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1. は じ め に

兵庫県立大学における情報新システムの構築と移行
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兵庫県立大学は，3 県立大学 (神戸商科大学，姫路工業大学，看護大学) を母体として，

2004 年 4 月に発足した総合大学である．2010 年 7 月現在では，神戸地区 (神戸市中央区東

川崎：“神戸”)，神戸学園都市地区 (神戸市西区：“学園都市”)，姫路書写地区 (姫路市書写：

次†2
勲†4

“書写”)，播磨光都地区 (赤穂郡上郡：“光都”)，姫路新在家地区 (姫路市新在家：“新在家”)，

明石地区 (明石市北王子：“明石”)，淡路 (淡路市野島常盤：“淡路”) の各キャンパスを中心
に，政策科学研究所 (“学園都市”)，高度産業科学技術研究所 (“光都”)，自然・環境科学研

兵庫県立大学では，教育および研究のインフラとなる情報システム (ネットワーク
システム・情報処理教育システム・遠隔授業システム・学生情報システム・図書シス
テム) のリプレイスをおこない，2009 年 3 月から運用を開始した．これら新システム
の構築と移行などに関して報告する．

究所 (三田市弥生が丘・淡路市野島常盤・豊岡市祥雲寺・佐用町西河内・丹波市青垣)，地域

ケア開発研究所 (“明石”) の 4 つの附属研究所や各種の附属センター・附置研究施設，加え

て附属高等学校・附属中学校 (“光都”) などから構成されている．また 2011 年度に運用開
始予定の次世代スパコンと連携した先端計算科学研究科 (仮称)(神戸市中央区・ポートアイ
ランド内) も設置される予定である．

Construction and Swithover to New Information Systems
of the University of Hyogo

大学統合に伴い，この様に拠点が兵庫県下に広く点在しているため，拠点間の通信基盤の

確保が最重要課題となった．これには，兵庫県が県域の情報化推進を目的とし，基幹的な情
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報基盤として 2002 年春から運用している「兵庫情報ハイウェイ」1) (以下，HJHW) を利用

する構成とした．その上で，“ネットワークシステム” として HJHW を利用する形に再構

成するとともに，それまでの旧 3 大学個別に導入していた各種情報関連システムを統合し，
教務電算処理システムである “学生情報システム”，図書蔵書管理の電子化システムである

We planned to replace some information systems (such as network system,
information processing education system, distance learning system, student information system and library information system) as infrastructure of academic
activities for the University of Hyogo, and have started these operation at March
2009. In this paper, we report our construction and switchover to new systems.

“図書館システム”，学内共通認証システムを中心とした各種サーバとクライアント PC な

どの情報機器の利用環境の統一システムである “情報処理教育システム”，それぞれのキャ
ンパスでおこなう授業を他キャンパスなどで受講するための双方向配信システムである “遠

隔授業システム” を，新大学発足にあわせて導入・構築し，運用してきた2),3) ．

5 年のリース期間にて導入されたこれらのシステム (以下 “旧システム” とする) のほとん

どは，2009 年春までにリース契約が順次終了した．そこで本稿では，2007 年春から 2009

年にかけておこなった，情報新システムの設計と構築及び移行作業などについて報告する．

†1 兵庫県立大学 学術総合情報センター
Library and Academic Information Center, University of Hyogo
†2 兵庫県立大学 大学院物質理学研究科
Graduate School of Material Science, University of Hyogo
†3 前 兵庫県立大学 副学長
ex-Vice-President, University of Hyogo
†4 兵庫県立大学 副学長
Vice-President, University of Hyogo

2. 情報新システムの設計
2.1 リプレイス方針と経緯

2007 年 4 月の全学情報システム部会で，引き続き全学統合認証を基盤とした “ネットワー

クシステム” 上に，“情報処理教育”，“学生情報”，“遠隔授業”，“図書” の各システムを構
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築することになり，仕様を検討するためのワーキンググループ (以下 “WG”) をシステム毎
に設置した．WG はそれぞれ，各キャンパスの教員や関連部局の教職員を中心に十数名程

