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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 情報処理センター長　新　井　皓　士　

１）８月末のことである。東２号館で、ウェッブを利用する教育支援ソフトのデモンストレーショ

ンがあった。肝煎はＫ教授（商研）、アメリカで開発され普及度の高いＢｂという商品だが、"e-

Education"用の柔軟な総合環境の提供がウリとみられる。炎暑の夏季休暇中にもかかわらず、教室

がほぼ埋まる盛況で説明もなかなか巧みであったが、情報処理センターとしてはただ笑ってすまさ

れぬ事態がその時生じた。

　インターネットを通じて海外からの[ポータル]情報を画面に示すデモンストレーションが試みら

れたとき、大学のＣＣ経由回線があまりトロイので、ＰＨＳ利用に切り替えられたのである。すか

さず、事情通から、「センター、どうした」と茶々が入った。無論これは、だから情報インフラ整備

が必要、という善意かつ積極的連帯感と、天下の一橋が民間業者に恥ずかしい位の軽い気持ちがま

ざったものと、解釈されるが、当事者としてはいささか困る立場ではあった。　

　本学のインターネットは、電通大ノードを経由して東大及びＳＩＮＥＴにつながっている。電通

大とは６メガ(Mbps)の回線であるから、近頃一般に普及しつつある公称８メガとか12メガのＡＤＳ

Ｌ（非対称デジタル加入者線）に一見「負ける」のはともかくとして、ＰＨＳにすら遅れをとると

は！もしこれが常態であるなら、一橋の未来は・・・、というわけでショックを受けたむきもある

かもしれない。

　ひらきなおればショックはむしろ大変結構なことである。学長はじめ全部局長や評議員諸兄が臨

席していれば、話はもっとしやすいのだが、一橋大学の情報環境はかくも危うい基盤の上に辛うじ

て維持されている、という事実を全学が改めて認識する必要があり、それには格好の事件であった。

と同時に元来学術（及び軍事）目的から始まったインターネットは今や完全に商業ベース主導となっ

ている世界的現実の再認識と学術・教育機関としての賢い対応策が必要なのである。下手な話、無

邪気につきあっていても社会的責任を問われ法的制裁をうける可能性もある、いやな情報環境にな

りつつあるのだ。学術情報に関してストック的要素の強い図書館だけでなく、フロー的要素の強い

情報処理センター関連事業には今後大学として一段と厚い予算措置が望まれるユエンだ。

　まぁドサクサ紛れの一般論はこの位にして、ショック事件の裏を少し説明ないし弁明すると、前

日来、ＳＩＮＥＴ（学術情報ネットワーク、一般にサイネットと略称）の定期点検に伴う回線不調

がみられていた。つまり本学センターの罪というより、ネット上流がつまっていたり、おかしかっ

た可能性が大、ひらたくいえば、東大あたりが悪いのにしわよせがきた、ということになる。いま

上流という業界用語？を使ったが、これも変な用語で、血液の流れならともかく、ふつう川なら上

流が細いわけだが、この世界では逆。誰もそれを不思議に思わない。ついでにいえばＡＤＳＬは

「上り、下り」の速度が非対称で、伝送速度も特に距離環境に左右されることはいうまでもない。

　それにしても、６メガだ！！実はこれについては、来年(2003）６月に確か回線契約の更新時期が

くるので、それを契機に新しい回線契約に切り替え、接続ノード校も永年お世話になった電通大か
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ら４大学連合遠隔授業で関係する東工大にする予定である。神田の学術情報センターに直結する方

法も考えられるが、何せ先立つものが問題で、遠隔授業で専用回線を使う東工大ノードの方が経済

的にかなり有利なのである。これによって100メガの伝送速度をもつ回線を、遠隔授業用とＳＩＮＥ

Ｔ用の二つにＶＬＡＮ(virtual LAN)を切って使用するので、現在の６メガに較べればかなりの向上

が見込まれる。将来的には光ファイバー通信網を利用するギガ単位の速度にすべきであるが、多摩

地区は幸か不幸か光ファイバー網は未整備なので、他地区で試行錯誤して安定してから導入すれば

よい、と、「すっぱい葡萄」式に構えざるをえない。

２）第二講義棟の遠隔授業用教室・施設の整備に加えて、今年度末(2003年３月）には情報処理セン

ター・情報教育棟のシステムが４年ぶりで新しくなる。機器等はレンタル方式であり、月々６百万

以上かかるのだが、文部科学省から支給されるこのレンタル料が従来より実質的に削減される、と

いうことが昨年来の大問題だった。幸いこの問題は全学的支援を得て解決の目途がたったところだ

が、教室等に設置する端末機器（つまりコンピュータ）はディスクレスという新しい仕様のものを

採用する。堅牢であり管理しやすいという特徴をもっているので、今後ＰＣルームをはじめ全学的

なスタンダードにする含みだが、ウィンドウズ系の特殊アプリケーション等にどの程度対応できる

か不明な部分もある。というより、個人次元では今やウィンドウズ系がデ・ファクト・スタンダー

ドといってよい情勢になり、便利で重いアプリケーションが続々登場するが、センター・情報教育

棟のような共同利用施設ではリソース（情報資源）を共有する性質上、一般性があまりなく大メモ

リーを独占するようなソフト乃至アプリケーションは基本的に採用しにくい。その意味で早い話、

使用頻度の低い言語（ワープロ・フォント）などを常駐させることはできない。幸いそのような場

合、ユニックス系ならリソースをくわず対応できるケースが多いので、志ある一橋生は試してほし

い。来年４月からシステムが新しくなるといっても、個人と違って毎年買い換えなど出来ぬ相談、

４年後（これがサイクル）にはかなり古くなり世の中も変わっているだろう。そのとき「オクレテ

ルー」などと言われぬよう、あらかじめ予防線をはるとともに、最近最も多い苦情ないし要望であ

る「新しいソフト」がなぜ共同利用施設では使えないか、一応釈明という次第。もっとも４月には

少なくともその時点ではかなり新しい機器でありソフト類のはずだし、４年後には僕は一橋にすら

居ないが。

３）以上、今回はザッハリッヒ（？）なことばかり書き連ねた。学内共同施設としての情報処理セ

ンターは1993年（平成５年）以来の宿願かなって、来年４月から省令施設としての総合情報処理セ

ンターに変わる見込みである。学内の全面的バックアップと時代の流れのもたらした幸運というべ

きだろうが、関係各位に感謝し、センター職員の日常努力を多としたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　                                   　（あらいひろし　言語社会研究科教授）
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　2002年10月から2003年２月までの開館予定です。夜間開館は情報教育棟で行っています。臨時に

変更することがありますので、センターの掲示やWebでのお知らせにご注意下さい。

開館予定は、http://www.cc.hit-u.ac.jp/cal/でも確認できます。
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��　平常開館　　　  9時半～20時

��　夜間開館なし     9時半～17時

��　定期保守日       13時半～

��    閉館日

●
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　2002年度冬学期の時間割は、次のようになっています。最新の情報はWeb（http://www.cc.hit-

u.ac.jp/class/）でも確認できます。
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　利用者の多くの方からプリント枚数の制限を月単位から年単位にするよう要望があり、平成14年

