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Wiki による授業情報掲示支援サイトの構築
大学院理工学研究科　葛西 真寿

kasai@phys.hirosaki-u.ac.jp

1 はじめに
無線 LANアクセスポイントの設置等による学内ネットワークの整備が進み，Web コンテンツ

を授業に活用する機運が高まってきた．この状況に対応して，どこでも更新・だれでも参加型の
Webアプリケーションの 1つである Wiki を利用した授業情報の掲示及び授業支援サイトの構築
と運用実験を行ってみようと思い立った．
Wikiでは，WebブラウザさえあればOSに依存せずにどこからでもWebサイトのコンテンツ

を更新することができ，また適切な権限を設定すれば誰でも参加できる．本稿では，授業規模・
トラフィック・セキュリティに配慮したWikiシステムの選定と実際の授業での運用試験を行い，
Wikiベースの授業情報掲示システムの評価を行った概要について報告する．
尚，予めお断りしておくが，研究開発発表とはいっても，私がオリジナルに開発したコードが

あるわけではない．ただ，FreeStyle Wiki (FS Wiki) という素晴らしいフリーソフトウェアに出
会ったこと，一人の FS Wiki ユーザとして試行錯誤しながら授業情報サイトや自らの日記サイト
を作ったこと，それを運用してく中でFS Wikiコミュニティの皆さんから得られたノウハウ等 .々..

そのような，いつかまとめておきたいと思っていたWikiに関するあれこれを，この機会をお借
りして述べさせていただきたい．

2 Wikiとは
Wiki (ウィキ)あるいはWikiWikiWebとは，Ward Cunningham氏の考案したWebアプリケー

ションの一種で，誰でも編集や更新ができるWebサイト・システムである [1]．Webブラウザさ
えあれば，通常誰でもネットワーク上のどこからでも文書の編集ができることから，Wikipedia[2]

に代表されるように，共同作業で文書作成をする情報共有サイトの構築に向いている．この意味
で，Wikiは共同作業ツール・グループウェアとみることもできる．
また，Wikiの持つ独自のマークアップ構文は HTMLと比べて簡潔で覚えやすいため，簡易

HTML生成ツールあるいは，広義のWebコンテンツ管理システム (CMS: Content Management

System) としての使い方も可能である．

3 授業サイト構築ツールとしてのWiki

Wikiを利用して授業用Webページを構築する際の利点には，以下のようないくつかのポイン
トがあげられる．
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• 情報共有の場をつくるツールとして
授業概要の掲示や参考資料の配布，また参考文献・URLの提示など，授業情報の共有のた
めのWebサイトの構築にWikiは有効である．配布用の資料をWebページに登録し，ダウ
ンロードの設定を行うまではWebブラウザだけで可能であり，時間をかけずに授業情報共
有サイトの構築が可能である．

• コミュニケーションツールとして
Wikiシステムの多くは，拡張プラグインの導入によって掲示板やコメント欄の機能を付加
でき，授業内容に関するQ&Aコーナーとして利用できる．また，日記プラグインの導入に
よって，ブログ・Web日記のような使い方も可能であり，授業者と受講者間，また受講者
間のコミュニケーションツールとして利用できる．

• 簡易HTML生成ツールとして
直接 HTMLを記述することなく，Webページの作成が可能である．もちろん，Wiki独自
のマークアップ構文を使う必要があるが，HTMLの冗長で複雑なマークアップと比較する
とWikiの記法は単純で効率的であるとされる．複雑な構文を覚えて使用する手間がかから
ない分，コンテンツの内容そのものに注力できるだろう．

• 共同作業の場として
さらに，本稿の趣旨とは少し離れるが，共同作業の場としてのWikiの側面についてもコメ
ントしておく．通常の授業では，授業者と受講者の共同作業という場面はほとんどないが，
卒業研究や修論研究では，教員と学生との共同作業の場としてのWikiシステムの利用が有
効となるだろう．実際に，2007年度後期に 4年生の一人に卒業研究に関するWikiの更新を
してもらった [3] が，使用する観測データの確認，プログラム内容，またLATEXや gnuplot，
Fortran，Maxima といったアプリケーションの使い方に関する知識の共有や検討ができ，
有用であった．

4 どのWikiを選ぶか
Wikiは単一・特定のシステムを指すのではない．Wikiとして稼働するプログラムはWikiエン

ジンあるいはWikiクローンと呼ばれ，現在では非常に多くの実装が存在する．その中で，有名
なものや国内開発で日本語の使用が問題なく可能であるWikiエンジンの代表例をいくつかあげ
る [1]．