度で構成され，まずは旧システムへの不満点・反省点を聞き取りやアンケート調査などをし

た上に，新システムへの希望・要望の取り込みや，新手法・新技術の検討を開始した4),5)．
予算確保，仕様検討・策定などの作業を経て，2008 年春から順次一般競争入札，同年秋に
構築・導入し，2009 年 3 月 1 日を新システムの稼働開始として作業をおこなった6)．

今回も前回同様の 5 年リースとなったが，景気低迷による県の財政事情悪化のため，本

学に対する予算自体が大きく削減されており，各システムは，大学としての教育・研究のイ
ンフラであり必須なものであるが，影響を回避することは叶わず，経費の大幅削減を求めら

れることとなった．そのため，旧システムでは「旧大学が各々おこなっていたサービスを，
できる限り同レベルで維持したまま，新大学へ移行する」ことを主眼とした設計をおこなっ
たが，今回のリプレイスでは聖域なく全て見直すこととなった．教育用として何が必要なの

か，提供するべきサービスは一体何でどの程度か，利用率や稼働率，教育効果と費用対効果

図1

までも考慮しての “仕分け” をおこなった．この際，“費用のかからない” システムとするた

VLAN 構成概念図

めに，どこまでのサービスをどう提供すべきかを充分議論し，本学各拠点の規模や拠点間通

に利用することが可能となった．そこで新システムでは，VLAN を中心とした構成とし，

り切りを持った設計とした．

ど，利用目的別の VLAN を本学で設定し，これらを各キャンパス出入口のスイッチにて束

信の利用状況なども鑑みて，通信帯域および冗長性，保守対応の即時性などにある程度の割

情報処理教育システム用，学生情報システム用，図書システム用，遠隔授業システム用な

さらに本学の学術総合情報センターや各システムの運用担当課の人員・スキルなども考慮

ね，HJHW を通してキャンパス間を結ぶ形とした (図 1)．これにより，各キャンパスから

し，運用面でできる限り教職員に “手がかからない” システムとするために，従来は充分と

HJHW の AP への足回りを 1 回線 (1Gbps) に集約することができた．

は言えなかった運用保守体制を整備する目的で，常駐の上級 SE を 1 名，西地区・東地区を

スイッチは従来，各キャンパス共に，キャンパスのコアスイッチから建屋別のエッジス

イッチや階別のフロアスイッチに至るまで，L3 スイッチが中心であったが，今回，L3 の

巡回する SE を各 1 名ずつ配置することとした．

2.2 新ネットワークシステム

キャンパスコアスイッチは強化するが，配下のスイッチは特段の理由がない限り，全てタグ

これまで HJHW 上に，通信帯域確保が必要な遠隔授業システムとセキュリティ確保が必

導入されたスイッチ類も多かったが，保守面を考慮して，今回できる限りリースに含めた．

拠点間の通信基盤として，引き続き HJHW を用いる形で構築をおこなった．

VLAN 対応の L2 スイッチとした．また，旧大学それぞれの経緯などもあり，買い取りで

加えて今回，各システム別の VLAN を用いるために，キャンパスや建屋内の配線を含めた

要な学生情報システムの「インターネット接続しないキャンパス間接続広域ネットワーク」
用と，その他の「インターネット接続するキャンパス間接続広域ネットワーク」用の 2 つの

ネットワーク構成自体を全キャンパス共に検討し直した．

セスポイント (AP) まで，それぞれ用途別に 2 回線 (当初 100Mbps，のち 1Gbps) を通信

シン (FW)，Web とメールのウィルスチェックサーバ，パケット制限装置 (OPW) などに

新ネットワークシステムとして，これらスイッチ類に加え，各キャンパスの Firewall マ

本学専用 VLAN を設定して貰い，足回りとして各キャンパスから最寄りの HJHW のアク

事業者と契約し利用する形であった．

のハードウェアに，ネットワーク敷設工事なども含め，入札により NTT 西日本 (株) と契

約した (図 2)．本システムは，学術総合情報センターの情報システム部会が管理している．

HJHW は 2007 年夏にシステムが刷新され，回線の増強，従来のレイヤ 3VPN に加えて

レイヤ 2VPN サービスなどが開始されたこともあり，今回，タグ VLAN を HJHW 越し

2
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バ，PC 管理兼 DC サーバなどのサーバ類や，各キャンパスに点在する PC 実習室や演習室
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など全 30 箇所程に設置する計 700 台強のクライアント PC(全学共通 PC) と 40 台強のプ
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リンタ (全学共通プリンタ)，教育用ソフトウェアなどを導入し，加えて各部局独自の授業
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に合わせてプロジェクタなどの授業支援システムやマルチメディア処理用 PC，統計ソフト
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などの独自ソフトウェア，数値演算サーバやクラスタ計算システムをキャンパス独自仕様と
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して導入することとした．これらも全て WG にて，授業内容や利用状況を充分に考慮した



