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プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの目的目的目的目的

認証、端末室・プリンタ環境、無線LANの活用に

ついて、先進的な仕組みを採用し、効果を上げ

ている大学や機関を調査し、各大学の端末室環

境に関わるサービスレベルの向上を図ると同時

に、大学間サービス相互利用の可能性を探る。
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プロジェクトメンバープロジェクトメンバープロジェクトメンバープロジェクトメンバー

持込PCへの対応、セキュリティ
公衆無線LAN

井上(明治)
高橋(早稲田)

◎中西(早稲田)

無線無線無線無線LANLANLANLAN活用活用活用活用

IPPの活用、オンデマンドプリ
ンタ、プリント課金

我妻(明治)
細川(法政)

プリンタープリンタープリンタープリンター環境環境環境環境

Thin Client、Dual Boot、
起動時間の問題、雛形展開方法

共同購入によるコスト削減

大野(中央)
筧(明治)
村川(明治)

端末管理端末管理端末管理端末管理

NII、ICカード、出席管理等○佐藤(立教)
中村(慶應)
根岸(立教)

認証認証認証認証システムシステムシステムシステムのののの検検検検

討討討討

キーワードキーワードキーワードキーワード担当担当担当担当テーマテーマテーマテーマ

※◎※◎※◎※◎リーダーリーダーリーダーリーダー、、、、○○○○サブリーダーサブリーダーサブリーダーサブリーダー
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6大学現状大学現状大学現状大学現状のののの調査実施調査実施調査実施調査実施

各大学のIT環境の整備状況・運用上の問題点

テーマごとにヒアリングシートを作成、６大学におけ

る現状調査を実施した。6大学のIT環境の整備状

況が調査により、明らかになった。

アンケート結果報告書

情報化の整備における各大学の先進的な取り組

みや利用実態の把握ができた。
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６６６６大学共通大学共通大学共通大学共通サービスサービスサービスサービス仕様検討仕様検討仕様検討仕様検討

～～～～ 認証認証認証認証システムシステムシステムシステムのののの検討検討検討検討 ～～～～
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認証認証認証認証基盤基盤基盤基盤にににに関関関関するするするする調査調査調査調査・・・・検討検討検討検討

各大学での認証方法と対象サービスの洗出し

各大学の認証方法の種類と認証サービスの実態を洗い出し、それぞ

れの問題点や大学間差異について整理した。

他の先進事例の調査

「NII」UPKIプロジェクトの取組みにITベンダーとして参画しているCTC
社にその取組みについて説明いただいた。

各大学で共通化可能なサービスの検討

ヒアリングシートによる調査結果および先進機関の事例を基に、各大

学のサービスの相互利用を視野に入れ、共通化が図れそうな認証方

法やその体系またはサービスを検討中した。
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認証方法認証方法認証方法認証方法とととと対象対象対象対象サービスサービスサービスサービスのののの洗出洗出洗出洗出しししし

～～～～アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果からからからから～～～～

各各各各サービスサービスサービスサービスのののの認証方法認証方法認証方法認証方法についてについてについてについて

6大学ともに、端末室PCログインなどの各サービスについて、そのほとんどが
ID、パスワードにより認証を行っている。

アカウントアカウントアカウントアカウントのののの種類種類種類種類についてについてについてについて

専任教員、専任職員、非常勤教員等、各大学ほぼ共通の属性で分類している。

また、6大学すべてでゲストアカウントを発行している。

現状現状現状現状のののの認証認証認証認証システムシステムシステムシステムのののの問題点問題点問題点問題点についてについてについてについて

各大学が共通して問題としている点が、アカウントの運用管理(登録・変更・削
除)が煩雑であるということだった。また個人ごとにID、パスワードが複数存在し
ている実態も明らかになった。

これらはアカウントの種類が非常に多く、各サービスによって認証方法が異な

る点、アカウントの管理が別になっている点が主な要因となっている。



認証認証認証認証のののの先進事例先進事例先進事例先進事例のののの調査調査調査調査

～UPKIプロジェクトの取組みについて ～

�本人証明により、詐称不能に

�大学としての一元的な認証基盤の構築

�標準仕様の利用

大学間の連携（相互認証）、導入、

開発コストの削減、

�セキュリティレベルの向上

ポリシーと実施手順の見直し

�学生・教員の流通化

学生 ⇒ 単位互換など

教員 ⇒ 非常勤講師、共同研究

�産業連携

産業・地域活性化、国際化への対応

� ID、パスワードの問題

パスワード流出で不正アクセスの可能性、アプ

リごとのパスワードで利便性悪化

� IDに関する運用コストの削減

�学内セキュリティポリシーの遵守

�Webシステムのシングルサインオン

�シンクライアントの利用

�認証連携のためのインターフェース

UPKIUPKIUPKIUPKI活用活用活用活用によりによりによりにより期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果大学内大学内大学内大学内でのでのでのでの認証認証認証認証にににに関関関関するするするする課題課題課題課題