• MediaWiki [4]
元々はWikipedia [2] のために作られたWikiパッケージ．GPLライセンスで配布されてい
るフリーなサーバサイドソフトウェアで，1日に数百万ヒットもあるような巨大サイトでの
運用も可能な設定．MySQL + PHP．

－ 10 －
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• YukiWiki [5]
結城浩氏作成のWikiエンジン．Perl による実装で国内開発のWikiエンジンの先駆け的
存在．

• PukiWiki [6]
PHP による実装．おそらく国内では最もユーザ数が多いと思われる，人気のあるWikiエ
ンジン．数多くのプラグインにより機能拡張が可能．

• Hiki [7]
たけうちひとし氏によって開発されたWiki エンジンでRubyによる実装．プラグインによ
る拡張が可能な高機能・高速Wiki．

• FreeStyle Wiki (FS Wiki) [8]
竹添直樹氏によって開発されているWikiエンジンで，Perlによる実装．プラグインによる
拡張が可能．データベースを必要としない．

FreeStyle Wikiの特徴

本研究では，FS Wiki を採用して授業情報掲示支援サイトの構築を行った．本研究の目的に合
致した FS Wiki の特徴は以下の通りである．

• オープンソース／フリーソフトウェア
FS Wiki はGNU GPLライセンスの元で配布，改変が許可されるオープンソース／フリー
ソフトウェアである．

• インストールが比較的容易
Perl で記述されており，またデータベースも不要なため，多くの環境で動作する．公式サ
イト [8] 内のドキュメントの他，書籍 [1] にもインストール方法が記載されているため，参
考になる．

• カスタマイズ可能な柔軟性とプラグインによる拡張性
CSSによる体裁デザインのカスタマイズが可能な他，様々なプラグインが開発されており，
本研究の目的に沿った拡張が可能であった．特に有用であったプラグインについては後述
する．

• ユーザ管理機能
Wikiは本来誰でもWebページを編集可能であるが，授業サイトなどではユーザによる編集
や閲覧の制限が必要な場合もあるだろう．FS Wikiはユーザの種別に応じた編集・閲覧制限
の設定が可能なユーザ認証機能を備えている．

－ 11 －
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5 今回の研究開発で取り組んだ点
筆者は，2004年からFreeStyle Wikiによる授業サイトを試験的に運用してきた．例えば，「数値

解析法」の授業では，テキスト配布やプログラム例の提示・ダウンロードのページを設けたり，ま
た質問掲示板を解説して受講学生からの質問に答えたりした．また「宇宙物理学特論」では，参
考文献へのリンクやレポートに必要なデータの提示を行ってきた．
今回の研究開発費を受けて，特に重点的に取り組んだ点は以下の通りである．

5.1 高負荷対応・mod perlによる速度向上

FS WikiはPerlによる実装であり，データベースを必要とせずにCGIとして動作するため，イ
ンストールは比較的簡単で LinuxやMac OS Xはもとより，Windowsなど多くの環境で動作す
る．一方で，一般に言われるようにCGIはリクエストごとにプロセスを起動してスクリプトのコ
ンパイルが行われるため，アクセス数の多いサイトではサーバの負荷が高くなり，実行速度が低
下する．
このようにサーバの負荷が問題になるような場合，FS Wikiをmod perlで動作させることで

CGIよりも大幅な高速化が可能になる．FS Wiki自体はmod perlに対応しているので，参考文
献 [1] に従い，mod perlで動作させる設定を行うだけ... と思ったのだが，今回購入したサーバで
採用した Vine Linux 4.1 では，執筆時点ではmod perlのパッケージをインストールすることが
できなかった．� �
# apt-get install mod_perl2

...