度第１回情報処理センター運営委員会で審議されました。その結果、今年度においてはプリント枚

数制限を年単位にし、６月より運用を始めました。

　　　　　��������	


�
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1000枚を越えて印刷を行いますと、2003年３月末まで一切のプリントアウトができなくなりますの

でご注意ください。(次年度はシステム更新のため、運用方針は未定です)

期間中印刷した枚数は、センターと教育棟の端末からいつでも

　　����������	�
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で確認できます。
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　先生方へのお知らせです。2003年度授業での情報教育棟および情報処理センターの利用は、

�������������	
��������、先着順に Web で希望を受け付けます。

　　　　（http://www.cc.hit-u.ac.jp/class/apply.html）

後日、メールで結果をお知らせしますので、できるだけ授業担当教官ご本人がお申し込み下さい。

　情報教育棟では夜間開館をおこなっていますので5時限目の授業利用ができます。ただし、セン

ター職員の対応は17時までです。

　情報教育棟は9時半からの利用となっています。 保守の時間確保の必要性もあり、１時限目は利

用できません。
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　2002年度のセンター講習会を下記の日程で開催します。受講申し込みの受け付けは、いずれも９

月30日（月）から始まっており、定員になり次第締め切ります。開催場所は情報処理センターまた

は情報教育棟です。どちらになるかは、当日掲示します。
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　今年もコンピュータウイルス（ワーム）が猛威をふるっています。

　昨年、Sircam, Nimda, CodeRed などがはやりましたが、今年もKlezウイルスに感染したメールが

あちこちにまき散らされて問題になりました。自分のＰＣが破壊されるだけでなく、他の人を巻き

込んで伝染していくので大変困るのです。

　一橋大学の構成員の皆さま（教職員、大学院生、図書館等のオープンアクセスフロアで利用され

ている学生さんなど）のＰＣには、もうウイルス対策ソフトは導入していますか？

大学のネットワークに接続するＰＣには必ずウイルス対策をしておいてください。

　新しく購入したＰＣには、最初ウイルス対策ソフトが導入されていることが多いのですが、数ヶ

月たつとウイルス定義データの更新ができなくなったりします。定義データは常に最新のものにな

るよう気をつけてください。

　大学内では、PC（Windows xx, Macintosh）のウイルス対策ソフトは情報処理センターのWebサ

センターニュース　　№64 2002．10

受講対象者定員時間開催日内容コース

初めてTeXを使う
方

20人13：30～
16：00

10月１6日
（水）

日本語LaTeXの
使い方

TeX入門

初めてExcelを使
う方

20人13：30～

16：00

10月17日
（木）

MS Excel（表計算）
の使い方

Excel入門

ホームページを
作ってみたい方

20人13：30～

16：00

10月23日
（水）

ホームページの作り方Web（HTML等）
入門

サーバー管理を行
う方

20人13：30～

16：00

10月24日
（木）

ネットワーク管理の
ための技術

ネットワーク
管理入門

初めて Power　
Pointを使う方

20人13：30～

16：00

10月30日
（水）

MS Power Point
の使い方

Power Point
入門
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イトから手に入れることができます。http://www.cc.hit-u.ac.jp/worm.html　からワクチン配布

ページに行ってください。NTサーバー、Windows 2000サーバー用ウィルス対策ソフトは情報処理

センターシステム管理室で貸し出しを行っています。

　「ウイルス対策ソフトの使い方」については、センターニュース63号（2002年３月発行）にも掲載

されていますので、参考にしてください。

　また、ふだんから、メールの添付ファイルには特に注意しましょう。知らない相手から届いた添

付ファイル付きのメールはファイルを開かずに削除するなどの対処が必要です。

　Windows以外のOSについても、個々のシステムのバージョンアップ等、常にセキュリティホール

への対策が必要です。

���������	
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　情報処理センターと情報教育棟にはいろいろな忘れ物があります。忘れ物は原則として両建物の

忘れ物置き場に並べてありますので、心当たりの方は探してみてください。

　特に多い忘れ物がフロッピィディスクです。大切な文書やデータを失って困ることのないよう、

フロッピィディスクには必ずラベルを貼って名前や学籍番号を書くようにしてください。所有者が

明記してあれば本人に戻る可能性がありますが、ラベルの貼ってないフロッピィディスクを紛失し

た場合は、お気の毒ですがまず戻ることはないと思われます。大切な内容については、別途バック

アップをとっておくこともお忘れなく。

　なお、財布などの貴重品の忘れ物は、情報処理センターの受付で１～２日預かっています。持ち

主が現れない場合は、学生課に届けることにしています。

��������	
������

　情報処理センターでは、2002年３月にシステムの更新を予定しています。そのため、３月には情

報処理センターおよび情報教育棟が使用できなくなる期間が発生します。その間、利用者の皆さん

には、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。特に授業等でレポートや課題を提出する

先生方は、この間の事情に配慮して下さいますようお願いします。

　更新内容の概要および更新日程については、決まり次第、情報処理センターのWebサイトや掲示

でお知らせします。

�



オープンアクセスフロアの運用実験

奈古屋広昭

1 はじめに

1.1 オープンアクセスフロアってなんでしょう

一橋大学に本格的なキャンパスネットワークが敷設されてから 10年以上になりますが、これまではノート
PCや PDAを持ち歩いて必要なときにネットワークに接続するといった、いわゆるモバイル風の利用をサポー
トするようなサービスは提供されていませんでした。電話に例えますと、固定電話のみ、という運用が長らく

続いていたわけです。

さて近頃は、無線 LANの普及とあいまって、いわゆる「ホットスポット1」が各地に開設されています。国

立や小平にはまだ開設されてはいないようですが、都内には 100箇所以上のホットスポットがあるそうですか
ら、利用したことのある方も多いのではないでしょうか。

また国内・海外を問わずあちらこちらの大学では数年以上前から無線・有線でのネットワークアクセスサー

ビスが運用されていまして2、利用者が自分のノート PCを持ち込んでキャンパスネットワークに接続する、と
いった光景があたりまえになっているようです。

というわけで、一橋大学でもそういうサービスが欲しいなあ、という声が学内からちらほらと聞こえてくる

ようになりました。そこで遅ればせながら実験的にサービス提供を開始したのが本稿の主題である「オープン

アクセスフロア3」です。

1.2 運用実験開始までの経緯

オープンアクセスフロアの運用実験は、教務課・附属図書館・情報処理センターの 3つの部署が合同でおこ
なっています。これは、前節で述べた一般的な世の中の情勢への対応とは別に、各部署固有の次のような課題

を抱えているためです。

教務課 (主に教員からの)一般教室でのネットワーク利用希望への対応。

附属図書館 館内のネットワーク端末不足の解消や、図書館所蔵の紙ベースの資料閲覧と同時にインターネッ

ト上の情報検索もおこないたいという利用者からの要望への対応。

情報処理センター ホットスポット的なサービスが欲しいという利用者の声や、(基本的に研究室の割り当てが
ない)学部生からのネットワークアクセス要望への対応。

1無線を利用した公衆向けのネットワークアクセスサービスを指す用語として米国から輸入された言葉だったのが、いつのまにか NTT
コミュニケーション (株) の登録商標にされてしまった、のだそうです。

