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3号館PC教室をリニューアルしました。

3号館2階にある3207・3208・3209のPC教室3教室を2015

年4月にリニューアルしました。3号館PC教室はこれまで

5年に亘って利用して来ましたが，この度，最新スペックの

PC教室に更新されました。

基本的な使い勝手は継承しつつ，デスクトップPCは，

これまでの CPU：Core 2 Duo 3GHz，メモリ：4GB から，

CPU：Core i 5 3.3GHz，メモリ：8GBとなり，また液晶モニ

ターも他のPC教室と同様フルHDに対応しました。また

3209教室にもCAIシステムが導入され，授業収録システム

Mediasiteによって，学生の中間モニターに提示している

デスクトップ上の操作などの動画像を音声付きコンテン

ツにし，e-learningシステムBlackboardと連携させて授業

資料として視聴することが出来るようになりました。今後，

アクティブ・ラーニング等の新たな学習形態における事前・

事後学習の授業コンテンツとして活用することが期待さ

れます。

そして最近のタブレットを含むモバイル端末の利用状

況を踏まえ，これまでWindows系PCに限られていた画面

転送装置Wiviaに加え，Apple TVも各教室に設置しまし

た。iPadやiPhoneなどiOS機器のアプリやホーム画面を

含む操作をケーブルレスでそのまま中間モニターやプロ

ジェクターを通じてスクリーンに提示することができる

ようになりました。WiviaもフルHDの解像度に対応し，専

用の無料アプリWivia Presenterも機能が強化され，画面

を4分割して最大4台の機器を切り換えながらの画面転送

が可能となりましたので，教員・学生あるいは学生同士で

の協調学習に活用できます。

更新された3号館PC教室についてのお問合せ，また詳し

い利用方法については，3号館サポート室あるいはコンピ

ュータセンター（内線5930）までご連絡お願いします。
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Ⅰ 3207, 08, 09 教室更新

3 号館 2 階には 3207，3208，3209 の 3 教室が設置され，最新のコンピュー
タを利用した教育や研究に最適化された教室として利用できます。 CAI シ
ステムによって教卓から集中管理されたクライアント PC と，2 席に 1 台
資料提示用液晶モニターが設置され，教卓で提示された資料を手元で確認
することができます。3209 教室【写真上】は 154 席のクライアント PC
が設置され，主にコンピュータ・情報リテラシーなど，大規模一斉授業に
利用されています。

3207，3208教室は各 48 席のクライアント PC が設置され，可動式の壁で仕切られています。用途に応じて合併し 96 席の大教室として利用できます。 
【写真左から 3209 教室教卓，3207 教室全景，3207 教室教卓】
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2015年夏季期間中に研究用サーバ群のアプリケーション

ソフトのバージョンアップを行いました。バージョンアッ

プによる新しい機能等をお知らせします。 

◆WebDAV準拠ファイル共有システム：Proself
https://pigeon.chs.nihon-u.ac.jp 

Proself はインターネットを
経由してファイルの利用や保管
をするアプリケーションです。
WebDAVに準拠しており，パソ
コンだけではなくiPadなどのタ
ブレットから利用することもで
きます。またWebブラウザーか
らも簡単に利用することができ
ます。さらに大容量のファイル
をメールに添付せず渡すことや，
外部の方にこちらが指定したフォルダーへアップロー
ドして頂くことも可能です。 

今回のバージョンアップでver.4.0になりました。 
バージョンアップによる主な新機能は下記の通りです。 
　・ファイル/Offi  ceファイル文書内検索機能 
　・画像/Offi  ceファイルのサムネイル化 
　・Web公開メール認証 
　・中国語対応 
その他の改善等はProselfのホームページを参照く

ださい。
http://www.proself.jp/functionv4/index.html  

◆エンタープライズ ファイル共有システム：Xythos
https://owl.chs.nihon-u.ac.jp 

Xythosはエンタープライズ
レベルのファイル共有システム
で，以前の研究用サーバ時代か
ら運用されています。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。 

今回のバージョンアップでver.7.2 SP7にバージョ
ンアップされました。 

バージョンアップによる主な新機能は次の通りです。 
　・文書内検索インデックス作成機能改善 
　・WebVIEWからMobile UIへの切り替え 
その他の改善等はXythosのホームページを参照くだ

さい。http://www.xythos.jp/support/releasedproducts/
servers_7.2.145.3018/  

◆ポータルシステム：desknet's
https://swallow.chs.nihon-u.ac.jp

 
desknet’sはスケジュール管

理，URL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 desknet’s から desknet’
sNEOにバージョンアップを行
いました。バージョンアップで
は，各種アプリケーションの機
能が強化され，モバイル機器か
ら利用も改善されました。 