以下のパッケージは解決できない依存関係を持っています:

mod_perl2: 依存: libapr-0.so.0

E: 壊れたパッケージです
� �
一応，Vine Linuxバグトラッキングセンター [9] に報告しておいたが，フリーソフトウェアの性
格上，企業による有料サポートの契約をしない限り，確実にサポートが期待できる訳ではない．今
回の場合は，自力でmod perl2をコンパイル・インストールして運用を行った．インストールの
概略は私のWeb日記にまとめておいた．特に難しいことはないので，興味のある方は，Google

で ‘Vine Linux 4.1 に mod per2 を自力インストール’ のキーワードで検索していただきたい．

5.2 携帯電話による閲覧対応

しばらく前に，「携帯からのネット利用がパソコンを上回る」という報道 [10] があったが，携帯
電話による閲覧対応は今後の重要課題となってくるだろう．
FS Wikiは，元々携帯電話用のブラウザで閲覧できる設計になっているため，特に携帯電話用

のページを別途作成しなくても，単一のソースで PCと携帯の両方のブラウザによる閲覧が可能
である．ただし，携帯電話用ブラウザの制限から，1ページあたりの容量が大きい場合には「メ
モリ不足で表示できません」というメッセージが出て正常な表示ができない．

－ 12 －
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この問題をクリアするために，今回は FS Wiki用に開発されている google proxy [11] プラグ
インを導入した．このプラグインを利用すると，携帯電話からのアクセス時に，Googleを proxy

がわりにして表示するようになる．つまり，Googleによる携帯電話画面への変換機能を利用して，
長いページを自動的に分割して表示させたり，一部端末では表示できない画像も表示できるよう
に変換してもらう役割をするプラグインである．もちろん，Googleの proxy 機能は FS Wiki専
用ではないため，思い通りの画面にならない場合もあるが，少なくとも，PCでの閲覧を想定し
た単一ソースのみで特に携帯用のページを別途作成する必要無しに，何が書いてあるかがわかる
程度には有用である．
さらに，トップページにはQRコードを配して，簡単に携帯電話でアクセスできるような配慮
も心がけた．以下は表示例である．

トップページに配置した QRコード 携帯電話のバーコードリーダーで読み取り中

また，以下では FS Wikiで作った筆者のページ「葛西真寿のページ」[12] の同じ URLをパソ
コンのWebブラウザで閲覧した場合と携帯電話のブラウザで閲覧した場合の表示例を挙げてお
く．google proxyプラグインの動作例として，それぞれの表示を比較して見ていただきたい．

パソコンのWebブラウザによる閲覧 携帯電話のブラウザによる閲覧

－ 13 －
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5.3 学生によるWebページ作成とプレゼンテーション

所属学科の新入生用に「基礎ゼミナール」という導入科目がある．2007年度に筆者が担当した
クラスでは，担当学生 16人中 15人が自宅等にパソコンを所有しているという状況であった．自
宅からもアクセスしてWebページの編集やプレゼンテーション資料の作成を行いたいという学生
の希望が強かったため，簡単なユーザ認証の設定を行い，学生にWebページとプレゼンテーショ
ン資料の作成を試験的に許可してみた．
ちなみに，当初は学内の情報処理センターからのアクセスのみを想定したアクセス制限を考え

ていたが，学外からアクセス・編集したいという学生の希望が強かった．実際にログを見ている
と，自分の担当日・発表日の前日の夜あるいは当日の朝になって初めて編集している様子が見ら
れた...

なお，プレゼンテーションといってもPowerPointのようなプレゼンテーションソフトを別途使
用するわけではない．FS Wikiの presentationプラグイン [13] を利用すれば，通常のWebペー
ジをそのまま利用して簡易プレゼンテーションが可能である．以下はその例である．このページ
「Wiki による授業情報掲示支援サイトの構築」[14] は，平成 18年度総合情報処理センター研究開
発成果発表会で実際にプレゼンテーションに用いたページである．下図左はブラウザによる通常
のWebページ表示であり，画面右上の「プレゼン」をクリックすることで，presentationプラグ
インによるスライドショーモードになる．

Webブラウザによる通常のページ表示 presentationプラグインによるスライドショー

5.4 配布資料用の印刷モード

上図左のような通常のWebページ表示において，表示画面左サイドのメニュー欄は，閲覧のナ
ビゲーションやページの更新状況の把握のために便利である．しかし，Webページを印刷して配
布資料等にしたいときには，印刷ページの全てに左サイドのメニュー欄がある必要はない．この
ような場合には FS Wikiの printmodeプラグイン [15] を使うと，一時的にヘッダ・フッタや左
サイドのメニュー欄を非表示にできる．

－ 14 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 9-16（2008）



printmodeプラグインによる表示 ブラウザから「印刷」した例

また，printmodeプラグインを使用しなくても，FS WikiはCSSによる体裁デザインが可能で
あるので，スタイルファイルに例えば以下のように記述しておくと，Webブラウザの「印刷」メ
ニューで印刷をしたときにメニュー欄等を印刷させないように設定できる．� �

