → 応用編 → 情報コンセントサービスの利用方法」

２．IEEE 802.1X 認証の動作報告

情報科学センターでは教育用統合 ID に利用する IEEE 802.1X 認証の接続可否情報を収集してい

ます．これまでに沢山の情報をお寄せ頂き，どうもありがとうございました．

以下の web で動作報告の集計結果，及びお寄せ頂いた質問事項への回答を掲載していますので，

ご確認ください．

　　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/OUTLET/index.html

　　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/OUTLET/index.html

　　　「情報コンセントサービスについて → 教育用統合 IDによる認証 →

1. 動作報告集計結果，2. 質問事項への回答」

3 講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて

情報科学センターでは，平成 25年度戸畑キャンパスで講義用 IDを使用されている方に『講義

用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確認メールを送付し

ます．これらに必要事項および継続 (または抹消)を記入の上，平成 26年 3月 7日 (金)までに情報

科学センター事務室に提出，またはメールによる返信をお願いします．なお，TA用 IDの継続は

できません．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，平成 26年 4月 4日 (金)より開始します．詳細および登

録方法については，以下のURLを参照してください．

http://guide.idm.kyutech.ac.jp/



4 今春卒業・退職等される方のデータの移行について

この春卒業される方，および退職・異動される方について，平成 26年 6月 2日 (月)以降，セン

ターシステムにある IDは抹消，これと同時に現在使用されているファイル等も全て削除します．

もし現在使用されているファイル等で保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取る

などの措置をとってください．　

● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を修了する方

(博士前期課程を修了し後期課程へ進学する方も含む)

☆ 退学・除籍された方
☆ 退職・異動する方

バックアップの方法などについては support@isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせください．
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１．情報科学センター次期計算機システムの概要について

1 情報科学センター次期計算機システムの概要について

平成 26年 4月から運用を開始する情報科学センター教育研究用計算機システムについて，その

概要をお知らせします.

利用者環境の中心となる利用者端末については，ハードウェアを最新のものに更新するととも

に，新たなネットワークブートシステム (VHD) を導入することにより，起動時間の短縮，性能の

向上，ソフトウェアの管理性の向上を図りました．また，すべての教室端末でLinuxとWindows

の両方の環境を利用できるようになります．端末環境を支えるサーバシステム，ネットワークに

ついても性能を向上させるとともに，冗長化などにより信頼性，安定性を確保しました．

また，教室外や学外からの遠隔利用の要望に対しては，従来からの sshやExceed onDemandを

経由した Linuxホスト環境に加え，新たに仮想デスクトップ環境 (VDI)を導入しました．VDIで

は教室端末とほぼ同等のLinuxとWindowsの環境を利用できる他，従来のPCに加えてタブレッ

ト端末を利用してアクセスできるなど，より柔軟な遠隔利用環境を提供できるようになります．

この他，電子メールの利用形態やメールサービスへの要求の多様化 (Webメール利用の増加，モ

バイル機器への対応，高い安定性の要求など)に対応するため，電子メールサービスをセンター内

サーバから外部のクラウドサービス (Yahoo!メール)へ移行します．これにより従来は限定的な公

開であったWebメールや端末教室外からのメールアクセスも，ほぼ制約なく利用できるようにな

る他，計画停電や災害などによるシステム停止時にもメールの利用が続けられるなど，より強い

インフラとなることが期待されます．さらに，メールアドレスを生涯メールと共通化することに

より，在学生だけでなく卒業生まで一体化したサービスの提供を行っていく予定です．

新システムの主な構成機器は以下のとおりです．

• 利用者端末
　　Dell Optiplex9020 USFF (戸畑 212台，飯塚 242台)
　　　 CPU: Intel Core i3-4130 (3.4GHz, 2core)
　　　メモリ: 8GB



　　　 LAN: 1000Base-T (1Gbps)
　　　その他 I/F： USB2.0/3.0，サウンド入出力
　　　ディスプレイ： 19インチワイド液晶ディスプレイ
　　　キーボード： Happy Hacking Keyboard, 光学式マウス
　　　最大消費電力： 100W以下 (ディスプレイ含む)

• 利用者端末ソフトウェア (OS)
　　 Ubuntu 12.04LTS
　　 Microsoft Windows 8.1 Pro

• プリンタ (戸畑 5台，飯塚 4台)
　　 リコー IPSiO SP 8300

• ブレード型サーバ (戸畑，飯塚 各 2式．戸畑計 13ブレード，飯塚計 14ブレード)
　　サーバシャーシ: Cisco UCS 5108
　　 CPUブレード: Cisco UCS B22M3 (Xeon E5-2450 2.1GHz 8core, Mem 128GB) 他
　　 LAN: 10Gbps× 8 / 2式

• 仮想サーバ用ストレージ (戸畑，飯塚 各 1台)
　　 NetApp FAS2240A
　　ディスク容量： 約 9TB / 台
　　 LAN: 10Gbps× 4

• ファイルサーバ (戸畑，飯塚 各 1台)
　　 NetApp FAS3220
　　ディスク容量： 約 14TB / 台
　　 LAN: 10Gbps× 4

• ネットワークスイッチ
　　 Juniper EX4550, EX4200, EX3300
　　端末接続: 1Gbps
　　フロア間接続，サーバ等接続: 10Gbps× 2～8 (冗長化構成)

• ファイアウォール装置 (戸畑，飯塚 各 1台)
　　 Fortinet Fortigate-1000C
　　スループット： 20Gbps以上
　　同時セッション： 700万
　　ポリシー数： 10万

• 学習支援サービス (学習教育センター)用サーバ (戸畑，飯塚 各 2台)
　　 Cisco UCS C220
　　　 CPU: Intel Xeon E5-2650 (2GHz, 8core)
　　　メモリ: 128GB
　　　 HDD: 300GB× 2 (RAID1)
　　　 LAN: 10Gbps× 2

• 学習支援サービス (学習教育センター)用ファイルサーバ (戸畑，飯塚 各 1台)
　　　 NetApp FAS2240A
　　　ディスク容量： 約 14TB / 台
　　　 LAN: 10Gbps× 2

現在のシステムからの移行にあたっては，ユーザプログラムの修正と再コンパイル，環境設定

の変更等が必要になる場合があります．こうしたシステム移行に関する情報，また新システムに

関する説明会，講習会等の情報については，準備ができしだい，順次お知らせしていく予定です．
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１．冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

冬季休業期間中の運用スケジュールは以下のとおりです．また，本年の夜間運転は飯塚・戸畑

共に 12月 20日 (金)で終了します．

☆飯塚キャンパス

＊ 12月 24日 (火)，25日 (水)に利用できる教室：端末演習室 1

＊ 12月 26日 (木)～平成 26年 1月 5日 (日)：サービス業務停止

＊ 1月 6日 (月)～：通常どおりの運用

★戸畑キャンパス

＊ 12月 24日 (火)，25日 (水)に利用できる教室：オープン端末室

＊ 12月 26日 (木)～平成 26年 1月 5日 (日)：サービス業務停止

＊ 1月 6日 (月)～：通常どおりの運用

※ 休業期間中の運用時間は，8:40～17:00 です．

また，月曜日は午前中閉館のため開館時刻が 12:40～となります．

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止します．
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１．工大祭および推薦入試期間中の夜間閉館について
２．停電に伴うセンターシステム及び
　　　　　ネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

1 工大祭および推薦入試期間中の夜間閉館について

工大祭および推薦入試期間，情報科学センターでは以下の日程を夜間閉館とします．閉館時刻

は午後 5時です．

☆飯塚キャンパス 夜間閉館：11月 22日 (金)，25日 (月)～28日 (木)

　　　　　　　　
☆戸畑キャンパス 夜間閉館：11月 22日 (金)，25日 (月)，27日 (水)，28日 (木)

　　　　　　　　　　　※ 11月 26日 (火)は通常どおりの運用です．

2 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止につ
いて (戸畑キャンパス)

戸畑キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成25年 12月 8日 (日)午前 9時から午後 5時

までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，戸畑キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予定

で一時停止，復電後順次再稼働します．

☆平成 25年 12月 8日 (日) 7:30 ～ 17:00

飯塚キャンパスには，この停電による影響はありません．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．
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１．停電に伴うセンターシステム及び

　　　　ネットワークの一時停止について (飯塚キャンパス)

1 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止につ
いて (飯塚キャンパス)

飯塚キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 25年 11月 4日 (月・振替休日)9:00から

17:00 までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，飯塚キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予定

で一時停止，復電後順次再稼働します．

　　　☆平成 25年 11月 4日 (月・振替休日) 7:00 ～ 19:00

この停電に伴う一時停止の間，戸畑・若松キャンパスにおいては，全学統合 ID管理システムに

よるアカウント登録並びにパスワード変更ができません．

なお，停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．
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１．九大スーパーコンピュータシステム

　　　　　　　　 (高性能演算サーバ)利用講習会について

1 九大スーパーコンピュータシステム (高性能演算サーバ)利用講
習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，以下のとおり利用

講習会を開催します．

　　　　　　日時 ：平成 25年 10月 31日 (木) 14:00 ～ 17:00

　　　　　　会場 ：飯塚キャンパス 情報科学センター 3階 端末演習室 1

　　　　　　講師 ：九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

［プログラム］
1. 九大研究用計算機システムの概要：研究用計算機システムの特徴や利用者へのサポート体制

について解説します．また，平成 25年 11月より導入される新システムについて解説します．

2. システムの基本操作：研究用計算機システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入方

法等の基礎事項に関する講習および実習を行います．

3. 高性能演算サーバ (富士通 CX400)利用方法：MPIを用いた並列プログラミングに関する

講習 (実習を含む)に加えて，GPUを用いた高速演算 (GPGPU)の利用方法についても講習

を行います．

　　対象：本学の教職員および学生 (利用登録の有無に関わらず受講できます)

　　申込み締切：平成 25年 10月 28日 (月)

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jpまでお知らせ

ください．担当者より折り返し連絡します．
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１．情報コンセントサービス (無線LAN) における認証方法変更のお知らせ

1 情報コンセントサービス (無線LAN) における認証方法変更の
お知らせ

情報コンセントサービス (無線 LAN)では，これまで情報科学センターが発行する独自の専用

IDとパスワードによるweb認証によってユーザ認証を行ってきましたが，無線 LAN利用者の増

加に対応してセキュリティを強化するため，有線／無線LAN認証の標準規格である IEEE 802.1X

を利用した教育用統合 IDによるユーザ認証を平成 25年 9月 30(月)より開始します．

これに伴い，これまで情報科学センターが提供してきた情報コンセント用の独自 IDによるweb

認証は，平成 26年 4月 1日 (火)付けで廃止する予定です．平成 25年 9月 30(月)から平成 26年

3月 31日 (月)までを移行期間とし，その間は，独自 IDによる web認証および教育用統合 IDに

よる IEEE 802.1X 認証双方を提供します．

なお，教育用統合 ID を利用した認証には，利用するパソコンやスマートフォンのOSが IEEE

802.1X 認証 (EAP-PEAP)に対応している必要がありますので，予め利用を予定している機材の

IEEE 802.1X 対応状況をご確認ください．

また，ISC News No.277(平成 25年 5月 23日発行)でお知らせしたように，情報コンセントサー

ビス一定期間未利用アカウントの一時利用停止は，教育用統合 IDによる認証時にも同様に適用さ

れます．

教育用統合 ID を利用した IEEE 802.1X 認証方法および利用についての詳細は，9月下旬頃オ

ンラインガイドに掲載予定です．

☆ オンラインガイド

　　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　「オンラインガイド → 応用編 → 情報コンセントサービスの利用方法」
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１．教育システム Linux 環境の定期更新について

２．夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 教育システム Linux 環境の定期更新について

情報科学センターで提供している Linux 環境について，今後，以下のスケジュールでシステム
更新を行います．このシステム更新では，システムのセキュリティアップデート等の作業を実施
します．講義で利用するソフトウェアを追加する必要がある場合は，更新の 1ヶ月前までにご相談
ください．

なお，更新の 1ヶ月前から環境のテストを兼ね，授業担当者用として試用端末を用意しますの
で，飯塚：プログラム相談室，戸畑：利用者窓口にてご利用ください．

☆今後の更新スケジュール

　　　　　第 1回 平成 25年 8月，　第 2回 平成 25年 10月

　　　　　第 3回 平成 26年 1月，　第 4回 平成 26年 4月

これ以降は，3ヶ月毎に実施する予定です．更新についての詳細情報は随時，以下のURLでお
知らせします．

　　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/sysinfo/

　　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/sysinfo/

また，更新日については情報科学センターホームページの「障害・メンテナンス情報」でもお
知らせします．

　　　 http://www.isc.kyutech.ac.jp/　　左側のメニュー内の「障害・メンテナンス情報」

本件についてのお問い合わせは，support＠ isc.kyutech.ac.jpまたは，飯塚 (内線：7558)，
戸畑 (内線：3471)までお問い合わせください。



2 夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

情報科学センターでは，本学が行っている節電対策，政府等による節電要請を踏まえ，従来一
週間としていた閉館期間を延長します．

飯塚・戸畑それぞれの閉館期間は以下のとおりです．なお，閉館期間内の遠隔利用サービスに
ついては利用可能です．

　　　　　☆夏季閉館

　　　　　　　　飯塚： 8月 10日 (土)～8月 25日 (日)

　　　　　　　　戸畑： 8月 11日 (日)～8月 25日 (日)

但し，8月 12日 (月)～16日 (金)は全学一斉休業，また，8月 11日 (日)～25日 (日)は戸畑キャ
ンパス・情報学習プラザ全体を閉館し，8月 19日 (月)～23日 (金)の間，戸畑センター利用者窓
口の業務を総合教育棟 2F 情報科学センター事務室で行います．

夏季休業期間および前期再授業期間中に，各キャンパスで利用できる教室と期間，時間は以下
のとおりです．

　　　　　☆飯塚キャンパス

　　　　　　　利用できる教室：端末演習室 1

　　　　　　　利用できる期間：8月 26日 (月)～9月 27日 (金)

　　　　　　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

　　　　　★戸畑キャンパス

　　　　　　　利用できる教室：オープン端末室

　　　　　　　利用できる期間：8月 9日 (金)，8月 26日 (月)～9月 30日 (月)

　　　　　　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

※但し，利用できる期間内であっても授業が入っている場合は授業が優先です．必ず掲示物
　　などの確認をするようにしてください．
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１．VPN接続サービス及び情報コンセントサービス　　　

　　　　　　　　　未利用アカウントの利用停止について
２．VPN接続サービス及び情報コンセントサービスの
　　　　　　　　　パスワード変更パネルの公開について

３．VPN接続サービスにおけるアクセス制限終了について

1 VPN接続サービス及び情報コンセントサービス未利用アカウン
トの利用停止について

VPN接続サービス及び情報コンセントサービスにおける，利用可能アカウントの長期間未利用
は，ネットワークセキュリティにとって脅威となりえます．そのため，平成 25年 7月 1日 (月)よ
り，情報科学センターで提供している VPN接続サービス及び情報コンセントサービスについて，
一定期間サービス未利用の場合アカウントを利用停止とします．

利用停止対象 ：サービスの利用が連続して 3ヶ月 (90日)間無かったVPN接続用または
　情報コンセント用アカウント

解除方法 ：アカウント設定パネル (本 ISC-News 2項参照)によりユーザ自身が
　再開手続きを行う

開始日 ：平成 25年 7月 1日 (月)

7月 1日時点で，利用がない期間が連続して 3ヶ月 (90日)に到達しているアカウント及び，7月
1日以降，利用がない期間が連続して 3ヶ月に達した時点でアカウントを利用停止とします．VPN

接続サービス・情報コンセントサービス共にパスワード変更等，アカウント設定パネルのみの利
用は，サービスの利用とみなしません．



詳細については，オンラインガイドを参照してください．

☆ オンラインガイド

　　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　　「オンラインガイド → 応用編 → VPN接続サービスの利用方法」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ 情報コンセントサービスの利用方法」

2 VPN接続サービス及び情報コンセントサービスのアカウント設
定パネルの公開について

情報科学センターで提供しているVPN接続サービス及び情報コンセントサービスについて，ユー
ザ自身によるサービスの一時停止及び再開と，パスワード変更を行うためのパネルを平成25年 7

月 1日 (月)より公開します．

このパネルを利用する事により，両サービス共に現状ではできなかったパスワード変更，及び，
一定期間未利用で利用停止になったアカウントの停止解除 (利用再開)，ユーザ自身による利用一
時停止設定が可能となります．

詳細及び利用方法については，オンラインガイドを参照してください．

☆ オンラインガイド

　　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　　「オンラインガイド → 応用編 → VPN接続サービスの利用方法」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ 情報コンセントサービスの利用方法」

3 VPN接続サービスにおけるアクセス制限終了について

情報科学センターで提供している VPN接続サービスを経由した『九州工業大学情報システム
利用規程』違反への対策として，ISC-News No.250(平成 23年 2月 22日発行)でお知らせしたとお
り，平成 23年 3月 7日よりVPNサービス接続後のアクセス先を学内のみに限定してきました．

しかし，その後の文献検索サービスをはじめとする学内情報サービスを取り巻く環境の変化等
により，利用者の利便性に問題が出るようになりました．一方で，対策の一環として行われた学
術情報委員会による情報モラルの啓蒙活動，ネットワークセキュリティ機器の新規導入等により，
本サービスに関連する利用規定違反は確認されておりません．

これらをふまえ，VPN接続サービスにおけるアクセス制限を終了しました．利用者の皆様には，
くれぐれも『九州工業大学情報システム利用規程』に則った利用をお願いします．
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１．九大研究用計算機システム利用支援について

２．研究用計算機システム
　　　　 (北海道大学アカデミッククラウド)の利用支援について
３．Amazon Web Servicesの利用支援について

1 九大研究用計算機システム利用支援について

情報科学センターでは，下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサービスの

利用期間は，平成 25年 4月～平成 26年 2月です．

[構成 1]提供システム： 富士通 PRIMERGY CX400 S1 8ノード (Intel Xeon，16core，

　　　　　　　　　　　　 114GB RAM，1ノードあたり)

　　　　対象：本学に所属する学生，教職員

[構成 2]提供システム： 富士通 PRIMEHPC FX10 12ノード (「京」コンピュータ互換)

　　　　　　　　　　 (Fujitsu SPARC64 IXfx 1.848GHz 16core, 32GB RAM，1ノードあたり)

　　　　対象：本学に所属する教職員

※システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www2.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/CX/how_to_use/00_intro.html 　

(構成 1)

http://www2.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/FX10/how_to_use/00_intro.html 　

(構成 2)

システムに関する利用報告書を提出 (平成 26年 3月)していただける利用者に対し，利用負担金

を補助します (情報科学センターが全額負担)．



　　申請期間：平成 25年 4月 12日 (金)より随時 (構成 1)

　　　　　　　　平成 25年 4月 12日 (金)～4月 22日 (月) (構成 2)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせください．

担当者より折り返し連絡いたします．

2 研究用計算機システム (北海道大学アカデミッククラウド)の利
用支援について

情報科学センターでは，研究を円滑に行うための情報システムの構築を促進するため，北海道

大学アカデミッククラウドの利用支援を行います．

このサービスの利用期間は，平成 25年 4月～平成 26年 3月です．

[構成 3]：北大アカデミッククラウド　ホスティングサーバ (Sサーバ)

　　　 (CPU 1Core, メモリ容量 3GB, ディスク容量 100GB, CentOS5(64bit),

　　　 1固定 IPアドレス, HA構成)

以下より，ご希望のパッケージを 1つ選択していただきます．

　　・ブログパッケージ (WordPress)

　　・標準パッケージ (LAMP（CentOS標準パッケージインストール）)

　　・Wikiパッケージ (Media Wiki)

　　・研究室パッケージ１ (Zope + Plone)

　　・研究室パッケージ２ (Xoops)

　　・学会パッケージ (Open Conference System)

　　・ブログパッケージ (Movable Type)

　　・Redmineパッケージ（プロジェクト管理パッケージ）

※ブログパッケージ (WordPress)以外は管理者権限 (rootアカウント)が付与されます．

各パッケージの詳細については，以下のURLを参照してください．

　　　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server2.html#hos_man

[構成 4]：北大アカデミッククラウド　プロジェクトサーバ (Mサーバ)

　　　　　 (CPU 4Core, メモリ容量 12GB, ディスク容量 100GB, CentOS5(64bit),

　　　　　 1固定 IPアドレス, 管理者権限 (rootアカウント)付与)

アカデミッククラウド上に構築されたLinux OSに対して，自由にシステムを構築することができ

ます．

プロジェクトサーバの詳細については，以下のURLを参照してください．

　　　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server2.html#pro_man



[構成 3，4共通]： 1. アプリケーションサーバ

　　　HITACHI BladeSymphony BS2000 (CPU Xeon E7-8870 2.4GHz 40Core,

　　　ディスク容量 100GB, Linux(RHEL)) を共有し，各種アプリケーションを実行できます．

利用可能なアプリケーションついては，以下のURLを参照してください．

　　　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/appli_category.html

[構成 3，4共通]： 2.オンラインストレージサービス (Proself)

　　　アプリケーションサーバのファイルシステムをWebストレージ (WebDAV)として利用で

きます．

アカデミッククラウドに適した利用目的を有し，利用期間終了後に報告書を提出 (平成 26年 3

月)していただける利用者に対し，利用負担金を補助します (情報科学センターが全額負担)．

対象：本学に所属し，これまでにアカデミッククラウドの利用支援を受けたことのない教職員

　募集件数：10件程度（応募数が多数の場合，利用目的による選考を行います）

　申請期間：平成 25年 4月 12日 (金) ～ 4月 22日 (月)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせくださ

い．担当者より折り返し連絡いたします．

3 Amazon Web Servicesの利用支援について

情報科学センターでは，研究を円滑に行うための情報システムの構築を促進するため， Amazon

Web Services LLCが提供するクラウドシステム (Amazon Web Services)の利用支援を行います．

このサービスの利用期間は，平成 25年 4月～平成 26年 3月です．

通常，Amazon Web Servicesを利用するためには，個人のクレジットカードを用いたアカウン

ト登録及び決済が必要となりますが，情報科学センターが利用手続きを代行します．本利用支援

に応募していただくと，Amazon Web Servicesが提供する各種クラウドサービスの利用 (AmaZon

VPCを除く)，および本学の会計規則に則った決済が可能です．

支援の概要：Amazon Web Servicesのアカウント管理 (契約，解約)の代行

　　　　　　　本学の会計規則に則った請求書類の一ヶ月単位での発行

利用者の負担：Amazon Web Services使用料金

　　　　　　　　　　　　　　　　　+ 代行業者への手数料 (使用料金の 15％)(月額)

対象：本学に所属する教職員

申請期間：平成 25年 4月 12日 (金)より随時

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせくださ

い．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．授業担当者対象新環境説明会について

２．飯塚・戸畑キャンパス 無線LAN 一時停止のお知らせ
３．VPN接続サービス用サーバのホスト名変更について

1 授業担当者対象新環境説明会について

平成 25年度の授業担当者を対象とした，情報科学センター教育用計算機新利用者環境の説明

会を下記のとおり開催します．授業担当者の方は，ぜひご出席ください．所属学科などとは関

係なく，どちらの会場でも参加いただけます．

☆飯塚キャンパス　

　　日時：3月 26日 (火) 13:00～

　　会場：情報科学センター 1階 AV講義室

☆戸畑キャンパス

　　日時：3月 29日 (金) 13:00～

　　会場：総合教育棟 2階 C-2B講義室

なお，不明な点などありましたら support＠ isc.kytuech.ac.jpまたは，飯塚 (内線：7558)，戸

畑 (内線：3470)までお問い合わせください．



2 飯塚・戸畑キャンパス 無線LAN 一時停止のお知らせ

現在情報科学センターで提供している無線 LAN接続サービスについて，使用する機材の OS

更新作業のため，飯塚・戸畑両キャンパス，それぞれ以下の予定で無線LANによる情報コンセ

ントサービスを停止します．　

☆飯塚キャンパス

　　日程：平成 25年 3月 25日 (月)

　　時間：12:00 ～ 13:00

　　　　　※この期間で 30 分程度無線 LANサービスが停止します

☆戸畑キャンパス

　　日程：平成 25年 4月 3日 (水)

　　時間：12:00 ～ 13:00

　　　　　※この期間で 30 分程度無線 LANサービスが停止します

なお，戸畑キャンパスでは ISC News No.274(平成 25年 3月 14日発行)でお知らせしたよう

に 3 月 19 日 (火)も無線 LAN サービスが停止しますのでご注意ください．

急なお知らせで，利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが，ご協力をお願いします．

3 VPN接続サービス用サーバのホスト名変更について

現在情報科学センターで提供しているVPN接続サービスについて，平成 25年 4月 1日 (月)

にホスト名の変更をします．

[旧ホスト名] [新ホスト名]

　　戸畑) nortelt.isc.kyutech.ac.jp　　 　　戸畑) vpn-t.isc.kyutech.ac.jp

　　飯塚) norteli.isc.kyutech.ac.jp　 　　飯塚) vpn-i.isc.kyutech.ac.jp

変更後も，平成 25年 5月 12日 (日)までは旧ホスト名を利用することができますが，それ以

降は新ホスト名のみ利用可能となります．

なお，詳しい利用方法については，オンラインガイドを参照してください．

☆ オンラインガイド (学内専用)

　　　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

「オンラインガイド → 応用編 → センター外からの利用方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ VPN接続サービスの利用方法」
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１．戸畑キャンパス 無線LAN接続サービス一時停止のお知らせ

1 戸畑キャンパス 無線LAN接続サービス 一時停止のお知らせ

戸畑キャンパスでは，無線 LAN機材の入れ替え作業のため，以下の日時で無線 LANによる

情報コンセントサービスを停止します．

　　日程：平成 25年 3月 19日 (火)

　　時間：12:00 ～ 13:00

　　　　　※この期間で 30 分程度無線 LANサービスが停止します

急なお知らせで，利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが，ご協力をお願いします．
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１．教育システム環境の変更について

２．年度末の閉館について

1 教育システム環境の変更について

平成 25年 4月より，情報科学センター教育用計算機システム環境を変更しますので，その概
要をお知らせします．

情報科学センター教育システムでは KNOPPIX 5.3.1を使用してきましたが，リリースされ
てから 5年近くが経過し，すでに長期間にわたって更新や保守が行われておらず，機能面だけ
でなくセキュリティ面でも潜在的な問題を抱えています．また，後継版であるKNOPPIX 7.0.2

はセンター環境版の 5.3.1から大幅な変更が行われ，ソフトウェア構成や利用者環境が大きく
変化したことに加え，開発の方向性も，実験的，先進的な技術を積極的に指向するものになり，
授業向けの安定した環境を目的とするセンター教育システムにはそぐわなくなってきました．
そこで，これに代わる新たな教育システムとして以下の特徴を持つUbuntu12.04 LTSを採用す
ることとしました．

• 広く利用されているフリーのLinuxディストリビューションであり，安定した動作実績が
ある

• 関連する書籍，ネット情報などが豊富で，技術情報やノウハウを容易に入手できる

• CD起動やUSBメモリ起動などにより，学生が個人所有PCなどでも容易に利用できる

• システムの更新が定期的，安定的に行われており，特に 12.04LTSは 2017年までの長期
サポートが予定されている

• 比較的デスクトップ向け，エンドユーザ向けの機能を重視している

• 先進性と保守性がバランスしている



主な変更点は以下のとおりです．

新バージョン 現バージョン
オペレーティ

Ubuntu 12.04 LTS
KNOPPIX ver.5.3.1

ングシステム DVD_20080323-20080408-AC

ウィンド
Unity ver.5.18.0(GNOME ver.3.4.2) KDE ver.3.5.2マネージャ

シェル bash ver.4.2.24 ver.3.1.17

かな漢字
Anthy ver.9100h-9 ubuntu-1 ver.1.2.4変換システム

オフィス
libreoffice ver.3.5 openOffice ver.2.4.1-17ツール

メール
mew ver.6.3 ver.5.2.4

リーダ
thunderbird ver.17.0.2 ver.2.0.0.19
evolution ver.3.2.3 ver.2.22.3.1

webブラウザ firefox ver.18.0.1 ver.11.0

現在の環境からの移行にあたって，環境設定の変更等が必要になる場合があります．移行に
関する情報は，準備ができしだい順次お知らせしていく予定です．

なお，授業担当者用テスト端末を飯塚：プログラム相談室，戸畑：利用者窓口にて公開して
いますので，ご試用ください．

新環境に関する説明会およびスケジュールについては，現在のところ以下を予定しています．

3月中旬 授業担当者向け説明会 (飯塚・戸畑各キャンパスにて実施)

　　　 新オンラインガイドの公開
KNOPPIX DVD配布サービスの終了

4月 1日
環境切り替え作業に伴う遠隔利用の停止　～2日 13時

4月 2日 13時～ 新環境の利用開始

新環境についての詳細および説明会等の日時についても，随時，以下のURLでお知らせし
ます．

　　　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/iscsystem2013/

　　　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/iscsystem2013/

2 年度末の閉館について

以下の期間は，年度末処理のため計算機サービスを一時停止します．期間中，センターの講
義室・演習室の利用はできません．

☆期間：平成 25年 3月 28日 (木)～平成 25年 4月 3日 (水)



ISC-News No.273 の誤記についての訂正 

 

 

2013 年 2 月 15 日 

情報科学センター 

 

 

 
2013 年 2 月 15 日発行 ISC-News No.273 に掲載しております，「１．教育システム

環境の変更について」の中での URL に間違いがありましたので，以下のとおり訂正さ

せていただきます． 

皆様には，ご迷惑をおかけして申し訳ありません． 

 

 

(誤) http://edu.iizuka.kyutech.ac.jp/iscsystem2013/ 
                ↓ 

(正) http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/iscsystem2013/ 

 
 

(誤) http://edu.tobata.kyutech.ac.jp/iscsystem2013/ 
                ↓ 

(正) http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/iscsystem2013/ 
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１．講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて

２．今春卒業・退職等される方のデータの移行について

1 講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて

情報科学センターでは，平成 24年度戸畑キャンパスで講義用 IDを使用されている方に『講
義用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確認メールを送
付します．これらに必要事項および継続 (または抹消)を記入の上，平成 25年 3月 8日 (金)ま
でに情報科学センター事務室に提出，またはメールによる返信をお願いします．なお，TA用
IDの継続はできません．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，平成 25年 4月 3日 (水)より開始します．詳細および
登録方法については，以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

2 今春卒業・退職等される方のデータの移行について

この春卒業される方，および退職・異動される方について，平成 25年 6月 3日 (月)以降，セ
ンターシステムにある IDは抹消，これと同時に現在使用されているファイル等も全て削除し
ます．もし現在使用されているファイル等で保存の必要がある場合，利用者自身でバックアッ
プを取るなどの措置をとってください．　

● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を修了する方
(博士前期課程を修了し後期課程へ進学する方も含む)

☆ 退学・除籍された方
☆ 退職・異動する方

バックアップの方法などについては support@isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせくだ
さい．
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１．冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

冬季休業期間中の運用スケジュールは以下のとおりです．また，本年の夜間運転は飯塚・戸

畑共に 12月 21日 (金)で終了します．

☆飯塚キャンパス

＊ 12月 25日 (火)，26日 (水)に利用できる教室：端末演習室 1

＊ 12月 27日 (木)～平成 25年 1月 6日 (日)：サービス業務停止

＊ 1月 7日 (月)～：通常どおりの運用

★戸畑キャンパス

＊ 12月 25日 (火)，26日 (水)に利用できる教室：オープン端末室

＊ 12月 27日 (木)～平成 25年 1月 6日 (日)：サービス業務停止

＊ 1月 7日 (月)～：通常どおりの運用

※ 休業期間中の運用時間は，8:40～17:00 です．

また，月曜日は午前中閉館のため開館時刻が 12:40～となります．

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止し

ます．
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１．工大祭および推薦入試期間中の夜間閉館について

２．停電に伴うセンターシステム及び
　　　　　ネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

1 工大祭および推薦入試期間中の夜間閉館について

工大祭および推薦入試期間，情報科学センターでは以下の日程を夜間閉館とします．閉館時

刻は午後 5時です．

☆飯塚キャンパス 夜間閉館：11月 26日 (月)～29日 (木)

　　　　　　　　
☆戸畑キャンパス 夜間閉館：11月 26日 (月)，28日 (水)，29日 (木)

　　　　　　　　※ 11月 27日 (火)は通常どおりの運用です．

2 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止に
ついて (戸畑キャンパス)

戸畑キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 24年 12月 24日 (月・振替休日)午前 9

時から午後 5時までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，戸畑キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予

定で一時停止，復電後順次再稼働します．

☆平成 24年 12月 24日 (月・振替休日) 7:30 ～ 17:00

飯塚キャンパスには，この停電による影響はありません．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．
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１．Amazon Web Servicesの利用支援について

２．研究用計算機システム (北海道大学アカデミッククラウド)

　　　利用支援の追加募集について

1 Amazon Web Servicesの利用支援について

情報科学センターでは，研究を円滑に行うための情報システムの構築を促進するため，Amazon

Web Services LLCが提供するクラウドシステム (Amazon Web Services)の利用支援を行いま

す．このサービスの利用期間は，平成 24年 11月～平成 25年 3月です．

通常，Amazon Web Servicesを利用するためには，個人のクレジットカードを用いたアカウ

ント登録及び決済が必要となりますが，この度，情報科学センターはSCSK株式会社に対して，

同社が提供するUSiZE パブリッククラウドモデル (AWS)の利用契約を締結しましたので，今

後は情報科学センターがAmazon Web Servicesの利用手続きを代行します．

本利用支援に応募していただくと，Amazon Web Servicesが提供する各種クラウドサービス

の利用 (Amazon VPCを除く)，および本学の会計規則に則った決済が可能です．

支援の概要：

・Amazon Web Servicesのアカウント管理 (契約，解約)の代行

・本学の会計規則に則った請求書類の一ヶ月単位での発行

・クラウド制御ソフト (PrimeCloud Controller)の提供 (希望者に対して平成 24年 12月まで)

利用者の負担：

・Amazon Web Services使用料金 + USiZE手数料 (使用料金の 15%) (月額)

対象：本学に所属する教職員

申請期間：平成 24年 11月 7日 (水)より随時

興味のある方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jpにお知らせくださ

い．担当者より折り返し連絡いたします．



2 研究用計算機システム (北海道大学アカデミッククラウド)利
用支援の追加募集について

情報科学センターでは，平成 24年 5月 (ISC-News No.262)に募集した北海道大学大型計算機

システム (北大アカデミッククラウド，構成 2および構成 3)の利用支援ついて，以下の通り追

加募集を行います．このサービスの利用期間は，平成 24年 11月～平成 25年 3月です．

構成 2：北大アカデミッククラウド　ホスティングサーバ (Sサーバ)

(CPU 1Core, メモリ容量 3GB, ディスク容量 100GB, CentOS5.8(64bit),

1固定 IPアドレス, HA構成)

各パッケージの詳細については，以下のURLを参照してください．

　　　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server.html#hosti

構成 3：北大アカデミッククラウド　プロジェクトサーバ (Mサーバ)

(CPU 4Core, メモリ容量 12GB, ディスク容量 100GB, CentOS5.8(64bit),

1固定 IPアドレス, 管理者権限 (rootアカウント)付与)

アカデミッククラウド上に構築された Linux OSに対して，自由にシステムを構築するこ

とができます．

プロジェクトサーバの詳細については，以下のURLを参照してください．

　　　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server.html#proj

構成 2，3共通：北大大型計算機システムアプリケーションサーバ・オンラインストレージサー

ビス HITACHI BladeSymphony BS2000 (CPU Xeon E7-8870 2.4GHz 40Core,

ディスク容量 100GB, Linux) を共有し，各種アプリケーションを実行できます．

また，アプリケーションサーバのファイルシステムをWebストレージ (WebDAV)として

利用できます．

利用可能なアプリケーションついては，以下のURLを参照してください．

　　　 http://www.hucc.hokudai.ac.jp/appli_category.html

アカデミッククラウドに適した利用目的を有し，利用期間終了後に報告書を提出 (報告締切

(予定)平成 25年 3月)していただける利用者に対し，利用負担金を補助します (情報科学セン

ターが全額負担)．

対象：本学に所属する教職員

申請期間：平成 24年 11月 7日 (水) ～ 平成 24年 11月 21日 (水)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jpにお知らせくださ

い．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について
２．九大研究用計算機システム利用支援の追加募集について
３．停電に伴うセンターシステム及び

　　　　ネットワークの一時停止について (飯塚キャンパス)

1 九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，以下のとおり利

用講習会を開催します．

　　　　　　日時 ：平成 24年 10月 25日 (木) 14：00 ～ 17：00

　　　　　　会場 ：飯塚キャンパス 情報科学センター 3階 端末演習室 1

　　　　　　講師 ：九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

［プログラム］

1. 九大研究用計算機システムの概要：研究用計算機システムの特徴や利用者へのサポート体

制について解説します．

2. システムの基本操作：研究用計算機システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入

方法等の基礎事項に関する講習および実習を行います．

3. MPIを利用した「京」アーキテクチャでの並列プログラム：複数の計算機を利用して並

列計算を行う場合に必要なMPIプログラミングに関する講習 (実習を含む)を行います．

講習会では，「京」コンピュータ互換の富士通 PRIMEHPC FX10を用いて実習を行うこ

とが出来ます．

　　対象：本学の教職員および学生 (利用登録の有無に関わらず受講できます)