上で，台数，ライセンス数や配置場所などを検討した．
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システムとして同社の Campusmate/ICAssist7) を中心とし，Microsoft ActiveDirectory
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今回，この新情報処理教育システムは，入札を通じて富士通 (株) と契約し，利用者管理
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+ NIS 方法で全学統合認証を実現した．本システムは，学術総合情報センターの情報シス
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テム部会が管理している．

2.4 新遠隔授業システム



県内に拠点が散在するこの教育環境を，ネットワークを用いて結合し，統一的でかつ機会



平等な学習環境を構築するために，双方向授業配信システムを導入した．

旧システムでは，入札によって富士通 (株) と契約し，遠隔地間での双方向の授業用とし

<=

て，高画質でかつ低遅延な DV(Digital Video) 方式のものと，授業の補助や会議用として，

./

互換性や移動可搬性を考慮して H.323 方式のものの 2 システムを導入した4),5) ．

!"

DV という選択は，e-learning に向けたコンテンツ作成という目的もあったが，結果とし

図 2 基幹ネットワーク概念図

て充分に活用されなかったこともあり，新システムでは，費用や互換性，キャンパス間の通

2.3 新情報処理教育システム

信帯域なども考慮して，HDTV(720p) 規格の H.264 方式を中心に採用した．

本学では，共通の認証システムを導入することで，学生 (大学及び附属校) 及び教職員の

今回は，技術開発に時間を割くのではなく，製品化されている多地点遠隔会議システムを

組合せることで実現し，特に要望の多かったユーザ I/F 部を充分作り込むこととした．

ネットワークを介した情報機器の利用環境を統一し，利便性の向上を図ると共に，安全で効
率的なネットワーク運営のために，ユーザの管理・制限を一元的におこなっている．

入札により，NTT 西日本 (株) と契約し，HD 遠隔授業システム及びこれを支援するシス

旧システムでは，入札を通じて NTT 西日本 (株) と契約し，NEC(株) の統合ユーザ管

テムとして，Lifesize 社の “Lifesize Room”8) を中心としたシステムを， Web 授業システ

理システム “DEVIAS” を導入・利用して，ID やパスワードの一括管理，UNIX 系システ

ムとして，NTT アイティ(株) の “Meeting Plaza”9) を中心としたシステムを導入し，大学

ム・Windows 系システム・メールサーバ・RADIUS サーバのユーザ認証などの統合を実現

本部 (学務部) が管理運用している．

2.4.1 HD 遠隔授業システム

していた．しかし本学では今後ともに部局やキャンパスが改組・新設される可能性があり，

“DEVIAS” であればその都度モジュールなどの追加費用が必要となる．そこで新システム

HD 遠隔授業システムは，6 キャンパス 8 教室に固定設置し，任意の 3 教室 (1 対 2) もし

では拡張性を考慮し，拠点増加時にも可能な限り費用がかからない利用者管理システムを導

くは 2 教室 (1 対 1) を同時接続しての双方向配信がおこなえる．これら配信教室の組み合わ

入することとした．

せは，管理サーバにて予めプリセットしておくことができ，また容易に変更が可能である．

この認証システムの上に，ファイルサーバ，教員用及び学生用メールサーバ，Web サー

各教室には，撮影用にカラーカメラ，映像再生用にプロジェクタ及びスクリーンが 2 式，

3
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した．複数の「仮想会議室」が作成でき，Web 授業を同時に複数おこなうことができる．