2たとえばご近所 (府中・小金井) の東京農工大学では 1999 年からキャンパス内での無線 LANサービスを提供しています。
3このオープンアクセスフロアという言葉は一般的なものではありません。なぜこのように呼んでいるかといいますと、予算請求の書

類に名前を記入する必要があったので、とりあえずの仮称としてデッチアゲたものが、そのまま流通してしまったためです (「仮称」がい
つのまにやらとれてしまった)。なにか良い名前があったら教えてください。



話としては 2001年の初夏には固まっていまして、機器購入や電源工事などに必要な予算請求も夏休みの間に
済んでいましたので、2001年の秋には運用を始められるかな、と考えていたのですが、いざ蓋を開けてみると

• 学内での意見調整 (たとえば、図書館は読書をするための施設でありネットワークなんぞ使うのは邪道で
ある、といった意見の方々との折衝)。

• 予算関係の事務的な連絡の遅延 (8月発行の書類が 12月に届く)。

• 技術担当者4がサボっていた。

といった要因のため、大幅に遅れてしまいまして、けっきょく 2002年の 5月末になんとか運用開始にこぎつ
けました。

現在のところ、各部署での役割分担は次のようになっています。

教務課 運用実験スペースの提供 (第一講義棟内の教室など)。

附属図書館 運用実験スペースの提供 (附属図書館本館・雑誌棟)と、カウンターでの無線 LANカードの貸し
出しサービス。

情報処理センター 接続環境の構築と運用管理、利用者への技術サポート。

1.3 なぜ「実験」？

冒頭に述べましたように、この種のサービスの需要というのは世間一般ではかなり強いですし、学内からも

要望があることは事実です。しかし、では実際に一橋大学でこの種のサービスが提供された場合に本当に利用

する人がどれくらいいるのか、という数値的なデータ (あるいは予測)はどこにもありません。潜在的な利用
希望者がたくさんいるのか (Silent Majority)、あるいはごく少数の利用希望者が声高に要望を出しているのか
(Noisy Minority)、皆目見当がつきません。一橋大学は人文社会系の大学であり、歴史的にネットワーク環境
の活用や整備には非常に消極的である、という特徴がありますので、単純に世間一般の動向をあてはめると思

わぬ間違いを犯してしまう可能性があります。そこで、ある程度、実証的なデータを収集するというのが、こ

の運用実験の目的のひとつです。

いわゆるホットスポットの構築は、専門の業者に全面的に頼めば、さほど難しくもないのですが、現状では

まだまだ機器などが高価でして、それなりのものを導入しようとすると数百万円は軽くかかってしまうようで

す5。さらに運用経費もけっこう馬鹿になりません。というわけで、この運用実験では商用製品の導入をおこな

わず、なるべく既存の機器を流用して初期費用や運用経費を抑える方針をとりました。そのため安定かつ継続

的にサービスをおこなえる体制が整っておりませんので、担当者の解雇などにより突如、無期限にサービスを

停止することは十分考えられます。

また、利用データを収集した結果、費用対効果の面からみて大学の経費でこの種のサービスを提供するのは

無駄である、という結論になればオープンアクセスフロアの運用は中止になるでしょう。逆に非常に需要が高

いとなれば、商用製品の導入や専門業者との間の保守契約締結などにより本格的なサービスの提供を開始する

可能性もあります。現状ではどちらに転ぶかわかりません。

以上のような理由で、オープンアクセスフロアについては運用＊実験＊と、わざわざ「実験」という言葉で

修飾しています。

4筆者のことです、すいません。
5それなりでなくてもよければ 10 万円でお釣がくるという製品もあります。



2 オープンアクセスフロア・サービスの概要

2.1 実装の概略

本サービスでは、ノート PC を自由にキャンパスネットワークへ接続できるような環境を提供しています。
利用者の立場からしますと

• クライアント (ノート PC)側での設定はなるべくお手軽であって欲しい。

• マルチプラットホーム (Windows, Macintosh, Unix)対応であって欲しい。

• 有線 (イーサネット)・無線 (802.11b)の両方の接続性が欲しい。

といった希望があるようです。一方、運用管理をする立場からは

• 不正利用を (ある程度)防ぐために、なんらかの利用時認証は必須である。

• アカウント配布の手間を省くために既存の認証データベースを流用したい。

• 実験なので構築と運用の手軽さを重視。

という要請があります。これらの条件を念頭において他大学の運用例などを参考にして検討した結果

• イーサネットおよび無線 LAN(IEEE 802.11b)での接続性 (アクセスポイント)を提供する。

• DHCP により IP アドレスの付与をする。

• 認証ゲートウェイにより外部との通信を制御する。

• 情報処理センター発行の既存アカウントを利用した認証をおこなう。

• 認証には SSH2 を利用する。

という方針で実装をおこないました。なお、技術面に興味のある方は参考資料 [1]をご覧いただければ幸いです。

2.2 サービスエリア

現在のところ、附属図書館に無線・有線のアクセスポイントを、第一講義棟に有線のアクセスポイントを設

置してあります。

2.2.1 有線 (イーサネット)

第一講義棟の各階にある講義室やゼミ室には、1～2個程度の情報コンセントが既に設置されていますので、
これをそのまま有線アクセスポイントとして提供しています。また、附属図書館雑誌棟 2階には、7口のイー
サネットスイッチングハブを 12台設置してありますので、これが有線アクセスポイントとなります。いずれ
も MAC アドレスによるフィルタなどは一切かけていません。



2.2.2 無線 LAN

附属図書館の雑誌棟 4階・5階、本館 2階・3階に、IEEE 802.11b Wi-Fi 準拠の無線 LANアクセスポイン
トを設置しています。ESS-ID ANY による接続を許可するよう設定してあり、WEP や MAC アドレスフィル
タリングなどは一切おこなっていません。

アクセスポイントと通信できる範囲ですが、各階のキャレル席についてはどこでも通信可能であることを確

認してあります。それ以外の場所では書架などに電波が遮られて通信できないことがあります。また雑誌棟か

ら西生協にかけての路上にもアクセスポイントからの電波がかなり漏れていますので、結果的に西生協の周辺

では、屋外からのサービス利用が可能になっています (ただし無保証です)。

情報処理センター

認証ゲートウェイ

附属図書館雑誌棟

無線アクセス
ポイント x 2

有線アクセス
ポイント x 1

第1講義棟

有線アクセス
ポイント x 22

附属図書館本館

無線アクセスポイント x 2

図 1: サービスエリア

2.3 無線LAN のセキュリティ

多少脱線になりますが、ここで無線 LANのセキュリティについて簡単にまとめておきます。
近頃は 802.11bの製品が非常に安価に入手できるようになりました。きちんとした調査はおこなってはいま