UPKIによってによってによってによって大学大学大学大学ののののネットワークネットワークネットワークネットワークややややコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツなどのなどのなどのなどの安全安全安全安全、、、、安心安心安心安心かつかつかつかつ有効有効有効有効なななな利用利用利用利用がががが促進促進促進促進されるされるされるされる。。。。

将来的将来的将来的将来的にはにはにはには大学間連携大学間連携大学間連携大学間連携としてとしてとしてとして、、、、連携連携連携連携するするするする大学同士大学同士大学同士大学同士のののの認証局認証局認証局認証局をををを信頼信頼信頼信頼することですることですることですることで、、、、自大学自大学自大学自大学ののののアカウアカウアカウアカウ

ントントントントをををを用用用用いていていていて大学関係者大学関係者大学関係者大学関係者がががが、、、、連携連携連携連携しているしているしているしている他大学他大学他大学他大学ののののネットワークネットワークネットワークネットワークややややサービスサービスサービスサービスがががが利用利用利用利用できるようにできるようにできるようにできるように

なるなるなるなる。。。。

これによりこれによりこれによりこれにより単位互換単位互換単位互換単位互換などのなどのなどのなどの相互連携相互連携相互連携相互連携がががが拡大拡大拡大拡大することがすることがすることがすることが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。



共通化可能共通化可能共通化可能共通化可能なななな認証認証認証認証サービスサービスサービスサービスのののの検討検討検討検討

・ICカードの単価が高額で費用対効果が得られにく

い。

・対象サービスの拡大に合わせて関連設備の改修

も必要となる。

・アカウントの統合が実現できる。

・セキュリティの向上が図れる。

・学生サービスや利便性が向上する。

・導入事例が少なく、話題性があるため大学の売

りのひとつになる。

・6大学間での単位互換等による事務処理の効

率化が期待される。

(4) 6(4) 6(4) 6(4) 6大学大学大学大学ICICICICカードカードカードカードのののの

導入導入導入導入

・認証基盤構築に費用がかかる。

・各大学のセキュリティポリシーの見直しが必要

・運用面で高度な管理が必要。

・アカウントの統合が実現できる。

・セキュリティの向上が図れる。

・学生サービスや利便性が向上する。

・国立大学と同一の仕様を実装することで共同

研究やシステムの共同開発の促進等、他大学

との連携が期待できる。

(3) UPKI(3) UPKI(3) UPKI(3) UPKIプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

へのへのへのへの参加参加参加参加

・現状の認証システムの問題がそのまま残る。

・各大学の認証システムとの調整が必要。

・認証GWシステム構築に費用がかかる。

・GWシステムの運用管理が必要。

・各大学の現状の認証システムをそのまま活用

できる。

・6大学間における情報サービスの相互連携(利

用)が期待できる

(2) 6(2) 6(2) 6(2) 6大学間認証大学間認証大学間認証大学間認証シスシスシスシス

テムテムテムテム連携連携連携連携

・現状の認証システムの問題がそのまま残る。

・ゲストアカウントへのサービス提供条件、範囲、お

よび運用ポリシーのすり合わせが必要。

・提供できるサービスレベルに大学間で差異が出る

可能性がある

・各大学の現状の認証システムをそのまま活用

できる。

・別途費用をかけずに実現可能。

・システム的な影響がなく、手続き等の運用ベー

スのみで実現可能。

(1) 6(1) 6(1) 6(1) 6大学向大学向大学向大学向けけけけゲストゲストゲストゲスト

アカウントアカウントアカウントアカウントのののの発行発行発行発行

デメリットデメリットデメリットデメリットメリットメリットメリットメリット共通共通共通共通サービスサービスサービスサービス
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認証認証認証認証のののの展望展望展望展望