2.5 新学生情報システム

学生の履修や成績を一元的に管理し，学生に対する一様なサービスの提供，事務処理の軽

減，Web ベースでのユーザサービスの統合などを目的とする事務システムである．

前回，旧大学個別の教務電算処理システムを統一し，入札により東芝 (株) と契約し，日本

システム技術 (株) の “REVOLUTION” を学務システムとして，また同社の “UNIVERSAL

図3

PASSPORT” を学生サービスシステムとして導入していた10) ．

HD 遠隔授業システム 教室写真

今回，最も利用する事務職員を中心に，学務部を含めて WG で検討を重ね，旧システム

での操作面・出力面などでの課題の解決と，費用面での削減を図った．例えば，部局 (旧大

それに音声再生用にスピーカーなどが設置されている (図 3)．送信側教室の映像及び音声

(教員・板書など)，またプレゼンテーション画像 (PC・DVD・書画カメラなど) が別個に受

学) 別に異なっていた帳票の形式をできる限り統合するなどの事前協議を充分おこなった．

ど) が送信側教室に送られる．機器操作卓上のモニタにはこれら (教員など・プレゼンテー

書・帳票出力機能，さらには授業料免除判定機能，健康管理機能やシラバスの公開支援機能

内のスピーカーで拡声される．送信側教室では，機器操作卓上に集中制御用タッチパネルが

テムサーバに Web ベースでアクセスして利用することとした．

業をおこなえる様になっている (マニュアル操作も可能である)．

サービスシステムサーバに Web ベースでアスセスし，学生には履修登録，教員にはシラバ

信側教室に配信され，投影・拡声され，また受信側教室の映像及び音声 (受講学生の様子な

学籍管理機能，履修管理機能，成績管理システム (進級・卒業判定機能も含む)，各種証明

などを，キャンパスの各事務室や保健室などに置かれた専用クライアント PC から学務シス

ション・受信側教室 1 の模様・受信側教室 2 の模様) が 4 分割で映し出され，各音声は教室

設置されており，授業形態に合わせたプリセットスイッチにて，教員が操作して，容易に授

また今回のシステムでは新たに，これまで手入力や OMR 入力していた各種データを，

旧遠隔授業システムは，本学としては初めて導入した遠隔授業システムであり，授業手

スや成績入力などをユーザ各自でおこなえるようにした．

法としてどのように運用したいのかなどが明確でなかったため，“やろうと思えばユーザが

入札により NTT 西日本 (株) と契約し，今回も続いて日本システム技術 (株) の “REVO-

操作することで何でもできる” ことを目指して構築した．しかし実際に運用を開始すると操

LUTION” を学務システムとして，また同社の “UNIVERSAL PASSPORT” をサービスシ

作に戸惑う教員が多く，誤操作によるトラブルが多発した4),5)．そこで “初めてでも直観的

ステムとして導入することとなった．本システムは大学本部 (学務部) が管理運用している．

2.6 新図書システム

に利用できる” ことと “万一障害が発生しても授業を続けることが出来る” ことを主眼とし，

タッチパネル画面の状態遷移からボタンの配置や形状に至るまで，遠隔授業を担当している

各キャンパスの学術情報館などをネットワークの活用によって利用統合し，学術情報流通

教員も含めて繰返し協議し，充分に作り込んだ．

の変化や少子化の流れに伴う大学間競争の激化などにも迅速かつ適切に対応でき，教育と研

2.4.2 遠隔授業支援システム

究に資すると共に，地域にも貢献し得るサービスを提供する目的のシステムである．

旧システムでは，旧 3 大学の附属図書館で用いていた個別のシステムを統一し，入札によ

遠隔授業支援システムは，HD 遠隔授業システムのトラブル時バックアップ用である．モ

バイルプロジェクタとセットで移動しての利用もできる．遠隔授業支援システム用 VLAN

りリコー (株) と契約して，図書館管理システムに同社の “LIMEDIO” を導入していた11) ．

H.323 での接続も可能である．

や BDS(Book Detection System)，ABC(Auto Book Circulation) 装置，教務用クライア

今回，図書システムとして，図書管理システムとデータベースサーバ，入館管理システム

を通じて，学内のキャンパス間を HD(720p) で相互伝送できる．また学外の他組織などと

2.4.3 Web 授業システム

ント端末などを導入することとし，学術総合情報センター (図書部門) の職員などを中心と
した WG で，各装置の台数などを，運用方法・利用状況を充分に考慮して検討した．