せんが、学内の研究室レベルでは相当の数が設置されているようです6。無線 LANは安くて手軽で便利、とい
いことずくめなのですが、セキュリティという面ではなかなか困りものでもあります。

まず無線ということで電波を利用しているため、どこになにが継がっているのか、という基本的なことが非

常にわかりにくいです。有線と違いケーブルをたどっていけば行き先が探し出せるということはありません。

6802.11a あたりもいくつか導入されているようです。



したがって故意かどうかはさておき、部外者がこっそり研究室のアクセスポイントに接続していたり、あるい

は自分が思わぬアクセスポイントに接続してしまっていた、といったことが十分ありえます。

さらに通信内容は電波で空中を飛び交うわけですから盗聴7あるいは傍受が非常に容易です。有線のように物

理的な接続は不要ですから、盗聴・傍受の痕跡も一切残りません。

というわけで、たいへん便利な無線 LANですが素で使うのは今のご時世ではさすがに危険ですから、なん
らかのセキュリティリスク低減対策が必要になります。こういうことは大学全体でなんらかのポリシーやルー

ルを決めるべきだと思われますが、一橋大学の現状ではなかなか難しいと思われますので、利便性をなるべく

損わない範囲でこれくらいやっておくといいんじゃないでしょうか、というお勧めを以下に述べます8

2.3.1 チャネル割り当て – 打つ手なし

802.11b は 2.4GHz のマイクロ波帯域9の一部を利用する規格でして 1 から 14 までの 14個のチャネルが割
り当てられています。そして帯域の重なりを防ぐにはこのうちの 4つ (たとえば 1,5,9,13)しか使えません。帯
域が重なっていますと干渉・混信により通信効率が落ちます。ようするにチャネルというのは限られた貴重な

資源だということです。というわけで、本来であればこのような資源は計画的に割り当てる10必要があるわけ

ですが、一橋大学にはそういう計画的・総合的な資源配分の仕組がありませんので、みなさんてんでんばらば

らに好きな (たぶん製品のデフォルト設定の)チャネルを使っているわけです。
ただし 802.11bはスペクトラム拡散通信方式というノイズや妨害に強い技術を採用していますので、使用帯

域が重なっていても AM ラジオで某国の妨害電波を受けるようにいきなり使えなくなるということはありませ
ん。電波の干渉・混信状況に応じて緩やかに通信効率が落ちていくという形になります。

一橋大学の現状を鑑みるに、研究室レベルでの無線 LANの導入でアクセスポイントが高密度に集積してし
まうという状況は考えにくいので、このチャネルの割り当て問題については、実用的にはさほど心配しなくも

よいのではないかと考えています。可能であれば無線 LANの導入時にお隣や上下の研究室に一言声をかけて
みると干渉の可能性が減ってお互い幸せになれるのではないかなあ、といったところでしょうか。

ただし、事務局などで複数台のアクセスポイントを同時に導入するときなどは、やはり割り当て計画を立て

てきちんと設定をおこなうべきではないかと思われます。

2.3.2 ESS-ID/SS-ID – デフォルトから変更しましょう

(Extended) Service Set IDentifier の略で (E)SS-ID ということで無線 LANのアクセスポイントをグループ
分けするためのラベリングだそうです。セキュリティ機能ではありませんが、どこのアクセスポイントに接続

しているかを明確にするという意味で、アクセスポイントごとに違う文字列にしておいた方がいいかと思われ

ます11。現状、SS-ID についての学内ルールというのは何もありませんので、好きな文字列にすればいいわけ
ですが、デフォルト設定のままではなくて (セキュリティ的には若干リスクがないでもないですが)研究室の名
前などそれなりに意味がある文字列にしていただけると、トラブルシューティングのときに役に立つと思われ

ます。なお、情報処理センターで運用している無線 LANアクセスポイントでは cc-XXX といった cc- で始ま

る文字列を ESS-ID に使っていますので、このパターンは避けていただければありがたいです。

7電波の方が勝手に周囲に届いてしまうので、法的には盗聴にすらならないはずです
8筆者も不勉強でよくわかってないままに書いている面が多々ありますので話半分に読んでもらえればいいかと思います。
9ISM(Industrial, Scientific and Medical) バンドと呼ばれる周波数帯で空中線電力が 10mW 以下であれば無線免許無しで利用でき

ることになっています。通信用途の他、電子レンジや万引防止システム、医療用のマイクロ波治療器など様々な用途に使われています。
10キャンパス内をアクセスポイントの電波到達エリアで立体的に区分し 4 色で (同色のエリアが隣接しないように) 塗り分けます。
11ローミングするときは複数のアクセスポイント間で同一にしておかなきゃいけないというような話もありますが、研究室などでの設
置では考えなくてよいでしょう。



2.3.3 WEP – 必ず使いましょう

Wired Equivalent Privacy の略で WEP といいます。通信内容を暗号化するので無線を使っていても有線と
同等のセキュリティを確保できる、という命名なのでしょうが、実際にはボロがいろいろ出ていまして名前に

偽りあり、というところが妥当な評価のようです。

規格上の脆弱性 規格や実装に問題があってかなり容易に破られてしまうそうです。どれくらい効果があるの

か筆者自身は試していませんが、攻撃用のツールなども広く出回っています。

鍵共有の問題 40ビットなり 128ビットなりの秘密鍵を利用者全員で共有する、という仕組なので不特定多数
で利用する場合には鍵の配布が問題になってきます。掲示しておけばいいようなものですが、それじゃ

「秘密」鍵ではなくなってしまうわけでして…というわけでオープンアクセスフロアでは WEP は使って
いません。

運用上の問題 このへんは製品によるのでしょうが、WEP の鍵の設定方法が 16進数なんて使わない一般人に
はけっこう面倒なケースが多いです。鍵を誤入力して「継がらない！」と悩んでしまう人もよく見受け

られます。オープンアクセスフロアで WEP は使っていない理由のひとつはこれです。

しかし、研究室のような特定少数で利用する場合は鍵配布の問題もありませんし設定も最初の一度だけで済む

でしょうから、WEP の使用に対する障壁は低いと思われます。最近の製品であれば最安値クラスのものでも
40ビット WEP くらいは対応していますので、必ず使うべきです。狭義のセキュリティ効果以外にも、予定外
のアクセスポイントに接続してしまい通信がうまくいかなくなるといったトラブルの予防にもなります。とに

かく、たとえ薄衣一枚であっても素裸の状態よりはずっとマシです。

なお鍵は製品のデフォルト設定から必ず変更しましょう。たとえば 40ビットのWEP 鍵であれば

perl -e ’printf "%04x%06x\n", map {int rand $_} 65536,16777216’