@media print {

div.header, div.adminmenu, div.footer, div.form, h1{display: none;}

div.sidebar, div.partedit, div.comment, form{display: none;}

body, table, pre, blockquote {font-size: 14px;}

div.day, div.body{border: none; font-size: 14px;

margin-left: 0; margin-right: 0;}

div.main{margin-left: 0; margin-right: 0;

padding-left: 0; padding-right: 0;}

h2, h3{font-size: medium;}

a{text-decoration: none;}

}
� �
以上のように，今回は FS Wikiのプラグインを利用する事によって，

1. Webページ（当然）
2. 携帯電話による閲覧対応モード
3. プレゼンテーションモード
4. 配布資料用の印刷モード

の 4つのモードを，シングル・ソースで実現することができる．

6 まとめ
オープンソース／フリーソフトウェアの一つである FreeStyle Wikiによる授業情報掲示支援サ
イトの構築と運用を行った．それにより，教材の掲載・レポート講評・授業概要掲示に一定の成
果を得る事ができた．また，掲示板・コメント欄の活用による授業者受講者間及び受講者間同士
のコミュニケーションに対する効用が把握できた．また，今後重要になってくるであろう携帯電
話及び携帯情報端末 (Mobile Internet Divice: MID) による閲覧対応の可能性の吟味を行う事が
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できた．さらに，FS Wikiで作られたWebページをそのまま使って簡易プレゼンテーションを行
うツールとしても利用可能であることを実証できた．
オープンソース活用による授業サイトの構築と運用には，活用ノウハウの蓄積とそれを支える

人材の育成・確保が大切である．総合情報処理センターには，そのようなオープンソース活用を
促進させるようなサポート，研究開発費の配分を今後も期待したい．
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IT

教育学部　小山 智史
koyama@cc.hirosaki-u.ac.jp

教育学部のサテライト端末は授業でも授業外でも有効に活用されており、まずは総合情報処理センター
のスタッフの方々にお礼申し上げます。
ここでは、講義室の IT環境に関連した 2,3の話題を紹介させていただきます。

(1) IT

　小中学校の IT環境といえば、かつては「専用の教室に何台のパソコンを揃えるか」が大きな関心事でし
た。そんな中で、1999年に文部科学省が示した「ミレニアムプロジェクト『教育の情報化』」は新鮮なもの
でした1。一口で言えば、「すべての教員は教科によらず必要な時にパソコンやインターネットを活用し、
またそのための環境を整備する」という内容です。2000～2005年度に、すべての普通教室 (学級)に 2台の
パソコンとプロジェクタを設置し、また校内 LANを整備して校内のどこでもインターネットを利用できる
ようにするための予算措置がなされました。
　当初の計画どおりに整備は進まなかったものの、この方向性は変わっていません。

(2) IT

　「必要な時に活用できるような環境」が必要であることは大学も同様です。少し前に、学内の講義室の
プロジェクタやスクリーンの整備の遅れが気になって総合情報処理センターの会議の折に話題にしたこと
があります。各学部の整備状況が調査されましたが、教育学部の講義室の整備が他学部に比べて少し遅れ
ているようでした。最近は少しずつ整備が進んでいます。
　また、各講義室に LANの接続端子があるのですが、すぐに利用できるようにはなっていません。無線
LANの利用環境も一般の講義室にはありません。LAN端子については利用するための方策があるようで
すので、今後活用したいと思っています。
　教育学部の講義室の AV機器 (テレビやビデオ機器)は昔からよく整備されていました。記録によれば、
1971年に視聴覚教育委員会が設置され、視聴覚サービスセンター主事がこのための仕事に当たっていまし
た。テレビ放送の録画ビデオを見せたり、学生の教育実習の様子を撮影したビデオを見ながら指導するな
ど、授業で利用している先生が少なくありませんでした。しかし、ビデオのデジタル化が進み、今後どう
整備したら良いのかはいささか不透明な状況です。現時点でも、上記のような活用が後退しているのでは
ないかと思われて気になっています。
　ところで、数年前に工学院大学で開催された研究会に参加した際、いくつかの講義室に出入りする機会
がありました。どの講義室も同じ設備 (プロジェクタ、スクリーン、LAN端子、AV機器等)になっていて、
専用の操作卓も共通だったことに関心しました。先生はどの講義室で授業を行っても機器の操作にとまど
うことはないと思われました。