Web 授業システムとして，ゼミや小人数授業で手軽に利用するために，Web ベースで学

内各キャンパスを結んだ授業・会議が可能な，Web 会議システム「Meeting Plaza」を導入

入札により再びリコー (株) と契約し，図書館管理システムに同社の “LIMEDIO” を再度
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導入することとなった．リース期間のずれから，少し遅れて 2009 年 12 月から運用を開始

した．本システムは，学術総合情報センターの図書部会が管理運用している．

2.7 キャンパス別独自システム

各部局の特色ある教育に即した独自システムをキャンパス毎に導入することを検討した．

光都キャンパスの SMP 型・クラスタ型数値演算サーバ，新在家キャンパスのマルチメディア

WS(室) など，旧システムで導入していたものについては，教育上必要かどうかを含め，運

用方法・利用状況を充分に考慮した上で，構成やスペックを再検討し導入することになった．
例えば書写キャンパスでは，次世代スパコンや本学の先端計算科学研究科 (仮称) の設置

と連携し，並列計算を中心とした教育用計算システムの新規導入を検討した．しかし予算事

情から新規増は基本認められず，
「ある (導入する) ものを活用する」ことを求められたため，
各実習室に導入したクライアント PC(全学共通 PC) を計算ノードとし，夜間や長期休暇時

に PC クラスタに再構成して運用する『キャンパスグリッド』を導入することとした．

これは，大規模な解析計算をおこなうための各種計算手法に対応するべく，キャンパス内

図 4 キャンパスグリッドシステム 概念図 (富士通提供)

でのネットワーク構成を考慮し，効率的な運用と利便性から，書写キャンパスの 4 つの PC

実習教室を 3 つに分け，それぞれパラメトリックスタディ計算システム，MPI をベースと

した Beowulf 型並列計算システム，SCore による並列計算システムを導入し，できる限り

2008 年秋から各システムの構築作業を開始し，まずは 11 月中旬に HJHW との接続方法

フリーのソフトなどを組み合わせ，利用者ポータルサーバ経由でこれらを利用できるシステ

など基幹部分を更新・変更した．12 月末は冬季休業に合わせ，ネットワークを完全停止し

ム (図 4) で，並列計算教育利用を中心に，研究目的にも活用し得るものとした．

て，各キャンパス内でのネットワーク機器のリプレイスとネットワーク敷設工事をおこなっ

通の Systemwalker CyberGRIP12) の技術をベースとし，タスク並列言語 PJO (Parallel

や遠隔授業システムなどの構築テストを開始した．2 月からは情報処理教育システムの PC

た．これでシステム別 VLAN での運用を開始したので，2009 年始から学生情報システム

新情報処理教育システムは，入札により富士通 (株) と契約することになったので，富士

Job Organizer) を採用したシステムを導入した．

実習室の更新，新統合認証への切替えやメール・Web サーバなどの更新を順次おこない，3
月 1 日から新システムでの運用を開始した (新図書システムのみ 12 月 1 日運用開始)．

3. 情報新システムの構築と移行

システム別に同時並行かつ順次更新する形になり，加えて学務スケジュールがキャンパス

3.1 構築と移行過程

別であるため，搬入・工事日程もそれぞれ異なり，各システム間での事前に充分な連携調整

が必須であった．また，既存機器の設定の変更，仮設配線などの一時的措置も必要となった．

入札後の 2008 年初夏より，順次構築協議を開始した．

認証に関しては，アカウント名は基本，旧システムのまま移行したが，パスワードは新規

全学統合認証のマスターサーバなどの全学用のサーバは，従来，書写キャンパスを中心に

設置されていたが，リプレイス作業時の構築作業スペースなどを考慮し，今回は学園都市

に付与し直した．認証を利用するメールサーバなどは新旧システムの並存期間を設け，ユー

全学統合認証を含め，各システムは他システムと相互に影響し合っているが，新旧それぞ

に旧サーバと同じセグメントに設置し，DNS で切替えるなど，できる限りサービスの運用

ザ各自で設定変更してもらう形としたが，proxy などのその他のサーバは，構築・テスト後

キャンパスを中心に設置することとなった．

れのシステム納入業者が様々で，かつ各システムの契約開始日にずれがあるため，他の旧シ

を続けたまま，利用者に意識させることなく入れ替えをおこなった．

ステムの未更新部分を引き続き動作させたまま，移行作業は段階を踏んでおこなわれた．
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3.2 移行に関わるトラブル

