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　今回本学部の研究・教育用サーバの基幹を支える仮
想化システムとして，非常に定評のあるVMWare社の
ソリューションを採用しました。基幹サービスを円滑
に運用し，かつ障害に対する高可用性を維持するため
の機能を実装しています。
　例えば，vSphere vMotion(以下vMotion)は仮想マシ
ンを起動したまま別のホストに移動する機能です。こ
れによってホストの再起動や停止を行いたい場合にも
仮想マシンを停止する必要がありません。
　vSphere Distributed Resource Scheduler (以下
DRS) はリソース状況を監視し必要に応じて自動的に
vMotionさせる機能です。各ホストのリソース状況を

平準化し，パフォーマンスの最適化を実施します。
　vSphere High Availability (以下vSphere HA)はホ
ストに障害が発生した場合に，ホスト上で動作してい
た仮想マシンを正常なホスト上で再起動をする機能で
す。これによってホストに障害が発生した際に短時間
かつ自動的に仮想マシンを復旧できます。

Ⅰ vMotion, DRS, HA 機能の実装

　研究用サーバが提供しているサービスのうち，もっ
ともご利用いただいているのがメール関連サービスで
す。電子メールについては，NUメールで十分という方
もおられるかもしれませんが，添付ファイルに関して，
万一に備える機能がありますので，ぜひ活用していた
だければと思います。なお利用の際には，主アカウン
トが必要となります。
・メールサーバ　(mail.chs.nihon-u.ac.jp)

　MailSuite(ディープソフト株式会社製)：WebMail利
用時にはhttps://wmail.chs.nihon-u.ac.jpへアクセスし
てください。「添付ファイル付きメール」について情報
漏洩対策の一環として，標準で以下の機能を有効化し
ています。
１　添付ファイルを取り外して専用サーバに保管し，

メール本文と，添付ファイルのダウンロードURL期

間「7日間」などが通知されます。
２　その後，上記ダウンロードURLにログインする為

のパスワードが，相手先に「10分後」に通知されます。
　　パスワードが10分後に通知されるのは，メール送

信者が宛先を間違えた場合や誤ったファイルを添付
して送信した場合に，その10分間であれば自分で添
付ファイルを削除することができるよう，「誤送信
防止」機能として実装しています。

※１，添付ファイルを削除する場合には
　　https://wmail.chs.nihon-u.ac.jpにアクセスし，「添

付ファイル管理」から削除を実施して下さい。
※２，詳細なマニュアルについては
　　上記URLログイン後上部メニューバー右の「添

付ファイル管理」⇒Active!gate 画面右上の「ヘルプ」
を参照してください。
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　研究用ポータルサーバ (swallow.chs.nihon-u.ac.jp)

はdesknet's NEO(株式会社ネオジャパン社製)を採用
しています（下図参照）。
　スケジュール管理，ブックマーク管理及びファイル
管理など多くのアプリケーションが動作するポータル
システムです。今回，旧システムよりバージョンアッ
プを行い各種機能が大幅に強化されました。
　詳細については以下のURLを参照ください。
　https://www.desknets.com/neo/features/
　この他，左記のサービスも提供しています。

・計算サーバ　(eagle.chs.nihon-u.ac.jp)

　OS：RedHat Linux, 
　C, Fortranコンパイラおよび開発環境
　※利用にあたっては申請が必要となります。

・研究データ共有・保存サーバ (owl.chs.nihon-u.ac.jp)

　Xythos (BlackBoard社製)：エンタープライズ レベ
ルのファイル共有システム 
　詳細なファイルアクセスログの採取が可能で，誰が
いつどこからファイルにアクセスしたか確認すること
ができます。またモバイル端末からは専用のUIが利
用できます。

・研究情報共有サーバ　(cuckoo.chs.nihon-u.ac.jp)

　NetCommons2 (国立情報学研究所開発)
　個人の情報発信やグループでの情報共有ができます。

Ⅲ　研究用ポータルサーバ

　正式な運用開始は，2017年度からの予定ですが，学
部教育用サービスとしてOffi  ce365クラウドサービス
のOneDriveとOutlookメールサービスを準備中です。
　Offi  ce365クラウドサービスのOneDriveやOutlook
メール個人向けの無料サービスや包括契約の一環と
して利用されている方もおられるかと思いますが，学
部としてのサービスでは，新たにOneDriveとしての
1TBのクラウド上のファイル保存領域やOutlookメー
ル(*****@stu.chs.nihon-u.ac.jpのアドレス)が利用可能
となります。
　なお，文理学部教育用Offi  ce365クラウドサービス経
由では，Offi  ce2016ダウンロード版の入手はできませ
んが，パソコンにすでにインストール済みのアプリケ
ーションを使ったファイルの編集などは可能です。
　NUメールアカウントを利用して，サインインをし

直すことで，ダウンロード版の入手が可能です。
　これはクラウドサービスの契約形態の違いによるも
のとなります。

Ⅳ　教育用 OneDrive と Outlook メールサービス（2017 年度運用開始）

研究用ポータルサイト
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　研究・教育用サーバについて，メールサーバなど一
部を除き，セキュリティ上の理由から学外からのアク
セスを制限しています。これらのサーバや通常学外か
ら参照不可能なHPなどにアクセスする際には，今回
新たに採用したVPNサーバ BIG-IP 2000 series（F5社
製）をご利用ください。クライアントソフトをインス
トールせずにブラウザ経由で，利用可能となります。
なお，これまで利用いただいていたCisco AnyConnect
は利用できませんので，必要に応じて削除などをお願
いします。
　研究用サーバの利用にあたっては
https://falcon.chs.nihon-u.ac.jp