といったやり方で簡単に (そこそこ)ランダムな値を生成できます。

2.4 オープンアクセスフロアの利用方法

オープンアクセスフロアの利用方法についての最新の情報は下記の WWW サイトに掲載してありますので

必要に応じて確認してください。

学内外から 情報処理センターのWWWサイト内の http://www.cc.hit-u.ac.jp/monban/をご覧ください。

オープンアクセスフロア側から 未認証状態でも http://gatekeeper.cc.hit-u.ac.jp/にはアクセスできま

すので、クライアント上の適当な WWW ブラウザで上記 URL を閲覧してください。

なお、オープンアクセスフロアに接続するクライアントには以下の 4つの項目が必須です。

• 利用者が情報処理センター発行の有効なアカウントを有している。
• イーサネットもしくは無線 LAN(802.11b)に対応している。

• DHCP に対応している。

• SSH2 のクライアントソフト12、もしくは Java Applet 対応の WWW ブラウザ13が導入されている。
12Windows 系でしたら PuTTY [2]、Macintosh 系でしたら MacSSH [3]、UNIX 系でしたら OpenSSH [4] といったものが有名な
ようです。

13たとえば Internet Exproler 5.x/6.xやNetscape Navigator 4.x/6.x/7.xなどです。Java版の SSH2クライアントである mindterm
[5] を動作させるために必要となります。



2.4.1 無線 LAN利用の場合

現在市販されている無線 LAN製品の主流である IEEE 802.11b Wi-Fi 準拠であれば問題なく接続できるは
ずです。また Type II の PC カードスロットがあるクライアントを使っている場合は、附属図書館のカウン
ターでおこなわれている無線 LANカードの貸し出しサービスも利用できます。ただしドライバの導入などに
手間がかかるかもしれません。

WEP や 802.1x 認証などのセキュリティ機能は全てオフ (現在はアクセスポイント側でこれらの機能は全て
殺してあります)にした上で、無線 LANの接続が確立し、DHCP で IP アドレスの割り振りやゲートウェイ
のアドレス情報などが取得できていれば、ネットワークへの接続は成功です。

2.4.2 有線 (イーサネット)利用の場合

一般的な 10BASE-T / 100BASE-TXのネットワークインターフェースを持つ製品であれば問題なく接続で
きるはずです。手近な有線アクセスポイント (ハブの口や情報コンセント)とクライアントのネットワークイン
ターフェースとをストレートケーブルで接続し、DHCP で IP アドレスの割り振りやゲートウェイのアドレス
情報などが取得できていれば、ネットワークへの接続は成功です。

2.4.3 認証プロセス

有線・無線のいずれでネットワークへの接続が成功しても、それだけでは外部との通信はできません。認証

ゲートウェイへログインして外部との通信を開く必要があります。このへんの具体的なインターフェースは変

わることがありますので、以下はあくまで現時点での認証プロセスです。

SSH2 クライアントソフトが導入済みの場合 gatekeeper.cc.hit-u.ac.jp の TCP ポート 2222 へ接続し
て認証を受けてログインしてください。

Java Applet 対応の WWW ブラウザを使う場合 URL http://gatekeeper.cc.hit-u.ac.jp/ をブラウ

ザで開いて、そこの記述に従ってください。

いずれにしても、情報処理センター発行のアカウントとパスワードを入力して認証が成功すれば外部との通

信ができるようになります。ログアウトしてしまうと外部との通信が閉ざされますので注意してください。

2.5 セキュリティについて

セキュリティへの配慮は現状ではほとんどおこなっていませんので、自分の身は自分で守ってください。

• 認証ゲートウェイへのログインは SSH2 の暗号化通信により保護されていますので、アカウントやパス
ワードを盗聴される心配はあまりしなくてよいでしょう。

• それ以外の通信は平文で流れています14。とくに無線 LANの場合は空中に通信内容を撒き散らしている
わけですから盗聴・傍受は簡単です。したがって SSH のポートフォワーディング機能や SSL などの手
段を活用することにより自前で通信内容の保護をおこないましょう。

14本来であれば VPN のような形で通信路全体をまとめて保護すべきでしょうが、設定の複雑化やクライアントの限定などにより利用者
への負担が増えてしまいますし、それをサポートできるだけのマンパワーが情報処理センターにはありませんので、採用しませんでした。



• オープンアクセスフロア内部の通信については一切制限がかかっておりません。そのためダミーの DHCP
サーバ・DNS サーバ・認証ゲートウェイなどを立てることにより、運用妨害や認証情報の不正入手、と
いった攻撃が容易におこなえます。

3 利用状況

さて、このオープンアクセスフロアですが、実際にどれくらい利用されているのでしょうか。利用には認証

ゲートウェイへのログインが必要ですので、ログインの記録を集計すればある程度の利用状況がわかります。

以下では、2002年 6月 9日から 10月 6日までの間に記録されている 1269回の認証ゲートウェイへのログイ
ン情報を元にして、この 4ヶ月間弱の利用状況を紹介します。

3.1 利用者数

オープンアクセスフロアを利用したことがある人は全部で 70人、一橋大学の全構成員が 7000人強であるこ
とを考えると 1%に満たない数です。この中には一度しか利用していないような人もいますので、実際の需要
という意味では 1% をさらに下廻ると考えられます。なお利用者の内訳は次表のとおりです。

教職員 3

大学院生 31 大学院相当の研究生などを含む

商学研究科 8 内数

経済学研究科 11 内数

法学研究科 6 内数

社会学研究科 4 内数

言語社会研究科 1 内数

学部生 36 学部相当の留学生や聴講生などを含む

4年生以上 10 内数、1999年度以前に入学
3年生 11 内数、2000年度入学
2年生 6 内数、2001年度入学
1年生 7 内数、2002年度入学
商学部 8 内数

経済学部 11 内数

法学部 10 内数

社会学部 6 内数

合計 70

表 1: 利用者内訳

サンプル数が少いので統計的になにか言えるわけではありませんが、大学院生の割合がかなり多いのが若干

意外でした。大学院生は第二研究館に研究室が割り当てられているはずなのでネットワーク接続環境という意

味ではわざわざオープンアクセスフロアを利用する必要はないはずだからです。

そこで利用頻度が高め (4ヶ月間で 10日以上の利用が記録されている)の利用者を抜き出してみたのが 表 2
です。上位を占めている大学院生たちはいずれも第二研究館でのネットワーク利用申請をおこなっていません。



カテゴリ ログイン回数 利用日数 延べ利用時間 一日あたりの

平均利用時間

第二研究館で

の利用登録

博士後期課程 367 32 142:23:54 04:26:59 無

修士課程 152 23 96:13:29 04:11:01 無

修士課程 55 20 69:51:44 03:29:35 無

博士後期課程 56 19 47:38:09 02:30:25 無

修士課程 46 18 39:15:10 02:10:50 無

修士課程 31 16 58:43:51 03:40:14 無

修士課程 37 14 27:12:58 01:56:38 無

学部生 21 13 27:23:08 02:06:23 -
学部生相当 36 11 58:43:49 05:20:20 -
修士課程 40 11 26:56:23 02:26:56 無

学部生 37 11 16:21:35 01:29:14 -
学部生 34 10 18:07:41 01:48:46 -
修士課程 26 10 14:35:45 01:27:34 有