　　申込み締切：平成 24年 10月 22日 (月)

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jpまでお知ら

せください．担当者より折り返し連絡します．



2 九大研究用計算機システム利用支援の追加募集について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援を行っています．このたび，下

記のスーパーコンピュータシステム (構成 4)を新たに追加し，利用者の募集を行います．この

サービスの利用期間は平成 24年 10月～平成 25年 2 月です．

構成 4．富士通 PRIMEHPC FX10 12ノード

　　　　 (Fujitsu SPARC64 IXfx 1.848GHz 16core, 32GB RAM，1ノードあたり)

対象: 本学に所属する教職員

新たに募集するシステムは，理化学研究所計算科学研究機構が運用する「京」コンピュータ

と互換性を有するシステムです．システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下

のURLを参照してください．

　 http://www2.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/FX10/how_to_use/

システムに関する利用報告書をご提出 (報告締切 (予定)平成 25年 3月)いただける利用者に

対し，利用負担金を補助します．

　申請期間：平成 24年 10月 9日 (火)～平成 24年 10月 26日 (金)

また，平成 24年 4月に募集を開始した高性能アプリケーションサーバ (構成 1)についても，

継続して募集を行っています．

構成 1．日立製作所 SR16000モデル L2 (IBM POWER6 4.7GHz，32core，96GB RAM)

対象：本学に所属する学生，教職員

システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www2.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/SR/how_to_use/00_intro.html

興味のある方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jp までお知らせく

ださい．担当者より折り返し連絡いたします．

3 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止に
ついて (飯塚キャンパス)

飯塚キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 24年 11月 4日 (日)9:00から 17:00 ま

での予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，飯塚キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予

定で一時停止，復電後順次再稼働します．

　　　☆平成 24年 11月 4日 (日) 7:30 ～ 19:00

この停電に伴う一時停止の間，戸畑・若松キャンパスにおいては，全学統合 ID管理システム

によるアカウント登録並びにパスワード変更ができません．

なお，停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．
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１．クラウドシステム (Amazon Web Services，
　　　　　　北大アカデミッククラウド)利用講習会について

1 クラウドシステム (Amazon Web Services，
　　　　北大アカデミッククラウド)利用講習会について

情報科学センターでは，平成 24年 10月より Amazon Web Services LLC が提供するクラウ

ドシステム (Amazon EC2等)の利用支援開始を予定しています．また，平成 24年 5月に募集

を行った北大アカデミッククラウドの利用支援についても，併せて追加募集を行う予定です．

利用支援に先立ち，クラウドシステムの利用に関する講習会を以下のとおり開催します．

日時 : 平成 24年 9月 27日 (木) 14:00 ～ 17:00

会場 : 飯塚キャンパス 情報科学センター 3階 端末演習室 1

担当 : SCSK株式会社 (Amazon Web Services)，

情報科学センター (北大アカデミッククラウド)

［プログラム］

1. クラウドシステムの利用支援体制についての概要

2. Amazon Web Servicesの概要・利用方法 (SCSK株式会社)

3. 北大アカデミッククラウドの概要・利用方法 (情報科学センター)

　　☆ 対象：本学の教職員および学生

　　☆ 申込み締切 :平成 24年 9月 25日 (火)

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jp までお知

らせください．担当者より折り返し連絡します．
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１．夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

情報科学センターでは，本学が行っている節電対策，九州電力による計画停電の可能性を踏
まえ，従来一週間としていた閉館期間を延長します．

飯塚キャンパスは，情報科学センター棟空調改修工事が行われる 8月 10日 (金)～9月 15日
(土)の間，全館閉館となります．

飯塚・戸畑それぞれの閉館期間は以下のとおりです．なお，閉館期間内の遠隔利用サービス
については利用可能です．

　☆夏季閉館
　　　　飯塚： 8月 10日 (金)～9月 17日 (月)

　　　　戸畑： 8月 11日 (土)～8月 26日 (日)

但し，8月 13日 (月)～15日 (水)は全学一斉休業，また，8月 13日 (月)～24日 (金)は戸畑キャ
ンパス・情報学習プラザ全体を閉館し，8月 16日 (木)，17日 (金)，20日 (月)～24日 (金)の間
は，戸畑センター利用者窓口の業務を，総合教育棟 2F 情報科学センター事務室で行います．

夏季休業期間および前期再授業期間中に，各キャンパスで利用できる教室と期間，時間は以
下のとおりです．

☆飯塚キャンパス
　　　利用できる教室：AV演習室
　　　利用できる期間：9月 18日 (火)～9月 28日 (金)

　　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

☆戸畑キャンパス
　　　利用できる教室：オープン端末室
　　　利用できる期間：8月 10日 (金)，8月 27日 (月)～9月 28日 (金)

　　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

※ 但し，利用できる期間内であっても授業が入っている場合は授業が優先です．また，
　　 計画停電の可能性もありますので必ず掲示物などの確認をするようにしてください．
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１．九州電力の計画停電に対する準備について

1 九州電力の計画停電に対する準備について

今夏は九州電力管内の電力供給不足により，計画停電が実施される可能性があります．

同社による計画停電概要によると，7月 2日 (月)～9月 7日 (金)の平日 (8月 13日～15日

を除く)の 8時 30分～21時の間，電力供給状況がひっ迫した場合，サブグループ毎に計

画停電が実施されることになっています．各キャンパスの計画停電サブグループは以下の

通りです．

　　　飯塚キャンパス： B16

　　　戸畑キャンパス： B10

　　　若松キャンパス： B7（エコタウンのみB3）
　　　 kyutechプラザ： 対象外（飯塚キャンパスに準じる）

これを受け，情報科学センターにおける計画停電への対応を以下の通り準備しており

ます．

(1) 情報科学センターにおける計画停電対応に関する情報は下記にて広報します．

　　☆各キャンパス停電に関係なくアクセス可 (概要のみ)

　　　　 https://twitter.com/kyutech_isc (twitter ユーザ名：kyutech_isc)

　　☆戸畑キャンパス停電時にアクセス不可

　　　　 http://www.isc.kyutech.ac.jp/

　　　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/（学内専用）

　　☆飯塚キャンパス停電時にアクセス不可

　　　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/（学内専用）

また，情報科学センター講義室扉に停電対応中である旨を掲示します．



(2) 前日 18時頃に計画停電実施の可能性があるサブグループが九電より広報されます．

本センターではそれを確認後，Web等で停電可能性についてお知らせします．

(3) 計画停電実施の可能性があると広報された停電時間帯が第一時間帯（8:30～11:00）

に該当する場合，実際に停電になるかどうかは別に，前日 20時より停電対応作業を

開始します．他時間帯の場合は，九電による計画停電実施の最終判断結果の広報を

確認し，停電時間帯の開始時刻の 1時間 30分前より停電対応作業を開始します．

(4) 停電対応作業では，学内ネットワーク（全学基盤室による）や本センターの設備を

すべて停止させます．その際の注意事項は以下の通りです．

• ネットワークスイッチ類のシャットダウンは停電時またはUPSによる電源供給

終了時に自動的に行われます．その後はそれぞれのキャンパス内ネットワーク

利用はできません．加えて，戸畑キャンパスが停電の場合は，学内（飯塚，若

松含む）からのインターネットアクセス，キャンパス間ネットワークアクセス，

および学外から学内ネットワークへのアクセスができません．

• 飯塚キャンパスが停電の場合，パスワード変更等の統合 ID管理システム関連

サービスの利用はできません．ただし，戸畑キャンパス，若松キャンパスに設

置されたサーバ，端末類に対する通常のログインは可能です．

• 電子ジャーナル認証用 shibbolethサーバが飯塚キャンパスに設置されているた

め，戸畑および飯塚キャンパスが停電の場合，電子ジャーナルへのアクセスが

できません．

• kyutechプラザは計画停電の対象外ですが，飯塚キャンパスに設置されたサー

バ類と連携しているため，飯塚キャンパスまたは戸畑キャンパスの停電時に

kyutechプラザ端末群は利用できません．

• 戸畑キャンパスが停電の場合，情報科学センター公式サイト (www.isc）および

戸畑教育システム用Webサイト (edu.tobata.isc）へ，また飯塚キャンパスが停

電の場合，飯塚教育システム用Webサイト (edu.iizuka.isc）へのアクセスがで

きません．停電情報については，全キャンパス分をそれぞれのサイトに掲載し

ますので，アクセスできるサイトをご覧ください．

(5) 停電時間帯（2時間 30分）が過ぎたら復旧作業を行います．また，第一時間帯の計

画停電が実際には実施されなかった場合，すみやかに復旧させます．作業にかかる

時間としては 2時間程度を見込んでおりますが，アクシデント等の影響による作業

延長も考えられます．実際の作業状況についてはWeb等でお知らせします．
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１．Exceed onDemand バージョンアップについて

1 Exceed onDemand バージョンアップについて

平成 24年 7月 9日 (月)より，情報科学センターで提供している Exceed OnDemand を

現在の 6J から 8J にバージョンアップします．それに伴い，旧バージョンのクライアン

トソフトでは接続ができなくなりますので，Exceed OnDemand を利用される方は，新た

にクライアントソフトをダウンロードしてください．

Exceed OnDemand 及びダウンロードについての詳細は，以下のURLを参照してくだ

さい．

☆オンラインガイド (学内専用)

　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

「応用編 → センター外からの利用方法 → Exceed OnDemandの利用方法」

　※ 8J版のオンラインガイドは更新時に公開します．
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１．遠隔ログインサービスのSSH鍵認証方式への完全移行について

1 遠隔ログインサービスのSSH鍵認証方式への完全移行に
ついて

ISC-News No.260(平成 24年 3月 5日発行)にてお知らせしたように，センター外から

教育システム端末への SSHによる遠隔ログインサービスにおいて利用することができる

認証方式について，鍵認証方式への完全移行をおこないます．移行スケジュールは以下の

通りです．

平成 24年 5月 2日 (水) SSH 標準ポート (port 22)による公開鍵認証方式のみで
のログインサービス開始 (現在サービス中)

平成 24年 6月 29日 (金) 現在のサービス用ポート (port 10022)による SSH サー
ビス終了

パスワード認証方式でのログインは 6月 30日 (土)以降，利用することができません．

遠隔ログインサービスをご利用の方は，利用方法をオンラインガイドで確認の上，サービ

ス終了日までの移行をお願いします．

☆オンラインガイド (学内専用)

　　　 http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

「オンラインガイド → 応用編 → センター外からの利用方法 → sshの利用方法」
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１．研究用計算機システム (北海道大学アカデミッククラウド)の
　　利用支援について

1 研究用計算機システム(北海道大学アカデミッククラウド)

の利用支援について

情報科学センターでは，研究を円滑に行うための情報システムの構築を促進するため，
新たに下記のサーバシステムの利用支援を行います．提供するサーバシステムは，平成 23

年度後期より運用が開始された，北海道大学大型計算機システム (北大アカデミッククラ
ウド)です．

このサービスの利用期間は，平成 24年 6月～平成 25年 3月，下記の 2種類より，構成
を選択していただきます．

構成 2 ：北大アカデミッククラウド　ホスティングサーバ (Sサーバ)

(CPU 1Core, メモリ容量 3GB, ディスク容量 100GB, CentOS5.8(64bit),

1固定 IPアドレス, HA構成)

以下より，ご希望のパッケージを 1つ選択していただきます．

• ブログパッケージ (WordPress)

• 標準パッケージ (LAMP（CentOS標準パッケージインストール）)

• Wikiパッケージ (Media Wiki)

• 研究室パッケージ１ (Zope + Plone)

• 研究室パッケージ２ (Xoops)

• 学会パッケージ１ (CDSIndico)

• 学会パッケージ２ (Open Conference System)

• ブログパッケージ (Movable Type)

※ブログパッケージ (WordPress)以外は管理者権限 (rootアカウント)が付与されます．



各パッケージの詳細については，以下のURLを参照してください．

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server.html#hosti

構成 3 ：北大アカデミッククラウド　プロジェクトサーバ (Mサーバ)

(CPU 4Core, メモリ容量 12GB, ディスク容量 100GB, CentOS5.8(64bit),

1固定 IPアドレス, 管理者権限 (rootアカウント)付与)

アカデミッククラウド上に構築されたLinux OSに対して，自由にシステムを構築
することができます．

プロジェクトサーバの詳細については，以下のURLを参照してください．

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/hosting_server.html#proj

構成 2，3共通 ：北大大型計算機システムアプリケーションサーバ
HITACHI BladeSymphony BS2000 (CPU Xeon E7-8870 2.4GHz 40Core,

ディスク容量 100GB, Linux) を共有し，各種アプリケーションを実行できます．

利用可能なアプリケーションついては，以下のURLを参照してください．

http://www.hucc.hokudai.ac.jp/appli_category.html

• オンラインストレージサービス (Proself)

• アプリケーションサーバのファイルシステムをWebストレージ (WebDAV)と
して利用できます．

アカデミッククラウドに適した利用目的を有し，利用期間終了後に報告書を提出 (報告
締切 (予定)平成 25年 3月)していただける利用者に対し，利用負担金を補助します (情報
科学センターが全額負担)．

対象：本学に所属する教職員

募集件数：10件程度（応募数が多数の場合，利用目的による選考を行います）

申請期間：平成 24年 5月 11日 (金) ～ 平成 24年 5月 25日 (金)

なお，[構成 2][構成 3]に先立ち 4月より募集を開始した [構成 1]大規模計算向けの九大
研究用計算機システムについても，随時利用者を募集しています．

構成 1 日立製作所 SR16000モデル L2 (IBM POWER6 4.7GHz，32core，96GB RAM)

　対象：本学に所属する学生，教職員

興味のある方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jpにお知らせ
ください．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．九大研究用計算機システム利用支援について

1 九大研究用計算機システム利用支援について

情報科学センターでは，下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサー

ビスの利用期間は，平成 24年 4月～平成 25年 2月です．

提供システム： 日立製作所 SR16000モデル L2

　　　　　　　　　　　 (IBM POWER6 4.7GHz，32core，96GB RAM)

対象：本学に所属する学生，教職員

※システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下の URLを参照してくだ

さい．

http://www2.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/SR/how_to_use/00_intro.html

システムに関する利用報告書をご提出 (報告締切 (予定)平成 25年 3月)いただける利用

者に対し，利用負担金を補助します (情報科学センターが全額負担)．

☆申請期間：平成 24年 4月 9日 (月)より随時

今年度は研究システムの機器更新が計画されているため，現時点で提供できる構成が限

られています (新システムの運用が開始され次第，構成の追加を検討しています)．

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせ

ください．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．遠隔ログインサービスの SSH 鍵認証方式への完全移行について
２．年度末の閉館について
３．VPN接続サービス装置更新について

４．今春卒業される方のデータの移行について (再掲)

1 遠隔ログインサービスの SSH 鍵認証方式への完全移行に
ついて

現在情報科学センターで提供している，センター外から教育システム端末への SSH に
よる遠隔ログインサービスにおいて利用することができる認証方式を，セキュリティ対策
のため平成 24年 4月下旬，以下のように変更します．

現在 ⇒ 対策後

パスワード認証方式及び公開鍵認証方式 公開鍵認証方式のみ

使用することができる公開鍵の登録は，これまで同様各個人のホームディレクトリ内で
の設定追加の他，ISC-News No.257(平成 23年 11月 28日発行)にてお知らせした登録パ
ネルでも可能です．

本セキュリティ対策実施以降に SSH による遠隔ログインサービスを利用する際は，上
記設定がされていないと利用することができませんので気をつけてください．

2 年度末の閉館について

以下の期間は，年度末処理のため計算機サービスを一時停止します．期間中，センター
の講義室・演習室等の利用はできません．

☆期間：平成 24年 3月 24日 (土)～4月 1日 (日)



3 VPN接続サービス装置更新について

情報科学センターで提供している VPN 接続サービスについて，装置の老朽化のため接
続サービス装置を以下のとおり更新します．更新作業は戸畑キャンパスで平成24年 4月
1日 (日)実施の予定です．

現在 ⇒ 新装置

Nortel Contivity 1700 Cisco 1921

更新に伴う変更は以下のとおりです．

接続先 変更無し

PPTP 変更無し

接続方式 専用クライアントによる IPSec 廃止

L2TP/IPSec 新規

詳しい利用方法については，オンラインガイドを参照してください．

☆ オンラインガイド (学内専用)

http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

「オンラインガイド → 応用編 → センター外からの利用方法
→ VPN接続サービスの利用方法」

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが，ご協力をお願いします．なお，飯塚キャン
パスについては装置の故障に伴い平成 23年 7月に更新をしています．

4 今春卒業される方のデータの移行について (再掲)

この春卒業される方について，平成 24年 6月 1日 (金)以降，センターシステムにある
IDは抹消，これと同時に現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使
用されているファイル等で保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなど
の措置をとってください．

● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を修了する方
(博士前期課程を修了し後期課程へ進学する方も含む)

☆ 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては support@isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせ
ください．



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS
No.259 2012.2.6

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555(事務室)

fax.0948-29-7567

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470 (事務室)

fax.093-884-3475

１．講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて
２．今春卒業される方のデータの移行について

1 講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて

情報科学センターでは，平成 23年度戸畑キャンパスで講義用 IDを使用されている方
に『講義用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確
認メールを送付します．これらに必要事項および継続 (または抹消)を記入の上，平成 24

年 3月 9日 (金)までに情報科学センター事務室に提出，またはメールによる返信をお願
いします．なお，TA用 IDの継続はできません．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，平成 24年 4月 3日 (火)より開始します．詳細お
よび登録方法については，以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

2 今春卒業される方のデータの移行について

この春卒業される方について，平成 24年 6月 1日 (金)以降，センターシステムにある
IDは抹消，これと同時に現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使
用されているファイル等で保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなど
の措置をとってください．

● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を修了する方
(博士前期課程を修了し後期課程へ進学する方も含む)

☆ 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては support@isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせ
ください．
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１．学術認証フェデレーションの利用について

1 学術認証フェデレーションの利用について

本学は国立情報学研究所主導の認証連携基盤である学術認証フェデレーション (学認)へ参加
し，平成 23年 3月より正式にサービスを開始しました．以降，情報科学センターでは，学認を
用いてアクセス可能な学術リソースを順次増やし，平成 23年 12月現在，以下の 8サービスが
利用可能となりました．

平成 23年 3月～ CiNii，Science Direct，Springer Link

平成 23年 6月～ Eduroam-Shib

平成 23年 7月～ Web of Knowledge

平成 23年 12月～ FShare，FaMCUs，DreamSpark

サービスの概要は以下の通りです．

（１） 電子ジャーナル等

CiNii (学術論文検索データベース, 国立情報学研究所)

　　URL：http://ci.nii.ac.jp/

アクセス方法：https://register-ci.nii.ac.jp/auth/action/login の
　「所属機関の学内認証システムでログインする方」を利用してください．

Science Direct (電子ジャーナル, Elsevier)

　　URL：http://www.sciencedirect.com/

アクセス方法：http://www.sciencedirect.com/science の
　「Login → Go to Athens / Other Institution login」を利用してください．

Springer Link (電子ジャーナル, Springer)

　　URL：http://www.springerlink.com/

アクセス方法：http://www.springerlink.com/log-in/institution/ の
　「Select your institution → Kyushu Institute of Technology」を利用してください．



Web of Knowledge(電子ジャーナル，Thomson Reuters)

　　URL：http://www.webofknowledge.com/

アクセス方法：ログインページ (http://www.webofknowledge.com/)内の「所属機関ログイ
　ン (Shibboleth)」の選択後，機関アクセス (Shibboleth)内の「Japanese Research and Educa

　 tion(Gakunin)」所属機関欄より「九州工業大学」を選択してください．

（２） 情報システム・サービス等
Eduroam-Shib(eduroam利用のためのアカウント発行サービス，国立情報学研究所)

　　URL：https://eduroamshib.nii.ac.jp/

サービスの概要：Eduroam-Shibを利用することにより，本学を含む世界約 50ヶ国，国内 22

　機関が参加する無線LAN基盤 (eduroam)を利用することが可能です． eduroamの利用に関
　する詳細は，本学ウェブサイト (http://eduroam.isc.kyutech.ac.jp/)をご覧ください．

アクセス方法：ログインページ (https://eduroamshib.nii.ac.jp/)内の所属機関選択欄か
　ら，「九州工業大学」を選択してください．

FShare (大容量ファイル転送サービス，国立情報学研究所)

　　URL：https://fshare.sinet.ad.jp/

サービスの概要：FShareを利用することにより，学認が利用できる指定した相手に対して，
　複数のファイルを公開することができます．具体的には，

　 ・最大 10人の相手に同時公開
　 ・最大 10個のファイルを同時公開
　 ・合計 2Gバイトのファイルを公開
　 ・90日間の保存期限
　 ・SSLによる暗号通信

が可能です．詳細は，利用ガイド (https://fshare.sinet.ad.jp/how_to_use.html)

　を参照してください．

アクセス方法：ログインページ (https://fshare.sinet.ad.jp/)内の所属機関選択欄から，
　「九州工業大学」を選択してください．なお，初回アクセス時に，連絡用メールアドレスの
　登録が必要となります．

FaMCUs (テレビ会議用多地点接続装置共用サービス，国立情報学研究所)

　　URL：https://mcus.nii.ac.jp/

サービスの概要：FaMCUsを利用することにより，Polycom等のテレビ会議システムを用い
　た複数地点での会議に必要となるMCU(多地点接続装置)を時間単位で借り受けることがで
　きます．利用できるMCUは以下の 3つです．

　 ・Polycom RMX 2000(国立情報学研究所設置)

　 ・Tandberg Codian MCU 4505(国立情報学研究所，京都大学)

また，SkypeからのMCU接続に関しても，テスト運用が開始されています．MCU装置の概
　要，予約，接続，制御方法の詳細については，ログインページ内の利用マニュアルを参照し
　てください．



アクセス方法：ログインページ (https://mcus.nii.ac.jp/)内の所属機関選択欄から，
　「九州工業大学」を選択してください．なお，初回アクセス時に，連絡用メールアドレスの
　登録が必要となります．

DreamSpark(学習目的のプログラミング環境無償提供サービス，Microsoft)

　　URL：https://www.dreamspark.com/default.aspx

サービスの概要：DreamSparkでは，学生を対象に，プログラミングに必要なMicrosoft社の
　各種環境

　 ・開発環境 (Visual Studio 2010 Professional，Expression Studio 4Ultimate)

　 ・サーバOS(Windows Server 2008 Standard)

　 ・データベースシステム (SQL Server 2008 Developer)

等が無償で提供されています．これらの環境を学習目的として利用することができます．

アクセス方法 (各種ソフトウェアの取得方法)：
　学認ウェブサイト内のDreamSparkサイトの利用方法
　 (https://www.gakunin.jp/docs/fed/technical/connect/sp/microsoft/users)

　を参照してください．なお，DreamSparkへのログイン時に，windows live idが別途必要と
　なります．

学認の利用に関するお問い合わせは，support@isc.kyutech.ac.jp までお知らせください．
各電子ジャーナルに関するお問い合わせについては，附属図書館にお願いします．
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１．停電に伴うセンターシステム及び

　　　　　　　　ネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

２．遠隔ログインサービスの
　　　　　　　　SSH 鍵認証用鍵作成登録パネル公開について

３．冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

1 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止
について (戸畑キャンパス)

戸畑キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 23年 12月 18日 (日)午前 9時か
ら午後 5時までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，戸畑キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下
の予定で一時停止，復電後順次再稼働します．

☆平成 23年 12月 18日 (日) 7:30 ～ 17:00

飯塚キャンパスには，この停電による影響はありません．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．

2 遠隔ログインサービスの SSH 鍵認証用鍵作成登録パネ
ル公開について

情報科学センターでは，現在提供している，センター外から教育システム端末への SSH

による遠隔ログインサービスにおいて利用することができる，鍵認証用鍵の作成登録パネ
ルを 平成 23年 12月 19日 (月)より公開します．　

本パネルを使用することにより，以下の設定をブラウザ経由で簡単に行うことが可能に
なります．



• 鍵の生成

• 所有している鍵の登録

• 使用する鍵の登録末梢

設定方法など詳細は，以下のURLを参照してください．

☆ オンラインガイド (学内専用)

http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/

「オンラインガイド → 応用編 → センター外からの利用方法 → sshの利用方法」

「sshの利用方法」以下の「SSH 鍵認証によるログイン方法」及び「遠隔ログインサー
ビス SSH 鍵作成登録パネル」で詳しく説明しています．

3 冬季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

冬季休業期間中の運用スケジュールは以下のとおりです．また，本年の夜間運転は飯
塚・戸畑共に 12月 22日 (木)で終了します．

☆飯塚キャンパス

＊ 12月 26日 (月)，平成 24年 1月 5日 (木)，6日 (金)に利用できる教室：

端末講義室，端末演習室 1

＊ 12月 27日 (火)～平成 24年 1月 4日 (水)：サービス業務停止

＊ 1月 10日 (火)～：通常どおりの運用

★戸畑キャンパス

＊ 12月 26日 (月)，平成 24年 1月 5日 (木)，6日 (金)に利用できる教室：

C-2G講義室，オープン端末室

＊ 12月 27日 (火)～平成 24年 1月 4日 (水)：サービス業務停止

＊ 1月 10日 (火)～：通常どおりの運用

※ 休業期間中の運用時間は，8:40～17:00 です．
また，月曜日は午前中閉館のため開館時刻が 12:40～となります．

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止
します．
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１．停電に伴うセンターシステム及び

　　　　　　　　ネットワークの一時停止について (飯塚キャンパス)

２．工大祭および推薦入試期間中の臨時閉館について

1 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止
について (飯塚キャンパス)

飯塚キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 23年 11月 3日 (祝)午前 9時から
午後 5 時までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，飯塚キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下
の予定で一時停止，復電後順次再稼働します．

☆平成 23年 11月 3日 (祝) 7:30 ～ 17:00

戸畑キャンパスには，この停電による影響はありません．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．

2 工大祭および推薦入試期間中の臨時閉館について

工大祭および推薦入試等の実施に伴い，情報科学センターでは以下の日程を臨時閉館と
します．夜間閉館の場合，閉館時刻は午後 5時となります．

☆飯塚キャンパス 終日閉館：11月 18日 (金)

　　　　　　　　 夜間閉館：11月 21日 (月)，22日 (火) ，24日 (木)，25日 (金)

☆戸畑キャンパス 終日閉館：11月 18日 (金)

　　　　　　　　 夜間閉館：11月 21日 (月)，24日 (木)，25日 (金)
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１．九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について
２．九大研究用計算機システムの構成変更について

1 九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，以下のとおり利用講
習会を開催します．

　　　　　　日時 : 平成 23年 10月 28日 (金) 14:00 ～ 17:00
　　　　　　会場 : 戸畑キャンパス 総合教育棟 2階 C-2B講義室
　　　　　　講師 : 九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

［プログラム］
１．九大研究用計算機システムの概要：研究用計算機システムの特徴や利用者へのサポート体制につ
　いて解説します．
２．システムの基本操作：研究用計算機システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入方法等
　の基礎事項に関する講習および実習を行います．
３．OpenMP概論：共有メモリ型計算機による並列計算を行う基盤である，OpenMPプログラミ　
　ングに関する講習および実習を行います (OpenMPによる並列化を行うための最小限の書式や関　
　数についてとり上げます．一般的な PC向けのマルチコアCPUに対しても適用可能な話題です)．

　　　　対象：本学の教職員および学生 (利用登録の有無に関わらず受講できます)
　　　　申込み締切 :平成 23年 10月 25日 (火)

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jpまでお知らせく
ださい．担当者より折り返し連絡します．

2 九大研究用計算機システム (高性能アプリケーションサーバ)の構
成変更について

情報科学センターでは，九大研究用計算機システム (高性能アプリケーションサーバ)を利用者に
対して提供していますが，平成 23年 10月より下記の通りシステムの構成を変更しました．

　変更前：日立製作所 SR16000モデル L2 (IBM POWER6 4.7GHz，16core，48GB RAM)

　変更後：日立製作所 SR16000モデル L2 (IBM POWER6 4.7GHz，32core，96GB RAM)

この変更により，従来と比較して 2倍のCPUコア・メモリを用いた演算が可能となります．

新たに上記のシステムの利用を希望される方 (本学に所属する学生，教職員が対象)は，res-system
＠ isc.kyutech.ac.jp までお知らせください．担当者より折り返し連絡します．
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１．夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

２．サーバメンテナンスによるサービスの一時停止について

1 夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

情報科学センターでは，本学が行っている節電対策を踏まえ，従来一週間としていた夏季閉

館期間を飯塚・戸畑共に二週間に延長します．期間は以下のとおりです．なお，閉館期間内の

遠隔利用サービスについては利用可能です．

　　　夏季閉館：8月 15日 (月)～26日 (金)

但し，8月 15日 (月)～17日 (水)は全学一斉休業，8月 18日 (木)～19日 (金)は情報科学セン

ターにおける一斉休業です．また，8月 15日 (月)～26日 (金)は戸畑キャンパス・情報学習プラ

ザ全体を閉館し，8月 22日 (月)～26日 (金)の間は，戸畑センター利用者窓口の業務を，総合

教育棟 2F 情報科学センター事務室で行います．

夏季休業期間および前期再授業期間中に，各キャンパスで利用できる教室と期間，時間は以

下のとおりです．

☆飯塚キャンパス

　利用できる教室： AV演習室
　利用できる期間： 8月 12日 (金)，8月 29日 (月)～9月 30日 (金)

　利用できる時間： 8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)



☆戸畑キャンパス

　利用できる教室： オープン端末室
　利用できる期間： 8月 29日 (月)～9月 30日 (金)

　利用できる時間： 8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

※ 但し，利用できる期間内であっても授業が入っている場合は授業が優先です．必ず掲示物

などの確認をするようにしてください．

2 サーバメンテナンスによるサービスの一時停止について

情報科学センターでは，ハードウェアメンテナンスの為，以下のとおり教育システムの全サー

バを一時停止します．

☆停止日時：平成 23年 8月 23日 (火)　 9：00～12：00 戸畑キャンパス
13：00～16：00 飯塚キャンパス

☆停止する主なサーバ：メイルサーバ (送受信，ウェブメイル)，

遠隔ログインサーバ，情報コンセントサービス

☆影響しない主なサーバ：VPN 接続サービス

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが，ご協力をお願いします．
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１．国際無線LANローミング基盤 (eduroam)への参加について

1 国際無線LANローミング基盤 (eduroam)への参加について

情報科学センターでは，国立情報学研究所 (NII)が提供する国際無線 LANローミング基盤

(eduroam)へ参加し，平成 23年 6月 13日 (月)より実証実験サービスを開始します．

eduroam を利用することにより，国内外の eduroam 参加機関にて無線 LANの利用が可能と

なります．利用方法については，以下のページをご覧ください．

★ 国際無線 LANローミング基盤 (eduroam)の利用方法

　　　　 http://eduroam.isc.kyutech.ac.jp/
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１．九大研究用計算機システム利用支援について

1 九大研究用計算機システム利用支援について

情報科学センターでは，下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサービス
の利用期間は，平成 23年 5月～平成 24年 3月です．下記の 4種類より，ご希望の構成を選択し
ていただきます．

構成 1. 日立製作所 SR16000モデル L2 (IBM POWER6 4.7GHz，16core，48GB RAM)

　対象：本学に所属する学生，教職員

構成 2. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 64core, 89.6GB RAM)

　対象: 本学に所属する教職員

構成 3. 富士通 PRIMERGY RX200S3 (Intel Xeon 3.0GHz 4core x 32node,179.2GBRAM)

　対象: 本学に所属する教職員

構成 4. 分子動力学ソフトウェア (Materials Explorer)利用アカウント
　対象：本学に所属する教職員

※今年度は提供システムの構成が変更されていますのでご注意ください．
※各システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

　 http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/SR16000/intro.html (構成 1)

　　 http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/PQ/super2007.html (構成 2,3)

システムに関する利用報告書をご提出 (報告締切 (予定)平成 24年 3月)いただける利用者に
対し，利用負担金を補助します (構成 1. に関しては情報科学センターが全額負担，構成 2.～4.