大学間でポリシーをすり合わせながらゲストアカウントを活用した共通サービスを展開する。

技術の進歩やICカードの単価下落など動向を見据えながら、UPKIプロジェクトへの参加や6大
学ICカードの導入についても検討を継続していく。

タイムフレームタイムフレームタイムフレームタイムフレーム

サービスサービスサービスサービスのののの

高度化高度化高度化高度化

レベルレベルレベルレベル

＜＜＜＜STEPSTEPSTEPSTEP 1111＞＞＞＞各大学におけるゲストアカウント向けポリシーおよび提供サービスのすり合わせ
＜＜＜＜フェーズフェーズフェーズフェーズ 1111＞＞＞＞ゲストアカウントによる共通サービス ＜＜＜＜STEP 2STEP 2STEP 2STEP 2 ＞＞＞＞6666大学共通ゲストアカウント発行各大学のサービス利用条件に合わせて端末室等を利用可能に

＜＜＜＜フェーズフェーズフェーズフェーズ 2222＞＞＞＞

UPKIプロジェクトへの

参加等による各大学で

のアカウント統合化

2008/1 2009/42008/9 2010/4

＜＜＜＜フェーズフェーズフェーズフェーズ 3333＞＞＞＞

6大学共通ICカード導入検討

6大学認証システム連携

学生サービス

の向上

研究・教育基盤

の強化

６６ ６６
大
学

大
学

大
学

大
学
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ド
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６６６６大学共通大学共通大学共通大学共通サービスサービスサービスサービス仕様検討仕様検討仕様検討仕様検討

～～～～ 端末管理端末管理端末管理端末管理のののの検討検討検討検討 ～～～～
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端末管理端末管理端末管理端末管理にににに関関関関するするするする六大学共通六大学共通六大学共通六大学共通のののの悩悩悩悩みみみみ

� 6大学でアンケート調査

� 雛型数が多い（1大学平均５０近く）。

� 6大学すべてで、年1～2回の定期メンテナンス（雛

型作成・配布など）を業者に委託している。

� パッチあても雛型配布時のみがほとんど。

1.1.1.1. 雛型作成雛型作成雛型作成雛型作成のののの数数数数がががが多多多多くくくく、、、、作業作業作業作業（（（（雛型作成雛型作成雛型作成雛型作成・・・・配布配布配布配布・・・・確認確認確認確認、、、、パッチパッチパッチパッチあてあてあてあて））））にににに時間時間時間時間

がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。

2.2.2.2. アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションのののの追加追加追加追加・・・・設定変更設定変更設定変更設定変更（（（（教員教員教員教員からのからのからのからの要望要望要望要望））））にににに、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応すすすす

るのがるのがるのがるのが大変大変大変大変。。。。現状現状現状現状はははは年年年年1111～～～～2222回回回回をををを基本基本基本基本としながらとしながらとしながらとしながら、、、、緊急緊急緊急緊急のものはのものはのものはのものは随時作随時作随時作随時作

業業業業しているしているしているしている。。。。

3.3.3.3. メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスのためののためののためののための空空空空きききき時間時間時間時間をををを確保確保確保確保するのがするのがするのがするのが大変大変大変大変。。。。
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ログインサーバ Ｉ／Ｏサーバ

コアスイッチ 1Gbps
フロアスイッチ 1Gbps

エッジスイッチ 100Mbps
・・・ ・・・

シンクライアントシンクライアントシンクライアントシンクライアント導入導入導入導入にににに向向向向けてのけてのけてのけての調査調査調査調査（（（（１１１１））））

(a)必要なネットワーク帯域？

・I/Oサーバ-スイッチ 1Gbps

・エッジスイッチ-PC 100Mbps

(b) 起動時間の実績？

・PC15台同時: 1分分分分30秒秒秒秒

・PC30～40台同時： 2分程度分程度分程度分程度

(c) アプリケーションの動作？

6大学で利用しているソフトウェアに

ついて動作実績を確認。主要主要主要主要ソフトソフトソフトソフト

ははははほぼほぼほぼほぼOK。

(d) デュアルブートできる？

可能可能可能可能。Linuxは、Fedora, Redhat, Vine, 

SuSEに対応。Vistaは2008年早々予定
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シンクライアントシンクライアントシンクライアントシンクライアント導入導入導入導入にににに向向向向けてのけてのけてのけての調査調査調査調査（（（（２２２２））））