表 2: 利用頻度が高めの利用者一覧

というわけで、彼ら・彼女らは研究室の割り当てを受けられなかった大学院生なのではないか、という推測が

なりたちます。最近は大学院生の数が増えて部屋割りもなかなか厳しいと聞いていますので、オープンアクセ

スフロアがそうした難民のささやかな受け皿となっているのかもしれません。

3.2 利用頻度

図 2 は、各利用者の利用日数 (一回以上のログインが記録されている日数)の分布です。半数近くの利用者
は 1日だけしかオープンアクセスフロアを利用していません。
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図 2: 利用日数の分布



図 3 は、各利用者のログイン回数を 10回単位で丸めたヒストグラムです。ログイン回数が 10回未満の利用
者が 6割以上を占めていることがわかります。
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図 3: ログイン回数の分布

図 4 は、各利用者の過去 4ヶ月弱の間の延べ利用時間を 1時間単位で丸めたヒストグラムです。1時間未満
の利用者が全体の 1/4を占めています。
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図 4: 利用者あたりの延べ利用時間の分布

以上の図・統計を眺めれば一目でわかりますが、オープンアクセスフロアの利用者の大半はちょっと試して

みてそれっきりという人達であって、それなりの頻度で利用している人の数はごく少なく 10人強がいいとこ
ろである、という結論になります。

図 5 は、各利用者の一日あたり平均利用時間を 10分単位で丸めたヒストグラムです。先の結論からサンプ
ル数が非常に少いことになりますので平均をとることに意味があるのかなんともいえないところですが、まあ



一日あたりの利用時間は 1 ～ 2 時間がいいところ、というかんじでしょうか。
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図 5: 一日あたりの平均利用時間の分布

3.3 設置場所ごとの利用状況

表 3 はアクセスポイントの設置場所ごとに集計した、利用状況です。附属図書館内についてはまんべんなく
利用されているといってよいでしょう。

延べ利用時間

利用場所 ログイン回数 利用者数 全体 一人あたり 備考

附属図書館 雑誌棟 5階 86 17 91:17:58 05:22:14 無線

附属図書館 雑誌棟 4階 171 27 144:49:00 05:21:48 無線

附属図書館 雑誌棟 2階 170 14 137:38:44 09:49:54 有線

附属図書館 本館 2階 115 19 97:11:20 05:06:54 無線

附属図書館 本館 3階 690 18 338:55:18 18:49:44 無線

第一講義棟 1階 15 5 27:07:12 05:25:26 有線

第一講義棟 2階 3 3 09:33:16 03:11:05 有線

第一講義棟 3階 11 3 08:21:14 02:47:04 有線

第一講義棟 4階 0 0 - - 有線

表 3: 利用場所

3.4 時間帯別の利用頻度

時間帯別の利用頻度を集計したものが図 6 です。24時間を 10分単位で区切り、過去 4ヶ月間での、その時
間帯の最大同時利用者数 (Max)と平均同時利用者数 (Average)を算出してみました。
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図 6: 時間帯による利用者数の変化

同時刻に重なる利用者数はせいぜい二人程度であり、附属図書館の開館から閉館まで途切れることなく利用

者がいる、また過去の最大同時利用者数が 6人ですので、設備としては同時の 10人の利用ができる程度の性
能であれば十分お釣がくる、といったことがわかります。

3.5 長期的な利用度の変化

最後に長期的な利用頻度の傾向をみてみましょう。図 7 は毎日のログイン回数と延べの利用者数を、図 8 は
毎日の利用者各々の利用時間の合計と平均を、それぞれグラフ化したものです。夏休み中に落ち込んでいた利
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図 7: 一日あたりのログイン回数と利用者数
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図 8: 一日あたりの利用時間

用度が秋学期に入って増加に転じている節が見受けられますが、今後どう変化していくのかはなんともいえま

せん。

4 まとめ

オープンアクセスフロアはあまり利用されていない、というのはほぼ間違いなさそうです。一見さんを含め

ても利用者は全構成員の 1%足らず、実質的な利用者は 10人強という状況は、費用対効果の面からみて好まし
くありません。

なぜ利用されないか、という点ですが、まず最初に考えられるのはサービスの品質が悪い、ということです。

正直いいまして

• 宣伝の不足 (こういうサービスをおこなっていることを知らない人達がまだまだいます)

• マニュアル類の不備 (わかりにくいという指摘を複数の方から受けています)。

• サポート体制が弱い (人材不足)。

• 障害対応の遅れ (たとえば hotmail に継がりにくいという話を夏に聞いたことがあるのですが、10月の
時点でまだ調査すらできていません)。

• 利用できる場所が限られている (技術的にはさほどコストをかけずに国立・小平キャンパス全域へサービ
スを拡大できるのですが、ケーブリングなどにマンパワーがちょっと必要なため進展していません)。

といった面があるのは否めません。これらについてはマンパワー不足が最大の原因なのですが、逆に言えばあ

まりお金をかけずに改善できる部分でもありますのでボチボチと手をつけていく予定でいます。

次に、この種のサービスへの需要がそもそも一橋にはないのではないか、という根本的な疑問も浮かんでき

ます。ノート PCを持ち歩くような人達であれば、当然自宅 (下宿)に ADSL 等による快適なネットワーク環



境を構築している可能性が高いので、わざわざ大学でネットワークに接続したいという欲求は湧かないのでは

ないかという気がします。理工系大学なので学内にいる時間が非常に長い、あるいは全学的な方針として学生

に強制的にノート PCを購入させて (なかば無理矢理)使わせている、といった大学とは、一橋はまた風土が違
いますので、身の丈にあった、無駄のないインフラストラクチャの整備を心がけるべきでしょう。

というわけで、今後しばらくは次のような方針でオープンアクセスフロア運用実験を続けていきたいと考え

ています。

• 基本的には現状維持のまま様子を見る。

• あまり需要が見込めなさそうなので、商用製品の導入などについては見送る。

• あまりコストがかからない範囲でのサービス品質の向上に努める。

参考資料
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Webメールシステムの試験運用

松村 芳樹 ∗

(株)トランスウエア 1のWebメールシステム「Active! mail」の試験運用を行っています．情報処
理センターの利用登録をされている方 (@srv.cc.hit-u.ac.jp のメールアドレスを持っている方)は試用
ができます．試用期間は，2002年 9月から 12月末までです (試用版なので期日が過ぎると自動的に
使えなくなります)．もし評判がよければ (なおかつ購入予算の都合がつけば)本運用できるかも知れ
ません．

1 Webメールって何？

Webメールとは，E-mail を Webブラウザ (Netscape や InternetExproler)から利用できるアプリ
ケーションです．手元にメールソフトが無くても，メールの閲覧，整理，送信が Webブラウザで行
えます．また，受信したメールのデータはサーバ側にあるので，いつも使っているパソコンでなくて
もインターネットにつながっていれば過去に受信したメールを見ることができます．

2 試用期間中は何ができるの？

実際に @srv.cc.hit-u.ac.jp 宛のメールの閲覧，メールの送信ができます．ただし，閲覧できるのは，
次項の設定をした時より後に届いたメールです．
試用をしたくない方は，次章の設定を行わなれば，いつもの環境のままでいられます．

3 試用の前に

試用を始める前に、ユーザごとに設定をおこなう必要があります．

1. srvにログインします2．

2. 次のコマンドを実行します．

/usr/local/bin/activemail-setup [enter]

Imap: success.