詳細についてはdesknet’sのホームページを参照く
ださい。 http://www.desknets.com/neo/features/ 

バージョンアップの際に旧データ移行を実施しまし
た。9月22日現在の旧データについての照会は，コンピ
ュータセンターまでお問い合わせください。

現在文理学部の在学生は，マイクロソフトとの包括契

約Offi  ce365プログラムにより，自分のPC5台まで無償で

最新版Offi  ceをインストール出来ます。このため2016年4

月からは学生がインストール出来るOffi  ceとバージョン

を合わせるため，教育用システムにインストールされてい

るOffi  ceも2016に統一します。これは複数のバージョン
を同一PCにインストールすると動作が不安定になる恐れ

があるためです。尚，教職員の方々は現在大学資産PCと1

台までの自己所有PCにOffi  ceをインストール可能ですが，

2016年4月からは学生と同じOffi  ce365が利用可能とな
る予定です。詳細は別途お知らせいたします。

Ⅲ　2016 年度教育用システムの
　　MS-Offi  ce バージョンについて

Ⅱ 研究用サーバ群ソフトウェアバージョンアップ
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2015年8月に2号館の各階フロアスイッチと基幹スイッ

チの更新を行いました。併せて2号館教室に無線LANアク

セスポイントを設置し，2号館の2, 3, 6, 11階の一般教室
から無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac)の利用が可能
になりました。利用方法はこれまでのCMS(Campus 
Mobile System)と同様です。詳細はコンピュータセン
ターホームページのキャンパスモバイルシステムを参
照ください。

http://www.cc.chs.nihon-u.ac.jp/edu/mobile.html
また広領域研究センターのスイッチも更新を実施しま

した。更新に伴い広領域研究センター内IPアドレスの変

更を実施しました。変更の詳細等はコンピュータセンター

事務室までお尋ねください。

　

文理学部ではウィルス対策ソフトの配布等を行い，
コンピュータのウィルス感染防止を推進しています。

ウィルス対策ソフトはご存じの通り，ただインスト
ールすれば良いというものではなく，定期的なアップ
デートが必要です。利用しているコンピュータが定期
的にウィルス定義の更新を行っているかの確認をお願
いします。またコンピュータのOSやアプリケーショ
ンに予期せぬ脆弱性が発見され，その脆弱性を攻撃さ
れることにより情報の搾取や攻撃の踏み台にされる事
象も発生しています。これらの対策はメーカーから提
供されるパッチプログラムをインストールする必要
があります。WindowsパソコンではWindows Update
をMachintoshではApp Storeのアップデートを，最低
月１回実行するよう心がけてください。

さらにコンピュータだけではなく，プリンターやコ
ピー複合機においてもインターネットからの攻撃や悪
用の可能性があります。管理者IDやパスワードは定
期的に変更したり，不要な機能は停止するなどの対策
が必要です。

コンピュータやプリンターの挙動が普段と異なるな
どの状況が発生した場合はコンピュータセンターまで
ご連絡ください。

セキュリティ強化および学内専用サービスの学内専用

DNSサーバの運用を開始しました。

現在の133.43.162.58と133.43.162.130から133.43.180.58と

133.43.180.59へ変更をお願いします。

検索ドメインの設定は，学内のみに提供している教
育用システムサービスのURLも利用される場合は，

educ.chs.nihon-u.ac.jpを指定してください。それ以
外の場合はchs.nihon-u.ac.jpを指定してください。

コンピュータセンターでは下記申請を受け付けてお
ります。申請書は下記からダウンロードするか，コン
ピュータセンター窓口までお申し出ください。申請後
の処理は原則1週間以内となっています。

●　NU-Mail
　登録申請書（専任は不要）
　変更・削除申請書（削除は専任は不要）
●　教育用計算機システム
　Tアカウント（教員用新規）登録申請書
　Tアカウント（非常勤教員用継続）登録申請書
　Sアカウント（学部生）登録一括申請書
　メールアカウント（学部生）登録一括申請書
　TAアカウント登録申請書
　SAアカウント登録申請書
　メディア・コラボレーション・ルーム使用申請・誓約書
　e-learning(Blackboard) 利用申請書
　教育用メーリングリスト開設申請書
　計算機資源利用申請書
　成績入力システムパスワード初期化申請書
　CMS-GUEST利用申請書
●　研究用計算機システム
　ネットワーク機器接続申請書
　DNS登録申請書
　主アカウント（教職員）登録申請書
　主アカウント（院生）登録申請書
　副アカウント登録申請書
　変更・削除申請書
　メール転送申請書
　メール転送申請書(NU-Mail)
　研究用メーリングリスト申請書
　SPAMフィルター申請書
　添付ファイル一時保留機能申請書
　NetCommons利用申請書
●　セキュリティ対策
　SymantecEndpointProtection12.1.6申請誓約書

（2015年12月1日現在）

Ⅳ　2015 年度学内 LAN 工事について

Ⅴ　セキュリティ対策のお願い

Ⅵ　DNS サーバ指定変更のお願い

Ⅶ　各種申請書　



4

コンピュータセンターでは包括契約等で下記ソフト
ウェアの配布を行っています。配布には資格や利用条
件などがありますので，詳細はコンピュータセンター
までお尋ねください。

Windows10対応のSymantec endpoint protectionを
各学科・事務課の情報担当連絡員経由で配布していま
す。 MS-Office2016については 今年度はダウンロード
ステーションにて配布しています。またAdobe製品は
メディアでの貸し出しとなります。2016年4月以降の
貸し出し方法については追ってコンピュータセンター
ホームページにてお知らせいたします。

　　
　

　

クライアントPCや携帯電話，スマートフォンを含むタ

ブレット端末から教育用アカウント（sアカウントやtアカ

ウント等）のパスワードを変更できるサービスです。以下

のURLにアクセスすることで，学内外より教育用アカウ

ントのパスワードを変更することができます。利用するに

は事前登録が必要です。

詳細は文理学部ポータルサイトをご確認ください。
http://portal.educ.chs.nihon-u.ac.jp/educ_pswd.html/

Ⅷ　学内配布ソフトについて

Symantec Endpoint Proteaction 
適用範囲：学部資産PCおよび自宅用１台
配布方法：メディアでの貸出およびDownloadStation

（Windows版　32bit/64bit） （Mac版）
12.1.6 日本語版 12.1.6 日本語版
12.1.6 英語版 12.1.6 英語版

OS （Windows版　32bit/64bit）
適用範囲：学部資産PCおよび自宅
配布方法：メディアでの貸出およびDownloadStation
Windows 10 Enterprise  
Windows 8.1 Enterprise 
Windows 8 Enterprise  
Windows 7 Enterprise 
Microsoft Office
適用範囲：学部資産PCおよび自宅用１台
配布方法：メディアでの貸出およびDownloadStation

（Windows版　32bit） （Mac版）
Office Professional Plus 2016 Office 2016 for Mac Standard 
Office Professional Plus 2013
Office Professional Plus 2010
Office Professional Plus 2007
★メディアでの貸出のみ

　　

Ⅸ　パスワードリセットシステムについて　

Adobe
適用範囲：学部資産PCのみ
配布方法：メディアでの貸出

（Windows版　32bit/64bit）  （Mac版）
AcrobatPro AcrobatPro
AfterEffects AfterEffects
Audition Audition
Bridge Bridge
Dreamweaver Dreamweaver
EdgeAnimate EdgeAnimate
EdgeCode EdgeCode
EdgeInspect EdgeInspect
EdgeReflow EdgeReflow
ExtendscriptToolkit ExtendscriptToolkit
ExtensionManager ExtensionManager
FlashBuilderPremium FlashBuilderPremium
FlashProfessional
AndMobileDevicePakaging

FlashProfessional
  AndMobileDevicePakaging

GamingSDK GamingSDK
Illustrator Illustrator
InCopy InCopy
InDesign InDesign
Lightroom Lightroom
MediaEncoder MediaEncoder
Muse Muse
Photoshop Photoshop
Prelude Prelude
PremierePro PremierePro
Scout　 Scout
SpeedGrade SpeedGrade　

（2015年12月1日現在）

Column

　こんにちは！コンピュータセンター事務室の髙加です。
　私は昨年の夏に自転車を購入して以来，よくサイクリ
ングに出かけています。休みの日には，関東近郊に目標
地点を設定してサイクリングに出かけます。
　来年は，旅行を兼ねて富士山まで自転車で向かい，
富士山登頂を目指しています。
　みなさんも自転車でお出掛けしてみてはいかがですか？
                                    左：平成 26 年 8 月 15 日 高尾山にて 
                                    右：平成 27 年 8 月 20 日某テーマパーク前にて

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/

問 い 合 わ せ