ログインサーバ Ｉ／Ｏサーバ

コアスイッチ 1Gbps
フロアスイッチ 1Gbps

エッジスイッチ 100Mbps
・・・ ・・・

(f) サーバの管理負荷？

1I/Oサーバあたり、30～50台のクラ

イアント。I/Oサーバが増えてもマス
タが同じ場合は管理負荷は増えない。

結局結局結局結局ははははマスタマスタマスタマスタ数数数数にににに依存依存依存依存するするするする。。。。

(g) 初期導入コストは？

シンクライアント固有の初期導入コストは、

(1) Ardenceクライアントライセンス = 約20,000円／1台

(2) I/Oサーバ = 約850,000円／1サーバ

定価ベースで、端末500台で(1) + (2) = 20,000,000円。

他他他他のののの初期初期初期初期コストコストコストコストやややや、、、、業務委託業務委託業務委託業務委託などのなどのなどのなどの運用運用運用運用コストコストコストコストをををを削減削減削減削減するするするする工夫工夫工夫工夫がががが必要必要必要必要。。。。

(e) サーバの冗長構成？

障害の発生頻度は？

・ログインサーバとI/Oサーバを冗長
化し、障害時障害時障害時障害時やややや高負荷時高負荷時高負荷時高負荷時ににににサーバサーバサーバサーバをををを

自動切替自動切替自動切替自動切替できるできるできるできる。。。。

・現在導入されている大学では、安定

動作している。
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シンクライアントシンクライアントシンクライアントシンクライアントののののメリットメリットメリットメリット／／／／デメリットデメリットデメリットデメリット

主主主主ななななメリットメリットメリットメリット

1. マスタマスタマスタマスタ作成作成作成作成・・・・展開展開展開展開のののの作業作業作業作業

時間時間時間時間をををを大幅大幅大幅大幅にににに短縮短縮短縮短縮できるできるできるできる

2. アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションのののの追加追加追加追加・・・・

設定変更設定変更設定変更設定変更にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応

できるできるできるできる

3. パッチパッチパッチパッチ適用適用適用適用・・・・ウィルスウィルスウィルスウィルス対策対策対策対策

ををををサーバサーバサーバサーバ側側側側でででで一括適用一括適用一括適用一括適用でででで

きるきるきるきる

4. 作業教室作業教室作業教室作業教室のののの空空空空きききき時間時間時間時間にににに

関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、作業作業作業作業できるできるできるできる

1. サーバサーバサーバサーバのののの台数台数台数台数がががが増増増増えるえるえるえる分分分分、、、、

初期導入初期導入初期導入初期導入コストコストコストコストがががが高高高高くなるくなるくなるくなる

2. ネットワークトラブルネットワークトラブルネットワークトラブルネットワークトラブルがあっがあっがあっがあっ

たときにたときにたときにたときに、、、、すべてすべてすべてすべて利用利用利用利用できできできでき

なくなるなくなるなくなるなくなる

3. 導入前導入前導入前導入前ににににアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

のののの動作検証動作検証動作検証動作検証などがなどがなどがなどが必要必要必要必要

主主主主ななななデメリットデメリットデメリットデメリット

運用上運用上運用上運用上ののののメリットメリットメリットメリットはははは大大大大きいきいきいきい。。。。あとはあとはあとはあとは導入導入導入導入・・・・運用運用運用運用

コストコストコストコストをどこまでをどこまでをどこまでをどこまで抑抑抑抑えられるかがえられるかがえられるかがえられるかがポイントポイントポイントポイント
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６６６６大学共通大学共通大学共通大学共通サービスサービスサービスサービス仕様検討仕様検討仕様検討仕様検討

～～～～ プリンタープリンタープリンタープリンター環境環境環境環境のののの検討検討検討検討 ～～～～
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印刷環境印刷環境印刷環境印刷環境アンケートアンケートアンケートアンケート

各大学で、端末環境ごとに印刷環境の調査を実施。

端末環境端末環境端末環境端末環境

端末室端末室端末室端末室

（（（（授業中授業中授業中授業中））））

端末室端末室端末室端末室

（（（（自習中自習中自習中自習中））））

オープンオープンオープンオープン

スペーススペーススペーススペース

PC

持持持持ちちちち込込込込みみみみ

PC
学外学外学外学外からからからから

内

容

印刷方式
自由印刷 オンデマンド

印刷

課金 無課金 その他

プリンタタイ

プ

モノクロ カラー レーザー インクジェット その他

（長尺プリン

タ・連帳等）

印刷管理シ

ステム

RICOH XEROX 富士通 その他

サービス運

用

プリンタの管

理・保守

用紙・トナー

の購入

用紙・トナー

の交換

その他
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印刷環境印刷環境印刷環境印刷環境アンケートアンケートアンケートアンケートからのからのからのからの考察考察考察考察・・・・課題課題課題課題