.qmail: success.

∗まつむらよしき 情報処理センター mats@cc.hit-u.ac.jp
1http://www.transware.co.jp
2ログインの方法は，利用の手引，Webサイト等をみてください．



と表示されたら設定完了です．

File exists.

と表示されたら，既に設定済です．

個人で既に .qmail を設定して利用している方は，上記コマンドを実行後，.qmail に以下を追
加してください．

./Mailbox #Mailboxを使っている方のみ

./Imap/mbox #必ず追加する

3. 以上，設定が完了しましたら，自分宛にテストメールを送ってみて，今までの設定通りにメー
ルが届くか確認してください．

解説: 「Active! mail」はメールの読み込みに IMAP を使用します．IMAP は UW-
imap2002 3を使用しています．srvの場合，デフォルトの設定で (/home/userID/)Imapが
ユーザメールボックス (メールストア)の directoryになります．新着メールは Imap/mbox
から取得します．.qmailは，popと imapを共存させる設定にしています．”|dotforward
.forward”で，.forward も有効になります．

4 Webメールの使い方

1. ブラウザで http://www.cc.hit-u.ac.jp/activemail にアクセスしてください．そこにリンクが
はってありますのでたどってください．4

2. 「SSLのサイト証明書を受け付けるか？」等のメッセージが出たら，OK で進んでください．

3. Active! mail のログイン画面 (Fig.1)が出ますから，ユーザ名 (アカウント)とパスワードをい
れて loginを押してください．

詳しい使い方は，ログイン後「？」タブを押して helpをみてください．
また，http://www.cc.hit-u.ac.jp/activemail に PDF形式のマニュアルがあります．

Fig. 1: ログイン画面

3http://www.washington.edu/imap/
4URLは変更することがあります．直接ログイン画面にリンクをはらないでください．



5 注意点

• 容量制限について
Webメールで取り込んだメールは srvのハードディスク上に保存されます．容量制限を越える
とWebメールが使えなくなりますし，メールが届かなくなります．

• 機能制限
マニュアルや HELPに書かれている機能で一部使えないものがあります．使えない機能は画面
上に出なくなっています．

• こんなときは？
文字化けする．
- 手動でブラウザの文字コード (エンコード )を Shift-JISにしてください．
login の時に「タイムアウト」のエラーが出て loginできない．
-しばらく時間をおいて loginをやり直してみてください．パソコンの時計があっているか確
認してください．

6 試用を中止するときは？

srvに loginしたあと，次のコマンドで .qmail を削除します．
rm .qmail [enter]
あらかじめ .qmail を使っていた方は，.qmail から 3章で追加した項目を削除してください．
Webメールで取り込んだメールの内容は Imap という directoryの下にあります．残しておく必要

が無いときは次のコマンドで削除してください．
rm -r Imap [enter]



小平国際キャンパスの新しいネットワーク

松村 芳樹∗

2002年 4月に国際共同研究センターが小平国際キャンパスに開設されたのに伴い，国立キャンパ
スとのキャンパス間ネットワークの整備，および国際共同研究センター内ネットワークの整備が行わ
れ，2002年 6月 3日から運用が開始されました．ここでは，新ネットワークの運用に至る経過と現状
を紹介します．

1 キャンパス間ネットワーク

1998年に情報処理センター小平分室が国立に移転して以来，小平と国立間の通信路は途切れてい
ました．そこで，新たにキャンパス間ネットワークを用意する必要がありました．
キャンパス間ネットワークの (再)接続の形態については当初，次のような案が出ていました．

1. ADSLで小平キャンパスから商用 ISPに接続して，インターネット経由で国立キャンパスに接
続する (最大 8Mbps)．

2. 広域イーサネット網 (専用線)で接続する (10Mbps or 100Mbps)．

3. 芯線貸しサービスを利用し，光ファイバそのものを借りる (帯域幅は用意する機器次第で自由)．

協議の上「小平も国立と同じ環境を提供する」という基本方針から，専用線での接続を行うことと
なりました．その中で予算的に安価でかつサービスが提供されているものということで，パワード
コムの広域イーサネット「PoweredEthernet専用サービス (10Mbps)」で当面運用することになりま
した．

2 国際共同研究センター内のネットワーク

2.1 ネットワーク構成

国際共同研究センターは，5つのプロジェクトが稼働するということで，各プロジェクト毎にVLAN
(Virtual LAN)を設けています．構成を Fig.1に示します．
国際共同研究センター 2Fに L3スイッチを設置し，広域イーサネット網を介して国立の情報処理

センター内のセンタースイッチ (L3スイッチ)に接続しています．将来，小平国際キャンパス内で他
の建物にネットワークを増設する場合も，このスイッチが起点となります．

∗まつむらよしき 情報処理センター mats@cc.hit-u.ac.jp



L3スイッチから星型に L2スイッチを接続しており，情報コンセントは L2スイッチのイーサポー
トに直結されています．全体の構成を見ると，センタースイッチとの接続に広域イーサネット網がは
さまっている以外は国立キャンパス内の建物と同等のネットワーク構成となっています [1]．
したがって，何らかの原因1で国立キャンパスにネットワーク障害が生じた場合は，小平地区にも
影響を及ぼします．

Fig. 1: 国際共同研究センターのネットワーク

2.2 運用

小平地区のルーティングは，国際共同研究センターの L3スイッチで行っています．また，DHCP
サーバについても小平キャンパスで独自に運用しています．したがって，国立のセンタースイッチが
止まっていたり，広域イーサネット網に障害が発生して小平地区がネットワーク的に孤立しても，小
平内のルーティング及び IPアドレスの動的割振りは維持されます．

3 導入時の問題点

建物の設計段階で，スイッチ等のネットワーク機器は EPS内に設置する予定だったのですが，設置
予定場所が他のスペースにとられてしまったせいか，2階の EPS内の 19inchラックがまるまる省略
されてしまいました．各部屋からのケーブルは予定通り EPS内に入れられていて，広域イーサネッ
ト網の DSUや基幹の L3スイッチ，2階の各部屋向けの L2スイッチを収容しなければならない状況
は変わらないので，結局後からラックを設置することになりました．予期しない工事費が発生した結
果，スイッチ類を新調する予算が無くなってしまいましたが，Mercury2竣工以前に第二研究館で使っ
ていたものを再利用することでことなきを得ました．

4 おわりに

小平地区再開発計画の進行に伴って，国立キャンパスとのネットワークを確保したいという要求が
増えていくと予想されます．今回キャンパス間ネットワークが整備されたことにより，これらの要求

1例えば，国立地区の停電とか



が簡単に実現できるようになりました．計画段階で宣伝が足りなかったせいか，ある建物で独自でイ
ンターネット接続を用意された部署があるようですが，今後はこのメモを参考にして頂ければ幸い
です．