にアクセスしてください。
　教育用サーバの利用にあたっては
https://edgw.chs.nihon-u.ac.jp

にアクセスしてください。
　また旧VPNシステムと同様に学外環境よりWebベ
ース以外のサービスへアクセスする場合にはクライア

ントソフトを左記のポータル画面よりインストールし
てください。
　このクライアントソフトを利用して，研究用・教育
用それぞれの設定を初回に行えば，次回以降ブラウザ
によるポータル画面にアクセスすることなく，簡単に
選択して学内環境にアクセスできます。

Ⅶ　学外からの研究・教育用サーバの利用

　Office365クラウドサービスでは，SharePoint とい
うファイル共有・グループウェアサービスもあります
が，設定の煩雑さから，敬遠されがちとなっています。
そこで，簡便な操作性とスマートフォンやタブレット
などでの利用も視野に入れたソリューションとして，
MOVARI（株式会社内田洋行社製）の提供を準備して
います。
　主な機能として， グループのメンバーと担当教員の
みが閲覧可能なファイル共有やそのファイルに対する
コメント（フィードバック）機能，そしてクリッカー機
能があります。
　現在2017年度にむけて新機能（チャット，プッシュ
通知）を実装すべく鋭意開発中とのことです。

　詳細については，コンピュータセンターHPなどで
ご案内します。

Ⅵ　MOVARI（2017 年度運用開始）

　この他，これまで研究用サービスとして提供してい
たWebDAV準拠ファイル共有システム（Proself）が教
育用として利用できるようになります。これによって
教育用ファイルサーバ（保存用フォルダ）にVPN経由
で外部からアクセスができるようになります。
　研究用として同様のサービスXythosもありますが，
Proselfは詳細なアクセス履歴は取得できませんが，サ
イトライセンスのため，学部生にも利用可能となって

います。通常教室での授業の受講者向けにファイル配
布や回収などに活用可能ではないでしょうか。
　なお，現在一部仕様の変更を行っており，正式な運
用開始は2017年度からとなります。詳細については，
コンピュータセンターHPなどでご案内します。

Ⅴ　Proself（2017 年度運用開始）
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　学部設置無線LANはキャンパスモバイルシステム
（CMS）と呼ばれ， コンピュータ室とほぼ同等なネット
ワーク環境が利用できます。2016年春に機器の更新を
行い，これまで通りのCMSと一時利用者向けのCMS-
GUESTに加え，証明書を端末に登録することで，CMS

（無線）利用時に毎回行っていた認証を簡略化すること
が可能となったCMS-Certの運用を開始しています。
　CMS-Cert利用のための証明書取得にあたっては
CMSと同じく文理学部教育用システムのWindowsア
カウント（SやTアカウントなど）が必要となります。

　手順の詳細については，以下のURLを参照してくだ
さい。
http://www.cc.chs.nihon-u.ac.jp/edu/mobile.html
　しかしながらすべてのクライアント端末の接続を保
障するものではありません。また電波の状況によって
接続できない場合もありますし，セキュリティ対策シ
ステムにより，通信の一部が遮断される可能性があり
ます。さらに緊急メンテナンスなどにより，やむを得
ず予告なくサービスを停止することがありますので，
ご注意ください。最後にスマートフォンやタブレット
などの無線LAN接続については，必要なときのみ有
効化するようにしていただき，ネットワークへの負荷
軽減と省電力に配慮をお願いします。

Ⅸ　学部設置無線 LAN（CMS）

　Microsoft社と日本大学の包括契約によるOffi  ce 365
クラウドサービスにより，文理学部の学生，教職員，そ
して大学院生もパソコン，タブレット，スマートフォ
ンでの最新版Offi  ce製品が利用可能になっていること
はご存知かと思いますが，2016年10月時点のバージョ
ン(ビルド番号: [16.0.7369.xxxx]，もしくは [7369] の部
分が [7369] よりも大きい番号)から，これまで不可能
であったOffi  ce2013との共存ができるようになりまし
た。
　これにより，諸般の理由で最新版をお使いになれな
かったパソコン上で，新旧両方のバージョンが利用で
きます。
　詳細については，以下のURLを参照ください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/offi  ce/2016/
attention2.aspx
　ただし，すでに最新版のOffi  ceを利用いただいてい
るパソコンで，何らかの事情で2013と共存させたい場

合には，一度最新版を削除した後，2013をインストー
ル後に，最新版をインストールする必要があります。
　他にもマイクロソフト社のオンラインショップなど
を経由して購入可能な，2013の「クイック実行」版を利
用すれば，最新版を削除せずに，共存環境を実現する
方法がありますが，残念ながら，コンピュータセンタ
ーでは，「クイック実行」版のご用意はありません。
　詳細については，以下のURLを参照ください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/offi  ce/2013/
downloadsetup/default.aspx

Ⅷ　Offi  ce 2016 旧バージョンとの共存
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　近年話題のドローンが、実は美味しいお米を作
るのにも役立っているのをご存知ですか？わが家
の圃場では、ドローンを使って圃場の均平診断、
生育状況の把握、収量予測、追肥判定、倒伏リス
ク診断などを行っています。見えない情報を可視
化することによって、農業初心者でも安定した生
産を実現し、食味の向上にも繋がっています。

田中 絵里子 助教

2017年 2月時点でのMicrosoft Word 2016のバージョン情報

左：運用中のドローン、中：倒伏リスク診断の例、右上：圃場をモデル化

コンピュータセンター事務室　（図書館3 階） 
 受付時間：月～金曜日  9:00～ 18:00
 　　　　　土曜日  9:00～ 13:00
 内　　線：5900， 5901
 E-mail：center@chs.nihon-u.ac.jp
 HP：http://www.cc.chs.nihon-u.ac.jp/
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