に関しては希望者の合計が 20名以下の場合，情報科学センターが全額負担)．

申請期間： 構成 1.　　平成 23年 4月 12日 (火)より随時
　　 構成 2～4. 平成 23年 4月 12日 (火)～4月 28日 (木)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせくだ
さい．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．学術認証フェデレーションへの参加について

２．年度末の閉館について

1 学術認証フェデレーションへの参加について

本学は国立情報学研究所主導の認証連携基盤である学術認証フェデレーション (学認)へ参加
し，平成 23年 2月よりサービスを開始しました．

学認を利用することにより，国内外の様々な学術リソース (電子ジャーナル等)に対して，情
報科学センター教育システムの IDを用いてアクセス可能となります (学内，学外を問わずにア
クセス可能です)．

※学認に関する詳しい情報は，公式ウェブサイト (http://www.gakunin.jp/)を参照してくだ
さい．

学認を用いて現在アクセス可能な学術リソースは，以下の通りです．

• CiNii (学術論文検索データベース, 国立情報学研究所)

　URL http://ci.nii.ac.jp/

学認を用いたアクセスは，ログインページ
　 https://register-ci.nii.ac.jp/auth/action/login

の「所属機関の学内認証システムでログインする方」を利用してください．

• Science Direct (電子ジャーナル, Elsevier)

　URL http://www.sciencedirect.com/

学認を用いたアクセスは，
　 http://www.sciencedirect.com/science

の「Login -> Go to Athens / Other Institution login」を利用してください．



• Springer Link　 (電子ジャーナル, Springer)

　URL http://www.springerlink.com/

学認を用いたアクセスは，ログインページ
　 http://www.springerlink.com/log-in/institution/

の「Select your institution -> Kyushu Institute of Technology」を利用してください．

学認の利用に関するお問い合わせのある方は，support@isc.kyutech.ac.jp までお知らせ
ください (各電子ジャーナルに関するお問い合わせのある方は，附属図書館までお知らせくだ
さい)

[注意事項]

東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力の計画停電の影響により，各種電子ジャーナル及び学
認はサービス休止，あるいはアクセスできない可能性があります．サービス提供情報について
は以下のURLを参照してください．

　　　 http://www.nii.ac.jp/syskan/maintenance.html

2 年度末の閉館について

以下の期間は，年度末処理のため計算機サービスを一時停止します．期間中センターの講義
室・演習室等は利用できません．

期間：3月 26日 (土)～4月 3日 (日)
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１．VPN接続サービスにおけるアクセス制限について

1 VPN接続サービスにおけるアクセス制限について

情報科学センターでは，学外のインターネットを経由して，学内ネットワークに暗号化され
た仮想的に安全に接続するVPN接続サービスを提供しています．

最近，本サービスを経由した『九州工業大学情報システム利用規定』違反が頻発しているた
め，セキュリティレベルをあげる対策として，平成 23年 3月 7日 (月)より当面，本VPNサー
ビス接続後のアクセス先を学内に限定することにしました．

学外から学内ネットワークへのアクセスについては従来通りの利用が可能です．詳細につい
ては，以下のURLで随時情報を提供します．

　　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/VPN

　　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/VPN

また，設定変更に伴い，学外接続が以下の予定で一時停止します．

　　　☆ 平成 23年 3月 7日 (月)　 9:00～11:00
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１．講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて

２．今春卒業される方のデータの移行について

1 講義用 IDおよびTA用 IDの取扱いについて

情報科学センターでは，平成 22年度戸畑キャンパスで講義用 IDを使用されている方に『講
義用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確認メールを送
付します．これらに必要事項および継続 (または抹消)を記入の上，平成 23年 3月 11日 (金)ま
でに情報科学センター事務室に提出，またはメールによる返信をお願いします．なお，TA用
IDの継続はできません．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，平成 23年 4月 4日 (月)より開始します．詳細および
登録方法については，以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

2 今春卒業される方のデータの移行について

この春卒業される方について，平成 23年 6月 1日 (水)以降，センターシステムにある IDは
抹消，これと同時に現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用されてい
るファイル等で保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなどの措置をとって
ください．

● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を終了する方
(博士前期課程を終了し後期課程へ進学する方も含む)

☆ 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては support@isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせくだ
さい．



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS
No.248 2010.11.30

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555(事務室)

fax.0948-29-7567

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470 (事務室)

fax.093-884-3475

１．停電に伴うセンターシステム及び

ネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

２．ダイアルアップ IP接続サービスの廃止について

３．冬期休業期間中のセンターの運用スケジュールについて

1 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止に
ついて (戸畑キャンパス)

戸畑キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 22年 12月 26日 (日)午前 9時から午後
5時までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，戸畑キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予
定で一時停止します．

☆平成 22年 12月 26日 (日) 7:30 ～ 17:00

飯塚キャンパスおよび若松キャンパスには，この停電による影響はありません．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．

2 ダイアルアップ IP接続サービスの廃止について

情報科学センターではダイアルアップ IP接続サービスを提供してきましたが，インターネッ
ト利用環境の変化に伴い平成 19年度より実際の利用がなくなりましたので，以下の期日をもっ
てダイアルアップ IP接続サービスを廃止いたします．

☆廃止期日：平成 22年 12月 10日 (金)



3 冬期休業期間中のセンター運用スケジュールについて

冬期休業期間中の運用スケジュールは以下のとおりです．また，本年の夜間運転は，飯塚・
戸畑キャンパスともに 12月 24日 (金)で終了します．

☆飯塚キャンパス

＊ 12月 27日 (月)，平成 23年 1月 5日 (水)，6日 (木)に利用できる教室：

端末講義室，端末演習室 1

＊ 12月 28日 (火)～平成 23年 1月 4日 (火)：サービス業務停止

＊ 1月 7日 (金)～：通常どおりの運用

★戸畑キャンパス

＊ 12月 27日 (月)，平成 23年 1月 5日 (水)に利用できる教室：

C-2G講義室，オープン端末室

＊ 12月 28日 (火)～平成 23年 1月 4日 (火)：サービス業務停止

＊ 1月 6日 (木)～：通常どおりの運用

※ 休業期間中の運用時間は，8:40～17:00 です．
また，月曜日は午前中閉館のため開館時刻が 12:40～となります．

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止し
ます．
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１．停電に伴うセンターシステム及び

ネットワークの一時停止について (飯塚キャンパス)

２．工大祭および推薦入試期間中の臨時閉館について

1 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止に
ついて (飯塚キャンパス)

飯塚キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 22年 11月 3日 (水)午前 9時から午後
5時までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，飯塚キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予
定で一時停止します．

☆平成 22年 11月 3日 (水) 7:30 ～ 17:00

戸畑キャンパスには，この停電による影響はありません．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．

2 工大祭および推薦入試期間中の臨時閉館について

工大祭および推薦入試等の実施に伴い，情報科学センターでは以下の日程を臨時閉館としま
す．夜間閉館の場合，閉館時刻は午後 5時となります．

☆飯塚キャンパス 終日閉館：11月 19日 (金)

　　　　　　　　 夜間閉館：11月 22日 (月)，24日 (水) ～ 26日 (金)

☆戸畑キャンパス 終日閉館：11月 19日 (金)

　　　　　　　　 夜間閉館：11月 22日 (月)，25日 (木) ～ 26日 (金)
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１．情報コンセントサービスの機器更新および廃止について (再掲)

２．九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

1 情報コンセントサービスの機器更新及び廃止について (再掲)

先に発行した ISC-News(No.243，No.245)でもお知らせしたとおり，現在，情報科学センター
が提供している無線LANによる情報コンセントサービスについて，アクセスポイントの充実，
新たな通信方式への対応やセキュリティの向上を目的として平成 22年 4月に機器を更新しまし
た．これに伴い，SSID や認証方法が以下のように変更されています．

☆ 変更後の SSID(平成 22年 4月～)

SSID KIT-11A KIT-11BG KIT-ISC-OUTLET-S1

通信方式 IEEE 802.11 a/n IEEE 802.11 b/g IEEE 802.11 b/g

認証方式 WPA2-PSK WPA2-PSK WPA-PSK(WPAパーソナル)

暗号化 AES AES TKIP

キー 既存鍵と同じ 既存鍵と同じ 既存鍵と同じ

　　　※飯塚では新設，戸畑では認証方式が変更

情報コンセントサービスの利用方法やキー情報については，情報科学センターオンラインガイ
ドに掲載しています．以下のURLをご覧ください．

http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/index.html/

応用編 → 情報コンセントサービスの利用方法 → 無線 LANの設定について



なお，これまで提供していた以下の SSIDは，SSIDの統廃合およびセキュリティの観点から
平成 22年 10月 31日 (日)をもって廃止します．これによりWEP接続が利用できなくなりま
すのでご注意ください．

☆ 平成 22年 10月 31日 (日)廃止予定の SSID

　　 SSID ： KIT-ISC-OUTLET， KIT-ISC-OUTLET-S2

アクセスポイントの設置場所などに関する情報は情報科学センターオンラインガイドに掲載
しています．以下のURLをご覧ください．

http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/index.html/

応用編 → 情報コンセントサービスの利用方法

2 九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，以下のとおり利
用講習会を開催します．

日時 : 平成 22年 10月 29日 (金) 14:00 ～ 17:00

会場 : 飯塚キャンパス 情報科学センター 3階 端末演習室
講師 : 九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

プログラム：

1. 九大研究用計算機システムの概要：研究用計算機システムの特徴や利用者へのサポート体
制について解説します．

2. システムの基本操作：研究用計算機システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入
方法等の基礎事項に関する講習および実習を行います．

3. OpenMP概論：共有メモリ型計算機による並列計算を行う基盤である，OpenMPプロ
グラミングに関する講習および実習を行います．(OpenMPによる並列化を行うための最
小限の書式や関数についてとり上げます．一般的なPC向けマルチコアCPUに対しても
適用可能な内容です．)

対象：本学の教職員および学生 (利用登録の有無に関わらず受講できます)

申込み締切 :平成 22年 10月 25日 (月)

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system＠ isc.kyutech.ac.jpまでお知ら
せください．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．情報コンセントサービスの機器更新および廃止について (再掲)

1 情報コンセントサービスの機器更新および廃止について(再掲)

現在，情報科学センターが提供している無線LANによる情報コンセントサービスについて，
アクセスポイントの充実，新たな通信方式への対応やセキュリティの向上を目的として平成 22

年 4月に機器を更新しました．これに伴い，SSIDや認証方法が以下のように変更されています．

☆ 変更後の SSID(平成 22年 4月～)

SSID KIT-11A KIT-11BG KIT-ISC-OUTLET-S1

通信方式 IEEE 802.11 a/n IEEE 802.11 b/g IEEE 802.11 b/g

認証方式 WPA2-PSK WPA2-PSK WPA-PSK(WPAパーソナル)

暗号化 AES AES TKIP

キー 既存鍵と同じ 既存鍵と同じ 既存鍵と同じ

　　　※飯塚では新設，戸畑では認証方式が変更

情報コンセントサービスの利用方法やキー情報については，情報科学センターオンラインガイ
ドに掲載しています．以下のURLをご覧ください．

http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/index.html/

応用編 → 情報コンセントサービスの利用方法 → 無線 LANの設定について

なお，これまで提供していた以下の SSIDは，SSIDの統廃合およびセキュリティの観点から
平成 22年 10月 31日 (日)をもって廃止します．これによりWEP接続が利用できなくなりま
すのでご注意ください．

☆ 平成 22年 10月 31日 (日)廃止予定の SSID

　　 SSID ： KIT-ISC-OUTLET， KIT-ISC-OUTLET-S2

アクセスポイントの設置場所などに関する情報は情報科学センターオンラインガイドに掲載
しています．以下のURLをご覧ください．

http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/index.html/

応用編 → 情報コンセントサービスの利用方法
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１．夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて
２．無線LAN装置のソフトウェア更新作業に伴う一時停止について

1 夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

夏季休業期間及び再授業再試期間中の情報科学センター運用スケジュールは以下のとおりで
す．なお，8月 10日 (火)～8月 16日 (月)は，飯塚・戸畑キャンパスともに閉館します．

☆飯塚キャンパス

　　利用できる教室：端末講義室，端末演習室 1

　　利用できる期間：8月 17日 (火)～9月 24日 (金)

　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

☆戸畑キャンパス

　　利用できる教室：オープン端末室，C-2G講義室

　　利用できる期間：8月 17日 (火)～9月 30日 (木)

　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

※ 但し，利用できる期間内であっても講義室に授業等が入っている場合は利用することがで
きません．必ず掲示物などの確認をするようにしてください．

2 無線LAN装置のソフトウェア更新作業に伴う一時停止につ
いて

戸畑・飯塚各キャンパスにおいて，無線LAN装置のソフトウェア更新作業を以下の日程で実
施します．

☆戸畑キャンパス：7月 12日 (月) 8:30～12:00 (作業終了し次第再開予定)

☆飯塚キャンパス：8月 10日 (火) 8:30～12:00 (作業終了し次第再開予定)

作業中，無線 LANによる情報コンセントサービスは利用できません．更新作業が終わり次
第サービス再開の予定です．ご迷惑をおかけしますが，ご理解ご協力をよろしくお願いします．
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１．情報コンセントサービスの機器更新および廃止について

1 情報コンセントサービスの機器更新および廃止について

現在，情報科学センターが提供している無線LANによる情報コンセントサービスについて，
アクセスポイントの充実，新たな通信方式への対応やセキュリティの向上を目的として平成 22

年 4月に機器を更新しました．これに伴い，SSIDや認証方法が以下のように変更されています．

☆ 変更後の SSID(平成 22年 4月～)

SSID KIT-11A KIT-11BG KIT-ISC-OUTLET-S1

通信方式 IEEE 802.11 a/n IEEE 802.11 b/g IEEE 802.11 b/g

認証方式 WPA2-PSK WPA2-PSK WPA-PSK(WPAパーソナル)

暗号化 AES AES TKIP

キー 既存鍵と同じ 既存鍵と同じ 既存鍵と同じ

　　　※飯塚では新設，戸畑では認証方式が変更

情報コンセントサービスの利用方法やキー情報については，情報科学センターオンラインガイ
ドに掲載しています．以下のURLをご覧ください．

http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/index.html/

応用編 → 情報コンセントサービスの利用方法 → 無線 LANの設定について

なお，これまで提供していた以下の SSIDは，SSIDの統廃合およびセキュリティの観点から
平成 22年 10月をもって廃止します．これによりWEP接続が利用できなくなりますのでご注
意ください．

☆ 平成 22年 10月廃止予定の SSID

　　 SSID ： KIT-ISC-OUTLET， KIT-ISC-OUTLET-S2

アクセスポイントの設置場所などに関する情報は情報科学センターオンラインガイドに掲載
しています．以下のURLをご覧ください．

http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/index.html/

応用編 → 情報コンセントサービスの利用方法
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１．九大研究用計算機システム利用支援について

1 九大研究用計算機システム利用支援について

情報科学センターでは，下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサービス
の利用期間は，平成 22年 5月～平成 23年 3月です．

提供システム：下記の 4種類のシステムより，ご希望の構成を選択していただきます．

構成 1.富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 32core, 44.8GB RAM)

対象：本学に所属する学生，教職員
構成 2.富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 64core, 89.6GB RAM)

対象:本学に所属する教職員
構成 3.富士通 PRIMERGY RX200S3 (Intel Xeon 3.0GHz 4core x 32node,179.2GBRAM)

対象:本学に所属する教職員
構成 4.日立製作所 SR16000モデル L2

　　　 (IBM POWER6 4.7GHz，応募数によってコア数 16～32，主記憶 48～96GBで構成)

対象：本学に所属する教職員

※各システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/super2007/intro.html (構成 1～3)

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/SR16000/intro.html (構成 4)

システムに関する利用報告書を提出 (報告締切 (予定)平成 23年 3月)していただける利用者
に対し，利用負担金を補助します (構成 1 に関しては情報科学センターが全額負担，構成 2～4

に関しては希望者の合計が 20名以下の場合，情報科学センターが全額負担)．

申請期間：
　　構成 1. 平成 22年 4月 8日 (木)より随時

　　構成 2～4. 平成 22年 4月 8日 (木)～4月 22日 (木)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせくだ
さい．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．全学統合 ID管理システムおよび
飯塚教育システムの一時停止について

1 全学統合ID管理システムおよび飯塚教育システムの一時停止
について

飯塚キャンパス建物照明器具更新工事のため，下記の期間，全学統合 ID管理システムおよ
び飯塚キャンパス教育用システムが停止します．ご迷惑をおかけしますが，ご協力をお願い致
します．

なお，戸畑キャンパス教育用システムはご利用頂けますが，パスワード変更パネルは使用で
きません．予めご了承ください．

　　　日時：平成 22年 3月 21日 (日) 9:00 ～ 17:30

　　　影響範囲：飯塚キャンパス教育システムおよび全学統合 ID管理システム
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１．情報コンセントサービスの一時停止について

1 情報コンセントサービスの一時停止について

無線 LAN装置更新作業のため，下記の期間，情報コンセントサービスの無線 LAN 通信が断
続的に途切れる可能性があります．

☆飯塚キャンパス

　　日時： 平成 22年 3月 23日 (火) 9:00 ～ 17:30

　　　　　 平成 22年 3月 24日 (水) 9:00 ～ 17:30

　　内容： 無線 LAN装置更新作業に伴うアクセスポイント交換のため

☆戸畑キャンパス

　　日時： 平成 22年 3月 17日 (水) 9:00 ～ 19:00

平成 22年 3月 18日 (木) 9:00 ～ 17:00

　　内容： 無線 LAN装置更新作業に伴うアクセスポイント交換のため

ご迷惑をおかけしますが，ご協力をお願いします．



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS
No.239 2010.2.18

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555(事務室)

fax.0948-29-7567

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470 (事務室)

fax.093-884-3475

１．年度末の閉館について
２．講義用 IDおよびTA用 IDの取扱について
３．今春卒業される方のデータの移行について

1 年度末の閉館について
以下の期間は，年度末処理等のため計算機サービスを一時停止します．期間中センターの講

義室・演習室等は利用できません．

期間：3月 27日 (土)～4月 4日 (日)

2 講義用 IDおよびTA用 IDの取扱について
情報科学センターでは，平成 21年度戸畑キャンパスで講義用 IDを使用されている方に『講

義用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確認メールを送
付します．これらに必要事項および継続 (または抹消)を記入の上，平成 22年 3月 17日 (水)ま
でに情報科学センター事務室に提出，またはメールによる返信をお願いします．なお，TA用
IDの継続はできません．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，平成 22年 4月 5日 (月)より開始します．詳細および
登録方法については，以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

3 今春卒業される方のデータの移行について
この春卒業される方について，平成 22年 6月 1日 (火)以降，センターシステムにある IDは

抹消，これと同時に現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用されてい
るファイル等で保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなどの措置をとって
ください．
● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)
☆ 博士前期課程または，後期課程を終了する方

(博士前期課程を終了し後期課程へ進学する方も含む)
☆ 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては support@isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせくだ
さい．
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１．ネットワークの一時停止について (全キャンパス)

２．停電に伴うセンターシステムの一時停止について (戸畑キャンパス)

３．冬期休業期間中のセンターの運用スケジュールについて

1 ネットワークの一時停止について (全キャンパス)

キャンパス間通信装置の更新作業のため，下記の期間中，ネットワークが完全に停止します．
ご迷惑をおかけしますが，ご理解，ご協力をお願いします．

日時：平成 21年 12月 26日 (土) 9:00 ～ 17:30

内容：キャンパス間接続装置更新作業のため
影響範囲：全キャンパス

2 停電に伴うセンターシステム及び
ネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

戸畑キャンパスでは，受変電設備精密点検のため平成 21年 12月 27日 (日)午前 9時から午後
5時までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，戸畑キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予
定で一時停止します．

☆平成 21年 12月 27日 (日)　 7:30 ～ 17:00

飯塚・若松キャンパスには，この停電による影響はありません．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．



3 冬期休業期間中のセンターの運用スケジュールについて

冬期休業期間中の運用スケジュールは以下のとおりです．また，本年の夜間運転は，12月 22

日 (火)に終了します．

☆飯塚キャンパス

＊ 12月 24日 (木)，平成 22年 1月 5日 (火)，6日 (水)に利用できる教室：

端末講義室，端末演習室 1

＊ 12月 25日 (金)～平成 22年 1月 4日 (月)：サービス業務停止

＊ 1月 7日 (木)～：通常どおりの運用

★戸畑キャンパス

＊ 12月 24日 (木)，平成 22年 1月 5日 (火)に利用できる教室：C-2G講義室，オープン端末室

＊ 12月 25日 (金)～平成 22年 1月 4日 (月)：サービス業務停止

＊ 1月 6日 (水)～：通常どおりの運用

※ 休業期間中の運用時間は，8:40～17:00 です．

また，月曜日は午前中閉館のため開館時刻が 12:40～となります．

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止し

ます．
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１．工大祭および推薦入試期間中の臨時閉館について

1 工大祭および推薦入試期間中の臨時閉館について

工大祭の開催に伴い，情報科学センターでは以下の日程を臨時閉館とします．夜間閉館の場
合，閉館時刻は午後 5時となります．

☆飯塚キャンパス： 11月 20日 (金)　終日閉館
　　　　　　　　： 11月 25日 (水) ～ 27日 (金)　夜間閉館

☆戸畑キャンパス： 11月 20日 (金)　終日閉館
　　　　　　　　： 11月 26日 (木) ～ 27日 (金)　夜間閉館
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１．停電に伴うセンターシステム及び

ネットワークの一時停止について (飯塚キャンパス)

1 停電に伴うセンターシステム及びネットワークの一時停止に
ついて (飯塚キャンパス)

飯塚キャンパスでは，電気工作物定期点検のため平成 21年 11月 3日 (火)午前 9時から午後
5時までの予定で停電が実施されます．

この停電に伴い，飯塚キャンパス情報科学センターシステムおよびネットワークを以下の予
定で一時停止します．

☆平成 21年 11月 3日 (火) 7:30 ～ 17:00

戸畑キャンパスには，この停電による影響はありません．

停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．
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１．九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

1 九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，以下のとおり利
用講習会を開催します．

日時 : 平成 21年 10月 30日 (金) 14:00 ～ 17:00

会場 : 戸畑キャンパス総合教育棟 2階 C-2B講義室
講師 : 九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

プログラム
1. 九大研究用計算機システムの概要：研究用計算機システムの特徴や利用者へのサポート体
制について解説します．

2. システムの基本操作：研究用計算機システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入
方法等の基礎事項に関する講習および実習を行います．

3. OpenMP概論：共有メモリ型計算機による並列計算を行う基盤である，OpenMPプロ
グラミングに関する講習および実習を行います．(OpenMPによる並列化を行うための最
小限の書式や関数についてとり上げます．)

対象：本学の教職員および学生 (利用登録の有無に関わらず受講できます)

申込み締切 : 平成 21年 10月 26日 (月)

今年度は戸畑キャンパスにて講習会を開催します．また，講習内容として，PC向けのマル
チコアCPUにも適用可能なOpenMPについて取り上げます．

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知ら
せください．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．Windows利用環境の公開について

２．Webメール機能，IMAPサーバ機能の公開について
３．オンラインストレージ機能の公開について

1 Windows利用環境の公開について

9月 28日 (月)より，情報科学センター教育用システムの利用者端末のうち以下の場所に設置
されているものについて，Windows Vista Businessの環境が利用できます．

対応端末では起動時にOS選択画面が表示され，そこでWindowsを選択することによりWin-

dowsが起動し，ログイン画面が表示されます．ログインのためのユーザ IDとパスワードは，
Linux (KNOPPIX)環境と同一のものを使用します．ただしパスワードは，本年 5月以降に全
学統合 IDシステムのパスワード変更パネルを用いて変更したものだけが有効ですのでご注意
ください．

☆パスワード変更パネル

　　 https://www.idm.isc.kyutech.ac.jp/users/

☆Windows環境が利用できる場所

　　飯塚 : 端末講義室，端末演習室 1

　　戸畑 : C-2G講義室，オープン端末室

基本的な利用方法については，オンラインガイド (基本編)をご覧ください．

　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/Guide/beginner/index.html

　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/Guide/beginner/index.html



2 Webメール機能，IMAPサーバ機能の公開について

9月 28日 (月)より，情報科学センター教育用システムにおいて，Webメール機能 (トランス
ウェア社Active! mail)，IMAPサーバ機能が利用できます．

Webメールは，Webブラウザを用いてWebメールサーバにアクセスし，メールの読み書き
を行うものです．Webメールを利用するには，Webブラウザを用いて次のアドレスにアクセス
します．ログインに必要なユーザ IDとパスワードは，情報科学センター教育システムのものと
共通です．

飯塚： https://webmail-i.isc.kyutech.ac.jp/

戸畑： https://webmail-t.isc.kyutech.ac.jp/

また，IMAPサーバのアドレスおよび対応プロトコルは以下のとおりです．

飯塚サーバ： im-i.isc.kyutech.ac.jp

戸畑サーバ： im-t.isc.kyutech.ac.jp

　対応プロトコル: IMAP (学内限定), IMAP/SSL*, IMAP/TLS*

　 *MacOSX標準メーラ (Mail.app)には対応しません

従来のメールサービス (POP)とWebメールまたは IMAP機能とを併用した場合については，
動作の保証はできません．Webメールと IMAP機能の併用は可能です．

これらの基本的な利用方法については，オンラインガイド (応用編)をご覧ください．

　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/Guide/advance.html

　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/Guide/advance.html

3 オンラインストレージ機能の公開について

9月 28日 (月)より，情報科学センター教育用計算機システムにおいて，オンラインストレー
ジ機能 (ノースグリッド社 Proself)が利用できます．

オンラインストレージは学内ネットワークおよびインターネットを経由してアクセスできる
ファイル領域を提供するもので，WebDAVプロトコルに対応した各種のOSまたはクライアン
トソフトを用いて利用します．利用可能な容量は 1アカウントあたり最大 1GBです．

いずれの場合も接続先は以下のとおりです．接続に必要な IDとパスワードは，情報科学セ
ンター教育システムのものと共通です．

飯塚： https://webdisk-i.isc.kyutech.ac.jp/

戸畑： https://webdisk-t.isc.kyutech.ac.jp/

基本的な利用方法については，オンラインガイド (応用編)をご覧ください．

　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/Guide/advance.html

　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/Guide/advance.html
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１．夏季休業期間中のセンターの運用スケジュールについて

1 夏季休業期間中のセンターの運用スケジュールについて

夏季休業期間及び再授業再試期間中の情報科学センター運用スケジュールは以下のとおりで
す．なお，8月 11日 (火)～8月 17日 (月)は，飯塚・戸畑キャンパスともに閉館します．

☆飯塚キャンパス

　　利用できる教室：端末講義室，端末演習室 1

　　利用できる期間：8月 18日 (火)～9月 30日 (水)

　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

☆戸畑キャンパス

　　利用できる教室：オープン端末室，C-2G講義室

　　利用できる期間：8月 7日 (金)，8月 10日 (月)，8月 18日 (火)～9月 30日 (水)

　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

※ 但し，利用できる期間内であっても講義室に授業等が入っている場合は利用することができ
ません．必ず掲示物などの確認をするようにしてください．
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１．九大研究用計算機システム (高性能アプリケーションサーバ)

の利用支援について

1 九大研究用計算機システム (高性能アプリケーションサーバ)

の利用支援について

情報科学センターでは，九大研究用計算機システムとして新たに高性能アプリケーションサー
バが提供されたことにともない，下記システムの利用支援を行います．

提供システム：日立製作所 SR16000モデル L2

(IBM POWER6 4.7GHz，応募数によってコア数 16～32，
主記憶 48～96GBで構成)

対象：本学に所属する教職員

※各システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/SR16000/intro.html

システムに関する利用報告書をご提出 (報告締切 (予定)平成 22年 3月)いただける利用者に
対し，利用負担金を補助します (希望者が 10名以下の場合，情報科学センターが全額負担)．な
お，今回の利用支援では，応募数によって提供システムのコア数および主記憶容量の調整を行
います．

申請期間：平成 21年 6月 29(月)～7月 3日 (金)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp にお知らせくださ
い．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．情報科学センター教育用システムの一時停止について

1 情報科学センター教育用システムの一時停止について

都市ガス設備定期法定点検実施に伴い，情報科学センター飯塚キャンパスサーバ室のガス空
調設備を停止するため，以下のとおり臨時閉館し，教育用計算機システム (飯塚)の運用を一時
停止します．

☆閉館日時： 平成 21年 5月 28日 (木) 13：00～(終日)

この間，飯塚キャンパスにおいて，教育用端末等の利用，電子メール，Webサーバ，遠隔利
用端末，VPNや情報コンセント等を含むネットワーク関連サービスの利用ができません．

また，全学統合 IDシステムのパスワード変更，情報科学センターの各種登録については，全
てのキャンパスにおいて利用することができません．

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが，ご協力をお願いします．
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１．Windows利用環境のテスト公開について

２．Webメール機能，IMAPサーバ機能および
　　　　オンラインストレージ機能のテスト公開について

1 Windows利用環境のテスト公開について

平成 21年 5月 13日 (水)より，情報科学センター教育用システムの利用者端末のうち以下の
教室等に設置されているものについて，Windows Vista Businessの利用環境をテスト公開しま
す．なお，正式な公開は 6月上旬を予定しています．

対応端末では起動時にOS選択画面が表示され，そこでWindowsを選択することによりWin-

dowsが起動し，ログイン画面が表示されます．ログインのためのユーザ IDとパスワードは，
Linux (KNOPPIX)環境と同一のものを使用します．ただしパスワードは，5月 11日 (月)以降
に全学統合 IDシステムのパスワード変更パネルを用いて変更したものだけが有効となります
のでご注意ください．

　☆パスワード変更パネル (5月 11日 (月)正午より利用できます)

　　　 https://www.idm.isc.kyutech.ac.jp/users/

運用テスト中の環境ですので，予告なく更新 (アプリケーションの追加や削除，各種設定の
変更など)を行う可能性があります．また一部不安定な動作が残っているおそれもあります．予
めご了承ください．

☆Windows環境が利用できる教室

　　　 飯塚 : 端末講義室，端末演習室 1

　　　 戸畑 : C-2G講義室，オープン端末室



2 Webメール機能，IMAPサーバ機能および
オンラインストレージ機能のテスト公開について

平成 21年 5月 13日 (水)より，情報科学センター教育用計算機システムにおいて，Webメー
ル機能 (トランスウェア社Active! mail)，IMAPサーバ機能，オンラインストレージ機能 (ノー
スグリッド社 Proself)のテスト公開を開始します．なお正式な公開は，いずれも 6月上旬を予
定しています．

WebメールはWebブラウザを用いてWebメールサーバにアクセスし，メールの読み書きを
行うものです．また IMAPサーバ機能は，対応するメールリーダに対して，IMAPでのメール
アクセスのサービスを提供します．オンラインストレージはネットワークを経由してアクセス
できるファイル領域を提供するもので，WebDAVプロトコルに対応した各種のOSまたはクラ
イアントソフトを用いて利用することができます．

いずれもテスト公開のため，設定等を予告なく変更することがあります．また一部に動作検
証が済んでいない機能もありますので，使用に際してはご注意ください．

Webメールを利用するには，Webブラウザを用いて次のアドレスにアクセスします．ログイ
ンに必要なユーザ IDとパスワードは，情報科学センター教育システムのものと共通です．

飯塚： https://webmail-i.isc.kyutech.ac.jp/

戸畑： https://webmail-t.isc.kyutech.ac.jp/

また，IMAPサーバのアドレスおよび対応プロトコルは次のとおりです．

飯塚 IMAPサーバ： im-i.isc.kyutech.ac.jp

戸畑 IMAPサーバ： im-t.isc.kyutech.ac.jp

対応プロトコル： IMAP (学内限定)，IMAP/SSL*，IMAP/TLS*

*MacOSX10.5標準メーラ (Mail.app)には対応しません

現在のところ，従来のメールサービス (POP)とWebメールまたは IMAP機能とを併用し
た場合の動作については動作の保証ができません．Webメールと IMAP機能の併用は可能です．

オンラインストレージを利用するには，OSのWebDAVアクセス設定 (Windowsの場合 [マ
イネットワーク]→ [ネットワークプレースを追加する]，MacOSの場合 Finderより [サーバへ
接続…])などを行い，フォルダまたはボリュームとして接続します．またWebブラウザでアク
セスして，ファイル単位でアップロード，ダウンロードを行うこともできます．どちらの場合
も接続先は次のとおりです．

飯塚： https://webdisk-i.isc.kyutech.ac.jp/

戸畑： https://webdisk-t.isc.kyutech.ac.jp/

接続に必要な IDとパスワードは，情報科学センター教育システムのものと共通です．
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１．センター利用者管理機能 (パスワード変更機能，その他)の停止について

２．遠隔利用端末の (hikari，kodama)の停止について

1 センター利用者管理機能 (パスワード変更機能，その他)の
停止について

全学統合 ID管理システムとの接続作業のため，パスワード変更サービスを含む情報科学セン
ター教育システムの利用者管理機能を以下の期間停止します．この間，利用者からのパスワー
ド変更，アカウントの新規登録，変更などが行えませんのでご注意ください．　

　　☆ 停止期間： 5月 7日 (木)午前 9時 ～ 5月 11日 (月)正午

なお，5月 11日以降，オンラインでのパスワード変更，アカウント申請などのアクセス先
(URL)および利用方法が変わります．

詳しくは，情報科学センターホームページなどでお知らせする予定です．　　

2 遠隔利用端末 (hikari，kodama)の停止について

全学統合 ID管理システムとの接続作業のため，以下の期間教育システムの遠隔利用端末を
停止します．ご了承ください．

　　☆ 停止期間： 5月 11日 (月) 午前 9時～正午
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１．メイル転送登録の不具合について

２．九大研究用計算機システム利用支援について

1 メイル転送登録の不具合について

平成 21年 4月 8日 (水)8:00 から 9日 (木) 17:00 にかけて行われた，情報科学センター教育
システムメイル転送登録において，完了メッセージが表示されたにもかかわらず，正しく転送
されないという不具合が発生しました．　　　　　

期間中転送登録を行われた利用者の皆様には，再度転送登録を行って頂きますよう，お願い
いたします．　　

なお，上記の期間以前に転送登録されていた分についての不具合はありません．

ご迷惑をおかけいたしますが，どうぞよろしくお願いいたします．

2 九大研究用計算機システム利用支援について

情報科学センターでは，下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサービス
の利用期間は，平成 21年 5月～平成 22年 3月です．

提供システム：下記の 3種類のシステムより，ご希望の構成を選択していただきます．

構成 1. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 32core, 44.8GB RAM)

対象：本学に所属する学生，教職員

構成 2. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 64core, 89.6GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員

構成 3. 富士通 PRIMERGY RX200S3 (Intel Xeon 3.0GHz 4core × 32node,179.2GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員



※各システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/super2007/intro.html

システムに関する利用報告書をご提出 (報告締切 (予定)平成 22年 3月)いただける利用者に

対し，利用負担金を補助します (構成 1 に関しては情報科学センターが全額負担，構成 2,3 に

関しては希望者の合計が 20名以下の場合，情報科学センターが全額負担)．　

申請期間：
構成 1. 平成 21年 4月 10日 (金)より随時
構成 2,3. 平成 21年 4月 10日 (金)～4月 24日 (金)

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知らせくだ

さい．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．授業担当者向け新システム説明会の開催について

２．遠隔利用端末の環境更新について

1 授業担当者向け新システム説明会の開催について

平成 21年度の授業担当者を対象とした情報科学センター新システムの講習会を以下のとおり
開催します．授業担当者の方，また授業担当者以外の方もどうぞご参加ください．

★ 飯塚キャンパス
　日時： 平成 21年 3月 26日 (木) 13:00～
　会場： 飯塚キャンパス情報科学センター 3階 端末講義室

★ 戸畑キャンパス
　日時： 平成 21年 3月 27日 (金) 13:00～
　会場： 戸畑キャンパス情報学習プラザ 2階 C-2G講義室

なお，不明な点などありましたら support＠ isc.kyutech.ac.jp または，飯塚 (内線：7558)，戸
畑 (内線：3471)までお問い合わせください．

2 遠隔利用端末の環境更新について

現在，旧環境で運用している遠隔利用端末を新環境での運用に切り替えます．切り替えのス
ケジュールは以下のとおりです．

3月 25日 (水) ～12:00 旧環境遠隔利用端末運用終了

3月 25日 (水) 17:00～ 新環境遠隔利用端末運用開始
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１．遠隔利用端末の停止および環境更新について (訂正)

２．オンライン登録サービスの再開について
３．授業担当者向け新システム説明会の開催について
４．電子メイルサービスの一時停止及び変更について (再掲)

５．ネットワークアクセスサービスの一時停止について (再掲)

1 遠隔利用端末の停止および環境更新について (訂正)

ISC NEWS No.224 (平成 21年 1月 30日発行) において，遠隔利用端末を，3月 6日 (金)よ
り新環境で運用再開するとお知らせしていましたが，3月 6日 (金)より旧環境のままでの運用
再開に変更します．なお新環境への切り替えは，現在のところ 3月下旬を予定しています．

3月 2日 (月) 9:00～ 遠隔利用端末の運用停止
3月 6日 (金) 17:00～ 同　運用再開
3月下旬 新環境への切り替え

切り替えの具体的なスケジュール等については，確定しだいお知らせします．

2 オンライン登録サービスの再開について

情報科学センター教育用 ID(職員用 ID，講義用 ID，TA用 ID)及び，ネットワーク関連サー
ビス ID(ダイヤルアップ接続用 ID・情報コンセント接続用 ID・VPN接続用 ID)，教育システム
メイル転送の新規登録再開は，現在のところ平成 21年 4月 8日 (水)を予定しています．

3 授業担当者向け新システム説明会の開催について

情報科学センターを授業で利用する方向けに新システム説明会を戸畑・飯塚キャンパスで 3

月末に開催する予定です．説明会に出席を希望される方は，開催日時設定・配布資料準備など
のため，support＠ isc.kyutech.ac.jp宛て，平成 21年 3月 16日 (月)までに「授業担当者向
けシステム説明会出席希望」とメイルでご連絡ください．

なお，説明会はメイルでの事前申込がない方もご出席いただけます．



4 電子メイルサービスの一時停止及び変更について (再掲)

今年度末の情報科学センター計算機システムの更新に伴い，電子メイルシステムの変更と，
サービスの一時停止を予定しています．これに伴い，メイルの利用に関してさまざまな変更や
制限が発生する予定です．センターシステムで電子メイルを利用される方は，以下のお知らせ
の内容に十分注意の上，必要な対応を行ってください．

なお，以下の日程は，作業状況により多少前後することがあります．日程の変更等はセンター
内に掲示しますので，掲示物にご注意ください．

また，3月 2日から 3月 4日の移行作業終了は，以下のURLにてお知らせします．

情報科学センター障害情報ページ http://www.isc.kyutech.ac.jp/trouble/

4.1 電子メイルサービス移行スケジュール

2月 18日 (水) センター通常運用終了
これ以降，情報科学センター内の端末を使ったメイルの読み書きはできません．

3月 2日 (月) 9:00 旧メイルサーバ運用終了
これ以降，POP/SMTP によるリモートからのメイルの読み書きもできません

3月 2日 (月) 9:00 ～ 3月 4日 (水) 17:00 メイルサーバ及び関連システムの移行作業
この間，外部からのメイルは届きません (受信できません)

※作業終了は，情報科学センター障害情報ページにてお知らせします

3月 4日 (水) 17:00～ 新メイルサーバ運用開始
POP/SMTP による学内からのメイルの読み書きができるようになります

4月 8日 (水) センター通常運用開始
端末を使ったメイルの読み書きができるようになります

4.2 旧メイルサーバに届いたメイルの扱いについて

3月 2日 (月)9:00以前に旧メイルサーバに届いたメイルは，新しいメイルサーバに移行します．

なお，3月 2日 (月)9:00 ～ 3月 4日 (水)17:00 の間に情報科学センター宛に送られたメイル
は，相手サーバの設定によっては配達不能で送り返される場合があります．適宜相手方にご確
認ください．

5 ネットワークアクセスサービスの一時停止について (再掲)

VPN接続サービス，ダイアルアップ接続サービス，情報コンセントサービスは 3月 2日 (月)

9:00 から 3月 6日 (金) 17:00 の間停止します．3月 6日 (金)17:00 以降は，これまでどおり利
用頂けます．
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１．講義用 IDおよびTA用 IDの取扱について
２．ネットワークアクセスサービスの一時停止について

３．今春卒業される方のデータ移行について

1 講義用 IDおよびTA用 IDの取扱について

現在，講義用 IDをご利用の方に配布している「講義用 IDの継続・抹消についての確認」で
すが，今回はシステム更新のために 2月 18日 (水)を締切としています．締切までに「継続」
で提出された方については，IDの継続およびファイルの移行を行いますが，締切までに提出が
なかった方については，IDとファイルの抹消を行いますので，継続利用を希望される方は，確
認書を締切までに提出して頂きますようお願いします．　　　

TA用 IDについては例年同様，継続の取扱はいたしません．必要なファイルのバックアップ
については，現システム運用終了の 2月 18日 (水)までに各自で取って頂くようお願いします．

なお，講義用 ID，TA用 IDの新規登録再開については，改めてお知らせします．

2 ネットワークアクセスサービスの一時停止について

VPN接続サービス，ダイアルアップ接続サービス，情報コンセントサービスは 3月 2日 (月)

9:00 から 3月 6日 (金) 17:00 の間停止します．3月 6日 (金)17:00 以降は，これまでどおり利
用頂けます．

3 今春卒業される方のデータ移行について

この春卒業，退職される方について，平成 21年 6月 1日 (月)以降，センターシステムにある
IDは抹消，それと同時に，現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用さ
れているファイル等で，保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなどの措置
を行ってください．
　● ID・ファイル削除対象者
　　　☆学部を卒業した方 (大学院へ進学した方も含む)

　　　☆博士前期課程または，後期課程を終了した方 (博士前期課程を終了し，
　　　　後期課程へ進学した方も含む)

　　　☆退学・除籍された方
　　　☆退職される職員

バックアップの方法などについては，support＠ isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせください．
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１．情報科学センター次期計算機システムの概要について
２．機種更新作業に伴うセンター運用スケジュールについて
３．センターの電子メイルサービスの一時停止及び変更について

４．センターオンライン登録の一時停止
５．遠隔利用端末の停止および環境更新について
６．Windows利用者ファイルの移行について

７．授業担当者向け先行公開端末について

1 情報科学センター次期計算機システムの概要について

平成 21年 4月から使用する情報科学センター教育研究用計算機システムについて，その概要
をお知らせします．

まず，利用者端末 (ディスクレス端末)のうちおよそ半数 (各キャンパスの 1講義室とオープ
ン利用端末)において，従来からのLinux (KNOPPIX)環境に加えて，Windows 環境が利用で
きるようになりました．対応端末では，起動時にどちらの環境を使用するかを選択することが
できます．またこれに伴い，端末ディスプレイのワイド化およびキーボードの日本語化を行っ
ています．ハードウェア面では，CPU，メモリ等を増強し性能向上を行う一方，現行端末と比
べて一層の省電力化が図られています．

インフラ面では，ネットワーク主要部への 10Gイーサネットの導入，メインのファイルサー
バ容量の増強 (約 1.8倍)，サーバ仮想化システムの導入によるサーバ機能の向上などを行いま
した．ここでも，省電力仕様の製品を積極的に導入し，電力利用効率の高い，省エネ型のシス
テムを実現しています．

新システムの主な内容は以下のとおりです．

• 端末計算機： エプソン社製 Endeavor ST110　 (飯塚 242台，戸畑 212台)

　CPU： Intel Core2Duo T8100 2コア 2.1GHz

　メモリ： 2GB

　 LAN： 1000Base-T (1Gbps)



　その他 I/F： USB2.0，サウンド入出力
　ディスプレイ： 19インチワイド液晶ディスプレイ
　キーボード： Happy Hacking Keyboard, 光学式マウス
　消費電力： 最大 156W以下 (ディスプレイ含む)

• 利用者端末ソフトウェア
　KNOPPIX 5.3.1 (カーネル 2.6.24.4)

　X.Org (X11R7.4)，KDEデスクトップ
　標準UNIXソフトウェアツール群
　ネットワークソフトウェア (Firefox, Thunderbird 他)

　プログラミング関連 (C, C++, Fortran, Java2, Eclipse)

　各種フリーウェア (GNUツール, TeX, Emacs等)

　Microsoft Windows Vista Business (特定端末のみ)

　Microsoft Office Standard 2007 (特定端末のみ)

　Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition (特定端末のみ)

• プリンタ： リコー社製 IPSiO SP 8200　 (飯塚 4台，戸畑 5台)

　プリント速度： 50枚/分 (A4横，連続)

　消費電力： 最大 1,370W以下，省エネモード時 7W以下

• ブレード型サーバ群： HP社製 BladeSystem c7000　 (飯塚 1式，戸畑 1式)

　ブレードA (9台)： BL460c

　　CPU： Intel Xeon L5420 2.50GHz 4コア
　　メモリ： 8GB

　　 LAN： 1000Base-T (1Gbps) x3

　ブレードB (2台)

　　CPU： デュアル Intel Xeon L5420 2.50GHz 4コア
　　メモリ： 16GB

　　 LAN： 1000Base-T (1Gbps) x4

• ファイルサーバ： Network Appliance社製 NetApp FAS3140　 (飯塚 1台，戸畑 1台)

　ディスク容量： 約 9.6TB (実効)

　NFS性能： SPECsfs97_R1(NFSv3) 30,000ops/s以上
　　※上位機種実測値からの推定値　RAID： RAID6対応
　 LAN： 10GBase-SR (10Gbps)

• ネットワーク機器： アラクサラ社製 AX6708S, AX2430S他
　端末接続： 1000Base-T (1Gbps)

　サーバ接続，フロア間接続など：1000Base-T, 1000Base-SX, 10GBase-SR (1～ 10Gbps)

• ファイアウォール装置： Fortinet社製 Fortigate 1000A

　主な機能：ファイアウォール，P2P遮断，NAT，VPN

　スループット： 2Gbps以上
　同時共有セッション数： 最大 60万
　ポリシー数： 最大 10万

現在のシステムからの移行にあたっては，ユーザプログラムの修正と再コンパイル，環境設
定の変更等が必要になる場合があります．こうしたシステム移行に関する情報，また新システ
ムに関する説明会，講習会等の情報については，準備ができしだい，順次お知らせしていく予
定です．



2 機種更新作業に伴うセンター運用スケジュールについて

情報科学センターでは機種更新作業のため平成21年 2月 19日 (木)より平成 21年 4月 7日
(火)までの間，閉館します．2月 19日 (木)以降，情報科学センターの講義室，演習室等の利用
はできません．

3 センターの電子メイルサービスの一時停止及び変更について

今年度末の情報科学センター計算機システムの更新に伴い，電子メイルシステムの変更と，
サービスの一時停止を予定しています．これに伴い，メイルの利用に関してさまざまな変更や
制限が発生する予定です．センターシステムで電子メイルを利用される方は，以下のお知らせ
の内容に十分注意の上，必要な対応を行ってください．

なお，以下の日程は，作業状況により多少前後することがあります．日程の変更等はセンター
内に掲示しますので，掲示物にご注意ください．

3.1 電子メイルサービス移行スケジュール

2月 18日 (水) センター通常運用終了
これ以降，情報科学センター内の端末を使ったメイルの読み書きはできません．

3月 2日 (月) 9:00 旧メイルサーバ運用終了
これ以降，POP/SMTP によるリモートからのメイルの読み書きもできません

3月 2日 (月) 9:00 ～ 3月 4日 (水) 17:00 メイルサーバ及び関連システムの移行作業
この間，外部からのメイルは届きません (受信できません)

3月 4日 (水) 17:00～ 新メイルサーバ運用開始
POP/SMTP による学内からのメイルの読み書きができるようになります

4月 8日 (水) センター通常運用開始
端末を使ったメイルの読み書きができるようになります

3.2 旧メールサーバに届いたメイルの扱いについて

3月 2日 (月)9:00以前に旧メイルサーバに届いたメイルは，新しいメイルサーバに移行します．

なお，3月 2日 (月)9:00 ～ 3月 4日 (水)17:00 の間に情報科学センター宛に送られたメイル
は，相手サーバの設定によっては配達不能で送り返される場合があります．適宜相手方にご確
認ください．



4 センターオンライン登録の一時停止

機種更新作業に伴い，以下のオンライン登録を 2月 18日 (水)17:00 より一時停止します．以
降，新規登録およびパスワード等の変更はできません．パスワード紛失への対応 (リセット，再
登録)もできませんので，ご注意ください．

・教育用 ID登録，パスワード変更 　・教育システムメイル転送用登録
・PPP接続用 ID登録，再登録 　・情報コンセント接続用 ID登録，再登録
・VPN接続用 ID登録，再登録

サービス再開の日程については改めてお知らせします．

5 遠隔利用端末の停止および環境更新について

現在の遠隔利用端末 (飯塚: hikari，戸畑: kodama)は，3月 2日 (月) 9:00 でいったん運用を
停止します．3月 6日 (金) 17:00 より，新システム端末に準じた新しい環境で運用を再開する
予定です．

6 Windows利用者ファイルの移行について

新システムでは，Windows環境の構成が大幅に変更されるため，現在のWindows利用者ファ
イル (Zドライブの内容)は新Windows環境へは引き継がれません．4月以降，現在のWindows

利用者ファイルは，Linux環境からのみ参照できるようになる予定です．必要なファイルにつ
いては，センターWindows端末 (2月 18日まで利用可能)でUSBメモリにバックアップをとる
などの方法で，各自移行をお願いします．

7 授業担当者向け先行公開端末について

情報科学センター次期システムの端末機器を，授業担当者を対象に以下のとおり先行公開し
ます．なお，授業担当者向けのベータ版DVDの配布も，同時に開始する予定です．

公開開始 公開場所 内線番号 利用時間
飯塚キャンパス 2月 23日 (月) プログラム相談室 7558 9:00～17:00

戸畑キャンパス 2月 23日 (月) 利用者窓口 3471 9:00～17:00

ただし，機種更新作業のスケジュールによっては利用できない場合もありますので，ご利用
になる前に各キャンパスの公開場所に電話でご確認の上お越しください．
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１．情報教育研究集会開催に伴う夜間臨時閉館について
２．冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

1 情報教育研究集会開催に伴う夜間臨時閉館について

平成 20年 12月 12日，13日は，北九州国際会議場および西日本総合展示場AIMビル展示場
にて，九州工業大学主催の平成 20年度情報教育研究集会が開催されます．

これに伴い，12月 12日 (金)の夜間運転は休止し，閉館時刻を以下の通り変更します．

・飯塚閉館時刻：17:00

・戸畑閉館時刻：5時限目終了後

2 冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

冬期休業期間中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．本年の夜間運転は，12

月 22日 (月)に終了します．また，年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用
計算機システムの運用を停止します．

★飯塚キャンパス
★ 12月 24日 (水)，1月 6日 (火)に利用できる教室 ：端末講義室，端末演習室 1

★ 12月 25日 (木)～平成 20年 1月 5日 (月) ：サービス業務停止
★ 1月 7日 (水)～ ：通常どおりの運用

☆戸畑キャンパス
☆ 12月 24日 (水)に利用できる教室 ：C-2G講義室，オープン端末室
☆ 12月 25日 (木)～平成 20年 1月 5日 (月) ：サービス業務停止
☆ 1月 6日 (火)～ ：通常どおりの運用

※休業期間中の運用時間は，午前 9時～午後 5時です．また，月曜日は午前中閉館のため開
館時刻が 12:50 となります．
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１．工大祭期間中の臨時閉館について
２．九大研究用計算機システム利用支援の追加募集について (再掲)

1 工大祭期間中の臨時閉館について

工大祭の開催に伴い，情報科学センターでは以下の日程を臨時閉館とします．なお，この日
程以外は通常通りの運用です．

☆ 飯塚キャンパス： 11月 21日 (金)　終日閉館
☆ 戸畑キャンパス： 11月 21日 (金)　終日閉館

2 九大研究用計算機システム利用支援の追加募集について(再掲)

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援を行っています．このたび，下
記の構成 4(高性能アプリケーションサーバ)を新たに追加し，利用者の追加募集を行います．こ
のサービスの利用期間は平成 20年 6月～平成 21年 3月です．

構成 1. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 32core, 44.8GB RAM)

対象：本学に所属する学生，教職員
構成 2. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 64core, 89.6GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員
構成 3. 富士通 PRIMERGY RX200S3 (Intel Xeon 3.0GHz 4core × 32node,179.2GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員
構成 4. 日立製作所 SR11000 (IBM POWER5 1.9GHz 16core × 4node, 512GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員

※各システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．
http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/PQ/super2007.html (構成 1,2,3)

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/SR/sr11000.html (構成 4)

システムに関する利用報告書をご提出 (報告締切 (予定)平成 21年 3月)いただける利用者に
対し，利用負担金を補助します (構成 1 に関しては情報科学センターが全額負担，構成 2,3,4 に
関しては希望者の合計が 10名以下の場合，情報科学センターが全額負担)．

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp にお知らせくださ
い．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

1 九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，下記のとおり利
用講習会を開催します．

日時：平成 20年 10月 31日 (金) 14:00 ～ 17:00

会場：飯塚キャンパス 情報科学センター 3階 端末演習室 1

講師：九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

対象：本学の教職員および学生 (利用登録をされていない方も受講できます)

人数：20名 (端末の台数に限りがあるため，実習を含む受講は先着 20名．

　　　　　　以降は聴講形式での受講となります．)

申込み締切 : 平成 20年 10月 24日 (金)

プログラム

1. 九大研究用計算機システムの概要：
研究用計算機システムの特徴や利用者へのサポート体制について解説します．

2. システムの基本操作：
研究用計算機システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入方法等の基礎事項に関
する講習 (実習を含む)を行います．

3. MPI概論：
複数の計算機を利用して並列計算を行う場合に必要なMPIプログラミングに関する講習
(実習を含む)を行います．(並列計算を行うために必要な最小限の書式や関数についてと
り上げます．)

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp までお知ら
せください．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．夏季休業期間中のセンターの運用スケジュールについて

1 夏季休業期間中のセンター運用スケジュールについて

夏季休業期間及び再授業再試期間中の情報科学センター運用スケジュールは以下のとおりで
す．なお，8月 11日 (月)～8月 15日 (金)は，飯塚・戸畑キャンパスともに閉館します．

☆飯塚キャンパス

　　利用できる教室：AV講義室，AV演習室

　　利用できる期間：8月 8日 (金)，8月 18日 (月)～9月 30日 (火)

　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

☆戸畑キャンパス

　　利用できる教室：オープン端末室，C-2G講義室

　　利用できる期間：8月 7日 (木)～8日 (金)，8月 18日 (月)～9月 30日 (火)

　　利用できる時間：8:40～17:00(但し，午前中閉館日 (月)は 12:40～)

※ 但し，利用できる期間内であっても講義室に授業等が入っている場合は利用することができ
　 ません．必ず掲示物などの確認をするようにしてください．
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１．九大研究用計算機システム利用支援の追加募集について

1 九大研究用計算機システム利用支援の追加募集について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援を行っています．このたび，下
記の構成 4(高性能アプリケーションサーバ)を新たに追加し，利用者の追加募集を行います．こ
のサービスの利用期間は平成 20年 6月～平成 21年 3月です．

構成 1. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 32core, 44.8GB RAM)

対象：本学に所属する学生，教職員
構成 2. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 64core, 89.6GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員
構成 3. 富士通 PRIMERGY RX200S3 (Intel Xeon 3.0GHz 4core x 32node,179.2GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員
構成 4. 日立製作所 SR11000 (IBM POWER5 1.9GHz 16core x 4node, 512GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員

※各システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/PQ/super2007.html (構成 1,2,3)

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/SR/sr11000.html (構成 4)

システムに関する利用報告書をご提出 (報告締切 (予定)平成 21年 3月)いただける利用者に
対し，利用負担金を補助します (構成 1 に関しては情報科学センターが全額負担，構成 2,3,4 に
関しては希望者の合計が 10名以下の場合，情報科学センターが全額負担)．

申請期間は，5/28(水)～6/10(火) です (応募数によって期間の延長を行うことがあります)．

興味のある方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp にお知らせくださ
い．担当者より折り返し連絡いたします．
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１．戸畑センター講義室説明会について

２．情報科学センター開館時間の変更について
３．九大研究用計算機システム利用支援について
４．Exceed OnDemand バージョンアップについて

1 戸畑センター講義室説明会について

平成 20年度より戸畑キャンパス総合教育棟 (C-2B講義室)および情報学習プラザ (C-2G講義
室)で情報科学センター講義室の運用を開始するにあたり，講義室等の利用方法についての説
明会を以下の通り開催します．

期　日　： 平成 20年 4月 8日 (火)14:00～15:00

集合場所： 情報学習プラザ玄関
見学場所： C-2B講義室，C-2G講義室，利用者窓口，オープン端末室

計算機システムは昨年度と同じシステムですが，プロジェクタ等のAV機器については新規
導入，または配置替えを行っておりますので，授業で利用予定の方や興味のある方はご参加の
ほどよろしくお願いします．

2 情報科学センター開館時間の変更について

平成 20年度より情報科学センターの開館時間 (授業期間)を以下のように変更します．開館
時間は戸畑・飯塚共通です．

曜日 授業期間

月曜 12:40～21:45

火曜 8:40～21:45

水曜 8:40～21:45

木曜 8:40～21:45

金曜 8:40～21:45

※但し，土，日，祝日は閉館．18:00以降は省エネ対応のため部分的に閉館します．



3 九大研究用計算機システム利用支援について

情報科学センターでは下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサービスの
利用期間は，平成 20年 5月～平成 21年 3月です．

提供システム：下記の 3種類のシステムより，ご希望の構成を選択していただきます．

構成 1. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 32core, 44.8GB RAM)

対象：本学に所属する学生，教職員

構成 2. 富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 64core, 89.6GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員

構成 3. 富士通 PRIMERGY RX200S3 (Intel Xeon 3.0GHz 4core x 32node, 179.2GB RAM)

対象: 本学に所属する教職員

※各システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/super2007/intro.html

システムに関する利用報告書をご提出 (報告締切 (予定)平成 21年 3月)いただける利用者に
対し，利用負担金を補助します (構成 1 に関しては情報科学センターが全額負担，構成 2,3 に
関しては希望者の合計が 30名以下の場合，情報科学センターが全額負担)．

申請期間は，平成 20年 4月 2日 (水)～16日 (水)です．興味のある方，問い合わせのある方は
res-system@isc.kyutech.ac.jpにお知らせください．担当者より折り返し連絡いたします．

4 Exceed OnDemand バージョンアップについて

平成 20年 4月 7日 (月)より，情報科学センターで提供している Exceed OnDemand を現在
の 5.1J から 6J にバージョンアップします．それに伴い，旧バージョンのクライアントソフト
では接続ができなくなりますので，Exceed OnDemand を利用される方は，新たにクライアン
トソフトをダウンロードしてください．

Exceed OnDemand 及びダウンロードについての詳細は，以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/eod/

http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/eod/
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１．講義用 IDの継続確認について

２．年度末の計算機サービス一時停止について

1 講義用 ID継続について

情報科学センターでは平成 19年度，戸畑・若松キャンパスで講義用 IDを使用されている方
に『講義用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確認メー
ルを送付しています．「継続」か「抹消」かを 3月 17日 (月)までにお知らせください．

なお，TA用 IDについては継続できません．4月 7日 (月)以降に改めて登録をしてください．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，平成 20年 4月 7日 (月)より開始します．詳細および
登録方法については以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

2 年度末の計算機サービス一時停止について

以下の期間は，計算機システムの環境変更や年度末処理のため計算機サービスを一時停止し
ます．期間中センターの講義室・演習室は利用できません．

期間：3月 29日 (土)～4月 6日 (日)
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１．情報科学センター教育システムの利用者環境について
２．戸畑センターの移転及び移転に伴う閉館について
３．今春卒業，退職される方のデータ移行について

1 情報科学センター教育システムの利用者環境について

情報科学センターでは，平成 20年度の教育システムの利用者環境を変更します．これに伴い
配布用KNOPPIXの環境も変更します．それぞれの変更内容は以下のとおりです．

教育用システム (ディスクレス端末)

OS KNOPPIX 5.0.1 → 5.0.1 update version

プログラミング言語処理 gcc 4.0.4 → 4.1.1

Webブラウザ Iceweasel 2.0.0.3 → 2.0.0.10

メールリーダ Icedove 1.5.0.10 → 1.5.0.14

配布用システム
(1)KNOPPIX 5.0.1-ISC-v1.0 (DVD起動用)

(2)KNOPPIX 5.1.1-ISC-beta-1 (ベータ版，DVD起動用)

(3)KNOPPIX 5.1.1-ISC-beta-1u (ベータ版，USBメモリ起動用)

※ (1)は平成 20年 4月からの教育用端末と同等のシステムです．
※ (2)および (3)は開発途上版 (ベータ版)につき，問い合わせなどのサポートには
応じられません．

平成 20年 3月 10日 (月)より飯塚キャンパスのプログラム相談室において授業担当者テスト
用端末を公開します。また、授業担当の方には事前に support@isc.kyutech.ac.jp または内
線：7558(飯塚)，内線：3471(戸畑) まで連絡をして頂くとDVDの配布も可能です．　

一般ユーザ (希望者)へのDVD起動用KNOPPIXの配布は 3月 24日 (月)からを予定していま
す．戸畑センター閉館中のDVDの受渡しについて等，詳細は以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/iscsystem2007/

http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/iscsystem2007/



2 戸畑センターの移転及び移転に伴う閉館について

戸畑キャンパス内建物改修工事に伴い，平成 20年度より戸畑キャンパス情報科学センター
は，現在の情報科学センター棟から，情報学習プラザおよび総合教育棟 (附属図書館隣)へ移転
します．電話番号 (事務室：3470，利用者窓口：3471)，メールアドレスについては現行どお
りです．

旧 (情報科学センター棟) → 新 (情報学習プラザ) 新 (総合教育棟)
1階 講義室 (AV講義室，

→ 2階 講義室 (C-2G講義室) 2階 講義室 (C-2B講義室)端末講義室 1，2)
1階 オープン端末室 → 1階 オープン端末室
1階 受付

→
2階 情報科学センター利用者窓口
(C-2G講義室隣)

2階 事務室 → 2階 情報科学センター事務室

移転作業に伴い，以下のとおり戸畑センターを閉館します．

期間： 平成 20年 2月 22日 (金)～平成 20年 4月 6日 (日)

場所： 情報科学センター棟 (全館)及び情報学習プラザ (C-2G講義室，オープン端末
室，利用者窓口)，総合教育棟 (C-2B講義室，事務室)

皆さまにはご迷惑をおかけしますが，ご協力お願い致します．

3 今春卒業，退職される方のデータ移行について

この春卒業，退職される方について，平成 20年 6月 2日 (月)以降，センターシステムにあ
る ID は抹消，それと同時に現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用
されているファイル等で保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなどの措置
をとってください．

● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を修了する方 (博士前期課程を修了し，後期課程へ進
学する方も含む)

☆ 退学・除籍された方

☆ 退職される職員

バックアップの方法などについては，support＠ isc.kyutech.ac.jpまでお問い合わせくだ
さい．
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１．冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

1 冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

冬期休業期間中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．また，本年の夜間運転
は，12月 21日 (金)に終了します．

★ 12月 25日 (火)[9:00～17:00]に利用できる教室

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 1

戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 1

★ 12月 26日 (水)～平成 20年 1月 3日 (木)

飯塚キャンパス：サービス業務停止
戸畑キャンパス：サービス業務停止

★ 1月 4日 (金)[9:00～17:00]に利用できる教室

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 1

戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 1

★ 1月 7日 (月)～

飯塚キャンパス：通常どおりの運用
戸畑キャンパス：通常どおりの運用

※ただし，月曜日は午前中閉館のため開館時刻が 12:50 となります．

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止し
ます．
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１．情報科学センター利用に関する学生アンケート実施について

1 情報科学センター利用に関する学生アンケート実施について

情報科学センターでは，平成 21年度に教育用計算機システムの更新を予定しています．それ
に伴い，情報科学センター次期システム仕様策定委員会による更新機種選定の参考とするため，
センター利用に関するアンケート調査を以下のとおり実施しますので，ご協力をよろしくお願
いします．

情報科学センター利用アンケート

対象 : 教育用計算機システムの IDを所有する全学生

回答期間 : 平成 19年 12月 3日 (月) ～ 平成 19年 12月 17日 (月)

回答方法 : アンケート回答用のサイトを利用します．詳細は下記のwwwページを参照して
ください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/enq2007 (飯塚)

http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/enq2007 (戸畑・若松)

※アンケート回答サイトへは，学内ネットワーク経由に限りアクセスすることができます．

また，このアンケートについて不明な点などありましたら enq2007@isc.kyutech.ac.jp ま
でお問い合わせください．
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１．九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

２．情報セキュリティーセミナーについて

1 九大スーパーコンピュータシステム利用講習会について

情報科学センターでは九大研究用計算機システムの利用支援の一環として，下記のとおり利
用講習会を開催します．

日時 : 平成 19年 10月 25日 (木) 14:00 ～ 17:00

会場 : 情報科学センター 3階 端末演習室 1 (飯塚キャンパス)

講師 : 九州大学情報基盤研究開発センター 南里 豪志　准教授

プログラム

1. 九大研究システムの概要：
九大研究システムの特徴や利用者へのサポート体制等を解説していただきます．

2. システム利用の基本操作：
九大研究システムを利用する際に必要な，バッチジョブの投入方法等の基礎事項に関する
講習 (実習を含む)を行います．

3. MPI概論：
複数の計算機を利用して並列計算を行う場合に必要なMPIプログラミングに関する講習
(実習を含む)を行います．(これだけ知っておけば並列計算が出来る，という最小限の書
式や関数についてとり上げます．)

4. 応用ソフトェア (Gaussian)解説：
研究システムの並列性が利用できるアプリケーションであるGaussian (非経験的分子軌
道計算プログラム)をとり上げ，実行例，ジョブスクリプトの例を解説していただきます．



対象 : 本学の教職員および学生 (利用登録をされていない方も受講できます)

人数：20名 (端末の台数に限りがあるため，実習を含む受講は先着 20名となります．
以降は聴講形式の受講となります．)

申込締切 : 平成 19年 10月 19日 (金)

受講を希望される方，問い合わせのある方は res-system@isc.kyutech.ac.jp にお知らせ
ください．担当者より折り返し連絡をします．

2 情報セキュリティーセミナーについて

平成 19年 10月 22日 (月)～10月 31日 (水)は，本学の「情報モラル向上週間」です．

期間中，情報モラルに対する意識向上のため，情報化推進委員会主催による下記のセミナー
が開催されます．情報セキュリティ製品開発メーカーの講師によりセキュリティの基礎に関す
る講演が行われますので，是非ご参加ください．

題目：「セキュリティ対策の基礎知識　～Webからの脅威とその対策～」

日時：平成 19年 10月 26日（金）14：30～16：00

会場： 戸畑：附属図書館AVホール（主会場）
飯塚：AV講演室
若松：講義室 1

(飯塚，若松キャンパスへは主会場の模様を同時中継いたします)

講師： トレンドマイクロ株式会社 コーポレートマーケティンググループ
情報セキュリティマーケティング課
千葉　貴志 氏

対象：本学の教職員および学生

申込：事前の申し込みは必要ありません．当日各会場へお越しください．

なお，この講演については，情報システム係 sou-system@jimu.kyutech.ac.jp にお問い合
わせください．
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１．情報科学センターシステムの停止について

� 情報科学センターシステムの停止について

システム保守作業のため，以下の期間，情報科学センター教育システムおよび関連する機器
を停止します．

飯塚キャンパス� 平成 ��年 �月 �日 �月� 終日

戸畑キャンパス� 平成 ��年 �月 ��日 �月� 終日

この間，教育用端末等の利用はできません．また，電子メール，���サーバ，遠隔利用端末，
���や情報コンセント等の遠隔利用設備を含むネットワーク関連サービスも，全面的あるいは
断続的に利用できなくなります．

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが，どうかご協力をお願いいたします．
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１．夏期休業期間中の運用スケジュールについて

２．夜間閉館時刻の変更について

1 夏期休業期間中の運用スケジュールについて

夏期休業期間及び前学期再授業再試期間中の情報科学センター運用スケジュールは以下のと
おりです．なお，8月 13日 (月)～17日 (金)は飯塚キャンパス・戸畑キャンパスともに閉館し
ます．

★飯塚キャンパス
利用できる教室： AV講義室，AV演習室
利用できる期間： 8月 8日 (水) ～ 8月 10日 (金)，

8月 20日 (月) ～ 9月 28日 (金)

利用できる時間： 08:50～17:00 (但し，午前中休館日 (月)は 12:50～)

★戸畑キャンパス
利用できる教室： 端末講義室 1，オープン端末室
利用できる期間： 8月 8日 (水) ～ 8月 10日 (金)，

8月 20日 (月) ～ 9月 28日 (金)

利用できる時間： 08:50～17:00 (但し，午前中休館日 (月)は 12:50～)

2 夜間閉館時刻の変更について

平成 19年 10月 1日 (月)より，夜間閉館時刻 (講義期間)を現行の 22:00より 21:45に変更し
ます．円滑な閉館作業にご協力ください．

講義期間 休暇期間
飯塚・戸畑キャンパス 飯塚・戸畑キャンパス

月 12:50～21:45 12:50～17:00
火 08:50～21:45 08:50～17:00
水 08:50～21:45 08:50～17:00
木 08:50～21:45 08:50～17:00
金 08:50～21:45 08:50～17:00
※土日・祝日は閉館です
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１．九大 研究用計算機システム利用支援について

1 九大 研究用計算機システム利用支援について

平成 19年度予算に申請した九大情報基盤研究開発センター研究用計算機システム利用料が認

められたことを受け，下記の研究用計算機システムの利用支援を行います．このサービスの利

用期間は，平成 19年 7月～平成 20年 3月です．

下記の 3システムを 1組として利用して頂ける本学教職員を対象に利用負担金を補助します

(希望者が 15グループ以下の場合，情報科学センターが全額負担)．ただし，利用者には各シス

テムの利用報告，使い心地等のレポート提出をお願いします (報告締切 (予定)平成 20年 3月)．

・日立製作所 SR11000 (IBM Power5+ 2.3GHz 16core x 4ノード , 主記憶合計 384GB)

・富士通 PRIMEQUEST 580 (Intel Itanium2 1.6GHz 64core x 1ノード, 主記憶 89.6GB)

・富士通 PRIMERGY RX200S3 (Intel Xeon 3.0GHz 4core x 32ノード , 主記憶合計 179.2GB)

※各システムの詳細や利用可能なライブラリ等については，以下のURLを参照してください．

http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/super2007/intro.html

申請期間は，6月 25日 (月)～28日 (木)12:00です．興味のある方，問い合わせのある方は

res-system@isc.kyutech.ac.jpにお知らせください．担当者より折り返し連絡をいたします．
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１．情報科学センター教育システムの環境変更について

２．年度末の閉館について
３．講義用 IDの継続について
４．今春卒業される方のデータ移行について

1 教育システムの環境変更について

平成 19年 4月より，情報科学センター計算機システムの環境を変更しますので，その概要を
お知らせします．

これまで約 6年間にわたり，OSとしてTurboLinuxを採用していましたが，基幹部分の更新
が遅いなど，開発姿勢が大学における集合教育・利用向けとして合わなくなってきました．そ
のため，以下の特徴を持つ KNOPPIX を次年度より採用する予定です．

• Debianベースの Linuxディストリビューション

• 独立行政法人産業技術総合研究所が日本語版を開発・配布

• DVDから起動するため，個人 PCのハードディスクに変更を加えることなく，学内環境
と同等の利用が可能

主な変更点は以下の通りです．

• オペレーティングシステム
　旧：TurboLinux ver.10 desktop 2.6.0-19 → 新：KNOPPIX ver.5.0.1

　 (パッケージ管理：RPM→Debian)

• デスクトップ環境
　旧：GNOME ver.3.1.5 → 新：KDE ver.3.5.2



• シェル (デフォルト)

　旧：tcsh ver.6.12.00 → 新：bash ver.3.1.14

• かな漢字変換システム
　旧：Canna ver.3.7 + uim ver.0.5.0.1 → 新：SCIM + Anthy ver.0.9.0-1

• オフィスツール
　旧：StarSuite 7.0 → 新：OpenOffice.org ver.2.0.2

• メールリーダ
　旧：Mew ver.4.2, Sylpheed ver.1.0.3,Thunderbird ver.1.5

　 　→ 　新：Icedove(Thunderbird) ver.1.5.0.7, Mew ver.5.1.52, Sylpheed ver.2.2.4

• Webブラウザ
　旧：Firefox 1.5.1 → 新：Iceweasel(Firefox) ver.2.0.0.1

現在の環境からの移行にあたって，環境設定の変更等が必要になる場合があります．移行に
関する情報は，準備ができしだい順次お知らせしていく予定です．

新環境に関する説明会等については，現在のところ以下を予定しています．

3/1(木): 一般ユーザ (希望者)に新環境対応DVD配布開始

3/中旬 : 授業担当者向け説明会 (飯塚・戸畑各キャンパスにて)

新オンラインガイドの公開

配布場所： (飯塚)プログラム相談室 (情報科学センター棟 2階：内線 7558)

(戸畑)受付 (情報科学センター棟 1階：内線 3471)

e-mail: support@isc.kyutech.ac.jp

配布希望の教職員：DVDの用意が間に合わない場合がありますので，メー
ル・電話などであらかじめご連絡頂ければ確実です．
配布希望の学生：DVDメディアの持参をお願いします．配布用DVD作成
には 30分程度の時間がかかります．

(※注) 配布DVDは，不具合修正対応等により配布時期によっては情報科学センターの新環境と
微妙に異なる可能性があります．

センター環境と配布環境の相違点や，最新の配布情報などについては，以下の URLで随時
お知らせします．

　　　　　 http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/iscsystem2007/

　　　　　 http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/iscsystem2007/



2 年度末の計算機サービス一時停止について

以下の期間は，計算機システムの環境変更や年度末処理のため計算機サービスを一時停止し
ます．期間中センターの講義室・演習室は利用できません．

期間：3月 28日 (水)～4月 3日 (火)

3 講義用 ID継続について

情報科学センターでは平成 18年度，戸畑キャンパスで講義用 IDを使用されている方に『講
義用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確認メールを送
付しています．

まだ確認書の提出がすんでいない方は，必要事項および継続 (または抹消)を記入の上，3月
19日 (月)までに情報科学センター事務室に提出またはメールによる返信をしてください．な
お，TA用 IDの継続はできません．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，4月 5日 (木)より開始します．詳細および登録方法に
ついては以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

4 今春卒業される方のデータ移行について

この春卒業される方について，平成 19年 6月 1日 (金)以降，センターシステムにある ID は
抹消，これと同時に，現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用されて
いるファイル等で，保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなどの措置をとっ
てください．

● 対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を修了する方 (博士前期課程を修了し，後期課程へ進
学する方も含む)

☆ 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては，support＠ isc.kyutech.ac.jpまでお問い合わせくだ
さい．
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１．冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

1 冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

冬期休業期間中の情報科学センターの運用は以下のとおりです．また，本年の夜間運転は，
12月 22日 (金)で終了します．

★ 12月 25日 (月)～12月 26日 (火)[9:00～17:00]に利用できる教室

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 1

戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 1

★ 12月 27日 (水)～平成 19年 1月 4日 (木)

飯塚キャンパス：サービス業務停止
戸畑キャンパス：サービス業務停止

★ 1月 5日 (金)[9:00～17:00]に利用できる教室

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 1

戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 1

★ 1月 9日 (火)～

飯塚キャンパス：通常どおりの運用
戸畑キャンパス：通常どおりの運用

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止し
ます．
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１．工大祭期間中の臨時閉館について

２．情報科学センターにおけるスパムメイル (迷惑メイル)対策の実施について

1 工大祭期間中の臨時閉館について

工大祭の臨時休業に伴い，情報科学センターでは以下の期間を臨時閉館とします．

☆飯塚キャンパス：11月 24日 (金)，27日 (月) 終日閉館

☆戸畑キャンパス：11月 24日 (金)，27日 (月) 終日閉館

2 情報科学センターにおけるスパムメイル (迷惑メイル)対策の
実施について

情報科学センターでは，スパムメイルによるメイル配送遅延が顕著になってきたため，メイル
サーバの安定運用を目的として，スパムメイルと判断されるメイルの受信制限を実施します．対象
は，情報科学センター宛メイル (@iizuka.isc.kyutech.ac.jp，@tobata.isc.kyutech.ac.jp

) です．

詳しい内容は下記ホームページを参照してください．

(学内専用)

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/antispam.html

http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/antispam.html

なお，今回の対策はシステムの安定運用の為に実施するもので，利用者に届くスパムメイル
を減らす為の対策ではありません．
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１．情報科学センターシステム (戸畑キャンパス)の停止について

２．戸畑ダイアルアップ接続用回線の廃止について

1 情報科学センターシステム (戸畑キャンパス)の停止について

システム保守作業のため，以下の期間，情報科学センター (戸畑キャンパス)教育システムお
よび関連する機器を停止します．

　　　　　　　　　　日時: 8月 30日 (水)，8月 31日 (木) 終日

この間，教育用端末等の利用はできません．また，電子メール，Webサーバ，遠隔利用端末，
VPNや情報コンセント等の遠隔利用設備を含むネットワーク関連サービスも，全面的あるいは
断続的に利用できなくなります．この他に，e-ラーニング関連サービスの一部 (Moodleサーバ)

も停止します．

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが，どうかご協力をお願いいたします．

2 戸畑ダイアルアップ接続用回線の廃止について

九州工業大学のバーチャルユニバーシティプロジェクトが整備し，情報科学センターが委託を
受け管理していた戸畑ダイアルアップ接続用回線 (tel. 093-288-2224，ISC-News No.143(2001.2.2

発行)) ですが，プロジェクトが終了し，利用者の減少，機材の老朽化が見られるため，平成 18

年 9月 20日 (水)をもって廃止します．

なお，情報科学センターが公開しているダイアルアップサービス (tel. 093-884-3478)は従来
通り継続しておりますので，引き続きご利用ください．
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１．都市ガス設備定期法定点検に伴う閉館時刻変更について (飯塚)

２．情報科学センターシステム (飯塚キャンパス)の停止について

1 都市ガス設備定期法定点検に伴う閉館時刻変更について(飯塚)

平成 18年 8月 11日 (金)の都市ガス設備定期法定点検実施に伴い，情報科学センター飯塚キャ
ンパス主機室のガス空調が 15:00～17:00 の間停止します．この空調の停止により，教育用シス
テムの安定運用に支障をきたすことも考えられますので，以下のように閉館時刻を変更します．

★飯塚キャンパス
　夏季休業期間に利用できる教室： 端末講義室， 端末演習室 1

　夏季休業期間に利用できる時間： 9:00 ～17:00

　　　↓
　 8月 11日 (金)に利用できる時間： 9:00 ～15:00

なお，情報科学センターの閉館は ISC-News No.204(2006.7.20)でお知らせした通り，
8月 12日 (土)～8月 20日 (日)です．

2 情報科学センターシステム (飯塚キャンパス)の停止について

システム保守作業のため，以下の期間，情報科学センター (飯塚キャンパス)教育システムお
よび関連する機器を停止します．

　　　　　　　　　　日時: 8月 16日 (水)，8月 17日 (木) 終日

この間，教育用端末等の利用はできません．また，電子メール，Webサーバ，遠隔利用端末，
VPNや情報コンセント等の遠隔利用設備を含むネットワーク関連サービスも，全面的あるいは
断続的に利用できなくなります．この他に，e-ラーニング関連サービスの一部 (Moodleサーバ)

も停止します．

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが，どうかご協力をお願いいたします．

なお，戸畑キャンパスについても同様の作業が 8月下旬に予定されています．具体的な停止
予定については，スケジュールが確定次第お知らせいたします．
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１．夏期休業及び前学期再授業再試期間中の

　　センターの運用スケジュールについて
２．NTP(時刻)サーバの IPアドレス変更について

３．Google Miniの実験運用について

1 夏期休業及び前学期再授業再試期間中の
　　　　　センター運用スケジュールについて

夏期休業期間中の情報科学センターの運用スケジュールは以下のとおりです．なお，8月 14

日 (月)から 18日 (金)は飯塚キャンパス・戸畑キャンパスともに閉館します．

★飯塚キャンパス
利用できる教室： 端末講義室，端末演習室 1

但し，8月 7日 (月)，8日 (火)はオープンキャンパ
スで上記の部屋を使いますので，AV講義室・演習
室を利用してください．

利用できる期間： 8月 7日 (月) ～ 8月 11日 (金)，
8月 21日 (月) ～ 9月 29日 (金)

利用できる時間： 9:00～17:00 (但し，午前中休館日 (月)は 12:00～)

★戸畑キャンパス
利用できる教室： 端末講義室 1，オープン端末室
利用できる期間： 8月 7日 (月) ～ 8月 11日 (金)，

8月 21日 (月) ～ 9月 29日 (金)

利用できる時間： 9:00～17:00 (但し，午前中休館日 (月)は 12:00～)



ただし，飯塚・戸畑両キャンパス共に 9月 19日 (火)からの前学期再授業再試期間中には利用
できる教室が変更になる事もあります．その場合，張り紙などによってお知らせしますので掲
示物等を確認するようにしてください．

2 NTP(時刻)サーバの IPアドレス変更について

ISC-News No.186(平成 16年 11月 2日発行)でお知らせしています NTP サーバの IP アドレ
スを以下のように変更しました．

戸畑設置サーバ: ntp.tobata.kyutech.ac.jp [150.69.4.13](新)

　　　　　　　　　　　　　　 ↑
ntp.tobata.kyutech.ac.jp [150.69.10.43](旧)

※参考
ntp.iizuka.kyutech.ac.jp [131.206.4.13]　飯塚設置サーバ:

3 Google Miniの実験運用について

情報科学センターでは，Google Miniを利用した学内WWWサーバ検索サービスの実験運用
を行います．これは，学内のWebサーバ，LotusNotesサーバが学内に対して一般公開してい
る情報を検索対象とし，情報科学センター教育用システム内からのみ参照されるものです．

http://google-mini.p.isc.kyutech.ac.jp/

学内Webサーバまたは LotusNotesサーバで，本Google Miniのクロール対象に設定希望さ
れる場合は，情報科学センター (support@isc.kyutech.ac.jp)までお申し出ください．

なお，本機器のクロール可能な最大ページ数は 5万ですので，1サイトあたり 2千ページ程
度をクロールの目安と考えております．そのため URLパターンなどに対して制約を設ける場
合がありますのでご留意ください．
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１．停電に伴うネットワークと計算機システムの一時停止について

２．講義用 IDの継続について
３．今春卒業される方のデータ移行について
４．年度末の計算機サービス一時停止について

1 停電に伴うネットワークと計算機システムの一時停止について

情報科学センターでは以下の停電に伴い，ネットワークと計算機システムを一時停止します．

戸畑キャンパス停電： 平成 18年 3月 21日 (火・祝) 8:30 ～ 17:00(時間は予定)

受変電設備の精密点検のため
システム一時停止： 平成 18年 3月 20日 (月)17:00 ～ 3月 22日 (水)8:30

影響範囲： 全キャンパス

この間 SINET を通じた学外接続が不通となる場合があります．

ネットワーク停止に関するお問い合わせは情報科学センターまで，停電に関するお問い合わ
せは施設課までお願いします．



2 講義用 IDの継続について

情報科学センターでは平成 17年度，戸畑キャンパスで講義用 IDを使用されている方に『講
義用 ID確認書』を配布，飯塚キャンパスで講義用 IDを使用されている方には確認メールを送
付しています．

まだ確認書の提出がすんでいない方は，必要事項および継続 (または抹消)を記入の上，3月
17日 (金)までに情報科学センター事務室に提出またはメールによる返信をしてください．な
お，TA用 IDの継続はできません．

新規の講義用 ID・TA用 IDの登録は，4月 5日 (水)より受付を開始します．詳細および登録
方法は以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

3 今春卒業される方のデータ移行について

この春卒業される方について，平成 18年 6月 1日 (木)以降，センターシステムにある ID は
抹消，これと同時に，現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用されて
いるファイル等で，保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなどの措置をとっ
てください．

• ID・ファイル削除対象者

– 学部を卒業した方 (大学院へ進学した方も含む)

– 博士前期課程または，後期課程を終了した方 (博士前期課程を終了し，後期課程へ進
学した方も含む)

– 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては，support＠ isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせく
ださい．

4 年度末の計算機サービス一時停止について

以下の期間，年度末処理およびシステムバックアップ作業等のため，計算機サービスを一時
停止します．期間中，センターの講義室は利用できません．

期間：3月 29日 (水)～4月 4日 (火)



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS
No.202 2006.1.30

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555(事務室)

fax.0948-29-7567

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470 (事務室)

fax.093-884-3475

１．教育システム (飯塚)一部サーバの停止について

1 教育システム (飯塚)一部サーバの停止について

教育システム用ファイルサーバの臨時保守作業のため，以下のとおり，飯塚地区の一部サー
バ (サービス) を停止します．

• 期間
平成 18年 2月 3日 (金) 22:00 ～ 2月 6日 (月) 12:00

• 対象となるサーバ (いずれも飯塚地区)

教育用電子メールサーバ (po-i.isc.kyutech.ac.jp, sm-i.isc.kyutech.ac.jp)

教育用WWWサーバ (edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp)

遠隔利用者用端末 (hikari.p.isc.kyutech.ac.jp)

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが，ご協力のほどよろしくお願いします．なお，作
業は通常の閉館時間帯を利用して行うため，一般の端末利用への影響はありません．

またこの作業に関連して，e-ラーニング事業推進室が管理する学習支援システムサーバ (飯
塚)も停止を予定しています．詳しくは同室のWebページでご確認ください．

http://el.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/moodle/



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS
No.201 2006.1.19

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555(事務室)

fax.0948-29-7567

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470 (事務室)

fax.093-884-3475

１．3キャンパス間増速計画について

２．戸畑キャンパスLAN更新について

1 3キャンパス間増速計画について

情報科学センターでは，全学情報化推進委員会の主導により 3キャンパス間のネットワーク
増速を計画しており，1月より順次作業予定です．これまで利用してきた広域イーサネット (戸
畑・飯塚間 100Mbps)およびATM 回線 (戸畑・若松間 10Mbps)から，光専用線 (ダークファイ
バー)を利用した 10Gbpsネットワーク回線へと変更します．この変更により，3キャンパス間
が統一的に運用され，以前に比べより安価で，高速かつ安定したネットワークサービスの提供
が期待されます．

さらに，各キャンパスに 10 Gbps 対応のスイッチが設置されるため，キャンパス内ネット
ワークの高速化にも対応が可能になる予定です．

なお，作業に伴いネットワークが不通になることがあります．その際はあらかじめ事務より
メールで連絡する予定ですので，ご協力のほどよろしくお願いします．

2 戸畑キャンパスLAN更新について

情報科学センターでは，全学情報化推進委員会の主導により戸畑キャンパス幹線ネットワー
クの更新を計画しており，1月末～2月にかけて順次作業予定です．情報科学センター，附属図
書館，サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ (SVBL)の幹線ネットワークの各拠点
は 10Gbpsでの接続，各棟までは最大 2Gbpsの接続へと更新します．今回の更新により，現行
に比べ安定した高速ネットワークサービスの提供が期待されます．



なお，作業予定の詳細については，サブネット管理者を通して順次お知らせする予定です．ご
協力のほどよろしくお願いします．

図 1: ネットワーク構成 (予定)
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１．SINET 増速作業に伴う対外接続の一時停止について
２．冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

1 SINET 増速作業に伴う対外接続の一時停止について

平成 17年度の学術情報ネットワーク (SINET)整備計画に基づき，九州工業大学 SINETノー
ドの基幹回線 (ノード間接続回線)速度が 1Gbps に増速されることになりました．詳細は以下
をご覧ください．

http://www.sinet.ad.jp/sinet/seibi17/index.html

この増速作業に伴い，以下の期間，対外接続を一時停止しますのでお知らせします．

一時停止期間：12月 12日 (月) 9:00 ～ 12:00(この間 30分程度)

影響範囲：大学全体 (各キャンパス含む)

2 冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

冬期休業期間中の情報科学センターの運用は以下のとおりです．また，本年の夜間運転は，
12月 22日 (木)で終了します．

★ 12月 26日 (月)～12月 27日 (火)[9:00～17:00]に利用できる教室

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 1

戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 1



★ 12月 28日 (水)～平成 18年 1月 5日 (木)

飯塚キャンパス：サービス業務停止
戸畑キャンパス：サービス業務停止

★ 1月 6日 (金)[9:00～17:00]に利用できる教室

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 1

戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 1

★ 1月 10日 (火)～

飯塚キャンパス：通常どおりの運用
戸畑キャンパス：通常どおりの運用

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止し
ます．
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１．工大祭期間中の臨時閉館について

1 工大祭期間中の臨時閉館について

工大祭の臨時休業に伴い，情報科学センターは以下の期間は臨時閉館とします．

この期間以外は通常通りの運用です．

☆飯塚キャンパス：11月 18日 (金)，11月 21日 (月) 終日閉館

☆戸畑キャンパス：11月 18日 (金)，11月 21日 (月) 終日閉館
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１．e-ラーニング講演会開催のお知らせ (再掲)

1 e-ラーニング講演会開催のお知らせ (再掲)

台風 14号接近のため平成 17年 9月 6日 (火)に開催を予定していた e-ラーニング講演会を延
期しましたが，日程が 9月 26日 (月)に決まりましたので，改めて以下にお知らせします．

情報科学センターでは，e-ラーニング事業推進室と共同で，以下の通り e-ラーニング講演会
を開催します．

本学でも e-ラーニング事業推進室を中心に全学的に e-ラーニングの教育への活用を実践して
います．今回の講演会は，今年 4月より本学でサービスを開始した学習支援システム (LMS)で
ある Moodle を題材に「LMSを講義で活用する」というテーマで構成しました．招待講演では
「佐賀大学におけるLMSの活用事例」としてMoodleの使用事例についてご講演いただきます．
その他に一般講演としてMoodleサポートを行っている e-ラーニングサービス社より実践的な
活用方法についてご講演いただきます．また，講演会に先立ちましてMoodleの基本的な利用
方法について演習するワークショップも開催します．

お誘いあわせの上，ぜひご参加ください．

日時： 平成 17年 9月 26日 (月)　 Moodleワークショップ 09:30～12:00

　　　　 講演会 12:50～16:30

http://www.el.kyutech.ac.jp/conf2005/

場所： 飯塚市川津 680-4 九州工業大学飯塚キャンパス (情報工学部) AV講演室

費用： 無料: seminar@el.kyutech.ac.jp 宛てに氏名，参加人数，ワークショップ参加

　　 の有無 (参加の場合ノート PC持ち込みの有無)を明記の上，9月 21日 (水)

　　 までにお申し込みください

主催： 九州工業大学 e-ラーニング事業推進室，情報科学センター

協力： 合資会社 eラーニングサービス



e-ラーニング講演会プログラム

挨拶(09:40～09:50)

　 09:40　 　小林　史典 九州工業大学 e-ラーニング事業推進室長

Moodleワークショップ(09:30～12:00)

　 09:50　 　秋山　實 合資会社 eラーニングサービス代表

受付(12:50～13:00)

招待講演(13:00～13:30)

　 13:00　 「佐賀大学における LMSの活用事例」
　角　和博 佐賀大学文化教育学部 附属教育実践総合センター教授

一般講演 1(13:30～14:20)

　 13:30　 「Moodleにおけるテスト機能の活用方法」
　　　　 　 　秋山　實 合資会社 eラーニングサービス代表
　 13:55　 「九州工業大学におけるMoodleの活用事例」

　大西　淑雅 九州工業大学 e-ラーニング事業推進室講師

一般講演 2(14:30～15:00)

　 14:30　 「Moodle向け拡張機能の紹介」
　　　　 　 　秋山　實 合資会社 eラーニングサービス代表

フリーディスカッション(15:00～16:30)

　 15:00　 「LMSを講義で活用するには?」
「e-ラーニングを普及させるには?」など

なお，この講演会についてのお問い合わせは，seminar@el.kyutech.ac.jp または，e-ラー
ニング事業推進室 (内線 [飯塚]7571，7572)までお願いします．
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１．e-ラーニング講演会開催のお知らせ

1 e-ラーニング講演会開催のお知らせ

情報科学センターでは，e-ラーニング事業推進室と共同で，以下の通り e-ラーニング講演会
を開催します．

本学でも e-ラーニング事業推進室を中心に全学的に e-ラーニングの教育への活用を実践して
います．今回の講演会は，今年 4月より本学でサービスを開始した学習支援システム (LMS)で
ある Moodle を題材に「LMSを講義で活用する」というテーマで構成しました．招待講演では
「佐賀大学におけるLMSの活用事例」としてMoodleの使用事例についてご講演いただきます．
その他に一般講演としてMoodleサポートを行っている e-ラーニングサービス社より実践的な
活用方法についてご講演いただきます．また，講演会に先立ちましてMoodleの基本的な利用
方法について演習するワークショップも開催します．

お誘いあわせの上，ぜひご参加ください．

日時： 平成 17年 9月 6日 (火)　 Moodleワークショップ 09:40～12:00

　　　　 講演会 12:50～16:30

http://www.el.kyutech.ac.jp/conf2005/

場所： 飯塚市川津 680-4 九州工業大学飯塚キャンパス (情報工学部) AV講演室

費用： 無料: seminar@el.kyutech.ac.jp 宛てに氏名，参加人数，ワークショップ参加の

　　 有無を明記の上，8月 31日 (水)までにお申し込みください

主催： 九州工業大学 e-ラーニング事業推進室，情報科学センター

協力： 合資会社 eラーニングサービス



e-ラーニング講演会プログラム

Moodleワークショップ(09:40～12:00)

　 10:00　 　秋山　實 合資会社 eラーニングサービス代表

挨拶(12:50～13:00)

　 12:50　 　小林　史典 九州工業大学 e-ラーニング事業推進室長

招待講演(13:00～13:30)

　 13:00　 「佐賀大学における LMSの活用事例」
　角　和博 佐賀大学文化教育学部 付属教育実践総合センター教授

一般講演 1(13:30～14:20)

　 13:30　 「Moodleにおけるテスト機能の活用方法」
　　　　 　 　秋山　實 合資会社 eラーニングサービス代表
　 13:55　 「九州工業大学におけるMoodleの活用事例」

　大西　淑雅 九州工業大学 e-ラーニング事業推進室講師

一般講演 2(14:30～15:00)

　 14:30　 「Moodle向け拡張機能の紹介」
　　　　 　 　秋山　實 合資会社 eラーニングサービス代表

フリーディスカッション(15:00～16:30)

　 15:00　 「LMSを講義で活用するには?」
「e-ラーニングを普及させるには?」など

なお，この講演会についてのお問い合わせは，seminar@el.kyutech.ac.jp または，e-ラーニン
グ事業推進室 (内線 7571，7572)までお願いします．
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１．夏期休業期間及び前学期再授業再試期間の運用スケジュールについて

1 夏期休業期間及び前学期再授業再試期間の運用スケジュール
について

夏期休業期間 (8月 7日～9月 15日)および前学期再授業再試期間 (9月 16日～9月 30日) の
情報科学センター運用スケジュールは以下のとおりです．8月 10日 (水)～8月 16日 (火)は飯塚
戸畑共に閉館です．

★飯塚キャンパス
利用できる教室： 端末講義室，端末演習室 1

　※ただし 8月 8日 (月)，9日 (火)はオープンキャンパスで上記の
　　部屋を使用します．この間はAV講義室を利用してください
利用できる期間： 8月 8日 (月) ～ 8月 9日 (火)，

8月 17日 (水) ～ 9月 30日 (金)

利用できる時間： 9:00～17:00(但し，午前中休館日 (月)は 12:00～)

★戸畑キャンパス
利用できる教室： 端末講義室 1，オープン端末室
利用できる期間： 8月 8日 (月) ～ 8月 9日 (火)，

8月 17日 (水) ～ 9月 30日 (金)

利用できる時間： 9:00～17:00(但し，午前中休館日 (月)は 12:00～)

ただし，飯塚・戸畑両キャンパス共に 9月 16日 (金)からの前学期再授業再試期間中には利用
できる教室が変更になる事もあります．その場合，張り紙などによってお知らせしますので掲
示物等を確認するようにしてください．
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１．Linux／Windows端末の公開について
２．USBメモリの利用について

1 Linux／Windows端末の公開について

情報科学センターでは平成 17年 7月 11日 (月)より，Linux/Windows端末を公開します．端
末の設置場所および設置台数は以下のとおりです．

☆飯塚キャンパス：端末演習室 1 　 20台

☆戸畑キャンパス：オープン端末室 　 20台

使い方などの詳細については，以下のURLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/Guide/windows/

2 USBメモリの利用について

情報科学センターでは平成 17年 7月 11日 (月)より，飯塚・戸畑の各講義室・演習室の端末
で USBメモリを使用する事ができるようになります．使い方などの詳細については，以下の
URLを参照してください．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/Guide/usb/

※注意:

USB メモリの利用の際に生じたいかなる問題についても，情報科学センターでは責任を負い
かねますので，十分注意してご利用ください．
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１．生協カラープリンタ (有料)の運用開始について

1 生協カラープリンタ (有料)の運用開始について

情報科学センターでは，カラー印刷やB5～A3印刷に対応する高性能プリンタと課金装置を
導入し，平成 17年 6月 21日 (火)より運用を開始，生協に管理を委託します．

生協カラープリンタは有料で，支払いには専用のプリペイドカードを使用します．プリペイ
ドカードは生協で販売しています．

なお，生協カラープリンタでの出力枚数は，情報科学センター教育用システムのプリンタ印
刷枚数としてはカウントされません．そのためセンターの年間印刷枚数制限 (300枚)とは無関
係に使用することができます．

設置場所，利用方法など詳細については，以下のURLを参照してください．

http://www.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/Guide/colorprinter/printer.html

また，その他の生協プリンタに関する問い合わせは，飯塚：生協 1階店舗カウンター，戸畑：
生協 2階店舗カウンターまでお願いします．

＜参考＞ 平成 17年 6月現在
・プリペイドカード 1枚 500円
・生協カラープリンタの印刷料金
種別 紙サイズ 料金

モノクロ 全サイズ 10円
カラー B5,A4,B4 50円
カラー A3 80円
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１．今春卒業された方のデータ移行について (再掲)

1 今春卒業された方のデータ移行について (再掲)

標記について，ISC-News No.189(平成 17年 1月 24日発行)でもお知らせしましたが，日程
の変更がありましたので再度お知らせします．

この春卒業された，下に該当する方のデータは平成 17年 6月 13日 (月)以降，ID 抹消，ファ
イルの削除を行います．必要に応じて利用者自身でバックアップを取るなどの措置をとってく
ださい．

• ID・ファイル削除対象者

– 学部を卒業した方 (大学院へ進学した方も含む)

– 博士前期課程または，後期課程を終了した方 (博士前期課程を終了し，後期課程へ進
学した方も含む)

– 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては，support@isc.kyutech.ac.jp までお問い合わせください．
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１．遠隔ログイン端末の運用終了および公開について

1 遠隔ログイン端末の運用終了および公開について

飯塚・戸畑の遠隔ログイン端末として公開していました

nowaki.isc.kyutech.ac.jp，　　 tm06.isc.kyutech.ac.jp

は，ISC-News No.190(平成 17年 2月 28日発行) でお知らせしたとおり平成 17年 4 月 4日で運
用を終了しました． 現在公開してる遠隔ログイン端末は，飯塚・戸畑それぞれ以下のとおり
です．

remote-i.isc.kyutech.ac.jp，　 remote-t.isc.kyutech.ac.jp

これらの端末は，『sshを用いた情報科学センター教育用システムへの遠隔ログイン』，『Exceed

onDemand(PC X client)を用いた教育用システムへの遠隔ログイン』のいずれかの方法での利
用が可能です．

1. sshを用いた情報科学センター教育用システムへの遠隔ログイン方法 (for Mac, Unix, ...)

利用方法は以下のとおりです．Xオプションも使えます．

ssh -p 10022 remote-i.isc.kyutech.ac.jp (飯塚キャンパス用)

ssh -p 10022 remote-t.isc.kyutech.ac.jp (戸畑キャンパス用)

　　　　　　※この手順は暫定的なもので，今後変更の可能性があります．

2. Exceed onDemand(PC X client)を用いた情報科学センター教育用システムへの遠隔ログ
インの方法 (for Windows)

以下のURLでクライアントソフトのダウンロードができます．ここではインストールお
よび利用方法について説明しています．

http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/eod/

http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/eod/
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１．情報科学センター利用の授業担当者対象講習会について

1 情報科学センター利用の授業担当者対象講習会について

平成 17年度の授業担当者を対象とした，情報科学センター新システムの講習会を下記のとお
り開催します．授業担当者の方は，ぜひご出席ください．

★飯塚キャンパス

日 時：平成 17年 3月 28日 (月) 14:30～

会 場：飯塚キャンパス 情報科学センター 3階 端末講義室

★戸畑キャンパス

日 時：平成 17年 3月 29日 (火) 14:30～

会 場：戸畑キャンパス 情報科学センター 1階 AV講義室

なお，不明な点などありましたら support@isc.kytuech.ac.jpまたは，飯塚 (内線：7558)，
戸畑 (内線：3470)までお問い合わせください．
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１．センター電子メイルサービスの一時停止および変更について �続報�

２．ネットワーク関連接続サービスの一時停止について

３．ネットワーク関連サービスの新規利用登録再開について
４．教育用システム ��の新規登録再開について

５．遠隔ログイン端末について

６．授業担当者向け新システム説明会の開催について

� センター電子メイルサービスの一時停止および変更について
�続報�

�������� ������
平成 �	年 �月 �日発行�でもお知らせしたとおり，電子メイルサービス
の新システムへの移行に伴い，システムの一時停止および変更が発生します．

ご迷惑をおかけいたしますが，ご協力よろしくお願いいたします．

��� メイルサーバの一時停止作業の追加について

先にお知らせした停止スケジュールですが，新たに電源工事が発生しましたので以下のよう
に変更します．

� 
変更前� 月 �日 
月�����～�月 日 
水��	��� 一時停止

� 
変更後� 月 �日 
月�����～�月 �日 �木������ 一時停止

これに加え，移設作業により以下のような停止作業が発生しますのでお知らせします．

� �月 ��日 �木� ���� ～ ����� 一時停止



��� メイルサーバのホスト名変更

移行作業後 
�月 �日以降�はメイルサーバのホスト名が以下のとおり変更されます．電子メ
イルサービスを利用される方は，メイルソフトウェアの設定変更が必要となりますのでご注意
ください．

☆飯塚キャンパス
　　受信 ��	��サーバ� �新�
������������������
 ← 
旧������������� ��!�"� #�� �$�

　　送信 ������サーバ� �新��������������������
 ← 
旧������������� ��!�"� #�� �$�

☆戸畑キャンパス
　　受信 ��	��サーバ� �新�
�������������������
 ← 
旧����"�%�"���� ��!�"� #�� �$�

　　送信 ������サーバ� �新���������������������
 ← 
旧����"�%�"���� ��!�"� #�� �$�

� ネットワーク関連接続サービスの一時停止について

現在，情報科学センターが提供している，情報コンセント接続サービス，&&& 接続サービ
ス，'&�接続サービス，について，平成 ��年 �月 �日 �月� 終日 一時停止します．この一時
停止期間以外は，新規利用登録を除く利用が可能です．

� ネットワーク関連サービスの新規利用登録再開について

情報科学センターネットワーク関連サービス各種 �(
&&&接続用 �(・情報コンセント接続用
�(・'&�接続用 �(�の新規利用登録を，平成 ��年 �月 ��日 �水�より再開します．詳細は以
下の���をご覧ください．

�������������	�
���	���	���������
��

新システム運用開始の �月 ��日 
月�から �月 ��日 
火�までの間，これらの �(の新規登録
はできませんが，平成 �	年 月 ��日 
金�以前に登録・発行された �(の利用は可能です．

� 教育用システム ��の新規登録再開について

情報科学センター教育用システム各種 �(
職員用 �(・講義用 �(・)*用 �(�の新規登録を平
成 �	年 �月 日 
火�から申請用紙により受け付けます．�(登録申請書は以下の���よりダ
ウンロードしてください．飯塚：プログラム相談室，戸畑：事務室においても配布します．

�������������	�
���	���	�����������

� 申請書による新規登録期間：平成 ��年 �月 ��日 �火�～平成 ��年 �月 ��日 �火�

※この間，オンラインによる新規登録はできません



� オンラインによる新規登録：平成 ��年 �月 ��日 �水�～
※詳細は次の���をご覧ください．�������������	�
���	���	���������
��

また，�月 �日 
水�以降，講義用・)*用 �(登録は申請書を提出した後申請者によるオンラ
イン登録，職員用 �(は申請の必要がありませんのでオンライン登録のみとなります．

なお，すでに登録・発行されている職員用 �(および，継続の手続きを取られた講義用 �(に
ついては，新システム運用開始の �月 ��日 
月�から利用が可能です．

� 遠隔ログイン端末について

遠隔ログイン端末として公開している

・飯塚キャンパス 　����
����	�
���	���	���
・戸畑キャンパス 　�������	�
���	���	���

はファイルサーバ移行のため 平成 ��年 �月 �日 �火�に停止します．

�月 ��日 
木�より �月 �日 
日�までの間は，��+ベースのファイル転送のサービスを ",��

のみで提供します．-�.��&
��./����，�0"�
���1�等のソフトウェアを用いてアクセスして
ください．

ただし，ホームディレクトリへのアクセスはそのままですが，戸畑キャンパスの���は
����������，飯塚キャンパスの ���は �����
����に変更していますのでご注意ください．

なお，サービスはファイルのダウンロードだけで，ファイルのアップロードおよび端末での
その他のソフトウェアの利用などについては，動作の保証はいたしませんのでご注意ください．
また，",��の �&アドレスは随時変更の可能性があるため公開しません．ホスト名にてアクセ
スしてください．

�月 �日 
月�以降の遠隔ログイン端末についての詳細は改めてお知らせします．

	 授業担当者向け新システム説明会の開催について

情報科学センターを授業で利用する方向けに新システム説明会を戸畑・飯塚キャンパスで �

月末に開催する予定です．説明会に出席を希望される方は，開催日時設定・配布資料準備など
のため，下記宛て �月 ��日 
月�までに「授業担当者向けシステム説明会出席希望」とメイル
でご連絡ください．

����������	�
���	���	���

なお，説明会はメイルでのご連絡がない方も出席できます．
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１．センターの電子メイルサービスの一時停止および変更について

２．ネットワーク関連接続サービスの一時停止について
３．情報科学センターオンライン登録の一時停止

４．授業担当者向け先行公開端末について

５．講義用 ��および��用 ��の取扱について
６．研究システムの運用停止について

７．今春卒業される方のデータ移行について

� センターの電子メイルサービスの一時停止および変更について

今年度末の情報科学センター計算機システムの更新に伴い，電子メイルシステムの変更と，
サービスの一時停止を予定しています．これに伴い，メイルの利用に関してさまざまな変更や
制限が発生する予定です．センターシステムで電子メイルを利用される方は，以下のお知らせ
の内容に十分注意の上，必要な対応を行ってください．

なお，以下の日程は，作業状況により多少前後することがあります．日程の変更等はセンター
内に掲示しますので，掲示物にご注意ください．

��� 電子メイルサービス移行スケジュール

�月 ��日 �金������ センター通常運用終了
これ以降，情報科学センター内の端末を使ったメイルの読み
書きはできません

�月 ��日 �月����� 旧メイルサーバ運用終了
これ以降，	
	���	 によるリモートからのメイルの読み
書きもできません

�月 ��日 �月����� メイルサーバおよび関連システムの移行作業
　～�月 �日 �水������ この間，外部からのメイルは届きません（受信できません）
�月 �日 �水������～ 新メイルサーバ運用開始

	
	���	 による学内からのメイルの読み書きができるよ
うになります

�月 ��日 �月������～ センター通常運用開始
端末を使ったメイルの読み書きができるようになります



��� 旧メイルサーバに届いたメイルの扱いについて

月 �日 
月����� 以前に旧メイルサーバに届いたメイルは，新しいメイルサーバに移行し
ます．

なお，月 �日 
月�����～�月 日 
水��	���の間に情報科学センター宛に送られたメイルは，
相手サーバの設定によっては配達不能で送り返される場合があります．適宜相手方にご確認く
ださい．

��� 閉館期間中のメイル利用について

月 ��日 
土�～�月 ��日 
日� の間は，センターの端末を使ったメイルの利用はできません．
月 ��日 
金��	���までにオンライン登録で「教育システムメイル転送登録」をして別のメイ
ルサーバに送るか，または ��������での利用をお願いします．

� ネットワーク関連接続サービスの一時停止について

現在，情報科学センターが提供している，情報コンセント接続サービス，��� 接続サービ
ス，���接続サービスについては，月下旬に �～日程度の一時停止を予定しています．一時
停止期間以外は，新規登録を除く利用が可能です 
新規登録については３を参照してください�．

一時停止の日程など詳細については改めてお知らせします．

� 情報科学センターオンライン登録の一時停止

機種更新作業に伴い，以下のオンライン登録を 月 ��日 
金��	��� より一時停止します．以
降，新規登録はできません．

☆教育用 ��登録
☆パソコン端末用 ��登録
☆教育システムメイル転送用登録
☆ ���接続用 ��登録
☆情報コンセント接続用 ��登録
☆���接続用 ��登録

新規登録再開の日程については改めてお知らせします．

� 授業担当者向け先行公開端末について

情報科学センター次期システムの端末機器を，授業担当者を対象に以下のとおり先行公開し
ます．

公開開始 場所 内線番号 利用時間
飯塚キャンパス 月 �日 
火� プログラム相談室 	��� ����～�	���

戸畑キャンパス 月 �日 
火� オペレータ室 ��	� ����～�	���

ただし，機種更新のスケジュールによっては利用できない場合もありますので，ご利用にな
る前に各キャンパスの公開場所に電話で確認の上お越しください．



� 講義用 ��および��用 ��の取扱について

現在，講義用 ��をご利用の方に「講義用 ��の継続・抹消についての確認」を �月末に配布
します．今回はシステム更新のために 月 ��日 
金�が締切です．締切までに「継続」で提出さ
れた方については，��の継続およびファイルの移行を行います．しかし，締切までに提出がな
かった方については，��とファイルの抹消を行いますので，継続利用を希望される方は，確認
書を締切までに提出して頂きますようお願いします．なお，今回の「講義用の ��継続・抹消に
ついての確認」は書面によって行い，メイルによる確認は致しませんのでご注意ください．

��用 ��については例年同様，継続の取扱はいたしません．必要なファイルのバックアップ
については，現システム運用終了の 月 ��日 
金��	���までに各自で取って頂くようお願いし
ます．

講義用 ��，��用 ��の新規登録再開については，改めてお知らせします．

	 研究システムの運用停止について

今年度末の計算機システムの更新に伴い，新たな研究システムの導入は行いません．移行措
置として現行機材を平成 �	年 �月まで運用いたしますが，業者による保守を受けられません
ので，予めご承知おきください．

研究システムの現行機材の通常運用は 月 ��日 
金��	���に停止いたします．これ以降，課
金および新規利用登録処理は行いませんのでご注意ください．

月 ��日 
金�～�日 
月�は計算機システムの更新に伴うネットワーク機器更新のために研
究システムを利用することができません．また，月 ��日 
金�～�月 ��日 
日�までの期間は
計算機システムの更新作業に伴い，研究システムを停止することがあります．なお，作業状況
により日程が前後することもありますので，予めご承知おきください．

研究システムの今後のスケジュール

月 ��日 
金��	��� センター通常運用終了．研究システムの課金停止
これ以降，研究システムの新規利用登録はできません

月 ��日 
金��	��� 計算機システムの更新に伴い，研究システムを停止することが
　　～�月 ��日 
月����� あります

月 ��日 
金��	���
ネットワーク機器更新のため研究システム停止　　～月 �日 
月�����


 今春卒業される方のデータ移行について

この春卒業される方について，平成 �	年 �月 �日 
水�以降，センターシステムにある ��は
抹消，これと同時に，現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用されて
いるファイル等で，保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなどの措置を行っ
てください．

� ��・ファイル削除対象者
� 学部を卒業した方 
大学院へ進学した方も含む�

� 博士前期課程または，後期課程を終了した方 
博士前期課程を終了し，後期課程へ進
学した方も含む�

� 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては，����� !"#�$%&'�!($)%*$%+�までお問い合わせください．
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１．冬期休業期間中の情報科学センターの運用について
２．機種更新作業に伴うセンターの運用スケジュールについて

� 冬期休業期間中の情報科学センターの運用について

冬期休業期間中の情報科学センターの運用は，以下のとおりです．また，本年の夜間運転
は，�月 日 
水�で終了します．

★ �月 	日 
月�～平成 �	年 �月 �日 
火�

戸畑キャンパス：サービス業務停止
飯塚キャンパス：サービス業務停止

★ �月 �日 
水�～�日 
木������～�	����に利用できる教室
戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 �

飯塚キャンパス：��講義室，��演習室

★ �月 	日 
金�～
戸畑キャンパス：通常どおりの運用
飯塚キャンパス：通常どおりの運用

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止
します．ただし，研究用計算機システムは障害が発生しない限り，センター外からのネット
ワーク経由の利用が可能です．研究システムに障害が発生した場合，復旧は平成 �	年 �月 �

日 
火�以降となります．ご了承ください．

� 機種更新作業に伴うセンターの運用スケジュールについて

情報科学センターでは機種更新作業のため 平成 ��年 �月 ��日 �金������より平成 ��年
	月 ��日 �日�までの間，閉館します．月 ��日 
金������以降，情報科学センターの講義
室，演習室等の利用はできません．
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１．情報科学センター次期計算機システムの概要について

� 情報科学センター次期計算機システムの概要について

平成 �	年 �月から使用する情報科学センター教育研究用計算機システムについて，その

構成が決まりましたので，概要をお知らせします．

これまで約 �年間にわたって，�����を ��とするディスクレス ��端末を中心とするシ

ステム構成を採用しておりましたが，今回もそれを踏襲した上で，新しいネットワーク技術

や計算機利用環境の変化を取り入れ，増強をはかりました．新システムでは，�����ディス

クレス端末の性能向上 
���，メモリ，インタフェースなど�，ネットワークの強化，ファイ

アウォール装置の導入，ネットワークサーバ類の強化，カラーや��～��印刷に対応する高

性能プリンタおよび課金装置の導入を行っています．

新システムの主な内容は以下のとおりです．

★端末計算機� ������� 社製 ��!" �� #�$%��% �

飯塚教育用 約 �台，戸畑教育用 約 ���台

���� &�� ' � ����(� )�*+,

メモリ� �*�

��!� ������- �" 
�*./-� 対応
�	インチ液晶ディスプレイ 
デジタル接続�，+�//0 +�12��3 4 0.%�#$

オーディオ入出力端子，��� )�端子× 
本体前面�



★教育用ファイルサーバ� ! �5%#2 �//'���1 社製 � ��// 6�����

飯塚教育用 �台，戸畑教育用 �台

実効ディスク容量� �)��"� 
�キャンパスあたり�
現システム比 �)倍�
!6�性能� �	��� ��7�-8-�	���
!6����
��&9レベル �

★ネットワーク� ��-1% �0-� (-社製 ����'0-�����: ����'0-� �	�他

端末系� �*./- *�3�.��7�; #� � -5��1;��3
サーバ系，フロア間接続� �～�*./- *�3�.��7�; #� � -5��1;��3

★ファイアウォール装置� 6%#��� �社製 6%#��3�� ����

スループット� )�*./-
同時共有セッション数� 最大 �	)�万
ポリシー数� 最大 ��万
アンチウィルス機能，侵入検知機能，<�!機能

★ネットワークサーバ 
台数は �キャンパスあたり��+�社製 �#%����� 9���� *�: ���	� *�

端末管理サーバ� �式
運用支援サーバ� 式
プリントサーバ� �式
ネットワーク機能サーバ� �式
遠隔利用ゲートウェイ� �式
利用者管理システム用サーバ� 式
学習支援サーバ� 式

★プリンタ

モノクロ対応プリンタ 
従来同様�� リコー社製 &���� !=��
飯塚・戸畑キャンパス� 各 �台

カラー対応高性能プリンタ 
新規�� リコー社製 &���� �=����
飯塚・戸畑キャンパス� 各 �台

★ソフトウェア

"�#.%����� �� $ -2�%/
カーネル )�)��
=����
標準�!&=ソフトウェアツール群
ネットワークソフトウェア 
�%,�''� �)	) 他�
言語処理系（�: �>>: 6%#�#��		:��: ?���）
各種フリーウェア（*!�: " =: 7(�1- 等）

現在のシステムからの移行にあたっては，ユーザプログラムの修正と再コンパイル，環境

設定の変更等が必要になる場合があります．こうしたシステム移行に関する情報，また新シ

ステムに関する説明会，講習会等の情報については，準備ができしだい，順次お知らせして

いく予定です．
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１．工大祭期間中の閉館について

２．����時刻�サーバの ��アドレス変更について

� 工大祭期間中の閉館について

工大祭の開催に伴い，情報科学センターは以下の期間終日閉館します．以下の期間以外は

通常通りの運用です．

☆飯塚：��月 �日 
金� 　　終日閉館

☆戸畑：��月 ��日 
金� 　　終日閉館

� ����時刻�サーバの ��アドレス変更について

���
時刻�サーバの �� アドレスを以下に変更しました。

戸畑設置サーバ� ���������������� !�� �"�#������������$ �新�

���������������� !�� �"�#���������	��$ �旧�

飯塚設置サーバ� ����%%&��������� !�� �"�#������������$ �変更無し�

利用されている方は設定変更お願いいたします。
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１．夏期休業期間中のセンターの運用スケジュールについて

� 夏期休業期間中のセンターの運用スケジュールについて

夏期休業中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．�月 ��日 
水�～�	日 
火�

は戸畑飯塚共に閉館です．

★戸畑キャンパス
利用できる教室： 端末講義室 �，オープン端末室
利用できる期間： �月 �日 
月� ～ �月 ��日 
火�，

�月 ��日 
水� ～ �月 ��日 
木�

利用できる時間： ����～�	���
但し，午前中休館日 
月�は ����～�

★飯塚キャンパス
利用できる教室： ��講義室，��演習室
利用できる期間： �月 �日 
月� ～ �月 ��日 
火�，

�月 ��日 
水� ～ �月 ��日 
木�

利用できる時間： ����～�	���
但し，午前中休館日 
月�は ����～�
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１．キャンパスカード認証を用いた ��発行サービスの実験運用
（若松キャンパス）

� キャンパスカード認証を用いた ��発行サービスの実験運用
（若松キャンパス）

情報科学センターでは，若松キャンパスにキャンパスカード認証を用いた各種 ��発行シ
ステムを設置し，各種 ��発行サービスの実験運用を以下の期間行います．

平成 ��年 �月 ��日 
月�～平成 ��年 �月 �日 
金�

各種サービスを利用する際には情報科学センターの���ページより登録申請をしていた
だいた後に，情報科学センターの受付で学生証�職員証を確認して ��を発行しています．若
松キャンパスには情報科学センターがないために，いままでは戸畑キャンパスまで来ていた
だく必要がありました．しかし，本システムにより若松キャンパスでも情報科学センターの
��発行が可能となりました．本システムでは以下のサービスの ��発行が可能です．

・ 教育用システム ��

・ ���接続サービス
・ ���（ダイヤルアップ接続�サービス
・ 情報コンセント・無線 ���接続サービス 
飯塚・戸畑キャンパス�

キャンパスカード認証を用いた ��発行サービス端末は若松キャンパス �の学務掲示板の
横に設置してあります．情報科学センターの下記���ページで各種利用申請を行った後に，
本端末で該当するサービスの ��を取得できます．本端末の利用方法は端末に備え付けの資
料および下記���ページをご覧ください．

各種利用申請のページ� 　��������������
����	�
���	���	���������
��

実験運用期間終了後，正式運用への移行を予定していますが，運用の状況によっては実験
運用の期間を延長する場合もあります．また，実験運用の期間中は，機器やネットワークの
不具合により利用ができないこともありますので，あらかじめご了承ください．
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１．今春卒業される方のデータ移行について

� 今春卒業される方のデータ移行について

今春卒業されるユーザの，��抹消・ファイルの削除を平成 ��年 �月 �日 
火�以降に行な
います．対象となるユーザは，以下の通りです．

必要に応じ，利用者自身でファイルのバックアップを取るなどの措置を行ってください．

対象となるユーザ

☆ 学部を卒業する方

大学院に進学する方も含む�

☆ 博士前期課程または，後期課程を終了する方

博士前期課程を終了し，後期課程へ進学する方も含む�



������ ��������	 
� �	��
�
��

���
�����
� ��	�	 �	��	�

����

������ ��������

��� �������������	�
���	���	���

戸畑キャンパス：
�������������	�
事務室�

��������������	�

飯塚キャンパス：
����������	��� 
事務室�

�����������	��	

１．講義用 ��の継続について

２．年度末の計算機サービスの一時停止について

� 講義用 ��の継続について

情報科学センターでは平成 ��年度に講義用 ��を使用されている方に，『講義用 ��確認書』
を配布しています．講義用 ��を継続 
または抹消�される場合は，確認書に必要事項を記入
の上，�月 ��日 
月�までに情報科学センター事務室に提出してください．なお，��用 ��

の継続はできません．

新規の講義用 ��・��用 ��の登録は，�月 �日 
木�より受付を開始します．詳細および登
録方法は以下の���を参照してください．

����������������� �!���"��#���$ %$� �

� 年度末の計算機サービスの一時停止について

以下の期間，年度末処理およびシステムバックアップ作業等のため，計算機サービスを一
時停止します．期間中，センターの講義室は利用できません．

期間：�月 	日 
土�～�月 �日 
日�
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１．���接続サービスの正式運用への移行について

２．研究システムのファイル消去について

� ���接続サービスの正式運用への移行について

情報科学センターでは，平成 ��年 ��月より開始した���接続サービスの実験運用を，平
成 ��年 �月 �日 
月�より正式運用へ移行します．

本���接続サービスは，学外のインターネット 
自宅，ホテル，モバイル等�を経由して，
戸畑および飯塚の学内ネットワークに接続する場合に，暗号化された仮想的に安全な通信を
確保して，通信接続を提供するものです．

本サービスに必要なユーザ登録や接続方法などの詳細は，以下の���を参照してくださ
い．なお，学外からは参照できません．

������������������� !��"���!���!�#������

������������$%����� !��"���!���!�#������

� 研究システムのファイルの消去について

平成 ��年度の継続申請が出されていない研究システム &'のホームディレクトリ下にある
ファイルは，平成 ��年 �月 �日 
木�にすべて消去します．

現在使用されているファイルで，保存の必要がある方は，利用者自身でファイルのバック
アップをとるなどの措置を行ってください．消去後はファイルをもとに戻すことはできませ
んので，その旨，あわせてご承知おきください．
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１．冬休み期間中のセンターの運用について

� 冬休み期間中のセンターの運用について

冬休み期間中の情報科学センターの運用については以下の通りです．また，本年の夜間運
転は，�月 日 
月�で終了します．また �月 	日 
水�より通常通りの運用となります．

★ �月 �日 
水�～�日 
木�，平成 ��年 �月 �日 
火������～�	����に利用できる教室

戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 �

飯塚キャンパス：��講義室，��演習室

★ �月 �日 
金�～平成 ��年 �月 �日 
月�

戸畑キャンパス：サービス業務停止

飯塚キャンパス：サービス業務停止

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止し
ます．ただし，研究用計算機システムは障害が発生しない限りセンター外からのネットワー
ク経由の利用が可能です．研究システムに障害が発生した場合，復旧は，平成 ��年 �月 �日

月�以降となります．予めご了承ください．
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１．��ラーニング講演会開催のお知らせ

� ��ラーニング講演会開催のお知らせ

情報科学センターでは，��ラーニング事業推進室と共同で ��ラーニング講演会を開催し
ます．

本学でも今年度から ��ラーニング事業推進室を中心に全学的に ��ラーニングの教育への活
用を模索しているところです．招待講演では「��ラーニングの教育への活用」への先進的な
取り組みを行われている名古屋商科大学と九州大学の事例をご講演いただきます．その他に
一般講演として事例紹介や語学関連の ��ラーニング教材のデモを行っていただきます．

お誘いあわせの上，ぜひご参加ください．

日時： 平成 ��年 ��月 �日 
金� 　午後 �時 ��分～午後 �	時 ��分
場所： 北九州市戸畑区仙水町 ���

九州工業大学戸畑キャンパス 情報科学センター棟��講義室
費用： 無料 
学内学外問わず ��ラーニングに興味のある方�
主催： 九州工業大学 ��ラーニング事業推進室，情報科学センター

��ラーニング講演会プログラム
挨拶 ���������� 開会のご挨拶（��ラーニング事業推進室長�
招待講演 ����������� 『����������の全学導入：名古屋商科大学の事例紹介』

学校法人 栗本学園 　経営企画室長 　栗本博行
���������� 『九州大学における ����������基盤整備』

九州大学情報基盤センター 学術情報メディア研究部門 井上仁
���������� 
休憩�

一般講演 ����������� 『インターネット英語学習教材 
 ���のデモ紹介』
!"マーケティング 永田靖智

����������� 『大学講義のための �ラーニング教材作成支援システムに関する研究』
九州工業大学 情報工学部 樋口純一 
博士前期課程 �学年�

����������� 『自動追尾システムの導入事例』
九州工業大学 ��ラーニング事業推進室 大西淑雅

����������� 
休憩�
�������	��� 全体討議「仮称：大学における ��ラーニング事業」

なお，この講演会についてのお問い合わせは，各キャンパス情報科学センター事務室 
飯
塚事務室 
内線 	����，戸畑事務室 
内線 ��	���までお願いします．
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１．工大祭期間中の閉館について

� 工大祭期間中の閉館について

工大祭の開催に伴い，情報科学センターは以下の期間終日閉館します．以下の期間以外は

通常通りの運用です．

飯塚： ��月 ��日 
金� 終日閉館
戸畑： ��月 �日 
金� 終日閉館
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１．���サービスの実験運用について

� ���サービスの実験運用について

情報科学センターでは，下記の期間 ���
������� ������� ��������技術を使った学内向
けネットワーク接続サービスの実験運用を行います．本���サービスは学外のインターネッ
ト（自宅，ホテル，モバイルその他）に接続したパソコンなどから，戸畑および飯塚の学内
ネットワークに対して，暗号化された通信接続を提供するものです．学内のサーバなどに対
して比較的セキュリティ的な安全性の高い通信をすることが可能になります．

記
平成 ��年 ��月 	日 
月�～平成 ��年 ��月 	日 
木�

実験運用期間終了後，正式運用への移行を予定していますが，運用の状況によっては実験
運用の期間を延長する場合もあります．詳細は逐次以下の���に掲載します．本サービス
の利用に必要な���用ユーザ ��登録や利用環境，接続方法などについても，こちらを参照
してください．

�������������������	�
���	���	��������

��������������
����	�
���	���	��������

なお，実験運用の期間中は，接続の不具合や���装置の調整による回線切断が発生する
ことがありますので，あらかじめご了承ください．
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１．夏期休業期間中の運用スケジュールについて

� 夏期休業期間中の運用スケジュールについて

夏期休業中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．�月 �日 
土�～�	日 
日�

は戸畑飯塚共に閉館です．

★戸畑キャンパス
利用できる教室： 端末講義室 �，オープン端末室
利用できる期間： �月 	日 
木� ～ �月 �日 
金�，

�月 ��日 
月� ～ �月 ��日 
火�

利用できる時間： ����～�	���
但し，午前中休館日 
月�は ����～�

★飯塚キャンパス
利用できる教室： 端末講義室，端末演習室 �

　※ただし �月 �日 
金�はオープンキャンパスのため��講義室
利用できる期間： �月 	日 
木� ～ �月 �日 
金�，

�月 ��日 
月� ～ �月 ��日 
火�

利用できる時間： ����～�	���
但し，午前中休館日 
月�は ����～�
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１．情報コンセントの利用方法の変更について

� 情報コンセントの利用方法の変更について

情報科学センターでは，ノートパソコンを接続して利用できる情報コンセントを，平成 ��

年度教育支援経費等により整備し公開しておりましたが，利用者 ��の設定方法の簡便化，
および飯塚・戸畑キャンパスのアカウント管理の統一化をはかるため，平成 ��年 �月 ��日

火�より利用方法の変更を行ないます．

☆ 主な利用方法の変更

● アカウント管理方法を変更するため，以前に登録された情報コンセントの
アカウントは �月末で使えなくなります．新規登録をお願いします．

● 戸畑キャンパスにおける利用で必要だったネットワーク設定や���ブラウ
ザのプロキシ設定が不要になりました．利用開始時に���上で認証を行な
います．
飯塚キャンパスでの利用は従来通りです．

☆ 利用できる場所

飯塚キャンパス：
● 情報科学センター３階：端末演習室１ 
有線／無線�
● 福利棟サテライト端末 
有線� ● 福利棟第一食堂 
無線�
● 講義棟１階 ���教室 
無線� ● 講義棟２階 ���教室 
無線�
● 講義棟１階 ��教室 
無線� ● 講義棟２階 ���教室 
無線�
● 講義棟１階 ����教室 
無線� ● 講義棟２階 ��教室 
無線�
● 一般教養棟２階サテライト端末付近 
予定�
● 図書館分館内 
予定�



戸畑キャンパス：
● 情報科学センター１階：オープン端末室 
有線／無線�
● 図書館１階：２箇所 
無線� ● 学生食堂２階 
無線�
● 図書館４階：１箇所 
無線� ● 学生会館１階 
予定�

�注� なお，戸畑キャンパス教養棟付近に，工学部で管理運営している無線 ���

アクセスポイントがあります．情報科学センターによる管理運営方法とは
異なりますのでご留意ください．

☆ 無線 ���の規格

　　● 無線 ���：������
�������

　　● �����：�� �����!� �� 

登録方法・接続方法等，詳細については以下の���にて説明しています．

��������������
����	�
���	���	��������������������

不明な点等ありましたら，�"��#$%&'�(�)*"%�(+�,(�-�までお問い合わせください．
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１．今春卒業された方のデータ移行について

� 今春卒業された方のデータ移行について

この春卒業された方について，�月 日 
月�以降，センターシステムにある ��は抹消，こ
れと同時に，現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用されているファ
イル等で，保存の必要がある場合，利用者自身でバックアップを取るなどの措置を行ってく
ださい．

� ��・ファイル削除対象者

� 学部を卒業した方 
大学院へ進学した方も含む�

� 博士前期課程または，後期課程を終了した方 
博士前期課程を終了し，後期課程
へ進学した方も含む�

� 退学・除籍された方

バックアップの方法などについては，����������������������� �までお問い合わせください．
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１．年度末の計算機サービスの一時停止について

２．情報科学センター棟の ��カード化について �飯塚�

� 年度末の計算機サービスの一時停止について

以下の期間，年度末処理およびシステムバックアップ作業等のため，計算機サービスを一
時停止します．期間中，センターの講義室は利用できません．

期間：�月 �日 
土�～�月 �日 
日�

� 情報科学センター棟の ��カード化について �飯塚�

�������� ����	�
�������発行�でお知らせしましたとおり，情報科学センター棟 
飯
塚�の鍵システムを下記の期日より ��鍵システムに移行します．移行後，情報科学センター
の鍵システムについては，現在の磁気カードは使用できなくなります．

��鍵システム移行期日：�月 	日 
木�

情報科学センターの鍵登録が必要な方で，身分証明書が ��非対応の方は，身分証明書を
��対応のものに変更した上で，鍵登録申請書を提出してください．

鍵登録申請書は，情報科学センター事務室 
飯塚�で配布します．必要事項を記入の上，セ
ンター事務室 
飯塚�に提出してください．

なお，現在 ��時で施錠されているセンター北側出入口 
研究棟側 �自動ドア�は ，��鍵
システム移行後，施錠時刻を �時に変更します．

この件に関してのお問い合わせ等は，�������� �!�"#���!$�%!�&� までお願いします．
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１．停電に伴うネットワークと計算機システムの一時停止について

２．講義用 ��の継続について

�停電に伴うネットワークと計算機システムの一時停止について
情報科学センターでは以下の停電に伴い，ネットワークと計算機システムを一時停止し

ます．

戸畑キャンパス停電： 平成 ��年 �月 �日 
日� ����～�	���
時間は予定�

受変電設備の精密点検のため
システム一時停止： 平成 ��年 �月 	日 
金� �	��� ～ �月 ��日 
月� ����

影響範囲： 全キャンパス

この間 ����� を通じた学外接続が不通となる場合があります．

飯塚キャンパス停電： 平成 ��年 �月 ��日 
土� ����～�	���
時間は予定�

受変電設備の精密点検のため
飯塚システム一時停止： 平成 ��年 �月 ��日 
金��	��� ～ �月 �	日 
月� ����

影響範囲： 全キャンパス

ネットワーク停止に関するお問い合わせは情報科学センターまで，停電に関するお問い合
わせは施設課までお願いします．

� 講義用 ��の継続について
情報科学センターでは平成 ��年度に講義用 ��を使用されている方に，『講義用 ��確認書』

を配布しています．講義用 ��を継続 
または抹消�される場合は，確認書に必要事項を記入
の上，�月 �	日 
月�までに情報科学センター事務室に提出してください．なお，��用 ��

の継続はできません．

新規の講義用 ��・��用 ��の登録は，�月 	日 
月�より受付を開始します．詳細および登
録方法は以下の���を参照してください．

�������������	�
���	���	���������
��
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１．研究システムのファイルの消去について

２．情報科学センター棟の完全 ��カード化について �飯塚�

� 　研究システムのファイルの消去について
平成 ��年度の継続申請がなされていない研究システム ��のホームディレクトリ下にある

ファイルは，平成 ��年 �月 �日 
火�にすべて消去します．

現在使用されているファイルで，保存の必要がある方は，利用者自身でファイルのバック
アップをとるなどの措置を行ってください．消去後は，ファイルをもとに戻すことはできま
せんので，その旨，合わせてご承知おきください．

� 　情報科学センター棟の完全 ��カード化について �飯塚�

情報科学センター 
飯塚�では，平成 ��年 ��月から ��カードを使った鍵システムの運用
を情報科学センター棟の各部屋で試験的に行ってきました．その結果，運用上の問題はない
との結論に達しましたので，平成 ��年 �月中旬から情報科学センター棟 
飯塚�のすべての
出入口を ��カードを使った鍵システムに変更します．

��鍵システム移行後，センター北側出入口 
�自動ドア�および，基礎実験室 
�ヶ所�で
は磁気カードの使用ができなくなりますので登録をされている方は，再度，登録申請と登録
作業が必要となります．

その場合，��カード非対応の身分証明書では登録できません．センターの鍵登録を希望
される方は，��カード対応の身分証明書に変更した上で，登録申請をして頂くようお願い
します．

なお，現在 ��時で施錠されているセンター北側出入口 
研究棟側 �自動ドア�は，��鍵
システム移行後，施錠時刻を �時に変更します．

変更の日程，申請方法等，詳細は後日改めてお知らせしますが，お問い合わせ等ありまし
たら ���������������� �!�"��#� までお尋ねください．
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１．ネットワークアナライザ装置の貸出開始について

� ネットワークアナライザ装置の貸出開始について

情報科学センターでは，ノート ��に����� ����をインストールしたネットワークアナ
ライザ装置を平成 ��年度教育基盤改善 
学長裁量�経費で導入しました．貸し出しのための
準備が整いましたので，以下の期日より貸し出しを開始します．

貸出開始：平成 ��年 �月 ��日 
木�より

希望者は事前に，戸畑受付：��	�，または，飯塚プログラム相談室：	���に連絡し，ネッ
トワークアナライザ装置の有無を確認してください．貸し出しの際は，職員・学生証が必要
ですので必ず持参してください．なお，貸し出し時間は午前 ��時～午後 �時，返却は貸し
出し当日のセンター閉館時間内です．

なお，詳細については ����������	�
���	���	��� までお尋ねください．
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１．マルチメディア教育支援システムの公開について �飯塚�

２．冬休み期間中のセンターの運用について

� マルチメディア教育支援システムの公開について �飯塚�

情報科学センター �階端末演習室 
飯塚キャンパス�において，マルチメディア教育支援
システムの機器搬入，および環境設定が完了しましたので �月 �日 
月� より公開します．
詳しくは，プログラム相談室にお尋ねください．

利用時間 � センター開館時
利用方法 � 学生 
職員�証を持参の上，情報科学センター 階プログラム相談室でマ

ルチメディア教育支援システム利用の手続きを行ってください．

� 冬休み期間中のセンターの運用について

冬休み中の情報科学センターの運用は以下のとおりです．また，本年の夜間運転は，�月
�日 
金�で終了します．飯塚キャンパスでは �日 
金�大掃除のため運用時間内に掃除に入
ることがありますので予めご了承ください．また，�月 	 日 
火�より通常通りの運用となり
ます．

★ �月 �日 
火�～�日 
水������～�	����まで利用できる教室

戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 �

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 �

★ �月 �日 
木�～平成 ��年 �月 �日 
日�

戸畑キャンパス：サービス業務停止
飯塚キャンパス：サービス業務停止

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止
します．ただし，研究用計算機システムは障害が発生しない限り，センター外からのネット
ワーク経由の利用が可能です．研究システムに障害が発生した場合，復旧は �月 �日 
月�以
降となります．ご了承ください．
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１．工大祭期間中のセンターの閉館について

２．���サービスの一部廃止について

� 工大祭期間中の閉館について

工大祭の開催に伴い，情報科学センターは以下の期間終日閉館します．なお，以下の期間
以外は通常通りの運用です．

戸畑・飯塚両キャンパス共：��月 日 
金�

� ���サービスの一部廃止について

�������� ������
���	���でお知らせしましたように，情報科学センターで行っていた，
利用者の自主的なホームページ作りを支援する暫定サービスの一部廃止を以下の日程で行い
ます．

※「いろんな人達の教習所」
�������
����	�
���	���	���，������������	�
���	���	���

���サービスなしの学内のみのアクセス可
─＞暫定サービスを継続します．

※「いろんな人達のいろんな情報」
���������
����	�
���	���	���，��������������	�
���	���	���

���サービスありの学外向けサービス
─＞平成 ��年 �月 �日 
金�に廃止します．

なお，「いろんな人達のいろんな情報」利用者の皆様は，学生自治ネットワーク委員会の
���サービスをご利用ください．移行については，以下の移行マニュアルを参照してくだ
さい．

�����������	����
���	���	����������������������� 　
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１．マルチメディア教育支援システム講習会開催について �飯塚�
２．�����社製ケーブルテスタについて

� マルチメディア教育支援システム講習会開催について�飯塚�

マルチメディア教育支援システム 
飯塚キャンパス�は，「音楽データ作成機器」「音声デー
タ作成機器」「編集機器」といった �つの機器から構成され，オリジナル音楽を作成したり
音に関する高度な編集が行えるシステムです．平成 ��年 �月 �日 
火�の講習会に引続き，
今回は，プロツールの講習会を以下のとおり開催します．プロツールは，音楽デジタル編集
システムとして様々な音楽編集スタジオなどで利用され，操作性や性能に定評のあるシステ
ムです．音楽編集などに興味がある方は，土曜日の開催となりますが，ぜひご参加ください．
なお，マルチメディア教育支援システム 
飯塚キャンパス�の公開については，別途お知らせ
致します．

日時： 平成 ��年 ��月 �日 
土� �����～ 時間程度
場所： 飯塚キャンパス 情報科学センター �階 端末室演習室 

� �����社製ケーブルテスタについて

平成 ��年 �月 �日から貸し出しを開始しました �����社製ケーブルテスタのバージョ
ンアップが完了致しました．このテスタは，業務用にも使用される高機能テスタで，今回
のバージョン 
詳しい機能については，�������������������� �!�"�#�$��%�&'�(����#から
)*+�����シリーズを選択してください �より，����,'!��-.クラス 
/'���0 /'�����のケー
ブルのテストが可能になりました．自前で構築したネットワークのテストおよびチェックに
ご利用ください．なお，貸し出しは，以下の要領で行っています．

まず，事前に戸畑受付：��	�，飯塚プログラム相談室：	��� に連絡し，テスタの有無を
確認してください．貸し出しの際は，職員・学生証が必要ですので必ず持参してください．
なお，貸し出し時間は午前 ��時～午後 �時，返却は貸し出し当日のセンター閉館時間まで
です．
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１．情報コンセントの公開について �飯塚�

� 情報コンセントの公開について �飯塚�

情報科学センター飯塚キャンパスでは，ノートパソコンを接続して利用できる情報コンセ
ントを，平成 ��年度教育支援経費により整備し，平成 ��年 ��月 �日 
火�より公開します．
これらの利用には，情報科学センターの ��と情報コンセント登録 ��が必要です．

利用できる場所

� 情報科学センター ��
有線／無線�

� 福利棟サテライト端末 
有線／無線�

� 講義棟 � ���教室 
無線�

無線 ���の規格

� 無線 ���：������
�������

� チャネル：��

� �����：��������������

登録方法・接続方法等，詳細については以下の���にて説明しています．

��������������
����	�
���	���	��������������������

なお，���カードの貸出しについては現在検討中であり，当面貸出しの予定はありません．

不明な点等ありましたら，����������	�
���	���	���までお問い合わせください．
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１．メイルサーバのサービスの一部変更について ���� ������ �	
� 対応�
２．新システムにおける�����	
�サーバの運用について �再掲�

３．ケーブルテスターの貸し出しについて

� メイルサーバのサービスの一部変更について
���� ������ 	
�� 対応�

情報科学センターでは ���年  月より学内向けに �������� サービスを行っていま
すが，セキュリティ向上の為，���� サービスを一部変更いたします．センター外からセ
ンターの ���� サーバを使いメイルを送信している利用者の皆様はご注意ください．なお，
情報科学センター館内からの利用はこれまで通りで変更ありません．また，メイルの受信に
関しても変更ありません．

★これまで� 学内からの ���� サーバの利用は自由

★変更後� ��� ������ ����による認証が必要

★変更日時� ��年 �月 �日

��� ������ ����とは，メイルサーバを利用する為の認証を ���により行うものです．
利用者はメイルを ��� により取り込むと自動で認証され，その後 �� 分間メイルサーバを
利用しメイルを送信することが出来ます．��分を越えた後は，もう一度メイルを取り込む操
作をし認証を受けなければメイルを送信することは出来ません．

��� ������ ����に対応しているメイルソフトは，そのソフトウエアのマニュアルを参
照し設定を変更してください．対応していないメイルソフトであっても，メイルを送信する
�� 分前にサーバのメイルの確認操作を行えば送信可能になります．



 新システムにおける����	
��サーバの運用について
�再掲�

��� �� � ��!��
���!�!�発行�でもお知らせしたように，パソコンによる��"#$%&�，
�'(��% 等の電子メールリーダ 
���クライアント�が使用する �������� サーバの運用
を 月 �日 
水�より開始しています．新システムでは，登録なしでも，教育システムのメー
ルサーバに ��������でのアクセスができるようになりました．ただし，学外の他のネッ
トワーク（ネットワークサービスプロバイダなど）からはアクセスできません．

それにともない、��������サーバ名も変更になりました．各サーバ名は以下の通りで
す．なお，電子メールリーダの設定は，各ソフトのマニュアルをご覧ください．

戸畑キャンパス
　　 ��� サーバ � &�!"��%"%!)#$!*+'"�$,!%$!-&

　　 ����サーバ � &�!"��%"%!)#$!*+'"�$,!%$!-&

　　 メールアドレス � 教育システムのメールアドレスと同じ
　　 　
例 %����%%."��%"%!)#$!*+'"�$,!%$!-&�
飯塚キャンパス
　　 ��� サーバ � &�!))/'*%!)#$!*+'"�$,!%$!-&

　　 ����サーバ � &�!))/'*%!)#$!*+'"�$,!%$!-&

　　 メイルアドレス � 教育システムのメイルアドレスと同じ
　　 　
例 %����%%.))/'*%!)#$!*+'"�$,!%$!-&�

� �����社製ケーブルテスタの貸し出しについて

���年 �月 �日から貸し出しを開始しました 0��1�社製ケーブルテスタ2�������シ
リーズですが，バージョンアップのため戸畑，飯塚両キャンパスとも以下の期間は貸し出し
ができません．

●戸畑キャンパス：�月 �日 
月�～�月 �日 
月�

●飯塚キャンパス：�月 �日 
月�～�月 �日 
月�

なお，上記の期間及びセンター閉館時以外は以下の要領で貸し出しをしています．

まず，事前に戸畑受付：��	�，飯塚プログラム相談室：	��� に連絡し，テスタの有無を
確認してください．貸し出しの際は，職員・学生証が必要ですので必ず持参してください．
なお，貸し出し時間は午前 ��時～午後 �時，返却は貸し出し当日のセンター閉館時間まで
です．
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１．夏期休業期間中の運用スケジュールについて

２．平成��年度情報処理教育研究集会について
３．���サービスの一部廃止について

� 夏期休業期間中の運用スケジュールについて

夏期休業中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．�月 ��日 
土�～��日 
日�

は戸畑飯塚共に閉館です．

★戸畑キャンパス
利用できる教室： 端末講義室 �，オープン端末室
利用できる期間： 	月 �日 
金� ～ �月 �日 
金�，

�月 ��日 
月� ～ �月 ��日 
金�

利用できる時間： ����～�	���
但し，午前中休館日 
月�は ����～�

★飯塚キャンパス
利用できる教室： 端末講義室，端末演習室 �

利用できる期間： �月 	日 
水� ～ �月 �日 
金�，
�月 ��日 
月� ～ �月 ��日 
月�

利用できる時間： ����～�	���
但し，午前中休館日 
月�は ����～�



� 平成��年度情報処理教育研究集会について

国公私立の大学・短期大学・高等専門学校において，情報処理教育 
情報を専門とする学
科の専門科目の授業を除く�を担当する教職員が，今日の情報化社会の急速な進展に対応し
た情報処理教育の授業を実施するために必要な教育の理念・内容・方法等について討議する
ことを目的に，下記の日程で平成 ��年度情報処理教育研究集会が開催されます．

発表申込締切は平成 ��年 	月 ��日です．

■主催 文部省・東京大学
■日程 平成 ��年 ��月 �日 
金�～�日 
土�

■会場 ��月 �日 　東京大学本郷キャンパス 大講堂 
安田講堂�，山上会館
��月 �日 　東京大学駒場キャンパス

■受入人数 �����人 
予定�

詳しい情報は，以下の���をご覧ください．

�������	����������	�����
����	����

� ���サービスの一部廃止について

情報科学センターでは，利用者の自主的なホームページ作りを支援する暫定サービスを
行って来ましたが，最近の情報科学センターの業務の増大，および機器低廉化による各組織
におけるコンピュータ機器等の充実に伴い，以下の通りサービス変更をすることに致しま
した．

※「いろんな人達の教習所」
�������
����	�
���	���	���，������������	�
���	���	���

���サービスなしの学内のみのアクセス可
─＞暫定サービスを継続します．

※「いろんな人達のいろんな情報」
���������
����	�
���	���	���，��������������	�
���	���	���

���サービスありの学外向けサービス
─＞廃止します．

なお，「いろんな人達のいろんな情報」利用者の皆様は，学生自治ネットワーク委員会の
���サービスをご利用ください．移行マニュアルのページは，
�����������	����
���	���	����������������������� 　となっています．
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１．講演会開催のお知らせ �再掲�

� 講演会開催のお知らせ �再掲�

情報科学センターでは，以下のような講演会を開催します．ぜひご参加ください．

日 　時： 平成 ��年 �月 �日 
木� ����� ～ �����

場 　所： 飯塚会場：共通教育研究棟 �� ��講演室
戸畑会場：情報科学センター �� ��講義室 
飯塚会場と回線接続�

講演者： ����� �� ����� ������� !"

�#$�%�&$'( )*����+����,�-���
�$''�% ���.���#%&% &'�/$%& ������

表 　題： �� $����0�12���&�2��123� ����!+2+ �� �������21*2� 4-0�� $�1���25���� 6'*��-5*

1*� %-��7��� )�8� ��1


旧石器時代人の知能の情報科学論的解析9ヨーロッパの洞窟壁画を通じて�

概 　要： フランスやスペインに残されている旧石器時代の洞窟壁画を記号システム，統
計的データ解析，言語解析，知識獲得などの手法を用いて，情報科学の立場か
ら解釈する．この解釈方法は，ヨーロッパの壁画に限らず，他の ���" ��1に対し
ても適用可能と考えられる．原色の洞窟壁画の紹介を含めて日本語で講演する．

なお，この講演会についてのお問い合わせは，各キャンパス情報科学センター事務室まで

お願いします．

飯塚事務室 
内線 	����，戸畑事務室 
内線 ��	��
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１．マルチメディア教育支援システムの講習会について

２．今春卒業された方のデータ移行について �再掲�

� マルチメディア教育支援システムの講習会について

マルチメディア教育支援システムの講習会を以下のとおり開催します．マルチメディア教
育支援システムとは，映像や音の高度な編集ができるシステムです．

戸畑キャンパス
日 　時： 平成 ��年 �月 �	日 
金� ����� より 
�時間程度�

場 　所： 情報科学センター 階 端末室 �

飯塚キャンパス
日 　時： 平成 ��年 �月 �日 
火� ����� より 
�時間程度�

場 　所： 情報科学センター �階 端末室演習室 

なお，飯塚キャンパスのマルチメディア教育支援システムの公開は �月初旬を予定してい
ます．

� 今春卒業された方のデータ移行について �再掲�

下記のユーザの方は平成 ��年 �月 �日 
土�移行，��抹消，ファイルの削除を行います．
必要に応じ，利用者自身でファイルのバックアップを取るなどの措置を行ってください．

� 学部を卒業した方 
大学院に進学した方も含む�

� 博士前期課程または，後期課程を終了する方も含む 
博士前期課程を終了し，博士後期
課程へ進学する方も含む�
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１．講演会開催のお知らせ

２．飯塚ダイアルアップ接続用回線の一時停止について
３．戸畑ネットワーク工事について

� 講演会開催のお知らせ

情報科学センターでは，以下のような講演会を開催します．ぜひご参加ください．

日 　時： 平成 ��年 �月 �日 
木� ����� ～ �����

場 　所： 飯塚会場：共通教育研究棟 �� ��講演室
戸畑会場：情報科学センター �� ��講義室 
飯塚会場と回線接続�

講演者： ����� �� ����� ������� !"

�#$�%�&$'( )*����+����,�-���
�$''�% ���.���#%&% &'�/$%& ������

表 　題： �� $����0�12���&�2��123� ����!+2+ �� �������21*2� 4-0�� $�1���25���� 6'*��-5*

1*� %-��7��� )�8� ��1


旧石器時代人の知能の情報科学論的解析9ヨーロッパの洞窟壁画を通じて�

概 　要： フランスやスペインに残されている旧石器時代の洞窟壁画を記号システム，統
計的データ解析，言語解析，知識獲得などの手法を用いて，情報科学の立場か
ら解釈する．この解釈方法は，ヨーロッパの壁画に限らず，他の ���" ��1に対し
ても適用可能と考えられる．原色の洞窟壁画の紹介を含めて日本語で講演する．

なお，この講演会についてのお問い合わせは，各キャンパス情報科学センター事務室まで

お願いします．

飯塚事務室 
内線 	����，戸畑事務室 
内線 ��	��



� 飯塚ダイアルアップ接続用回線の一時停止について

#''の回線工事のために，飯塚ダイアルアップ接続用回線を一時停止します．日時は以

下のとおりです．戸畑や飯塚のその他のネットワーク等には影響ありません．

日時：�月 ��日 
月� ���� ～ �����

� 戸畑ネットワーク工事について

戸畑機械棟改修工事に伴い，以下の時間帯，戸畑幹線ネットワークの設定変更作業を行い

ます．作業中は，数分～��分程度の接続断が数回発生する予定です．

日時： �月 日 
日� ����～����

�月 �日 
月� ����～����
予備日�

影響範囲： 戸畑キャンパス

詳細については +-77��1:2+��"!-1��*����;7 までお問い合わせください．
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１．平成��年度情報科学センター ��登録の開始について

２．平成��年度��用 ��の停止について

� 平成��年度情報科学センターの ��登録開始について

平成 ��年度の講義用，��用，職員用 ��等の登録を �月 �日 
火�より開始します．以下
の���から登録してください．

�������������	�
���	���	���������
��

なお，不明な点などありましたら，

����������	�
���	���	��� または，飯塚プログラム相談室 
内線 	����

までお問い合わせください．

� 平成��年度��用 ��の停止について

平成 ��年度に使用された��用 ��を �月 �日 
金�に停止します．��年度も��用 ��が
必要な方は，継続ができませんので新たに登録をしてください．登録は �月 � 日 
火�より開
始します．必要なデータ等は各自期間内に移行してください．
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１．停電に伴うネットワークと計算機システムの一時停止について

２．戸畑ダイアルアップ接続用回線の一時停止について

� 停電に伴うネットワークと計算機システムの一時停止につ
いて

情報科学センター戸畑キャンパスは以下の日程で停電となります．

☆戸畑キャンパス：平成 ��年 �月 �	日 
日�����～�����

九工大電気工作物保安規定に基づく受変電設備精密点検に伴う停電

この間 �����を通じた学外接続が不通となります．また、この停電に伴い，戸畑飯塚両
キャンパスの情報科学センターシステムを以下の期間、一時停止します．

�月 ��日 
金����～�月 ��日 
月� ����

ネットワーク停止に関するお問い合わせは情報科学センターまで、停電に関するお問い合
わせは施設課までお願いします．

� 戸畑ダイアルアップ接続用回線の一時停止について

戸畑ダイアルアップ接続用増設回線 
���������を下記の時間� 一時停止します。本回
線は，九州工業大学のバーチャルユニバーシティプロジェクトが整備したものを，当面の間
情報科学センターが管理運営しているものです�

停止時間 　：平成 ��年 �月 ��日（月） 　�����～����

停止理由 　：回線業者のケーブル作業
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１．���������	 の利用について

２．年度末の計算機サービスの一時停止について

３．今春卒業される方のデータの移行について

� ��������	
の公開について
情報科学センターでライセンスを取得した，��� ������������が提供している�������� !

を �月 "日 
金�より公開します．これは戸畑・飯塚・若松の各キャンパスで利用できます．

利用を希望される方は，以下の���に記載されている手順にそって申請を行ってください．

�������������	�
���	���	������������	����������

なお，本サイトライセンスで利用できるソフトウェアは以下のとおりです．
#� !��$����� !%�� �!& � #� !��$����� !%�� �!&' & �
#� !��$����� !((%�� �!& � #� !��$����� !((%�� �!&' & �
#� )�����%�� �!& � #� )�����%�� �!&' & �
#� *�+�,,��,%�� �!& � #� *�+�,,��,%�� �!&' & �
#� ���-�������$.���%�� �!& � #� ���-�������$.���%�� �!&' & �
#� .���#���%�� �!& � #� .���#���%�� �!&' & �
#� *�/%���0 .����%�� �!& � #� *�/%���0 .����%�� �!&' & �
#� 12�.� 3 		%�� �!& � #� 12�.� 3 		%�� �!&' & �
#� 0������ ��%�� �!& � #� 0������ ��%�� �!&' & �

� 年度末の計算機サービスの一時停止について
以下の期間，年度末処理およびシステムバックアップ作業等のため，計算機サービスを一

時停止します．期間中，センターの講義室は利用できません．

期間：�月 ��日 
土�～�月 	日 
日�

� 今春卒業される方のデータの移行について
下記のユーザの方は平成 "�年 �月 "日 
土�以降 4* 抹消，ファイルの削除を行ないます．

必要に応じ，利用者自身でファイルのバックアップを取るなどの措置を行ってください．

☆学部を卒業する方 
大学院に進学する方も含む�

☆博士前期課程または，後期課程を終了する方 
博士前期課程を終了し，後期課程へ進学
　　する方も含む�
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１．研究システムのファイルの消去について

２．教職員用ユーザ ��登録システムの更新について

� 研究システムのファイルの消去について

平成 ��年度の継続申請がなされていない研究システム ��のホームディレクトリ下にある
ファイルは，平成 ��年 �月 �日 
月�にすべて消去します．もし現在使用されているファイ
ル等で，保存の必要がある方は，利用者自身でファイルのバックアップを取るなどの措置を
行ってください．消去後は，ファイルをもとに戻すことはできませんので，その旨，合わせ
てご承知おきください．

� 教職員用ユーザ ��登録システムの更新について

このたび教職員用ユーザ ��登録システムを更新しました．このシステムの運用を 月 ��

日 
金�より開始します．

新規に登録される方は，以下の���の各種オンライン登録から，各種 ��登録を選択して
ください．場合によっては，新規に登録された内容を確認させて頂くことがありますので，
予めご了承ください．

��������������
����	�
���	���	�����������

なお，現在すでにユーザ登録をしている方については，新たに登録をしていただく必要は
ありません．
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１．���������	ライセンスの取得について

� ��������	
ライセンスの取得について

このたび情報科学センターでは，����������サイトライセンスを正式に取得しました．本
サイトライセンスは，九州工業大学に所属している教育研究機関で利用できるものです．現
在，公開準備を進めていますので，今しばらくお待ちください．なお，サイトライセンスの
詳細については以下の���に記載されていますので，こちらを参照してください．

������������ !����"����� �#�!��$��%&�����'&$#�������������#!'&(���$�

本サイトライセンスで利用できるソフトウェアは以下のとおりです．

)� ��$�#�&�� �������* � )� ��$�#�&�� �������*+�* �

)� ��$�#�&�� �,,������* � )� ��$�#�&�� �,,������*+�* �

)� -#� ��������* � )� -#� ��������*+�* �

)� .&/ 00#!0������* � )� .&/ 00#!0������*+�* �

)� ���%�#!�����1���������* � )� ���%�#!�����1���������*+�* �

)� 1&�$)��&������* � )� 1&�$)��&������*+�* �

)� .&2��&�3 1����������* � )� .&2��&�3 1����������*+�* �

)� 45�1��6 		������* � )� 45�1��6 		������*+�* �

)� 3�����! ��������* � )� 3�����! ��������*+�* �
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１．停電に伴うネットワークと計算機システムの一時停止について

２．冬期休業中のセンターの運用について

� 停電に伴うネットワークと計算機システムの一時停止につ
いて

情報科学センター戸畑キャンパスは以下の日程で停電となります．

☆戸畑キャンパス：平成 ��年 ��月 ��日 �日���		～���		 電源盤工事のため

この間 �����を通じた学外接続が不通となります．また、この停電に伴い，戸畑飯塚両
キャンパスの情報科学センターシステムを以下の期間、一時停止します．

☆ ��月 �
日 �金����		～��月 ��日 �月� ���	

ネットワーク停止に関するお問い合わせは情報科学センター �戸畑�まで、停電に関するお
問い合わせは施設課までお願いします．

� 冬期休業中のセンターの運用について

冬休み中の情報科学センターの運用は，以下のとおりです．また，本年の夜間運転は，��
月 ��日 �金�で終了します．飯塚キャンパスでは ��日 �金�大掃除のため運用時間中に掃除
に入ることがありますので予めご了承ください．

★��月 �日 �火�～��日 �水����		～���		�まで利用できる教室
戸畑キャンパス：オープン端末室，端末講義室 �
飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室１

★��月 ��日 �木�～�月 �日 �日�
戸畑キャンパス：サービス業務停止
飯塚キャンパス：サービス業務停止

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止
します．ただし，研究用計算機システムは障害が発生しない限り，センター外からのネット
ワーク経由の利用が可能です．研究システムに障害が発生した場合，復旧は �月 	日以降と
なります．ご了承ください．
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１．戸畑無線��� 公開について

２．戸畑情報コンセント利用方法の変更について

� 戸畑無線���公開について

平成 ��年 ��月 ��日 �月� より情報科学センター戸畑キャンパス �� 内で ������ カー
ドによる無線 ��� 接続サービスが利用できるようになります．

利用したい方は，学生証又は職員証と引換に無線 ���カードの貸し出しが受けられます．
また，利用には別途「情報コンセント利用ユーザ登録」が必要です．

� 戸畑情報コンセント利用方法の変更について

�������� ����	� でお知らせしていました通り戸畑情報コンセントを公開していました
が，平成 ��年 ��月 ��日 �月�より一部利用方法の変更をいたします．

旧� 申請書を提出し � 週間後に利用可能となる

新� オンラインによる「情報コンセント利用ユーザ登録」を行なう．
�即時利用可能となります�

「情報コンセント利用ユーザ登録」は以下のホームページより行なってください．

����������	�
����	��	�������	��	��������
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１．セキュリティ対策に関する講習会の開催について

� セキュリティ対策に関する講習会の開催について

最近のセキュリティ被害の実例や一般的なセキュリティ対策の考え方についての講習会を
以下のとおり開催します．

場所： 情報科学センター 戸畑キャンパス ��講義室
日程： ��月 ��日 �金� ����� ～ �	���

講師： 日新電機株式会社 　情報通信開発事業部 　技術部
山本 　勝哉

ニシム電子工業株式会社 ネットワークソリューション事業部
ネットワークソリューションインテグレーション部
山下 　守

なお，講習会終了後 ��	���～�に、セキュリティ対策の事例紹介やセキュリティ製品のデ
モも行なってもらう予定です．



������ ����	���
 �� 
��������

��������	�� ��	
��
 �
��
�

����

������ ���������

��� ������������	
�����
���
���
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１．停電に伴うネットワークの一時停止について
２．飯塚ネットワーク工事について

� 停電に伴うネットワークの一時停止について

戸畑キャンパス，飯塚キャンパス各々，以下の日程で停電となります．

戸畑キャンパス： 平成 ��年 ��月 �日 �月�����～�����

キャンパス情報ネットワーク工事のため
飯塚キャンパス： 平成 ��年 ��月 �日 �月�����～�
���

精密点検のため

この停電に伴い，情報科学センターシステムを一時停止します．

日時：��月 日 �金������～��月 �日 �火�����

なお，停電についてのお問い合わせは，施設課までお願いします．

� 飯塚のネットワーク工事について

飯塚総合研究棟のネットワーク工事に伴い，以下の時間帯，ネットワークが不安定になる
おそれがあります。できるだけ影響が出ないように配慮しますが，予めご承知置きください．

日程： ��月 
日 �日�

時間： �����～�
���

影響範囲： 飯塚キャンパスおよび戸畑�飯塚間

詳細については ����������	
����	�
�	
�� までお問い合わせください．
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１．研究システムの講習会について

� 研究システムの講習会について

初めて並列計算機を使われるユーザを対象に，研究システムの講習会を以下のとおり開催
します．なお，研究システムのユーザ ��をお持ちでない場合には演習ができませんので，ご
了承ください．

場所：情報科学センター 戸畑キャンパス 端末講義室２

日程：����年 �月 ��日 �木� ���� ～ �
���

講習会の内容： ��� �������������の使い方
��� 基本となる考え方および作業の進め方
���プログラムのコンパイル方法
�	�プログラムの性能分析方法
��プログラムのチューニング
���プログラムの並列化

講師：富士通株式会社 システム本部 計算科学技術センター ���システム部
齋藤 義勝 氏

�主な職務� ベクトル計算機 �富士通 ���シリーズ�や，スカラ計算機 �富
士通 ��� !�"�!� や #$% 社のサーバ�を対象として，ア
プリケーションの性能評価作業に従事
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１．夏期休業期間中の運用スケジュールについて

� 夏期休業期間中の運用スケジュールについて

夏期休業中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．�月 ��日 �土�～��日 �日�

は戸畑飯塚共に閉館です．

★戸畑キャンパス
利用できる教室： 端末講義室 �，オープン端末室
利用できる期間： 
月 ��日 �水� ～ �月 ��日 �金�，

�月 ��日 �月� ～ �月 ��日 �金�

利用できる時間： ����～�
����但し，午前中休館日 �月�は �����～�

★飯塚キャンパス
利用できる教室： 端末講義室，端末演習室 �

利用できる期間： �月 
日 �火� ～ �月 ��日 �金�，
�月 ��日 �月� ～ ��月 	日 �木�

利用できる時間： ����～�
����但し，午前中休館日 �月�は �����～�
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１．停電に伴うネットワークの一時停止について �飯塚キャンパス�

２．今春卒業された方のデータ移行について �再掲�

� 停電に伴うネットワークの一時停止について �飯塚�

下記の日程で情報科学センター �飯塚�が停電します．停電中は，飯塚キャンパスネット
ワーク，キャンパス間電話が停止します．

日時 � 平成 ��年 月 ��日 �土� �����～�����

理由 � 総合研究棟新設に伴う工事のため

この停電についての問い合わせは，施設課までお願いします．

� 今春卒業された方のデータの移行について �再掲�

この春卒業された方について，�月 �日 �金�以降，センターシステムにある �� を抹消，
これと同時に，現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用されている
ファイル等で，保存の必要のある方は，利用者自身でファイルのバックアップを取るなどの
措置を行ってください．

� ��・ファイル削除対象者

☆ 学部を卒業した方 �大学院に進学した方も含む�

☆ 博士前期課程または，後期課程を終了した方 �博士前期課程を終了し，後期課程
へ進学した方も含む�

☆ 退学・除籍された方

バックアップの方法については，	�������	
�����
���
���までお問い合わせください．
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１．停電に伴うネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

２．Linux CPU サーバ (飯塚) の公開について

1 停電に伴うネットワークの一時停止について (戸畑)

下記の日程で情報科学センター (戸畑)が停電します．停電中は SINET，大学全体のネッ
トワーク，キャンパス間電話が停止します．

日時 : 平成 13年 5月 12日 (土) 08:00～12:00までにおいて 2時間程度

理由 : 戸畑共同溝工事に伴う電源迂回工事などのため

この停電についての問い合わせは，施設課までお願いします．

2 Linux CPU サーバ (飯塚) の公開について

センターの教育用計算機システムにリモートログインして利用するために，次の Linux

CPU サーバの運用を開始しました．

nowaki.isc.kyutech.ac.jp [131.206.12.21]

このサーバは学内ネットワークおよびセンターのダイアルアップ接続を経由して，ssh(2.x),

telnet, ftp などの方法でアクセスすることができます．ログインのためのユーザ ID とパス
ワードは教育用端末と共通で，あらためて利用登録をする必要はありません．ログイン後は
飯塚の教育用端末とほぼ同等の環境として利用できます．

なお，この CPU サーバは，Linux 端末の機能をリモートアクセスで利用することを主な
目的とするものであるため，多人数での使用や，大規模な数値計算ジョブの処理を行うこと
はできません．ご注意ください．
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戸畑キャンパス：
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fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
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fax.0948-29-7567

１．セキュリティ検査ソフトを導入したノート PCの貸出開始について (戸畑)

２．マルチメディア教育支援システムの公開について (戸畑)
３．研究システムの機器構成について

1 セキュリティ検査ソフトを導入したノート PCの貸出開始に
ついて (戸畑)

全学的なネットワーク整備の取り組みの一環として行われた戸畑キャンパス幹線ネット
ワークの整備の一部として，セキュリティ検査ソフトを導入したノート PCを用意していま
す．このソフトは，過去のクラッキングに関する情報に基づき，同一セグメント内の機器の
セキュリティ検査を行うことができます．このセキュリティ検査ソフトを導入したノート PC

の貸し出しを開始します．

事前に戸畑受付：3471に利用の予約を行ってください．身分証明書を確認の上，教職員だ
けに貸し出しを行います．ノート PCの返却は，機器を貸し出した翌日の午後 4時までにお
願いします．

2 マルチメディア教育支援システムの公開について (戸畑)

ISC NEWS No.143でお知らせしました端末室 1(戸畑キャンパス)のマルチメディア教育
支援システムの機器搬入，および環境設定が終りましたので，5月 9日 (水)より公開します．



3 研究システムの機器構成について

既に，研究システムの利用者には，支払責任者を通じてお知らせしておりますが，4月 2

日 (月)より，研究システムの機器構成を以下のように変更しております．

フロントエンドプロセッサ ： Sun Enterprise 450 (2CPU,MEM 1G)

ホスト名 ： monet.isc.kyutech.ac.jp

バックエンドプロセッサ ： Sun Enterprise 3500 (8CPU,MEM 8G)

ホスト名 ： 非公開

詳細は，以下のURLをご参照ください．

http://www.res.isc.kyutech.ac.jp/
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戸畑キャンパス：
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fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．情報科学センターの ID登録開始について

２．平成12年度TA用 IDの停止について

３．情報科学センター講義室等の名称変更について (戸畑キャンパス)

1 情報科学センターの ID登録開始について

平成 13年度の講義用，TA用，職員用 ID等の登録を，4月 9日 (月)より開始します．以
下のURLから登録してください．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

2 平成12年度TA用 IDの停止について

平成 12年度に使用されましたTA用 IDを，4月 13日 (金)に停止します．新規のTA用 ID

登録は，4月 9日 (月)より開始しますので，必要なデータ等は，各自期間内に移行をお願い
します．

3 情報科学センター講義室等の名称変更について (戸畑)

平成 13年度より情報科学センター戸畑キャンパス 1Fの講義室等の名称を変更します．変
更後の名称は以下のとおりです．

変更前 現在 　　　　 変更前 現在
ホセン C → 端末講義室１ 　　　　 ホセン B → 端末講義室２
ホセン A → AV講義室 　　　　 デバッグ室 → オープン端末室
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１．ケーブルテスタの貸し出し開始について

２．年度末の計算機サービスの一時停止について

1 ケーブルテスタの貸し出し開始について

情報科学センターでは FLUKE社製の高性能ケーブルテスタDSP-4000シリーズを貸し出し
用として情報科学センター (戸畑・飯塚)に 1台ずつ用意しました．このテスタは，100BASE-T
や光ケーブルの配線テストを簡単かつ詳細に行うことができます．ケーブルのチェック，障
害時等にご利用ください．

貸し出し開始は，3月 12日 (月)です．事前に戸畑受付：3471，飯塚プログラム相談室：
7558に連絡し，テスタの有無を確認してください．貸し出しの際は，職員・学生証が必要で
すので必ず持参してください．なお，貸し出し時間は午前 10時～午後 4時，返却は貸し出
し当日のセンター閉館時間までです．

2 年度末の計算機サービス一時停止について

以下の期間，年度末処理およびシステムバックアップ作業等のため，計算機サービスを一
時停止します．期間中，センターの講義室等は利用できません．

期間：3月 26日 (月)～4月 4日 (水)
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戸畑キャンパス：
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１．戸畑学内LANの整備に伴うネットワークの停止について

２．研究システムのファイルの消去について
３．今春卒業される方のデータの移行について

1 戸畑学内LANの整備に伴うネットワークの停止について

ISC NEWS No.143でお知らせしましたように，戸畑学内LANの機器が整備されます．こ
れに伴い，以下の日程でネットワークが一時停止します．なお，短時間の停止で済むように
作業を進めますが，状況によっては，作業時間が延長される可能性がありますので，予めご
了承ください．

日時： 3月 28日 (水) 9:00～17:00

2 研究システムのファイルの消去について

平成 13年度の継続申請がなされていない研究システム IDのホームディレクトリ下にあ
るファイルは，平成 13年 4月 2日 (月)にすべて消去しますので，その旨ご承知おきくだ
さい．もし現在使用されているファイル等で，保存の必要のある方は，利用者自身でファ
イルのバックアップを取るなどの措置を行ってください．バックアップの方法については，
support@isc.kyutech.ac.jpまでお問い合わせください．



3 今春卒業される方のデータの移行について

この春卒業される方は，6月 1日 (金)以降，センターシステムにある IDは抹消され，これ
と同時に，現在使用されているファイル等も全て削除します．もし現在使用されているファ
イル等で，保存の必要のある方は，利用者自身でファイルのバックアップを取るなどの措置
を行ってください．

� ID・ファイル削除対象者

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を終了する方 (博士前期課程を終了し，後期課程
へ進学する方も含む)

☆ 退学・除籍される方

バックアップの方法については, support@isc.kyutech.ac.jpまでお問い合わせください．
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戸畑キャンパス：
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fax.093-884-3475
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１．戸畑ダイアルアップ接続用回線について

２．戸畑バーチャルユニバーシティ端末室の開放について

３．戸畑情報コンセントの公開について
４．戸畑ダイアルアップ接続障害の復旧について

５．障害情報ページの公開について
６．機器搬入に伴う端末室1の運用について (戸畑キャンパス)

７．戸畑キャンパス幹線ネットワークの整備について

1 戸畑ダイアルアップ接続用回線について

戸畑ダイアルアップ接続用増設回線の利用開始を，当初，平成 13年 2月 1日 (木) に予定
していましたが，2月 13日 (火)からの利用開始となります．本回線は，九州工業大学のバー
チャルユニバーシティプロジェクトが整備したものを，当面の間情報科学センターが管理運
営するものです．
電話番号 093-288-2224(テレホーダイ設定不可)
自ホスト IPアドレス 自動割り振り
ゲートウェイ IPアドレス 自動割り振り
DNSサーバ 150.69.2.11
DNSサーバホスト名 ns.tobata.isc.kyutech.ac.jp
ドメイン名 tobata.vu.kyutech.ac.jp
ユーザ認証方式 PAP
認証 ID 情報科学センター発行のものを利用
認証パスワード 情報科学センター発行のものを利用
サービス 56Kアナログ (12回線)，64K同期 ISDN(8回線)

なお，情報科学センター教育システムのサービスである 093-884-3478については，平成
13年 3月までは，従来通り 8回線 (28.8Kアナログと 64K同期 ISDN)にて使用できます．な
お，平成 13年 4月からは，093-884-3478にて PIAFS着信もサポートされる予定です．詳し
くは，3月の ISCニュースにてお知らせします．



2 戸畑バーチャルユニバーシティ端末室の開放について

九州工業大学のバーチャルユニバーシティプロジェクトが図書館 (本館)4F演習室にパソコ
ン室を設置しました．平成 13年 2月 13日 (火)より部屋を開放しますので，ご利用ください．
なお，この部屋はバーチャルユニバーシティプロジェクトが実験で使用することがあります
ので，ご注意ください．また，パソコン室の使い方については，後日バーチャルユニバーシ
ティプロジェクトからお知らせしますので，情報科学センターや図書館に問い合わせること
はご遠慮ください．

3 戸畑情報コンセントの公開について

平成 13年 2月 1日 (木)より，ノートパソコンを接続して利用できる情報コンセントを公
開します．利用したい方は，身分証明書を持参して，受付までお越しください．その場で利
用申請書を記入してもらいます．実際の利用は，申請した翌週の月曜日の午後からになりま
す．以下のURLを参照してください．

http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/plug/

4 戸畑ダイアルアップ接続障害の復旧について

戸畑ダイアルアップ接続サービス (093-884-3478)のアナログ接続において，大学側交換機
の障害により，1月 17日 (水) 夕刻より接続後数秒で切断されるという障害が発生しており
ましたが，1月 30日 (火) 深夜，交換機の障害回復により，ダイアルアップ接続サービスの
障害は復旧いたしました．

5 障害情報ページの公開について

情報科学センターにおけるシステム・サービスの障害発生について，最新情報を以下の
URLにて公開いたします．

障害情報アドレス http://www.isc.kyutech.ac.jp/trouble/

6 機器搬入に伴う端末室1の運用について (戸畑キャンパス)

マルチメディア教育支援システムの機器搬入に伴い，以下の期間，端末室 1が利用できな
くなります．関係者以外の立ち入りはご遠慮ください．ご協力をおねがいします．

期日：2月 8日 (木) ～ 5月 8日 (火)

7 戸畑キャンパス幹線ネットワークの整備について

本年 3月末に戸畑キャンパスの幹線ネットワーク設備が整備されます．整備作業に際して
は，インターネットを含むネットワークの利用ができなくなるなどのご迷惑をおかけします
が，どうかご了承ください．詳細な作業日程等に関しては，スケジュール確定しだい ISC
NEWS 等でお知らせします．

なお，今回の整備は，全学的なネットワーク整備の取り組みの一環として行なわれるもの
で，情報科学センターはそれに協力しています．
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URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．ネットワークのメンテナンスのお知らせ

２．戸畑ダイアルアップ接続用回線の増設について

1 ネットワークのメンテナンスのお知らせ

以下の日程で，メンテナンス作業のために学内のネットワークの動作が不安定もしくは一
時停止します．影響する範囲は，戸畑キャンパス，飯塚キャンパス，小倉サテライトキャン
パスです．問い合わせ等は support@isc.kyutech.ac.jpにお願いします．

記

日時：平成 12年 12月 25日 (月) 10:00～11:00 の間 10分程度

2 戸畑ダイアルアップ接続用回線の増設について

戸畑ダイアルアップ接続用回線を平成 13年 2月 1日 (木)より，現在の 8回線から 23回線
に増設する予定です．なお，詳細については後日改めてお知らせします．
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URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．冬期休業中のセンターの運用について

２．ネットワークの一時停止について (飯塚)

３．研究システムの課金について

４．パソコンの設置について (戸畑)

1 冬期休業中のセンターの運用について

冬休み中の情報科学センターの運用は，以下のとおりです．また，本年の夜間運転は，12

月 22日 (金)で終了します．

★ 12月 25日 (月)～27日 (水)[9:00～17:00]まで利用できる教室
戸畑キャンパス：デバッグ室，ホセン C

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室１

★ 12月 28日 (木)～1月 8日 (月)

戸畑キャンパス：サービス業務停止
飯塚キャンパス：サービス業務停止

★ 1月 9日 (火)～
戸畑キャンパス：通常通りの運用
飯塚キャンパス：通常通りの運用

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止
します．ただし，研究用計算機システムは障害が発生しない限り，センター外からのネット
ワーク経由の利用が可能です．研究システムに障害が発生した場合，復旧は 1月 4日以降と
なります．ご了承ください．



2 ネットワークの一時停止について (飯塚)

ATM交換機の無停電装置取換え作業のため，以下の日程でネットワークを一時停止しま
す．なお，影響範囲は飯塚キャンパスのみで，戸畑キャンパスには影響ありません．

日時：12月 28日 (木) 13:00～14:00 の間 10分程度

3 研究システムの課金について

研究システムの課金を平成 12年 12月 1日より開始しました．利用料は次のようになって
います．

登録料 10,000円
CPU無料分 6時間 (1週間)

CPU(1秒につき) 0.025円×経年指数
DISK無料分 100M

DISK(1日あたり) 0.006円×経年指数

※経年指数 0:8Y�12 Yは年 (平成)

なお，課金の状況は下のコマンドにより確認することができます．

/v/kakin/bin/charge

4 パソコンの設置について (戸畑)

デバッグ室にパソコンを 10台設置しました．このパソコンを利用するには，登録が必要
です．以下のWebページを参照の上，登録を行ってください．

http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp
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戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．戸畑-飯塚間ネットワークの一時停止について
２．教育システム (戸畑)と研究システムの一時停止について

３．工大祭期間中のセンターの閉館について

1 戸畑-飯塚間ネットワークの一時停止について

以下の予定で，回線工事および戸畑キャンパスの主機室の電気工事のために戸畑-飯塚間
のネットワークを一時的に停止します．この一時停止により影響が出る範囲は，飯塚キャン
パス (IPネットワーク)，内線電話，事務専用線，図書館貸し出しシステム (飯塚)等です．

日時：11月 11日 (土) 午前 10時から 2時間程度

2 教育システム (戸畑)と研究システムの一時停止について

戸畑キャンパスの主機室の電気工事のため，以下の予定で戸畑キャンパスの教育システム
と研究システムを一時停止します.

日時：11月 11日 (土) 午前 10時～午後１時

※工事の進捗状況により停止時間が延長されることがあります.

3 工大祭期間中のセンターの閉館について

工大祭の開催に伴い，情報科学センターは以下の期間終日閉館します．なお，以下の期間
以外は通常通りの運用です．

戸畑・飯塚両キャンパス共：11月 24日 (金)
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URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．戸畑・飯塚PIAFS64アクセスポイントの公開について

1 戸畑・飯塚PIAFS64アクセスポイントの公開について

戸畑・飯塚の PIAFSが，10月 23日 (月)から利用可能になります．両キャンパス共に，
PIAFS2.1(2.0)に対応した接続が可能です．番号・サブアドレスは，以下のとおりです．な
お，飯塚についてはサブアドレスを送出しないと着信しませんのでご注意ください．

電話番号 サブアドレス
戸畑 093-884-3479 なし
飯塚 0948-26-1500 4030

PIAFS接続の詳細は以下のURLを参照してください．

戸畑 　http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/Guide/Linux2000/
　　　　　　PPP/info/tobata-piafs.html

飯塚 　http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/Guide/Linux2000/
　　　　　　PPP/info/iizuka-piafs.html

また，PIAFSを利用する場合も，ダイアルアップ用の IDが必要です．必ずダイアルアッ
プの ID登録をしてください．登録については以下のURLを参照してください．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/touroku/
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URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．ダイヤルアップ接続のユーザ登録について (再掲)

1 ダイヤルアップ接続のユーザ登録について (再掲)

ISC NEWS No.130(2000.2.18発行)，No.135(2000.6.22発行)でもお知らせしましたが，新
システム稼働にあわせて，ダイヤルアップ接続サービスを利用するためのユーザアカウント
を登録制に変更しました．ユーザ登録は，以下の URLで開始しています．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

なお，接続用 ID とパスワードは，登録受付け後，戸畑は情報科学センター 1 階の受付，
飯塚は情報科学センター 2階のプログラム相談室においてお渡しします．

また今回の変更に伴い，昨年度までの，教育システムのログイン IDとパスワードによる
ダイアルアップ接続のサービスは，平成12年 9月 30日をもって終了します．引き続きダイ
アルアップ接続の利用を希望される方は，あらためて新方式での登録をお願いします．

※戸畑ダイアルアップ接続の現在の電話番号は，093-884-3478です．ご注意ください．
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戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．研究システムの開発環境の講習会について

1 研究システムの開発環境の講習会について

研究システムに導入されているの開発環境の利用者向け講習会を以下の日程で開催します．

場所： 情報科学センター ホセン B (戸畑キャンパス)

日時と内容： 9月 26日 (火)13：00～
　・Fortran/C/C++/ツール/SSLIIなどの紹介
　・FORTRAN90,95規格の説明（77との違いなど）
　・Workbench/Visual analyzerなどツールの利用方法
　　および、それを用いたプログラミング

9月 27日 (水)13：00～
　・並列化技術の紹介
　・Workbench/VisualAnalyzerを使ったチューニング方法
　 　および、並列向けプログラミング
　・PVMの使い方
　・演習（特に並列化部分）
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URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．システム保守に伴う、研究システムの一時停止について

1 システム保守に伴う、研究システムの一時停止について

情報科学センターの閉館期間にあわせて，システム保守のため，以下の期間，研究システ
ムを一時停止します．ご協力をお願いします．

● 8月 11日 (金) 5:00 ～ 8月 21日 (月)13:00



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS

No.135 2000.6.22

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．戸畑キャンパスの土曜日閉館の試みの継続について
２．ダイヤルアップ接続のユーザ登録について

３．いろんな人達のいろな情報(旧システム)の更新方法について
４．夏休み中の運用スケジュールについて

５．臨時閉館について (飯塚)

1 戸畑キャンパスの土曜日閉館の試みの継続について

ISC NEWS NO.133(2000.3.14発行)でもお知らせしたように，センター戸畑キャンパスで
は，4月～5月にかけて，土曜日を実験的に閉館し，その影響を調査していました．その結
果，とくに影響はなかったため，引続き土曜日閉館の試みを実施します．ご協力をお願いし
ます．

2 ダイヤルアップ接続のユーザ登録について

ISC NEWS No.130(2000.2.18発行)でもお知らせしましたが，新システム稼働にあわせて，
ダイヤルアップ接続サービスを利用するためのユーザアカウントを登録制に変更しました．
ユーザ登録は，以下の URLで開始しています．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

なお，接続用 IDとパスワードは，登録受付け後，情報科学センター２階，プログラム相
談室においてお渡しします．

また今回の変更に伴い，昨年度までの，教育システムのログイン IDとパスワードによる
ダイアルアップ接続のサービスは，平成 12年 9月 30日をもって終了します．引き続きダイ
アルアップ接続の利用を希望される方は，あらためて新方式での登録をお願いします．



3 いろんな人達のいろんな情報 (旧システム)の更新方法について

現システムが稼働してから今まで，旧システムで「いろんな人達のいろんな情報」のホー
ムページをお持ちのみなさんには，そのホームページを更新する際に，旧システムのWWW

サーバに telnetしてから作業をしてもらっていました．

今後は現システムから直接ファイルをアクセスできるように設定を変更しましたので，更
新方法が簡単になりました．現システムにログインをしたら，下記のディレクトリ配下の各
自のディレクトリへ移動して作業をしてください．

いろんな人達のいろんな情報 (飯塚) 　/www/old.iizuka/
いろんな人達のいろんな情報 (戸畑) 　/www/old.tobata/

　なお，「いろんな人達のいろんな情報 (現システム)」のインターネット発信用WWWサー
バ，及び CGIサーバは，現在公開に向けて準備中です．「いろんな人達の教習所 (現システ
ム)」は学内向けに発信できるWWWサーバではありますが，こちらは登録を開始していま
すので，ご利用ください．詳しくは各教育システムのホームページの Free Webs の項を参
照してください．

飯塚 　http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/
戸畑 　http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/

4 夏期休業期間中の運用スケジュールについて

夏期休業中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．なお，期間中に飯塚キャ
ンパスは臨時閉館しますが，日程については次項に記載しています．
★戸畑キャンパス

利用できる教室： ホセン C，デバッグ室
利用できる期間： 7月 11日 (火) ～ 8月 11日 (金)，

8月 21日 (月) ～ 8月 31日 (火)
利用できる時間： 9:00～17:00(但し，午前中休館日 (月)は 12:00～)

★飯塚キャンパス
利用できる教室： 端末講義室
利用できる期間： 7月 17日 (月) ～8月 11日 (金)，

8月 21日 (月) ～ 9月 5日 (月)
利用できる時間： 9:00～17:00(但し，午前中休館日 (水)は 12:00～)

5 臨時閉館について (飯塚)

情報科学センター飯塚キャンパスでは，下記の期間，第 39回計測自動制御学会学術講演
会が行われます．講演会等でセンターの講義室・演習室を使用しますので，その間は臨時閉
館します．

★期間：7月 26日 (水)～28日 (金)



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS

No.134 2000.5.25

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：
tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：
tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．新システムにおける POP/SMTP サーバの運用について

1 新システムにおける POP/SMTP サーバの運用について

ISC NEWS NO.129(2000.1.28発行)でもお知らせしたように，パソコンによるNetscape，
Eudora 等の電子メールリーダ (POPクライアント)が使用する POP/SMTP サーバの運用
を 2月 1日 (水)より開始しています．新システムでは，登録なしでも，教育システムのメー
ルサーバに POP/SMTPでのアクセスができるようになりました．ただし，学外の他のネッ
トワーク（ネットワークサービスプロバイダなど）からはアクセスできません．

それにともない、POP/SMTPサーバ名も変更になりました．各サーバ名は以下の通りで
す．なお，電子メールリーダの設定は，各ソフトのマニュアルをご覧ください．

戸畑キャンパス
　　 POP サーバ : po.tobata.isc.kyutech.ac.jp

　　 SMTPサーバ : po.tobata.isc.kyutech.ac.jp

　　 メールアドレス : 教育システムのメールアドレスと同じ
　　 　(例 a0001aa@tobata.isc.kyutech.ac.jp)

飯塚キャンパス
　　 POP サーバ : po.iizuka.isc.kyutech.ac.jp

　　 SMTPサーバ : po.iizuka.isc.kyutech.ac.jp

　　 メイルアドレス : 教育システムのメイルアドレスと同じ
　　 　(例 a0001aa@iizuka.isc.kyutech.ac.jp)
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１．新システムの各種 ID登録について

２．授業担当者対象講習会について

３．研究システムの運用休止について

４．新研究システムのファイル移行のための暫定公開について

５．戸畑キャンパスの研究用 X端末について

６．戸畑キャンパスのマルチメディアパソコンの撤去について

７．戸畑キャンパスの土曜日閉館の試みについて

1 新システムの各種 ID登録について

講義用， TA用，職員用 ID等の登録を 3月 23日 (木)より再開します．前システムと同
様，以下の URLより登録してください．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/touroku/

2 授業担当者対象講習会について

平成 12年度の授業担当者を対象とした，情報科学センター新システムの講習会を下記のと
おり開催します．授業担当の方は，ぜひご出席ください．

戸畑キャンパス 飯塚キャンパス
日時 3月 29日 (水)13:00～ 3月 30日 (木)13:00～
会場 ホセン C AV講義室



3 研究システムの運用休止について

新研究システムへの移行作業のため，現在稼働中の res000～ res002 を以下の期間，運用を
休止します．ご協力をお願いします．

期間：平成 12年 3月 17日 (金)17:00～ 3月 24日 (金) 13:00

4 新研究システムのファイル移行のための暫定公開について

旧研究システムのファイルを各自で移行してもらうために，新研究システムを以下の要領で
公開します．センターは閉館中ですので，ネットワークから利用してください．新システムの
/home/res000/に，旧研究システムのホームディレクトリをmountしています． cp コマンド
や tar コマンド等を使って，必要なファイルだけを各自で移行してください．お手数をおかけ
しますがよろしくお願いします. なお，システムのチューニングや設定が済んでおりませんの
で，本格的な研究利用に関しては，次にお知らせするまで控えてください．

公開の開始： 平成 12年 3月 24日 (金) 13:00
利用できる人: 来年度の継続申請を出した方
新研究システムの 月曜日 13:00～ 17:00
暫定運用スケジュール : 火～金曜日 8:30～ 17:00
旧研究システム: res000.res.isc.kyutech.ac.jp
新研究システム: zantei.res.isc.kyutech.ac.jp
※ 暫定的なホスト名ですので，注意してください．
問い合わせ先： 情報科学センター 戸畑キャンパス 事務室 内線 3470
研究システムの URL： http://www.res.isc.kyutech.ac.jp/res-tebiki

5 戸畑キャンパスの研究用X端末について

センター 2Fの研究用端末室に設置していた研究システム専用の X端末 8台は，機種更新に
伴い撤去します．平成 12年 4月から運用が開始される新システムには，研究システム専用端
末は含まれていませんので，同端末室は，教育システムの端末を 10台設置し，静かに自習で
きる部屋として運用します．

6 戸畑キャンパスのマルチメディアパソコンの撤去について

センター 2Fのマルチメディアパソコン室に設置されていたパソコンは，新システムの導入
に伴い撤去します．なお，同端末室には，教育システムの端末を 10台設置します．この端末
には，画像と音声を入力するための機器が付与される予定です．

7 戸畑キャンパスの土曜日閉館の試みについて

センター戸畑キャンパスでは，従来から土曜日の午後開館してきました．以前は全学的に土
曜日にも講義や演習が実施されていたこと，とりわけ戸畑キャンパスの第 2部では土曜日夜間
も講義が実施されていたことに配慮したものです．近年，土曜日の講義は第部も含めて実施さ
れなくなり，事情が変わってきました．最近では土曜日の利用者は減少し，センターでは飯塚
キャンパスと同様に，土曜日を閉館する方向で検討しております．そのため 4月～ 5月にかけ
て，土曜日を実験的に閉館し，その影響を調査する予定です．ご協力をお願いします．
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１．機種更新作業に伴う停電および SINETの一時停止について

1 機種更新作業に伴う停電および SINETの一時停止について

機種更新作業に伴い，情報科学センター飯塚キャンパスでの電源盤工事が緊急に必要となり
ました．工事日程は以下のとおりです．

なお，学術情報ネットワーク機能の一部停止も予定されていますので，あわせてお知らせし

ます．

停止ノード 情報科学センター (飯塚)

停止時間 平成 12年 3月 1日 (水) 20:00～ 22:00

なお，停電は 2回にわけて 15分程度で発生します
停止理由 電源盤のブレーカ取り付け工事
利用できない範囲 1.飯塚キャンパスネットワーク (幹線 [131.206.1.0]が停止します)

2.戸畑－飯塚間ネットワーク
3.戸畑－飯塚間内線電話
4.飯塚 PPP接続

影響しない範囲 1.戸畑キャンパスネットワーク
2.SINETノード

停止ノード 九州工業大学
停止時間 平成 12年 3月 4日 (土) 8:00～ 17:00

停止理由 高圧受電設備点検に伴う停電
影響サイト 九州工業大学を利用している機関
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１．研究システムの移行について

1 研究システムの移行について

今年度末の情報科学センター計算機システムの更新に伴い，現行の研究システムは，移行用

の機器を除いて運用を終了します．新システムへの移行は，以下の日程で行ないますので，よ
ろしくおねがいします．なお，作業状況により日程が多少前後することもありますので，予め

御承知おきください．

2月 18日 センター通常運用終了．これ以降，研究用端末は利用で

きません．
2月 19日 res100,res003～ res009 の運用終了．これ以降，

res000,res001,res002の３台で，運用します．ただし

リモートからしか利用できません．

2月 28日 8:00～ 13:00 システムの停止

3月 1日～ 課金の停止

3月 4日～ 移行のためにシステムを停止することがあります．
3月中旬 新研究システムのリモートからの利用を開始．旧システ

ムのファイルは各自で新システムへ移行してください．

4月 10日 センター通常運用開始

5月末 旧研究システムの運用終了
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１．端末演習室 2の利用について (飯塚キャンパス)

1 端末演習室 2の利用について (飯塚キャンパス)

機種更新作業のために，端末演習室 2の利用は，平成 12年 2月 10日 (木)までとなってい

ます． 11日 (金)以降は利用できません．
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１．機種更新作業に伴うセンターの閉館について

２．電子メイルサービス移行スケジュール

1 機種更新作業に伴うセンターの閉館について

機種更新作業のため 平成 12年 2月 19日 (土)より平成 12年 4月 9日 (日)までの間，セン
ターを閉館します． 19日 (土)以降，情報科学センターの講義室，演習室等での利用はできま

せん．

2 センターの電子メイルサービスの一時停止および変更について

今年度末の情報科学センター計算機システムの更新に伴い，電子メイルシステムの変更と，
サービスの一時停止を予定しています．これに伴い，メイルの利用に関してさまざまな変更や

制限が発生する予定です．センターシステムで電子メイルを利用される方は，以下のお知らせ
の内容に十分注意の上，必要な対応を行ってください．

なお，以下の日程は，作業状況により多少前後することがあります．日程の変更等はセン

ター内に掲示しますので，掲示物にご注意ください．



2.1 電子メイルサービス移行スケジュール

2月 18日 センター通常運用終了
これ以降，端末を使ったメイルの読み書きはできません

2月 27日 旧メイルサーバ運用終了
これ以降， POP/SMTP によるリモートからのメイルの読み書きもできません

2月 28日 メイルサーバおよび関連システムの移行作業
～ 3月 2日 この間，外部からのメイルは届きません（受信できません）
3月 3日 新メイルサーバ運用開始

POP/SMTP によるリモートからのメイルの読み書きができるようになります
4月 10日 センター通常運用開始

端末を使ったメイルの読み書きができるようになります

2.2 旧メイルサーバに届いたメイルの扱いについて

2月 27日 以前に旧メイルサーバに届いたメイルは，新しいメイルサーバには移行しませ
ん．当分の間旧サーバに保管し， POP を使ったアクセスおよび直接リモートログインするこ
とにより読み出すことができるようにします．このサーバからメイルを発信することはできま
せん．

なお，サーバの移行に際して旧サーバのホストネームや IP アドレスが変更される可能性が
ありますので，詳細については後日あらためてお知らせする予定です．

2.3 .forward の設定について

.forward ファイルによるメイルの転送設定については，転送先が単純なメイルアドレスであ
る場合に限りサポートします．メイル振り分けなどのプログラムや，その他の設定が指定され
ている場合には動作を保証できません．ご了承ください．

2.4 閉館期間中のメイル利用について

2月 19日 (土)～ 4月 9日 (日) の間は，センターの端末を使ったメイルの利用はできませ
ん．.forward ファイルに転送先を指定して別のメイルサーバに送るか，または POP/SMTP
での利用をお願いします．なお 2月 1日 (水)より，登録なしでも，教育システムのメイル
サーバに POP/SMTP でのアクセスができるようになります（ただし学外のインターネット
等からは POP のみ）．

2.5 新システムのメイル環境について

新システムでのメイル利用は，原則として POP/SMTP でのアクセスとなります．またメ
イルシステムも変更されるため，従来使用できていたメイル関係のソフトウェアの中には利用
できなくなるものもあります．ご注意ください．なおMew については，センターで必要な設
定の修正を行う予定です．
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１．次期計算機システムの概要

２．Mathematica， BSD/OSのサイトライセンス契約の終了について

３．冬休み中のセンターの運用について

４． SINET 戸畑ノード設置と九工大の接続について

1 次期計算機システムの概要

平成 12年 4月から使用する情報科学センター教育研究用計算機システムについて，その構
成が決まりましたので，概要をお知らせします．

これまで約 8年間にわたって， Xウィンドウ端末を中心とする UNIXシステムを運用して
きましたが，こうしたシステム構成では，現在の多岐にわたる計算機利用形態に追従するこ
とは難しくなってきています．そのため次期システムでは，端末計算機をどのような形で高機
能化，高性能化するかという点を中心に，構成の検討を行ってきました．その結果，端末とし
て， PC用 UNIXの 1つである Linuxを OSとするディスクレス PCを採用した，新しいシス
テム構成を採用することになりました．

Linuxは現在急速に普及が進んでいるフリーOSであり，従来 UNIXが使用されてきたプロ
グラム開発やネットワーク分野だけでなく， OAや機器制御の方面まで広く利用され，技術分
野でのスタンダードの 1つになりつつあります．また， PCの構成部品の中でも比較的脆弱な
ディスク装置， CD-ROM，フロッピーディスクを除いたハードウェアとし，ファイルシステ
ムを高速ネットワークを通じて集中管理することにより，安定した運用管理をめざすととも
に，通常の PCと比較して，消費電力，発熱，騒音の低減を図っています．

新システムは，この Linux端末群を中心として，それらを支えるネットワーク構成，ファイ
ルサーバを現行より大幅に強化しています．電子メール，WWW等の各種ネットワークサー
バについても増強し，さらに冗長構成をとることで信頼性の向上も図っています．また，研究
システムは， 8プロセサ構成の並列型の構成とし，マルチプロセサ使用時を中心に性能を向上
させました．

新システムの主な内容は以下のとおりです．



★端末計算機: 高岳製作所 MiNT PC 400C

飯塚教育用 約 220台，戸畑教育用 約 190台
CPU: Intel Celeron 400MHz
メモリ: 256MB
15インチ液晶ディスプレイ (飯塚)， 17インチ CRTディスプレイ (戸畑)
オーディオ入出力端子
CCDカメラ，ビデオキャプチャ機能 (演習室等一部の端末のみ)

★教育用ファイルサーバ: Compaq Alpha Server DS20 (2CPU) + ディスクアレイ装置

飯塚教育用 2台，戸畑教育用 2台

実効ディスク容量: 324GB (キャンパスあたり 648GB)(現システム比 7.5倍)
NFS性能: 7612 SPECsfs97
RAIDレベル 5

★ CPUサーバ: Conpaq Alpha Server ES40 (3CPU)

飯塚教育用 1台，戸畑教育用 1台

主記憶容量: 2GB
ディスク容量: 18GB
演算性能: 700 SPECint_rate95, 1300 SPECfp_rate95

★研究用 CPUサーバ: Sun Enterprise 3500 (8CPU) + ディスクアレイ装置

主記憶容量: 8GB
ディスク容量: 320GB
演算性能: 1234 SPECint_rate95, 1611 SPECfp_rate95

★ネットワーク: FOUNDORY BigIron 4000 Switching Router, FastIron WG Switch 他

端末系: 100Mbps FastEthernet switching
サーバ系，フロア間接続: 1Gbps GigabitEthernet switching

★ネットワークサーバ (台数は 1キャンパスあたり)

電子メール: 4台
WWW: 4台
CGI: 1台
Webキャッシュ: 2台
ユーティリティ: 1台

★ソフトウェア
TurboLinux 4.0
Tru64 UNIX (教育用 CPUサーバ他)
X11R6
標準 UNIXソフトウェアツール群
ネットワークソフトウェア (Netscape Communicator 4.6 他)
言語処理系（C, C++, Fortran77,90, Java2）
Mathematica (戸畑 CPUサーバ)
分散並列処理支援ツール LSF (研究システム)
汎用 CAD（XCAD-N :戸畑のみ）
各種フリーウェア（GNU, TeX, Mule/Emacs 等）

現在のシステムからの移行にあたっては，ユーザプログラムの修正と再コンパイル，環境設
定の変更等が必要になります．こうしたシステム移行に関する情報，また新システムに関する
説明会，講習会等の情報については，準備ができしだい，順次お知らせしていく予定です．



2 Mathematica，BSD/OSのサイトライセンス契約の終了について

情報科学センターでは，平成 8年 4月よりMathematica及び BSD/OSのサイトライセンス
を取得しサービスを提供してきました．平成 12年 4月以降も継続できるよう努力してきまし
たが，新システムにおいてはレンタル費用 20％削減のため，情報科学センター教育用システ
ムレンタル費用ではサービスができなくなりました．したがって，Mathematicaは平成 12年
2月 21日まで， BSD/OSのサービスは現システム (平成 12年 3月)までとなります．

また，現在サイトライセンスを利用されているユーザは，次の点に注意してください．

・BSD/OS： 平成 12年 3月 31日 (金)までに，必要に応じて BSD/OSのライセ
ンスを購入してください．または Free BSDもしくは， Linuxなどの
他のOSに移行してください．

・Mathematica： 平成 12年 2月 21日 (月)までにMathematicaの削除をしてください．
それ以降に使用すると契約違反になりますので注意してください．引続
き利用する場合には各自でライセンスを購入してください．ただし，情
報科学センター戸畑キャンパスホセン Cに設置する新端末では， 4月
以降もMathematicaが利用できます．

3 冬休み中のセンターの運用について

冬休み中の情報科学センターの運用は，以下のとおりです．また，本年の夜間運転は， 12
月 22日 (水)で終了します．

★ 12月 24日 (金)～ 2000年 1月 4日 (火)

戸畑キャンパス：サービス業務停止
飯塚キャンパス：サービス業務停止

★ 1月 5日 (水)～ 6日 (木)[9:00～ 17:00]に利用できる教室

戸畑キャンパス：デバック室，マルチメディアパソコン室
飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 2

★ 1月 7日～ (金)

戸畑キャンパス：通常どおりの運用
飯塚キャンパス：通常どおりの運用

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止し
ます．ただし，研究用計算機システムは障害が発生しない限り，センター外からのネットワー
ク経由の利用が可能です．研究システムに障害が発生した場合，復旧は 1月 5日以降となりま
す．ご了承ください．

4 SINET 戸畑ノード設置と九工大の接続について

学術情報センター SINET戸畑ノードが， 12月 1日 に九工大戸畑キャンパス内に設置され
ました．つきましては，本学の SINET 戸畑ノードへの接続作業を，

★ 2000 年 1月 17日 (月) 午前 10時より 1時間程度 (予定)
に行います．各教室ネットワークの設定変更の必要はありませんが，問題が発生した場合は，
情報科学センター，戸畑キャンパス内線 3476，飯塚キャンパス内線 7558にご連絡下さい．



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS

No.127 1999.11.9

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１． SINET停止及び戸畑飯塚間停止のお知らせ

1 SINET停止及び戸畑飯塚間停止のお知らせ

学術情報センターより，下記の日程で SINETが停止する「通知」がありました．対外ネッ
トワークが切断しますのでご注意ください．また，この時間にあわせて，戸畑飯塚間の ATM

ネットワークのメンテナンス作業を行います．作業時間中，キャンパス間の内線電話，キャン
パス間のネットワークは使用できません．この件に関して不明な点があれば，

support@isc.kyutech.ac.jp までご連絡願います．

記

「九州大学ノードにてネットワーク機器を設置している部屋での電源工事作業を行うため，
ネットワークを下記の通り停止します．」

停止場所 ：九州大学ノード

停止内容 ：ネットワーク機器設置場所の電源工事によるネットワークの停止

予定日時 ：平成 11年 11月 14日（日） 10時 00分～ 12時 00分

影響範囲 ：九州大学ノード（通信の停止）・長崎大学ノード（上位ノードとの通信不可）

に接続している SINETの加入者



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS

No.126 1999.10.28

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．ダイアルアップ接続用回線の一時停止について (飯塚キャンパス)

２．教育用計算機システムにおける学外通信の制限について

３．工大祭期間中のセンターの閉館について

1 ダイアルアップ接続用回線の一時停止について (飯塚キャンパス)

NTTの電話交換機切替工事のため，ダイアルアップ接続用回線 0948-26-2224が以下の工事
時間中に 10分程度不通になる予定です．ご注意ください．

日時： 11月 2日 (火) 03:10 ～ 04:30



2 教育用計算機システムにおける学外通信の制限について

今年に入り，センターの計算機システムに学外のネットワークからの侵入を試みる事件が急
速に増えてきています．今後ネットワーク利用が増大すれば，外部からシステムの不正利用を

行おうとする攻撃もますます多くなっていくことが予想されます．

センターとしても，これまで段階的に各種セキュリティ対策の強化に努めてきましたが，教
育用計算機をはじめとするネットワーク接続機器の数，およびそれを利用できる登録利用者の

数が非常に多いことから，将来，監視や対策が行き届かなくなり，システムの運用に大きなダ
メージを受けるような攻撃を許してしまうおそれがあります．

そこで今回，教育システムのうち，ネットワークサービスに関わるサーバ類を除く部分（教

育用 CPUサーバ，ファイルサーバ，端末など）と学外ネットワークとの間の直接的な通信を
原則として停止し，システムのセキュリティの強化を図ることになりました．この措置によ

り，学外ネットワークとの間のネットワークサービスが一部機能制限されたり，利用手順が繁
雑になるなどの副作用が発生し，利用者の皆さんにご迷惑をおかけすることになりますが，前

述のような事情をご理解の上，ご協力くださるようお願いいたします．

教育システムの主なネットワークアプリケーションにおける制限は以下のとおりです．

� 電子メール，ネットニュースは従来通り利用できます

� WWW (Netscape) はプロクシの設定が必要になります．詳しくはオンラインガイドの
以下のページ

http://www.iizuka.edu.isc.kyutech.ac.jp/tebiki/Netuse/set_proxy.html (飯塚)

http://www.tobata.edu.isc.kyutech.ac.jp/tebiki/Netuse/set_proxy.html (戸畑)

を参照してください

� 学外への telnet， ftpは次のホスト

tsubasa.edu.isc.kyutech.ac.jp (飯塚)

azusa.edu.isc.kyutech.ac.jp (戸畑)

からのみ可能です．他のホスト，端末からは，一旦これらのホストにリモートログイン
してから利用してください．また，学外からの telnet， ftpも上記のホストへのみ可能

です

� rlogin， rshなどのいわゆる r系コマンドは，学内相互の利用に限定します

� その他のアプリケーションについては，センターにお問い合わせください

上記の制限は， 11月 24日 (水)から開始します．



3 工大祭期間中のセンターの閉館について

工大祭の開催に伴って，情報科学センターは以下の期間終日閉館します．

なお，以下の期間以外は通常通りの運用です．

戸畑キャンパス： 11月 20日 (土)， 22日 (月)， 24日 (水)

飯塚キャンパス： 11月 22日 (月)， 24日 (水)



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS

No.125 1999.10.13

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．停電に伴うシステムの一時停止について (飯塚キャンパス)

1 停電に伴うシステムの一時停止について (飯塚キャンパス)

情報工学部構内の停電に伴い，下記の通り，情報科学センター飯塚キャンパスの教育システ

ムおよびネットワークを一時停止します．

記

10月 15日 (金)22:00 ～ 10月 18日 (月)8:30



Kyushu Institute of Technology
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No.124 1999.10.1

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．Mathematica のバージョンアップのお知らせ

２．戸畑センター臨時休館のお知らせ

1 Mathematica のバージョンアップのお知らせ

Mathematica が 4.0にバージョンアップされましたので，お知らせします．メディアは，各
キャンパスの事務室に用意しておりますので，ご利用ください．このとき身分を証明できるも
のを提示してください．メディアを受け取られましたら，速やかにインストールを行い，その
時に表示されるMathIDを記録してください．そのあと，必ず次のWebページから新規に利
用登録を行ってください．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/service/mathematica.html

なお，特にバージョンアップが必要なければ，そのままお使いください．

2 戸畑センター臨時休館のお知らせ

以下の期日，戸畑センターは教室改修工事の為に臨時休館します．

記

期日： 10月 2日 (土)



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS

No.123 1999.9.7

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１． SINET停止のお知らせ

２．飯塚 PIAFS64アクセスポイントの暫定公開について

1 SINET停止のお知らせ

学術情報センターのメンテナンス作業のため， SINETが一時停止します．以下内容の抜粋
を示します．

九州大学ノードにおいて度重なり電源関連の障害対応のためネットワーク停止を伴う作業が
発生し，大変ご迷惑をおかけしています．今回の作業では，無停電電源装置の障害修理と電源
負荷の分散をあわせて実施させていただきます．

障害場所： 九州大学ノード
作業日時： 平成 11年 9月 12日 (日) 9:15～ 10:00（1回目）

13:45～ 14:30（2回目）
＃ 2回目の作業時間については作業進捗状況により多少前後する可能性があります
停止日時： 上記時間帯の中で 30分程度（2回）
作業内容： 無停電電源装置の障害対応
影響範囲： 九州大学ノードに接続する SINET加入機関

長崎大学ノードに接続する SINET加入機関

2 飯塚PIAFS64アクセスポイントの暫定公開について

飯塚キャンパスの PIAFSアクセスポイントが，不具合により利用できませんでしたが，平
成 11年 9月 6より暫定復旧していますのでお知らせします．アクセス番号は 0948-26-1500 サ
ブアドレス 4030 です．どうぞご利用ください．なお，詳しい情報は下記の URLを参照して
ください．

http://www.iizuka.edu.isc.kyutech.ac.jp/info/terminal.html
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No.122 1999.8.23

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．戸畑キャンパス学内 LAN及び

キャンパスネットワークの一時停止について (再掲)

２．平成 11年度情報処理教育研究集会の開催について

1 戸畑キャンパス学内 LAN及び

キャンパスネットワークの一時停止について (再掲)

SINETノード設置工事に伴い，センター内の学内 LANに関連する機器を一時的に移設する
必要があります．このため，以下の予定で，戸畑キャンパス学内 LAN及びキャンパス間ネッ
トワークを一時停止します．

なお，これに伴い，キャンパス間の内線電話も利用できなくなります．

8月 28日 (土) 8:00～ 18:00
8月 29日 (日) 8:00～ 18:00

また、以下の予定で戸畑キャンパスの学内 LANに関連する作業を行いますので、ネット
ワークが不安定になる可能性があります。ご了承ください。

8月 30日 (月) 9:00～ 10:00

2 平成 11年度情報処理教育研究集会の開催について

昨年，本学において開催しました情報処理教育研究集会が，本年度は 11月 12日 (金)， 13
日 (土)に，東北大学において開催されます．詳細は以下の URLを参照してください．

http://www.ecip.tohoku.ac.jp/Conference99/
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URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．九工大－九大間回線の停止について

1 九工大－九大間回線の停止について

本学飯塚キャンパスと SINET 九大ノード間接続回線の移行作業のため，以下の日時に学外

とのネットワーク接続が停止します．

8月 11日（水）：午前 10時～午前 11時 30分

この間，学外インターネットとの通信は，不通あるいは不安定な状態になります．ご注意く

ださい．

なおこの作業により，本学の対外ネットワーク接続は，現在の高速デジタル回線 1. 5Mbps

から ATM 専用線 3Mbps に増速します．これにより，現在の対外ネットワークの混雑はある

程度緩和される見込です．



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS

No.120 1999.7.9

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．夏期休業中の運用スケジュールの変更について (戸畑キャンパス)

２．戸畑キャンパス LAN学内及びキャンパスネットワークの一時停止について

1 夏期休業中の運用スケジュールについて (戸畑キャンパス)

SINETノード設置に伴い，センター (戸畑キャンパス)ネットワーク室の改修工事を行いま
す．このため， ISC NEWS No.119でお知らせいたしました利用期間を下記の通り短縮させて
いただきます．閉館中は，教育システム及び研究システムの機器を一時停止しますので，予め
ご承知おきください．ご迷惑をおかけしますが，よろしくお願いします．なお，飯塚キャンパ
スの運用スケジュールには変更ありません.

� 戸畑キャンパス
利用できる教室： ホセン C，マルチメディアパソコン室，研究用端末室
利用できる期間： 7月 12日 (月)～ 7月 19日 (月)

8月 16日 (月)～ 8月 24日 (火)
利用できる時間： 9:00～ 17:00(但し，午前中休館日 (月)は 12:00～)

2 戸畑キャンパス学内 LAN及びキャンパスネットワークの一時停止について

SINETノード設置工事に伴い，以下の予定で戸畑キャンパス学内 LAN及びキャンパス間
ネットワークを一時停止します．なお，これに伴い，学外との接続,キャンパス間の内線電話
が利用できなくなります．ご迷惑をおかけしますが，よろしくおねがいします．

日時： 7月 17日 (土) 8:00～ 18:00
7月 24日 (土) 8:00～ 18:00
8月 28日 (土) 8:00～ 18:00
8月 29日 (日) 8:00～ 18:00



Kyushu Institute of Technology

Information Science Center

NEWS

No.119 1999.7.7

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．キャンパスネットワーク等の一時停止について

２．夏期休業中の運用時間について

1 キャンパスネットワーク等の一時停止について

7月 3日 (土)にキャンパス間 ATMの移行作業を行いましたが，機器障害のため内線電話回
線 (キャンパス間)の移行ができませんでした．そこで下記の日程で再度移行作業を行います．
調整作業中，一時的にキャンパス間の内線通話ができなくなります．

なお，各キャンパス内の内線発信，外線発信には影響しない予定です．また，キャンパス間
ネットワークも影響を受けない予定ですが，数秒程度の寸断が発生することがあります．あら
かじめご了承ください．

日時： 7月 10日 (土) 9:00～ 13:00
場所： 両キャンパス

2 夏期休業中の運用スケジュールについて

夏期休業中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．なお，戸畑キャンパスは，
工事等の関係でスケジュールに若干の変更がありますが，変更は掲示等でお知らせします．

� 戸畑キャンパス
利用できる教室： ホセン C，デバッグ室，マルチメディアパソコン室，研究用端末室
利用できる期間： 7月 12日 (月)～ 8月 6日 (金)

8月 16日 (月)～ 8月 31日 (火)
利用できる時間： 9:00～ 17:00(但し，午前中休館日 (月)は 12:00～)

� 飯塚キャンパス
利用できる教室： 端末講義室，端末演習室 1，端末演習室 2
利用できる期間： 7月 19日 (月)～ 8月 6日 (金)

8月 16日 (月)～ 9月 6日 (月)
利用できる時間： 9:00～ 17:00(但し，午前中休館日 (水)は 12:00～)
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URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．キャンパス間 ATMの移行によるネットワーク等の一時停止について

1 キャンパス間ATMの移行によるネットワーク等の一時停止について

以下の期日，キャンパス間 ATMの移行作業のため，キャンパス間ネットワークおよび内線

電話等が一時的に使用できなくなります．

作業は， 1時間程度で終了する予定です．

記

期日： 7月 3日 (土)

時間：午前 9時～ 12時までの 1時間程度

場所：両キャンパス
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No.117 1999.4.15

URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．端末演習室２の運用について (飯塚キャンパス)

２．プリンタ用紙の利用制限について (再掲)

1 端末演習室２の運用について (飯塚キャンパス)

端末演習室２は，情報技術セミナーのため，以下の期間中は終日利用できません．

期間： 4月 19日 (月)～ 6月 20日 (日)

2 プリンタ用紙の利用制限について (再掲)

現システムでのプリンタ用紙の使用制限については，先に ISC News でお知らせしましたと

おり，一人当たり 300枚／１年 となっています． 300枚を越えた方はプリントアウトができ
なくなります．ご注意ください．
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URL http://www.isc.kyutech.ac.jp

戸畑キャンパス：

tel.093-884-3470(事務室)

fax.093-884-3475

飯塚キャンパス：

tel.0948-29-7555 (事務室)

fax.0948-29-7567

１．Mathematicaのサイトライセンスのパスワードについて

２．Mathematica日本語キットのメディア貸し出しについて

1 Mathematicaのサイトライセンスのパスワードについて

Mathematicaのサイトライセンスを平成 11年度も継続利用する方は，必ず次のWebペー
ジから継続利用の確認を行ってください．

http://www.tobata.isc.kyutech.ac.jp/res-tebiki/mathematica/sinsei/

継続確認後、自動的に新しいパスワードを発行します。なお，現在のパスワードの期限は 4

月 21日 (水)までですので，ご注意ください．

2 Mathematica日本語キットのメディア貸し出しについて

Windows版とMacintosh版の日本語キットが利用できるようになりました．メディアは，
各キャンパスの事務室に用意しています．このとき身分を証明できるものを提示してくださ

い．メディアを受け取られましたら，速やかにインストールを行い，メディアを返却してくだ
さい．なお，日本語キットを利用するためには，Mathematicaのパスワードが多言語対応型

になっている必要があります．
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１． 2000年問題に関する WWW ページの公開について

２．研究システムのファイルの消去について

３．今春卒業される方のデータの移行について

４． TA用 IDについて

1 2000年問題に関する WWW ページの公開について

2000年問題に関する WWW ページを以下の URLに公開しました．本センターにおける取
組状況や各種関連情報について，その時点で分かる範囲で公開しておりますので，ご利用くだ

さい．

http://www.tobata.isc.kyutech.ac.jp/y2k/

http://www.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/y2k/

なお，センターでは， 2000年問題に関して個別に対応できませんので，ご承知おきくださ

い．各自の対応をよろしくお願いします．

2 研究システムのファイルの消去について

平成 11年度の継続申請がなされていない研究システム IDのホームディレクトリ下にある
ファイルは，平成 11年 6月 1日 (火)にすべて消去しますので，その旨ご承知おきください．

必要なファイルは，それまでに各自で磁気テープ等に保存したり，新規に申請した IDのホー



ムディレクトリに移動してください．一度消去したファイルは，復活できませんので注意して
ください．

なお，未継続の IDは，平成 11年 6月 1日 (火)まで loginできますが，上記のファイル整
理以外には利用しないでください．

3 今春卒業される方のデータの移行について

この春卒業される方は，平成 11年 6月 1日 (火)以降センターシステムにある ID は抹消さ

れ，これと同時に，現在使用されているファイル等も全て削除いたします．もし現在使用され
ているファイル等で，保存の必要のある方は，利用者自身で磁気テープ等にファイルのバック

アップを取るなどの措置を行ってください．

◆ ID・ファイル削除対象者

☆ 学部を卒業する方 (大学院に進学する方も含む)

☆ 博士前期課程または，後期課程を終了する方 (博士前期課程を終了し，後期課程へ
進学する方も含む)

☆ 退学・除籍される方

◆ バックアップ装置

☆ QIC カセット磁気テープ

☆ 8mm テープ (ビデオテープは使用不可)

☆ DDS テープ (音楽用 DAT テープは使用不可)

☆ MO (128MB 及び 230MB)

☆ フロッピーディスク

バックアップ装置は，教育システムの ID がある方は全員利用できます．利用方法につ

いては，広報第 9号「データ交換用WS,PC について」や，センター 2Fオペレータ室 (戸畑
3476)，プログラム相談室 (飯塚 7558)までお問い合わせください．

4 TA用 IDについて

TA用の IDは継続申請を行なう事は出来ません．現在使用中の TA用 IDは平成 11年 4月

1日 (金)以降利用出来ませんので，平成 11年 3月 31日 (木)までに，必要なファイルの移行
を終了させておいて下さい．ファイルの削除は，平成 11年 6月 1日以降に行ないますが，一
度消去したファイルは復活出来ませんので注意して下さい．
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１．ネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

２．春休み中のセンター運用時間について

1 ネットワークの一時停止について (戸畑キャンパス)

ルータの移設作業のため，以下の時間帯にネットワークが一時停止します．ご了承くださ
い．

★平成 11年 2月 22日 (月) 9:00～ 10:00

なお，詳細についての問い合わせは，

電子メール ： support@isc.kyutech.ac.jp

電話 ：内線 3476(オペレータ室)

にお願いします．

2 春休み中のセンター運用時間について

春休み中のセンターの運用時間は，戸畑キャンパス・飯塚キャンパスともに以下のとおりで
す．なお， 3月 27日～ 4月 4日の閉館は，年度末処理および，システムバックアップ作業の
ための計算機サービス一時停止によるものです．

春休み 平成 11年度前期

3月 1日～ 26日 3月 27日～ 4月 4日 4月 5日～ 9日 4月 12日～

開館時間 9:00～ 17:00 閉館 9:00～ 17:00 9:00～ 22:00
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１．電話回線の一時不通に伴うダイヤルアップ IP接続について

(飯塚キャンパス)

1 電話回線の一時不通に伴うダイヤルアップ IP接続について

(飯塚キャンパス)

NTTの回線調整作業のため，情報科学センターのダイアルアップ IP接続サービス (0948-

26-2224)が，以下の時間帯に使用できなくなります．ご注意ください．

★平成 11年 1月 25日 (月) 21:00～ 21:30
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１．大学入試センター試験中の閉館について (戸畑キャンパス)

1 大学入試センター試験中の閉館について (戸畑キャンパス)

以下の期日は，大学入試センター試験のため，情報科学センター (戸畑キャンパス)は閉館
します．ただし，センター外からのネットワーク経由での利用は可能です．

★平成 11年 1月 16日 (土)
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１．電話回線工事に伴うダイヤルアップ IP接続について (飯塚キャンパス)

２．教育システムの利用に関するお願い

３．冬休み中のセンターの運用について

2

1 電話回線工事に伴うダイヤルアップ IP接続について (飯塚キャンパス)

NTTの電話回線工事のために，情報科学センターのダイアルアップ IP接続サービス

(0948-26-2224)は，以下の時間帯，一時不通となりますので，ご注意ください．

★ 12月 16日 (水) 00:00～ 01:00， 02:00～ 03:00

2 教育システムの利用に関するお願い

最近，講義時間内にもかかわらず，計算機資源を多量に消費する利用が目立ちます．シス
テムを不安定にし，講義に悪影響を与えておりますので，ご遠慮ください．また，ディスクの

消費も目立っています．不要なファイルは消去するようお願いします．ファイル容量の上限は
15MB です．システムの使用制限の詳細に関しては，以下の URLをご参照ください．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/iscnews/78.html



なお，システムの安定運用のため，巨大なファイルの消去やプロセスの停止を行う場合があ
りますので，ご承知おきください．

3 冬休み中のセンターの運用について

冬休み中の情報科学センターの運用は，以下のとおりです．また，本年の夜間運転は， 12

月 22日 (火)で終了します．

★ 12月 24日 (木)～ 1999年 1月 4日 (月)

戸畑キャンパス：サービス業務停止
飯塚キャンパス：サービス業務停止

★ 1月 5日 (火)～ 6日 (水)[9:00～ 17:00]に利用できる教室

戸畑キャンパス：デバック室，マルチメディアパソコン室

飯塚キャンパス：端末講義室，端末演習室 2

★ 1月 7日～ (木)

戸畑キャンパス：通常どおりの運用
飯塚キャンパス：通常どおりの運用

年末年始のサービス業務停止期間中は，原則として教育用計算機システムの運用を停止しま
す．ただし，研究用計算機システムは障害が発生しない限り，センター外からのネットワーク

経由の利用が可能です．研究システムに障害が発生した場合，復旧は， 1月 4日以降となりま
す．ご了承ください．
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１．技術セミナーの開催に伴う端末演習室の運用について (飯塚キャンパス)

２．工大祭期間中のセンターの閉館について

1 技術セミナーの開催に伴う端末演習室の運用について (飯塚キャンパス)

下記の期間は，端末演習室 2を情報技術セミナーで利用します．関係者以外の立ち入りはご

遠慮ください．なお，下記の時間帯以外は通常どおり利用できます．

11月 2日 (月)～ 13日 (金)8:30～ 17:50 ：端末演習室２ (初級コース)

11月 16日 (月)～ 27日 (金)8:30～ 17:50 ：端末演習室２ (中級コース)

2 工大祭期間中のセンターの閉館について

工大祭の開催に伴って，情報科学センターは以下の期間終日閉館します．

なお，以下の期間以外は通常通りの運用です．

戸畑キャンパス： 11月 20日 (金)， 21日 (土)， 24日 (火)

飯塚キャンパス： 11月 20日 (金)， 24日 (火)
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１．平成 10年度情報処理教育研究集会開催について

２．情報処理教育研究集会のための臨時閉館について (戸畑キャンパス)

1 平成 10年度情報処理教育研究集会開催について

10月 23日 (金)， 24日 (土)に平成 10年度情報処理教育研究集会が開催されます．この研
究集会は，文部省と情報処理教育センター協議会 (情報処理教育センターを設置している国立
の 11大学で構成)のメンバー大学が持ち回りで主催しています．

今回，九州工業大学において以下の日程で開催致します．当日の参加も可能です．

期日： 10月 23日 (金)～ 24日 (土)
場所：戸畑キャンパス

記念講堂，一般教育棟，情報科学センター

この研究集会の詳細については，以下の URLをご覧ください．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/Conference98/

2 情報処理教育研究集会のための臨時閉館について (戸畑キャンパス)

10月 23日 (金)， 24日 (土)に開催する，「平成 10年度情報処理教育研究集会」のため
に，情報科学センター (戸畑キャンパス)は以下のように臨時閉館します．

10月 21日 (水) 夜間のみ臨時閉館 研究集会準備のため
22日 (木) 臨時閉館 (講義利用は除く) 研究集会準備のため
23日 (金) 臨時閉館 研究集会のため
24日 (土) 臨時閉館 研究集会のため

なお， 23日・ 24日の両日，情報科学センターの施設は，情報処理教育研究集会で使用して
いますので開放していますが，一般の利用者は利用できません．
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１．マルチメディアパソコン室の利用について (戸畑キャンパス)

1 マルチメディアパソコン室の利用について (戸畑キャンパス)

事務部職員を対象としたWWW講習会開催のため， 8月 4日 (火)～ 8月 6日 (木)の 3日

間，一般の利用者の方はマルチメディアパソコン室を利用できません．

なお， 7月 27日 (月)から 8月 3日 (月)までは，WWW講習会の準備作業のため，マルチ

メディアパソコン室の運用を休止します．ご了承ください．
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１．システム保守に伴う閉館について

２．夏休み中のセンター運用スケジュールについて

1 システム保守に伴う閉館について

下記の期間は，システム保守作業等のために戸畑・飯塚両キャンパスとも閉館します．

☆ 8月 8日 (土)～ 8月 16日 (日)

2 夏休み期間中のセンターの運用時間について

夏休み中のセンターの運用スケジュールは以下のとおりです．

� 戸畑キャンパス

利用できる教室： ホセン C，デバッグ室，マルチメディアパソコン室，研究用端末室

利用できる期間： 7月 13日 (月)～ 8月 7日 (金)

8月 17日 (月)～ 8月 31日 (月)

利用できる時間： 9:00～ 17:00(但し，午前中休館日 (月)は 12:00～)

� 飯塚キャンパス

利用できる教室： 端末講義室，端末演習室 1，端末演習室 2

利用できる期間： 7月 14日 (火)～ 8月 7日 (金)

8月 17日 (月)～ 9月 7日 (月)

利用できる時間： 9:00～ 17:00(但し，午前中休館日 (水)は 12:00～)
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１．MELCOM の運用停止についてのお知らせ

２．平成 10年度情報処理教育研究集会のWebページ公開について

３． AV講義室のプリンタの使用について (飯塚キャンパス)

1 MELCOM の運用停止についてのお知らせ

研究システムの一部として運用してきたMELCOMを，本年度 6月 30日 (火)をもって停
止します．この件に関するお問い合わせは，戸畑キャンパスの事務室 (内線 3470)までお願い
します．

2 平成 10年度情報処理教育研究集会のWebページ公開について

平成 10年度情報処理教育研究集会が文部省・九州工業大学の共催で， 10月 23日 (金)， 10
月 24日 (土)に開催されます．この研究集会に関するWebページを以下の場所に公開しまし
た．本ページから参加申込み，発表申込みが行えます．

http://www.isc.kyutech.ac.jp/Conference98/

3 AV講義室のプリンタの使用について (飯塚キャンパス)

講義を受講する学生以外の講義室への立ち入りは，明らかに講義の妨げとなります． AV講
義室が講義中の場合，講義に関係しない学生は AV講義室のプリンタを使用しないでくださ
い．プリントアウトする必要がある場合は， 3階のプリンタを使用してください．
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