参考文献

[1] 奈古屋広昭, 国立キャンパスの新しいネットワーク-Mercury2-, センターニュース No.61, 一橋大
学情報処理センター (2001.8)

Fig. 2: EPS内ネットワーク機器収容の様子 (左: 1F 木板, 右: 2F 19inchラック)

Fig. 3: 小平～国立間の通信量 (まだまだ余裕があります)
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��������（副学長　　　　  2003.11.30） �������（言語社会研究科助教授　2002.12.16）

��������（センター長　　 2003.　9.30） �������（国際企業戦略研究科助教授　　　〃　　　）

��������（商学研究科教授 2002.12.16） �������（経済研究所教授　　　　〃　　　）

��������（経済学研究科教授　　 〃 　　） �������（附属図書館長　　　2004.11.30）

��������（法学研究科助教授　　 〃 　　） �������（大学教育研究機構長　2004.　7.31）

��������（社会学研究科教授　　 〃 　　）  �������（事務局長）

※は委員長を示す。また、（　）内の後は任期を示す。
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・UNIXワークステーションは原則として毎日24時間稼働です。

・ただしソフトウェアのメンテナンス等のため、定期保守日（通常毎月第４水曜日）は、

　９時から13時30分まで、原則としてシステムを停止します。

・上記のほか、臨時にシステムを停止することがあります。

��������	


・情報教育棟の17時～20時まではアルバイトによる夜間開館であり、センター職員の対応はあ

りません。

・授業のない時期には、夜間開館は行いません。

・受付窓口は平日の９時30分～12時、13時～17時に開いています。

・上記のほか、臨時に休館することがあります。

夜　間　開　館通　　　　常

月～金曜日：９時30分～17時

（定期保守日：13時30分～17時）
情報処理センター

月～金曜日：17時～20時

（授業がある時期のみ実施）

月～金曜日：９時30分～17時

（定期保守日：13時30分～17時）
情 報 教 育 棟

土曜、日曜、祝日、年末年始 ： 休館
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　　センターへの問い合わせは、下記のメールアドレスで受けつけます。

　　　　　　　　　cc-adm @ cc.hit-u.ac.jp

��������	


　　センターシステム利用上の相談は、下記で受けつけています。

　　　　場所：情報教育棟１階　共同利用室

　　　　時間：月～金の13時～17時（ただし、授業が行われている時期）

　　　　　　　相談員は大学院生スタッフです。相談したい方は直接上記場所においで下さい。

��������	
��

　�　メールサーバ（SMTP，POP３）

　　　smtp.cc.hit-u.ac.jp，pop3.cc.hit-u.ac.jp

　　　現在のところ、smtp、pop3は、srvの単なる別名ですが、将来的には分離する予定です。

　�　ネームサーバ

　　　133.46.12.3，133.46.12.4

　�　ニュースサーバ

　　　news.cc.hit-u.ac.jp

　�　WWWサーバ

　　　www.cc.hit-u.ac.jp（センター）

　　　localwww.cc.hit-u.ac.jp（センター利用者実験用、学内のみアクセス可）

　�　経済・統計データベースサーバ

　　　dbsrv.cc.hit-u.ac.jp（データベース用、学内のみアクセス可）

　�　NTPサーバ

　　　ntp.cc.hit-u.ac.jp

　�　Webキャッシュ・プロキシサーバ

       　proxy.cc.hit-u.ac.jp

��������

　大学の回線接続サービスは、一般のプロバイダとは異なります。研究・教育および事務処理のた

めに用意されているものです。この目的以外には使用しないよう特にご注意下さい。

一般用回線番号：

どちらの電話番号もアナログ23回線に相当
042-580-7600

　　　042-580-7235
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・回線が混み合っています。占有することのないように、１回の接続は20分で切っています。

・上記の回線接続から学外へアクセスすることはできません。

教官専用回線番号：

・使用できるのは教官です。一般の方は利用できません。

・１回の接続は60分までです。学外へのアクセスが可能です。

・民間プロバイダを使ってインターネット接続している場合、SMTPサーバとしてsmtp.cc.hit-u.ac.jp

を利用することはできません。使用プロバイダのSMTPサーバを利用して下さい。

・現在のところ、pop3、smtpは、srvの単なる別名ですが、将来的には分離する予定です。
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情報処理センターに関する事務は、イノベーション研究センター事務室が担当していますが、春

の人事異動により、担当事務係長が多田秀行氏から高橋要一氏に交代しました。
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新委員長に尾畑商学研究科教授を選出した後、印刷枚数制限の変更について審議されました。ま

た、平成15年度概算要求事項、商学研究科サブドメイン、４大学連合遠隔講義システム、小平地

PPP接続：

　　サーバ側で割当て

IPアドレス

サブネット・マスク

デフォルト・ゲートウェイ・アドレス

��133．46．12．3，133．46．12．4ネーム・サーバ・アドレス

情報処理センターのアカウント認　　　証

電子メール：

pop3. cc.hit-u.ac.jpPOP（メール）サーバ

情報処理センターのアカウントPOPアカウント

smtp.cc.hit-u.ac.jpSMTPサーバ

 アナログ16回線に相当042-580-8453
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区のネットワーク、図書館オープンアクセスフロア、パソコンルームの現状などの報告がありま

した。
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持ち込みノートパソコンの学内LAN接続を可能にするため、図書館内でオープンアクセスフロア

運用実験（無線、有線）を開始しました。また、６月13日からは第１講義棟の講義室・ゼミ室で

同じく有線のオープンアクセス運用実験を始めました。
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2003年３月に予定されている情報処理センターのシステム更新にあたって、コンピュータ関連会

社から意見を収集するため、仕様書案の説明会を事務棟大会議室で行いました。
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小平キャンパスに新設された国際共同研究センターと国立地区とのLAN接続が６月３日より開

始されました。パワードコムの広域イーサネット専用回線を使用し回線速度10Mbpsで接続され

ています。
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標記総会が電気通信大学で開催されました。この会議には、全国84大学の情報処理センターや総

合情報処理センター等と、文部科学省および国立情報学研究所から、合計184名が出席しました。

一橋大学からは新井センター長と助手3名が出席しました。今年度、3大学（島根、高知、大分）

の情報処理センターが総合情報処理センターに格上げされています。
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言語社会研究科では、言語情報処理室と研究科に所属する教官研究室・事務室について、研究科

独自のネットワーク運用管理を行えるようVLAN（Virtual LAN）に移行しました。

��������	
����������������

　標記の説明会を事務棟大会議室で行いました。
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情報処理・教育システムの開札が行われ、富士通株式会社から提案のあったコンピュータシステ

ムに決定しました。新システムは2003年３月に導入される予定です。

※　表紙および８ページのイラストは、本郷佳子さんの作品です。
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発　行　者　　一橋大学情報処理センター

　　　　　　　（Computer Center, Hitotsubashi University）

連　絡　先　　〒186-8603　　東京都国立市中2-1　一橋大学情報処理センター

　　　　　　　�042-580-8440　　   cn ＠ cc.hit-u.ac.jp（ニュース編集）

　　本誌は再生紙を使用しています。