(3)

　 20年ほど前のことですが、東京工業大学の遠隔講義システムを見学したことがあります。長津田キャン
パスと大岡山キャンパスの間を光ファイバーで結び、双方向のビデオシステムを構築したものでした2。黒
板の隣に 70インチのスクリーンが 2面あり、大学院の授業で利用されているとのことでした (図 1(a))。
　今も印象に残っていることは、
　　「教員も院生もどちらのキャンパスの講義室で受講してもよい」
　　「教員はスイッチを入れるとすぐに利用できる (図 1(b))」
ということです。機能面だけではなく、操作性に関しても相当に力を入れて検討したことが想像できま
した。

1岡本薫: ミレニアムプロジェクト『教育の情報化』の解説, 文部科学省, 1999.
2岸源也, 清水康敬: 光ファイバによるキャンパス間情報伝達システム, 計測と制御, Vol.22, No.8, pp.697-704, 1983.

IT

(1) IT

(2) IT

(3)
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(a)正面左が 2面のスクリーン (b)操作卓

図 1: 東京工業大学の遠隔授業システム (1989年撮影)

　 e-Learningに関する話題は最近よく耳にするところです。2,3年前のこと、海外の e-Learning事情を視
察した方の報告を聞く機会があり、「うまくいっているところはコンテンツの開発やシステムの運用に相当
の人 (専任スタッフ)と金をかけている」とのことでした。システムの導入に一時的にお金をかけるだけで
は、うまくいかないとの印象を持ちました。

(4)

　教育学部の講義室の AV機器のことについては先に触れましたが、これらは家庭用の機器を組み合わせ
て構成することがほとんどです。機能が豊富で価格も安いのですが、頻繁にモデルチェンジされるため、
講義室ごとに入っている機器の構成はバラバラで、自ずと使い勝手も異なってしまっています。「機能が豊
富」というところにも問題があります。前の利用者が何か設定を変えて、そのままにしてある場合などは、
そのことに気づくまでに悪戦苦闘した覚えのある方も少なくないのではないでしょうか。
　少しでもこの種のトラブルを減らすには、「使わないボタンを隠す」というのもひとつの方法です (図
2)。また、機器の接続を示す利用者向けの系統図を用意するとトラブル解決の時の大きな助けになります。
これらはお金はかかりませんが、利用パターンの検討を含めて少なからぬ人手がかかります。
　 SCSのシステムも何度か利用する機会がありました。しかし、わざわざ特別な部屋にでかけていかなけ
ればならないことと、機械室の中で複雑な装置を操作しているとの印象をぬぐえません。うまく動かない
時はお手上げでした。

以上いろいろ書きましたが、講義や学習を支援するシステムを考える際は以下のことが重要だと思って
います。
　　○ 利用パターンを念頭に置く (十分に想像力をはたらかせること)
　　○ ITと AVの両面を区別せずに考える
　　○ 操作性を重視する (単純な操作でわかりやすいシステム)
教育学部では、現在、従来の講義室だけでなく、大学院生や現職教員の研修のための遠隔教育の充実が喫緊
の課題となっています。以上のことを念頭に置きつつ、総合情報処理センターにもご相談しながら検討して
いきたいと思います。

図 2: 使わない操作ボタンをマスキングした例

(4)