・消耗品コスト負担について

各大学での共通問題点の第一位は、消耗品であった。

6大学において将来的に共同購入できればコストダウンが期待できるが、短期的には実現
は難しい状況である。課題対策の第一弾として、まず消耗品コスト削減対策として各大学で

の消耗品購入状況の情報開示を行い情報交換を行った。

・印刷利用権限・方式・制限について

各大学ごとの運用ルールを崩して統一規格にするには、まず学内整備が必要である。（他

キャンパスの学生も利用ができるように等）

ルールが整った時に導入できるようなサンプルケースの提案を行っていきたい。

・学外からのプリンタ利用（IPP対応）
各大学で共同でIPP対応にすれば、6大学各大学で印刷が可能となる。プリンタメーカーから
のヒアリングでも、今後ニーズが高まってくるとの話があった。メリット・デメリットについて調

査を行う。
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印刷環境印刷環境印刷環境印刷環境サンプルケースサンプルケースサンプルケースサンプルケースのののの検討検討検討検討

◆◆◆◆The Seventh Universityでのでのでのでのプリンタプリンタプリンタプリンタ導入方針導入方針導入方針導入方針◆◆◆◆

□□□□課金方針課金方針課金方針課金方針

・設置場所に応じた印刷の課金・非課金。大量印刷の予想される端末室・オープンエリアに

ついては課金を行う。授業利用は、課金をしない。

・課金をする場合は、ポイントカード制とし、事前購入により一人当たりの印刷時間の削減が

期待できる。

□□□□キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス間間間間でのでのでのでの運用及運用及運用及運用及びびびび効果効果効果効果

・IPP印刷を導入し、どのキャンパスでもサービスを利用できる。

□□□□IPP印刷時印刷時印刷時印刷時のののの認証認証認証認証（（（（他大学他大学他大学他大学のののの学生学生学生学生がががが無断無断無断無断にににに印刷印刷印刷印刷をしないようなをしないようなをしないようなをしないような仕組仕組仕組仕組みみみみ））））

ノートPC等を持ち込んで学内の無線LANを利用する際に、事前のプリンタ設定と利用時に

必ず本学の認証を通ることで利用が可能となる。印刷枚数の制限は行わず各自ポイントに

て自己制御を行う。（必要な場合はカードを購入）

□□□□保守方針保守方針保守方針保守方針

保守は、情報センター（システム管理部門）の職員が直接行うのではなく、授業TA・教授室職

員及び委託業者にて行う。（ここでいう「保守」とは用紙交換・トナー交換をさす）

□□□□消耗品購入消耗品購入消耗品購入消耗品購入についてについてについてについて

・用紙・・・教室は情報センターにて購入。端末室・オープンエリアはポイントカード制のため学

生個人での購入となる。



◆◆◆◆The Seventh Universityでのでのでのでのプリンタプリンタプリンタプリンタ導入導入導入導入◆◆◆◆

オンデマンド・課金印刷

【設置場所】端末室（情報自習室）・オープンエリア

・利用者が多いのでプリンタが故障しても別のオン

デマンドプリンタにて対応可能

【プリンタ設定】標準はモノクロ・A4・両面印刷にて設

定・IPP印刷を導入

【課金方式】利用者は事前にプリントカードの購入が

必要。課金は、ポイント式で印刷のサイズ・色・両面

によってポイントが変化する。

学生証をカードリーダに通し、パスワードを入力。そ

の後ポイントカードを投入し利用が可能。

【サービス時間】9：00～21：00まで

【保守】委託業者

オンデマンド・無課金印刷

【設置場所】情報教室（大教室）

【プリンタ設定】標準はモノクロ・A4・両面印刷

【印刷管理システムの導入】印刷管理システムのスケ

ジュール管理機能を使って、授業中は無課金印刷が可

能。設定によって課金モードに切り替えも可能とし、教室

を開放教室にした際に端末室（情報自習室）と同じような

運用が可能。

【印刷制限】無課金ポイント（500ポイント／年）

【サービス時間】授業時間中（または、開放時間中）
【保守】授業TA

【課金】基本的にはなし

自由印刷

【設置場所】情報教室（小教室）

【プリンタ設定】標準はモノクロ・A4・両面印刷にて設定

【サービス時間】授業時間中

【保守】授業TA

【課金】なし

【設置場所】教授室及び講師控室

【プリンタ設定】標準はモノクロ・A4・両面印刷にて設定

【サービス時間】9：00～21：00まで

【保守】教授室職員

【課金】なし
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６６６６大学共通大学共通大学共通大学共通サービスサービスサービスサービス仕様検討仕様検討仕様検討仕様検討