中で，1 期目での不満点・反省点を調査した上で，割り切りは必要となったものの，“費用

移行時点には大きな問題はおこらなかったが，運用開始後に発覚した問題はいくつかあった．

のかからない” かつ “手のかからない” システムを構築することができた．

まず学生情報システムの Web サーバがレスポンス低下したり，情報処理教育システムの

移行作業に関しては，認証面・ネットワーク面を含めて，各システムが相互に影響し合う

ために，事前に各キャンパスや導入各社との充分な連携調整によるスケジューリングが必須

全学共通 PC で Thunderbird が起動しなくなるなどのトラブルが生じた．これらは Web

ではあったが，基本的には大きなトラブルもなく，新システムへと移行することができた．

サーバや DC サーバへのアクセス過多から来るリソース不足によるものと判明し，状況に

運用開始後，認証関連でいくつか問題が発生したが，現状ここまで，各システム共に基本

応じたサーバのチューニングをおこない，改善した．

また全学統合認証関連でトラブルが二つあった．その一つは，パスワード変更時の伝播

的には安定稼働しており，旧システム時と比較してもトラブル発生も極めて少ない．しかし

下として，各キャンパスにスレーブサーバを設置してあり，ユーザがパスワードを変更する

の資源を利用し合うため，あるキャンパスでの問題が，全キャンパスに影響したり，思わぬ

ながら，他キャンパスのファイルサーバを使用するなど，ネットワーク越しに他キャンパス

時間問題がある．利用者管理システム (ICAssist) では，全学統合認証マスターサーバの配

ところで別の障害に派生したりしてしまうなどが今後懸念される．

と，まずそのキャンパスのスレーブサーバが更新され，マスターサーバ経由で他キャンパス

今後本学では，リース期間のずれから遅れていた学園都市キャンパスのリプレイス，本部

のスレーブサーバへと変更が伝播される．仕様の「概ね 5 分以内に反映すること」に対し，

当初，一ユーザが変更をおこなう度に同期スクリプトによって全キャンパスへと反映される

キャンパスの移転，ポートアイランドに新キャンパス・新研究科の設置などが目前に控えて

周りで競合が発生し，数十分から場合によっては反映に数時間かかることもあった．そこ

分な連携調整と事前テストが必要となるだろう．

いる．さらにシステム間の連携が複雑になりうるので，円滑な構築運用のためにも，より充

逐次処理型で構築していた．しかし数十名規模で一斉にパスワードが変更されるなど， NIS

で，パスワード変更要求を一定時間単位でまとめて処理するバッチ処理型に改変し，当初の

参

計画に準じた処理性能を確保した．
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もう一つは新規ユーザ登録時の UID 重複問題である．新規ユーザを一人ずつ手作業で追

加した場合は問題が生じないのに，新学期などで新規ユーザを一括登録すると，UID が重

複したユーザがごく稀に発生したトラブルである．これは，前述のパスワード変更処理部分

を改修した際に，空き UID 検索処理の排他制御ロジックに洩れが生じ，図書システムとの

同期処理と UID 検索処理とが同時に動作した場合に発生することが判明した．

綿密な連携調整と事前テストにより，構築時や運用開始時には大きなトラブルは生じな

かったが，この利用者管理システム関連の様に，運用開始後におこなった一部改修によって，
各システムが相互に関連しあっているために，別のシステムで不具合を生じてしまうといっ

たトラブルが発生した．今後も学内システムの追加や入れ換えなどが次々に控えているた
め，改修時の事前連携テストをさらに注意深くおこなう必要がある．

4. お わ り に
本稿では，2009 年春におこなった本学の情報システムのリプレイスに関して，その設計

と構築，移行作業などについて報告した．

今回の情報システムは大学統合から 2 期目となるもので，大幅な予算削減を求められた
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