－ 28 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 27-28（2008）



���������	
���������

���������	
� �� ��

��������� �����

��������	
��

�������	
����������������������	�����

������� !"#$ 1999 %&'�()*+,()-.�/�0�� !"#	1

234�5��67�85+,9:;�<=��>?@"AB�CDEFGHIJ:+�

 !"K51 LMNOG�3��0GPI*+� !"K1999 %&'HIQ50 L�2000

%R'HIQ12 LM�ST*+U	G86,U:V;WBXYZ[NOG;�3�OS \

Office ]B^K_B`a�bcd�eM�e� fgYZ[��h*�ijG;�k5+

KlBmn"�o��eM,*k*pqrkVs+t=�e�� !"$u5��v	w

eoxyz3i{�uqG26|}��5��+,9�~���?��q�������

?�6��	5�;k�����$��V:+,U���;�2003 %�<=��>?@

"AB�CDEF��G��J:+��2007 %�;����|6��������

10 �������V:+�kV����� !"$ 10 L��PI�6�	�5+,��

�*��2007 %�<=��>?@"AB�CDEF����� G85++��WBX

YZ[\ fgYZ[$;j��?�q$HICDEF	¡¢£�6��¤�+,

����� !"#;¥¦��#G8��§¨;©� 1ª� 8L«¬�U:$¥®

� 14 ª¯)*��6,°±0�¤I�²�()J:��6,-.�0³$�?G26�

�����+�z�G�0³��?$´µ	*��++��¶BX�|6·¸X[¹ºC

DEF��5��+,�»pq¼½�+��pq¾¿�$¹À*ÁÂ*+���Ã�¶B

X$¯Ä*�Å�Æ�;ÇÈ�6���5��+,*k*�ÉÊ 17 %��·¸X[CD

EF�ËÌ\ÍÎ£kV�ÏÐ�|6�Æ�ÑÒ��Ò�6Ó�Ô���5+,

���������

����� !"#�pqÆÕ;�ÉÖK'×ØM�Ù´ ÚÆkVÙ± ÚÆÛGG8

��pqÜÝ� Þß à´kV&áKÙ± â Æ ãß à�ãã à�ãâ àM�ä+�åæ�ç�0

³kV�è¤$é�,9*�Ù±êÆëì;�¡Æí��î�6|}��5��6,ïT�

pqÆÕG8:ðñG�·ò�¤I��6��¤�6,()���ó��;ô=��>?

@"AB$õ*��öÏ��÷øKqù�gúBM�ó��;Tû�ü:��kVýþ�

85+Æ7G�ô=��>?@"AB$õ*�����	�5��6��ë��7G��

�86,�

��

R���kV�Ö�Ö�pq�ó�����86,�

ï���Ö�Ö�pq�ó��;�	
���K����À�|6���M�8

6t=���������Â�#�q	i{���$�wN�G�*¤*$�5�

�6,�

9�9����|}��*¤*�q��� ���k	�}!��86��U:G

;���pqr�|"pq#í�¿$�t=�*k%&G2h�9}G��t=��

－ 29 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 29-31（2008）



	�'�pq�ó���()*+$�,�*+�,�

��

-�()���öÏ�?�ó���g./^��Æ�%&�ó��0¡í�123[^

�45$�,�*+�,�

Û+�	�`6"AB;pq7��83��9í�öÏ45$()�,�*+�,�

��

&��÷ø�ó���	�:;9;z3�5�kV���G;���pq�&<6U	

�G2��+��Tû�����|"���T��ó��*+$�,�*+�,�

��

=�pq���ó���>�ë?G;���·@�AB����Û+CDE½$FG

��¿G*�;�6��CDH�I���JK�LMJ:h�#N�OÛ5��6

U	�86,�

/���P��QJK��OÛ5������RST�¤6UV�86,�9í�

WX�ó��*+�6���86,�

Û+�ïT� !"#N0���BEBCn"GYüV:��6Z0³�86,�

��()*��q*��6äOG;�3��÷øKqùM�Tû)2t	£*��

6��	�JK��OÛ6t[	�}���\*��6+���BEBCn"��

]^$_�pq�T��ó��*+�6���86,�

��

`�`6"AB�abcd�ó�����	�5+t=;��kV�ef�gh2 Þßß

cijG�\��k2�}Î$ï��l5��6��/�0	�q�4���Û

+�mí�n�G86,�

o�	*��0¡£��m���sp*�ó��*+$�,�*+�,�

��

� q���¶BX$q�+Iè#�?;ï���5����,r±�l5��ó�+¡s

í�tu�Ô�$*+*��2+�,¹Oº��6���vG8��kó�wxÕ

#N�yz$�?�6�G){�� 	�5��6,�

��

� |�}Bl����pqI~�ó��������pq�|�}BlI~���J:

