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本学技術サービス部では、関連する教員だけでなく、日頃技術職員と協力して業務を

遂行する機会の多い若手研究員及び学生を含む学内の多くの方に技術職員の業務につ

いての理解を深めていただくため、下記のとおり情報系技術職員及びマテリアル系技術

職員による平成21年度の業務報告会を開催しましたロ

情報系技術職員業務報告会

日時:平成21年7月3日(金) 1 3 ・ 30~17:15

場所:先端科学技術研究調査センター 3階 中会議室

発表者(発表順) 発表内容

木戸孝 一 情報科学センター ~平成20年度を振り返って~

但馬陽 一 遠隔教育研究センター業務報告

辻 誠樹(*) 知識科学教育研究センター業務報告

小坂秀 一 情報科学センターの業務とその分担、業務紹介、現在の課題に

ついて

二ツ寺 政 友 ]AISTのユーザアカウント管理について

須藤千 恵 メールサーバシステムの概要

間藤真人(*) 講義アーカイブの運用管理と凹化について

中野裕晶 ファイルサーバレンタル終了に伴うファイル移動作業について

福島清信(*) シンクフイアント環境について

岡本忠男 ネットワーク構成管理について

宮下夏 苗 並列計算機の管理について

(*) 平成 21年 7月 1日付で担当替えのため、旧業務の内容を発表した。
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マテリアル系技術職員業務報告会

日時:平成21年2月25日(水) 13:30~17:30 

場所:マテリアルサイエンス研究科4棟8階 中セミナー室

発表者(発表11頂) 発表内容

東嶺孝一 通常業務(依頼測定、講習・教育、設備保守等)、公開テクニカ

ル講座等、出張報告(名古屋大学技術研究会等)、ナノテク総合

支援 (T聞)、 FIBによる断面 TEM試料の作製について

能登屋治 日常・依頼業務(寒剤充填、 SEM講習、 EPMA測定)、廃液・廃棄

物回収、クリーンルーム保守関連

伊藤暢晃 クリーンルーム服・靴のリプレース計画とクリーニング業者変更

希望阻S故障個所の説明

大坂一生 通常業務(依頼分析、講習、設備保守等)及び講座・実習補助に

ついて

木村一郎 寒剤液化及び供給業務並びに質量分析測定業務(設備保守等も含

めて)

村上達也 日常・依頼業務(液化業務・ダイサー講習.AFM測定・ XPS測定一

指導 UPS測定・電子線蒸着装置使用法の指導)及び人材育成プロ

グラムの経過報告

宇野宗則 依頼工作、工作室の保守・管理について、実習関連、地域貢献の

取組み

仲林裕司 定型業務(依頼工作・電子工作・システム開発等)及び定型外業

務(地域貢献等)について

本業務報告集には各業務報告会での発表のうち情報系から 3名、マテリアル系4名の

発表資料を掲載します。(今後は各技術職員の発表資料を隔年ごとに掲載する予定で

すロ)
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情報科学センタ一
日2008年度を振り返って日

第1回情報系技術職員業務報告会

2009年7月3日
木戸孝一

http目//wwwjaist.acjp/iscenter/ 

ISC Since 1991 

アジェンダ

.情報科学センター(ISC)
.役割

.組織

.情報科学センターが提供するサービス

.年間業務と負荷分布

• 2008年度実績

• 2009年度計画

.職員の研修状況
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情報科学センターの役割

-最高水準の情報環境FRONTIERを提供し、世界
水準の教育研究環境を提供する
.情報環境の設計

.情報環境の構築

.情報環境の運用

.クオリティ・ユーザサポート

・最先端の技術を安定運用し、教育研究、情報処
理に役立てる

.最先端>>安定・高信頼性の追求

情報科学センター組織

匝霊盟

教授(2)

情報科学センター長
教授・兼務

2009.7.3現在
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技術サービス部とISCの位置づけ
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妓街随員

固聖壁J旦主塁
後術班員

固聖重lZ主箆

事第暢員

ザイトマヲプ固

http://wwwjaist.acjp/tech/1/organization.html 

情報科学センター人員構成

教授 2 セン告一長(兼)

准教授 2 予算管理I セキュリティ

助教 3 NW， FS， HPC 

技術職員 9 3グルプ構成，業務全般

事務補助員 セン事ー業務補助

合計 17 
目日教授 コ准教授 ・助教 ・技術職員・事務補助員
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技術職員業務分担・グループ制

。年度毎にグループ再編成・オ-/~ーオールなスキルアップを図る

~ 品因 置m;置嘉吉謹酒

グループーA 2 導入関係+α

ディレクトリサービス.MMFS.常用ワークステーション

グループーB 3 
UNIXサーバ，並列計算機，ソフトウェア，セキニLリテイ，
アカウント管理，その他サービス，情報科学研究科の
フォロー

グループーC 3 
ネットワーク，ファイルサーバー PC.TS/ADの管理，

MMFS.その他サービス，プリンタ管理

その他 1+(3)*1 
セミナー企画，資料作成・更新，センター見学，予算計
画，その他すべて

平成21年度業務分担 *10肉は主任職員の兼務で対応

情報科学センターの業務

.通常業務
. 情報環境運用，管理

.ユーザ端末・サービス

.ストレージ・サービス

.ネットワーク・サービス

.超並列計算機・サービス

・ ユーザには見えにくい業務が多々

. センター運営には必須の業務

.導入・調達業務

情報環境，常用WS.超並列処理研究システム

導入に伴う資料，情報更新

導入のためのインフラ整備計画，実施

・センター運営計画，予算計画

・センター協議会への報告，参加

.オープンキャンパス・インフラ提供，見学者対応 etc
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ユーザ情報端末サービス

• ThinClient端末
• Windows環境への接続

Mail. Web etc 
• MS Office 

・UNIX環境への接続

.共用UNIXツール群

• MPC利用

.ストレージ
・Ihomedirectoryをファイル

サーバlこ格納

・学内どの端末からも同一
の環境が提供される

ネットワーク・サービス(1/3)
固有更新される実際のネットワーヲ図(岡本主任技術職員)
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ネットワーク・サービス(2/3)

~，.、G句"・b初 N...他"広副司 lOGbp l

H21.6 園立文学法人情報系センヲー協議会調書より抜粋

ネットワーク・サービス(3/3)

まとめ

コアスイッチ

情報環境 (待機系を含む) 10Gbps 3 

キャンパス
アグリケーシヨン|
スイッチ 10Gbps 5 

ネットワーク |フロアスイッチ 150 

無線LAN 11/54/100Mbps I 300 

H21.6 国立大学法人情報系セン事ー協議会調書より抜粋
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ストレージ・サービス

FS2 1 124TB(Service) OnSlor-SGI EE 経質
135TB(Back-up) Infinil巴Slorage FS3からFS2へ

FS1 1 243TB(Service) Deli-Equaliogic 350 
300 

336TB(Back-up) 
250 

FS4 11，200TB DalaDirecl 200 

Networks 150 
100 
50 
D 

fs3 fs2 

日ディスク容量(Service)
口実容量
-ディスク容量(Backup)

OnStor-SGI Deli-Equallogic DataDirect Networks -実容量

FS2 FS1 FS4 -実容量合計

超並列計算機(MPC)サービス

~ I~I..~ 120000~街
。。

15000 

100叩

5000 

口性能比較
口CPUコア数

Cray XT3 Cray XT5 Altix3700 Altix4700 

Cray XT5 Altix 4700 Altix 250XE NEC SX8 
MPC性能比較
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MPCグループ

.目的 臨語量動捌瞳窟圃圃園--空事監主単一一一
.並列計算機の円滑運用

.効率的な利用 目・・・ ω・4山由附劃叫川U"'''tto四日叫削

・ユーザ聞の情報交換，利用調整

• MPCテクニカルメモランダム
~盟国

-情報科学センタ一計算サーバ・並 蛍 附 山且叫山

列計算機利用レポート 山由 嶋一'， -k""."U~一向日目…

• https:lldspace.jaist.ac.jp/dspace 
/handle/10119/4412 

各種サービスを支えるサーバ群

Mail System 6 

Web Server 2 2 

DNS 2 

LDAP/AD 2 2/4 

File Server 5 5 

遠隔講義サーバ 2 2 

並列計算サーバ 7 7 

事務系ファイルサーバ

ターミナルサーバ 120 

合計 150台以上

H21.6 国立大学法人情報系センター協議会調書より抜粋
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センターのサービス一覧

ユーザに見えるサービス(通常業務)

高速ネットワークサービス |並列計算機サービス

全学無線凶Nサービス I PKI電子置明書発行サービス

Windowsターミナルサービス I SSL-VPNサービス

UNIXワークステーション・サービス I AntiVirusソフトウ工アサービス

ファイルサーバーサービス |マイクロソフト，ジャストシステム包括契約

Mail， Web等の各種サーバ・サービス |さらに・

年間サポート件数

-サポート依頼

250 

200 

150 

100 

50 

・Isc-queryにメールする

• 1回のメール回答で解決するとは限らない

• 2~4月にかけて問い合わせが多い
・サポートは当番制で対応

口Is-que叩メール数

電子メールによるサポート件数のみのグラフ
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.--
オ'Jエン7ーション 導入関連 導入関連

4月
アカウント削除通知 MPC利用説明会 MPC利用説明会
セン事セミナ 5月 6月 アカウント作成通知

オープンキャンパス

導入関連 夏期一斉休業 導入闘連

オリヱン子ーション 技術研究会三か' 計画停電

7月 15Cセミナ 8月 9月 アカウント削除
アカウント削除通知 50書加準備

導入計画 導入準備 導入開始
オリヱンテ ション

11月
5009出展 修了者アカウント削除

10月 アカウント削除通知 12月

導入作業 導入作業 導入関連

1月
次年度調達資料招請

2月
次年度導入・仕様策定 計画停電

アカウント削除通知 委員会 3月 教員W5更新

オ'JIンテーション 新年度資料作成 アカウント作成・削除

などなど.ほんの一例・・・

調達・導入業務の例(1/2)

調達・導入業務はセンター職員全員参加ー 1年を通しての総力戦

.情報環境システム導入業務の流れ(例)
.対外的なイベントとして(3月一9月)

.導入説明会

・仕様書(案)説明会

.入札説明会

.入札

.改札・契約

.内部的なイベントとして(1月一7月)
.基本導入計画

.各社提案検討

.仕様書(案)作成

.仕様書作成
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調達・導入業務の例(2/2)

.導入に向けての準備(8月一3月)

.インフラ整備

.環境構築

.運用方針etc

.稼働開始(3月一4月)
.ユーザトレーニング

・次年度調達・導入準備スタート(1月一3月)

年間負荷分布

.期末，期初は負荷が大
.導入作業，アカウント作成，計画停電，ユーザサポート etc

.導入， 6月(仕様書案作成でピーク)
• 11月から導入準備，実作業へ

.グループ単位で負荷分散，集中を避ける効果は出ている

200V官守コ~ーーく ¥ J司-----電~ 空Eニ:f . 

2~r May Jun Jul Aug Sep Oct Nov D田 Jan FehML 

口ワークロード
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2008情報環境整備実績+活動

.学生寮有線ネットワーク整備(施設課)

向上ネットワークスイッチ整備
• 10/1 OOMbpsから1Gbps対応へ

• MS棟への無線LAN拡充
.全学無線LANシステム完成

.情報環境システム導入(一部更新)

.常用ワークステーション導入(更新)

.超並列処理研用システム導入(更新/Cray-XT5)

.並列処理機利用セミナー

.情報科学センターセミナー

.オープンキャンパス etc.

2008インフラ整備実績 (1/3)

-無停電電源装置導入
.概算要求で予算取得

.学内主要サーバの停電対策

.瞬時低電圧補償装置導入

.ネットワーク機器への瞬間電
圧ドロップを補償

瞬時低電圧補償装置(MS棟!知識棟)
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2008インフラ整備実績 (2/3)

.ファイルサーバ室整備
.耐荷重工事が必要

.集積度アップ〉重量増

.対象の床底に炭素繊維板を貼り
付け、耐荷重性を向上

. 効率的なシステム冷却手法

.エアコンからの冷気をダクト
でシステムラックへ直接送り
込み、空冷効果を向よ

l司!佐I
床下に炭素繊維板を貼付鉄筋の増量

エアコン冷気を直接ラッヲ内へ

2008インフラ整備実績 (3/3)

.サポート受付窓口を設置
.センター職員の当番制

.サポート効率化向上

・ユーザルーム
.情報E棟2階へ移動

.広く・明るいスペース

.センターの近くに配置

サポート受付

ユーザJレーム
広く・明るいスペース
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2009計画

-平成21年度調達

.情報環境システム

.常用ワークステーション

.継続プロジェクト
.ファイルサーバ室整備

.空調設備更新を含む

.総合研究実験棟内サーバ室整備

.大規模サーバクラウド構築用ネットワーク

職員の研修状況

.圏内技術職員研修会
.研究会，セミナー，展示会

.積極的に参加，発表

.海外学会・展示会
• Super Computing 

• '06 Tampa， FL 

.‘07 Reno， NV 

• '08 Auslin， TX(+展示)

・‘09PO同land.OR(展示)

.次年度調達への布石

• ITトレンド調査

.百聞は一見にしかず



22

SC08の日本出展ブース
(Research Exhibitor) 

I丁目 JAXA JAEA 理研 NAREGI 

(参考)

産総研 GRAPE JAMSTEC 東北大 東大・京大・筑波太

筑波太 東大 埼玉大・埼玉工業大 阪大 同志社大

SC08の日本出展ブース
(Research Exhibitor) 

関西大 JAIST 九大 東工大

NICT NAIST RIST 

(参考)

北海道大
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最後に

.情報科学センターの継続的な目標

.情報・技術の共有の強化

.自動化，省力化の推進

• Quality User Support 

.健康管理
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倫 ~ 

情報科.セン4旨ー鍾泊中野申書.

倫 “ ・砂

• 2009年2月末にファイルサーバfs3のレン9ル期間終了。

• fs3設置部屋を空ける必要あり(後々の作業に影響ありl。

• Windowsl向けサーピス後初の作業。

・移動対象ファイルサイズ 12TByte + 32TByte 
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倫 -・ ・砂

ファイルサーバのサービス
Wlndo附プロファイルパス

副柏田fs301師団四四windows

fs31 

倫

-ファイル移動スケジュール

・プロファイルパスの変更

・ファイル名の文字コード変換

品出幽脳血抽阻園出品副晶晶画也出圃
n同mo，ImS<四
/home/rr、鉱閉O

/home/l4000 

草草"0・-.010

草草伝30・色3011

警警告30誓色3034

品田凶画届函抽画・・・山両幽凪凪圃
/home/rnSOO1 

/home/m6001 

向。me/14国 1

草警官31・色3110

事~fs31・fs3112

警警告31挙色3134

“ ・砂
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倫

ファイル移動スケジュール(1)

• M2，03のユーザ分の作業時期は修論の時期を外す。

・なるべくサービス停止時聞を短〈。

-・ ・砂

・ターミナルサーパからログアウトしているタイミングでの作業実施。

倫

ファイル移動スケジュール(2)

• NFSサービス

マウントポイントVhome/m5000等}単位で作業ができる。

→ 各ユーザにつき1時間程度のサービス停止で作業可能。

• cifsサービス

“ ・砂

置円 l山 ! 日 一 一 一

β間間約百5α淘 開，.. 開勉刻印

/home/m6000 紺，.. 酎fs3011

/homザ岬αJO 開，.. 脚同034

パスにサーバ名が含まれる語、サーバ単位でしか作業ができない。
→ 1日以上のサービス停止が必要{見積もりが非常に困離)，
→ もしプロファイルパスを変更できれば小分けに作業が可能。
→ プロファイルパスの変更を行っても問題無いかを確認。
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倫 -・ ・砂

プロファイルパス変更の確認
Aolこ登録されているアカウントのプロファイルパスを変更して以下を確認。

・事ーミナルサーバにログオン。 → 問題無しa

• NTUSER，OATファイルの内容確認。 → 新パスに書き変わっている。

-壁紙等々の維持。 → 問題無し。

・IE，Office， Thunderbird， Firefox等々の動作確認。 → 問題無し。

プロファイルパスを変更してもうEーミナルサーバ利用に影響がなさそう。

倫

プロファイルパスの変更(1)
プロファイルパスからファイルサーバ固有の値を除外

1>210(別名 m50関'.m500l) 
位叫別名 m田 OO，m回 01)

旧制別名凶回0，同国1)

“ ・砂

車￥m5000論百5000

四m醐 .m醐

剛 …

芭事m5001事m5OO1

躍 m醐 "m醐 1

草草14001首4001
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" • • 
プロファイルパスの変更(2)

1，3 

-l 川!llYi'，1:i: I剖ー叫，，，....'.'1ト日】圃

介・嗣ザ同繁淘o
h酬・，....
/homot/l4OllO 

一…n 

… 醐

-1:，'I.:j削 l 日ーに 品川 l ド川，-
，1 "，'"5001 

/homejmliDOl 

畑 山1

" 

間抽出

叩醐>u

問抽出

'" 
Erj:I ，:I I:l(;ì.;""7': i:l~j_'.'，…1Jo.l'，Ci:(kJ・

-舶"，..

..明断減却ω

.固...~

… "....，動"“刻。

… 
E1川}叫 1，%，，_'.'，7'r::":1I.，I;…ー
町一

/home/miOD1 

…1 

一一…… 
… 

• • 
ファイル名の文字コードについて(1)

.153 

保存される際由ファイル唱は基本的にEUC-JPだが、他国文宇コードで田
保存も可能.

-色2

保存できるファイル告はUTF-8のみ.

zバイト文字ファイル名のものを移動するにはコード裏換が必要.
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" 

ファイル名の文字コードについて

• UNIX経由で移動を行う場合

. "刊Cコマンド由E回 ovオプシヨンでコード董換が可能.

・元ファイルの文字コードを知る必要あり.

• Windows経由で移動豊行う場合

・文字コードは自動的に置換して〈れる.

• • 

・剛，do怖から見ると文字化けするファイルがある治、これらを陣外する必
要がある.

" • • 
ファイルの移動作業(1)

• ReaISync{Win)を使用して USERNAME/刷 ndowsをfs2ヘコピー後、

オーナ情報等を変更.

• rsync(UNIX)を使用して、残りのディレヲトリを伝2へコピー.

陪，ync 一旬H --delete S一DIR D一DIR

岡田一個H -d曲te寸 回nv=IS0-2022-JP，ut同 SDIR D DIR 

rsync -aH --delete→回目v--euc-jp，uげ8 S一DIR Dー削R

- 上配1，2のエラーロゲに引っかかったフィルについて、個別に文字
コードを確認しながら隠.yncを使用してfs2へコピー固
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4世

ファイルの移動作業(2)

• LDAP上のauto_home，winProfilepathの変更。

・ AD上のfs3用グループからのユーザ削除。

4世

-ファイル移動作業:2008年7月上旬日2009年1月下旬

・fs3設置跡部屋:ユーザ室

・前ユーザ室:サーバ設置用の部屋として改装中

‘' 

~ ~ 
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技術報告会資料
技術サービス部情報科学センター担当

主任技術職員小坂秀一

お話のながれ

，情報科学センターの業務とその分担

，業務のいくつかを紹介

，現在の課題など
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情報科学セン告ー肉の主な分担(2008)
“'‘禽ラーピ"&O

」帽

~ 
正豆橿.

百豆E商事否定孟
の刷・ページ，、の?フプパネル仰曜
l訓・4・.co...プリロン，一瞬1':1:.<
L担金'重量量一一一

I..~ l.LDAP.~ 

制潟説書問司ヲ;;
.，.の・・

J堕 -'--PC........ ~ .. 
"“.... ..噌.~ 借倒~MU' 1t叱.p "'_li

c..咽....-・鴫
諜恐K1
伝記ま刷鱒成a

'.~ 
;-，II.fi'H:有商事

-
.'J;¥ト仰向a・・...・.....llO....・m踊 . .  

~・・・

-<̂  
:=I~~1 s.o，J.t:..・童・la.'8，Je .. の2・・の守主主アル
"‘llD.. 

情報科学セン安一肉の主な分担(2009)
'"温..ーゼス...
医E耳~

.... I・
禽.
《本田1

」住翠..

‘・
，.，イルヲ ， 
PC， r$.bWの...

剛 同

署(0.0;二ぞ"

，.，，::，.，""'... 

。，).1;.留目当...に自でI.~';~いもの
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主な分担のちょっと詳細(2009)

2009年度技術職員業務担当表(グループB)

主須担蕨当 副ー担ツ寺当 サ ー二ビEスヌ業7務 サヒス詳細
ディレクトリサ 'DNS、NlS(lss込)、LDAP、

3目臨 ハ車交主任 MMFS . Mail. Proxv. News. FTP. oroself 
小 取正1士 え賓島幸 軍用ワ ークスT ンヨン Unixサ 'v890， Iss6， Iss2， Iss， Ultra20等

-./Uumsxr/ニLloーcaザ1/一ap環p、境'"のsta管II(理1.2，3) 
ハ敬 壬 ツ寺 、 ;~m~lj書，、 E 'XT5 

ツ 5頁島畢 'Altix4700、Asterism、AltixXE
須蕗 小返須主藤 壬

. SX8. PC cluster. CELL 
ツ ソフトウェアの管1里

llセSmPy3キ町rn6、aュ0nA、リtVIeDテcSSィ、等SSホoAphSho、lSo代町id、Microso仕、 Justsystem等の管理小取ヨ{壬 ーツ寺 セキュリTイ s レをAn含bめVirたus情報の確認と対策

-.4P青K報l管セ理キュリティWG

海
ハ 取 主 仕 ント官土里

その他サヒス 'fep'rad 

ポ小寝須坂主蘇主在任

• isc-w3， isc-www2、サイボウズ、メ ルワイズ等

いドにzココPララrDnボボP品、 n情輪輪e報t講誘gu科室室ru学，の、のl研o情運g究g報用e科r科(研挫学究器研科の究Iフ科共ォの通ロ設事ー備務機と連器携の)管理二須ツ藤寺
情報科学研究科のフォロー

』戸=二一一一一一一一一

管理する機器はどれくらいの台数?

，私のグループのみの数
，たくさんあってわからなくなりつつある。
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いくつかの業務紹介

，ソフトウェア
。MicrosoftCampus Agreement (MCA) 

。MicrosoftAplication Virtulization (APPV) 

• JAISTバーチャルアプリケーションサービス

，並列計算機
。CrayXT5 

，セキュリティ

ソフトウェアの包括契約の目的 (1)

ーソフトウェアのライセンス管理，コンブライアンス対策の軽
減
。某国立大学や某県庁での不正コピー
。ソフトウェアベンダやBSA!ACCSなど

ーソフトウェアの単価の抑制
。MCAで大幅に単価を抑制できる
。台数の制限がない

，購入ライセンス数の抑制
。高価なソフトウェアはAPPVで同時使用数を制御して利用

ーソフトウェアの有効活用
。APPVは利用できるソフトウェアが見える

，学生へのサービス向上
。MCAの学生オプションによる経済的な支援(78，000円相当)
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ソフトウェアの包括契約の目的 (2)

ー学生の18%は留学生，優秀な学生を幅広く受け入れたい

，研究活動を行うためには「日本語」と「英語」以外lこ「母国

語」も必要

ー包括契約ではリリースされている全ての言語版の利用が

OK 
。OS(WindowsVista，Windows Server 2003) 

。Office2007， Visio 2007， VisualStudio(日，英)

，他国語対応

。多言語版(1回のインストールで複数の言語で利用可能)

。複数の言語版のリリース(複数の言語版を要インストール)

Softgridの導入では両者の利用が容易になる

ソフトウェアの包括契約の目的 (3)

，アプリケーションのバージョン管理は必須
。新しい機能の利用

。脆弱性，不具合のあるバージョンの利用停止，削除

，ただ，安定したサービスには充分なテストや並行利用

期聞が必要
。APPVでテスト，並行利用が容易に

，包括契約では入手で、きるソフトウェアのアップグレード
版(ダウングレード版)の利用が無償で可能
。Office2007， Visio 2007く一>Office 2003， Visio 2003 

o Windows Vistaくー>Windows XPくー>Windows 2000 
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ソフトウェアの包括契約の目的 (4)

，日々発見されるソフトウェアの脆弱性、不具合

，それに伴い日々バージョンアップするソフトウェア
，自動更新機能があるソフトウェア(Microsoft製品，
Adobe製品， Firefoxなど)は良いがそれ以外は放

置されるケースも
。APPVにより大学全体のセキュリティ向上に大きく貢献

。脆弱性，不具合が修正された最新バージョンを配布

。問題のあるバージョンの配布停止

MCAのサービスを要約すると

，大学のパソコンには入れ放題
。Office(Macを含む)， Visio， VisualStudio 

。WindowsOSはアップグレード

。すべての言語が利用可能

。大学のパソコンかは大学の判断

，個人所有のパソコンにも入れられる
。学生は修了すると正式に本人の物になる(譲渡契約書)

-逆に教職員は大学にいる聞だけ利用可能

。ただし、 1ライセンスづっ
。日本語版/英語版のみ

。JAISTではメディア販売(Yshop)のスタイル
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MCAの管理業務(1) 

ー大学所有のパソコンにはメディア貸し出し・管理
。2009/7/1現在約600回の貸し出し

。現在は紙台帳

，プロダクトキーの入力
。極力打ちたくない

• 1つのソフトで1つのプロダクトキー
。DVDIこ埋め込むと

コピーされちゃうと困る
。Office/Visioはある手順を踏めば

インストール可能
。WindowsOS

。うまくインストールできない場合
・メディアの品質の見直し

MCAの管理業務(2)

，個人用CDjDVDの申込データの集計/発注
。2009/7ハ現在 510回(985本)の申込

。契約的IこはJAISTとのマイクロソフトの契約

。メディアの受け渡し・代金の受取、代金引換による発送はY

ショップが行う。

。現在は受注後にマイクロソフトから購入

・今後在庫方式にしたい。

一'譲渡契約書の作成 Phh.wJ，fe~.一.土二:亡エニ‘_.，，~一匂に ， C.::::J 仁「
。年4回修了時に配布 r:訟:とιぷ;に..，守rニ工てこケ干て工コ ι1rr| .巨Eて宇F医E剖i 

山川町3・ 1 . .... .・~""} ~ "t 

.帆断 a・..，.，...品ベ

.;;..~ー一一 ::= 5~_' _:町一 旦!~!圃.........ー・ ，
一_n・・-叩 F

'・『 ・m ・一 "，・ . 
・ 句

、ー 帽'ーー"・・・ーー-ー--- 日 制

唱則 ，市‘・ー"・・ー・幅--同ーー ..・ -. 
ー

-一円‘_.. ・
ー 司司伺『 白・ー
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Microsoft Application 

Vi rtual ization(APPV)とは?

，アプリケーションをネットワークで配信するテクノロジ
。面倒なインストール作業をしないでPhotoshopが利用できる

，フローティングライセンスの様に利用できる
。通常は50ライセンスのPhotoshopを購入すると、 50台にし

かインストールできない。
。APPVでは50人同時使用でPhotoshopが使える。

。利用率もわかる。

全体イメージ
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アプリケーションのシーケンス作業

①SeQuencerを超勘山ツケージ作命鵬におftGridで利用したい ③ SeQuencer桝ンストJ咽融
.の隼舗をヴィザードに沿って温む 'eノアプリケーションをインス1-/1- ~ノキャプチャリング

帽。 議語
、さ

④SeQ肌 e肋スト引追加・⑤胤Regislry.D山防相b⑥聞に問フ叫が輔さ
更新したデータの状.を分析 などのアプリケーションが車庫副す れます.

るための情帽を含めてパッケージ

アプリケーションのE信

. . . . . 
SoftGrid Virtual 
Application 
、erver

図OSDフ川

園…イル

:HTTP/SMB 

RTSP 

官明
08Dファイル 8FTファイ11-

口
8PRJファイ11- ICOファイル。

-. . . 

ログイン時、リ
炉フレッシz時

にE慣

ショートカット

炉実行時、アプ
リケーション実
行時に田信
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APPVの利用者向けドキュメントの作成

伊~.一目刊"一-…‘.一由 w
.円斗も_ . .匝 ' 開 o -.....~ 雪，.叩掃 2司 - .目一..‘ 吻 .嗣

.馴刷一 .勧、.酎禽Mず .吋哨…一. 一 4叫…尾叩…構一一.......・、 h・咽叩._.何叫--命、町一、..一.，"'.__........晴、.
......-~り .. ._，.. ・ ・ --.- .，..........一… 勝一・ー日目・-.. ~...，. .-門司‘.....~I _' ー ._ ..~ ，...
固ド0・・.・"._"A_ '地・..--..， ・・… 4・同一一....._..__ .. ..-."， .，..同町 一
一~. .一…叩"戸咽叫山一.. ・T....__...'‘

“山町山.r，t...t叶山内助岨四・..
a・F ・・H 叩山内.......，..，..'・柚叩
J...~ ， 

-・"且‘~， t\~. '7門ρ......;.‘'・』咽凶.... --I__~骨.-・.

."t.!>....l'..岨-~" ・ M“ ..1".'制民H

量 園 園 園 園 圃

0・一一 周L-ー …・・・…-ー崎市一

1 ・・.... ~柑‘机帆， ~ .. ~(，・・ぃ・ u・......，......'..・・，

'叫・， 1，"'.・........，.......，. .. .・~........叫 h..~f~.

い-.岨叫》・."'4，椙..、‘'・“'匂団.-.・b

その他のソフトウェア

~ Justsystem包括契約
。一太郎(WinjLinux)，花子，三四郎，

ATOIく(WinjMacjLinux)，JustPDF 

。学生オプションはなし

。ただし、とりあっかいが難しい。

~ Adobe 
。Photoshop，IlIustratorをAPPVで提供中

....u..担・--向 H ・噌 L'，.・....111..雷、.; '''~'~~~.'' 

山いw 叫~~. ..日u.......:，町一一-
~， ~...‘町一v明 ..

，..f_.....t....t，・』・Iit.t.6院一一-y..，
d同市・・.、。 幅削...，......(..何軒・....
，門，..-.c.-，....-.......-...... ... . .吋.....~"・

~ r?'J')'-¥>，:'-ttW.‘ 
“、.. 山(， "ut'.._・ ~ ..，町、}同・-..，，. 
..1'.....・"，.4 ‘.t，.t.

‘ 伺 ・E・-雫で竺で?マー-
』a画‘圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

斗戸 で:・ -:G孟孟主主孟~ .::之
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並列計算機

~ SGI Altix4700 (192 Core (96 cpu) ，2.3TB memory) 

~ Cray XT5 (256 node /2048 core， 4 TB memory) 

~ NEC SX-8 (8 cpu，64GB memory) 

~ Sun FireV890 (8 cpu，64GB memory) 

~ SGI AltixXE (48 Core(12 cpu). 48GB memory) 

~ IBM QS22 (72 Core(8 cpu)， 64GB memory) 

~ Appro HyperBlade Mid-Cluster 

(2cpu x 32，4GB memory x 32 ) 
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並列計算機の管理

，ハード
。本体

。電気

。空調(XTは液冷)

，ソフト
。バージョンアップ

，運用
。ユーザサポート
。MPCグループ

。メンテナンスの調整など

、E
E

，
唱・
E

，s

・、
セキュリティ

，利便性と反比例
。JAISTではどちらかというと研究活動優先で利便性が重い

，情報セキュリティポリシー除外申請
。例えば外部Iこ向けてWebサーバを公開する場合など

。実際に攻撃して確認
。セキュリティWGで承認

一ー・一一一一司 .-一両目白 "一-...州司・一・・ ."..-.......，鴨 川・山山崎.
--. 酬・-・ 一・ ー・由ー.

C'flll 曹司ー百四

一 ー一一
一』ー守一.

... _._-~ー
一一一 - ー.. ・・ 』白 』 旬

--・-ー
d ・・・・ 』白 』 剛. .・・._-由旬 剛

・ ・・ー' ー 申“ ・・a. ・・岬 由

目 輔

自 l・
-ー同情

・・・・ー..... _.一一。ー ・向田..- ， ・ 司
-一ー' ー .司町一一 、-一一四一 ・--一一.....，"'''''一ー・
--一一山内ーー・

.-.，ー-..ー、・目 ・一-
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技術的な部分の現在の課題

，うちのグループの分の課題の一部
。メールサーバの安定稼働jBugfix
。研究系常用wsのテコ入れ

• SPARC -> Intel 
・学生の取り込み

。並列計算機への精通
・でも、仕事で並列プログラミングまでしないし。

。ソフトウェアの管理とその充実
• Justsystemのソフトウェアのサービス

• APPVでサービスするアプリを増やす(特に商用)

。アカウント管理の省力化
。コラボ/輪講室/田町キャンパスの充実

。楕報環境利用マニュアルのリリース

技術的ではない部分の現在の課題
，ドキュメント/マニュアル類をなるべく書きたい

。わかりやすいドキュメントを書きたい
。マンパワーをどうやって集めるか

，教員との連携、意思疎通
。活動時間帯が違ったり、出張が多かったり。
。研究や学生指導もあるしね。

，エンドユーザの声をどう拾おうか
。情報環境を良くするには不可欠
。最近の学生はあんまり物言わない?

，どうやって効率を上げようか?
並列計算機と同じで技術職員は9人いても9馬力にはならない。

同じ年齢層より、ずっと位置関係が同じなのが問題

，どうやってスキルアップしょうか?
。いつ勉強しようか?
。忙しいー〉勉強する暇がないー〉効率があがらないー〉モチペー
ションが下がるー>元に戻るの期聞が増えた。

り状態は続いている