～～～～ 無線無線無線無線LAN活用活用活用活用のののの検討検討検討検討 ～～～～
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6大学無線大学無線大学無線大学無線LANのののの利用状況利用状況利用状況利用状況

積極的な導入校(3校)、認証回数20万回以上

概ねAPの数に比例した利用回数

LDAP認証やIPSec-VPN認証など様々な認証方式を利用
※個人を特定する認証を行なっているという点では共通

持ち込みＰＣでの利用が多い

241,986241,986241,986241,9861,0001,0001,0001,000((((※※※※)61)61)61)61281,050281,050281,050281,050((((※※※※)400)400)400)400492,488492,488492,488492,488年間認証回数年間認証回数年間認証回数年間認証回数

413413413413121212127777549549549549131313131,1771,1771,1771,177ＡＰＡＰＡＰＡＰ数数数数

ＦＦＦＦ大学大学大学大学ＥＥＥＥ大学大学大学大学ＤＤＤＤ大学大学大学大学ＣＣＣＣ大学大学大学大学ＢＢＢＢ大学大学大学大学ＡＡＡＡ大学大学大学大学

（※）認証回数ではなく、利用者数にて算出
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無線無線無線無線LANのののの利用調査利用調査利用調査利用調査

持込ＰＣ用無線LAN接続環境
セキュリティ対策が不可欠

・IDS（IntrusionDetectionSystem）

・ウィルス対策

UPKIの動向調査
全国共同電子認証基盤（UPKI）の構築

学会等イベント用無線LAN
短時間で設営、移設が可能

授業における無線LANの活用
持込ＰＣ利用者への対応

公衆無線LANについての調査※料金については、月額定額サービスを選定(初期費用は別途) 

地下鉄駅、空港、カフェ、モスバーガー店舗など700円ウィルコム無線LAN

山手線圏内ほぼ全域をカバー525円ライブドア公衆無線LAN

ＪＲ駅、空港、マクドナルド店舗など525円Yahoo!無線LAN

空港、駅、ホテル、カフェなど1,575円ドコモ公衆無線LAN

利用エリア料金(月額)サービス名

調査日：2007年9月
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無線無線無線無線LANのののの活用活用活用活用

6大学共通サービスとしての提案

無線LANアクセスポイントの拡大

• ラウンジや食堂にAPを設置

• 広報用ステッカーを作成し、アピール活動

• 電源設備の整備

無線LAN学外利用者サービス

• ゲストIDの発行

• 利用範囲の制限

– 学内者：標準学内ネットワーク

– 学外者：プロバイダー契約回線など
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6大学共通大学共通大学共通大学共通サービスサービスサービスサービスのののの提案提案提案提案(プラスプラスプラスプラスαααα)

各テーマの検討結果により、共通サービスの提案ができ

た。しかしながら、現実的に着手するには、各大学のポリ

シーや解決しなければならない課題も多い。そこで、大学

情報サミットとして、実現性の高い施策について検討を

行った。

【施策A】情報リテラシー教育コンテンツの共同開発

【施策B】TA/SA教育プログラムや教材の共同制作

【施策C】ソフトウェアの共同購入

(例)6大学30万人の学生・教職員が利用できるウィルス対策ソフトの購入
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まとめまとめまとめまとめ

本プロジェクト活動により、6大学のIT環境の現状が把握
でき、共通サービスの提案に結びつけることができた。

各大学の端末室には、様々な運用上の工夫があり、施設

見学の実施により、具体的な取り組みや最新の技術動向、

の調査ができた。

プロジェクトメンバー内でコミュニケーションが図れ、プロ

ジェクト以外の情報交換の場としても効果があった。

共通した問題点の解決には、6大学が協力することの意
義・有効性を確認することできた。



ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました


