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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)
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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 
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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
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~ Justsystem包括契約
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。学生オプションはなし
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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
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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