��6���$�<����6�����kV;I~��1$��6��86,�

� � � pqI~�ó������·�?�AB6�G;�3¡��g��|6��$�

}U	���k�*:����I~��1�ó���*+$�,�*+�,�

� � � �B��>��Gpq�6���BA¯��+��Dg6BK"��ý����ó

���45$�,�*+�,�

��

� �sí����;pq����®�$��m;�k����£$�9:�:���

�6,�¬�$�9kV�<6	;���<�;������ï���0à�ó��

;�9��*+������;G26NO�3*+����6U	$�,�*+�,�

－ 30 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 29-31（2008）



�

Û	��

	U Gë´K¡ßßÞ %M����¢�£ ¤¥¦§¥¨ ����i{�*+$�U�5��6

©Þª,���«Ãp*�Ã6	ë´kV� ¬J:��67�ó���\;��J:h

�ïT�®5��6��àk6,	��'��¯.^�|67�r±�8Û�°±�9²

G29}���	U �³�´�,Û+������µ¶�·¸�¹��pqº»���

£*�2�����+�¼�\%&�����5�2��6����G86,r±�<=

��>?@"AB	½�0Õ�����|�¾¿�ýÀ	%&���	�<6,�

�

�����

©Þª��0}E.Ág§¨�ï�	� 7�ÂÃ�ÄÅ�¢�£ ¤¥¦§¥¨�ÆÇÈÞÉ�� �

� � ¡ÞÊ¡ã�¡ßßÞ�

－ 31 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 29-31（2008）



－ 33 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 33-35（2008）



－ 34 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 33-35（2008）



－ 35 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 33-35（2008）



���������	
��������������������

�

�������� �	
��

�����������������������

�

� ���������	
�!"#�

��������� ��� � !"#$%&'()*+,-./01234�567"8

9:;<"��: �= <->*?@,+ABCDE7FGH�

I;JKLM-N:�

��./01234� OF7PQDE7FGRS�T!UV;�T"WV;�T-X

Y�TMZGH[\] "#$%&'()*+,MPQDE7FGRS�T!"UVY�

T"WV;�TMZGH^E!"_`"�������abc67FG�d-��-��

e9Afg-��Mh �= iMZj"34<klmlmMZGnoMZGH6p6"q==r

s�tpuv��wx5\j"fh��e9-yF��Mh �= i5\Gno"^EzM#

$%&'()*+,M{|7FnKLA��./01234� }{~G���!ZGH�

zn"Q�-��M��./01234�aN:67FGRS�T����-�Th"

�sF�up�`67FGH�

��A������� OF7>*?@,+a:FnKLa{���AZGRS�T-

~�7MZj"KLM-N:��M��G5"�Znj�>���6p34�a��5~

GKLA�`6\F^55\GH�

�E�E-KL OF7"�-no >*?@,+aN:67FGpa�0���pu

 (~G5"¡¢£aN:6n%&¤¥"¦§�¨© aN:6nª,+«¬!®67Oj"

�-¯ °�±¨�°��²³"´°´´"«µ¶ªm*·"¸¹º"»�²§"¸ ¼½\¾A«¿ ÀÁ7N:

DE7FGH�

IYJKLÂÃÄ O�G��-�Å-no-N:�

��./01234�-N:MÆ�\-A"KLÂÃÄM-��N:MZGH#$%&

'()*+,-N:ÇÈ- É¨Ê Ë,ÌÍ�³³�ÎÏÏ±±±�������������������Ï��Ð�Ï�²Ñ¨§��³Ò©Ó

 ÔG5"��./01234�-BC<kZnj-N:ÂÃ�N:Õk!"#$%&'

()*+,-8�Ö]-N:ÇÈM"�×Mh�Ø ØC67FG^5AÙpj"��-

ÚÛÜÝ567"�F Þ:DE7FG^5aß67FGH�

^E!"àLáâ-noáâ� ãäDEGzM-Ã"åU->*?@,+aÝæ67

F\F�� 5|7!"��./01234�->*?@,+A"fhçè N:MéG

>*?@,+5\|7FG^5aêë67FGH�67������� OF7!">*

?@,+aìí:FGKLAZzjy�\F5!F�"îï,2ðca!ÁoñÅ�òÅ

 ó6">*?@,+N:aUô567FGKLAp\j�`~G^5aßõ67FGH�

��-N:�ö,!"�m÷ø-ùFúAûü�5F�ýhZG�úM"þ�-�C\

¾hZzj\�"�����\Ô�MZGH�� Ô|7!"��./01234�!�

	5-ÃA
D���h�Fno"��a�ÁG-M"#$%&'()*+,�#$�

aN:~G5F�ý�"�0,�m*+A\F^5"ZG��M!���k-x�A�6

F"5F|nýhZGÔ��H�

－ 37 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 37-38（2008）



I�J¡¢£��0�

��./01234� !"q==� sYt ¡¢£��0ABCDEnHBCT�!��

��5N:ÇÈ-��"./012ù:�ö,-��MZGH��./01234� ¡

¢£��0ABCDE7FG^5!"�×  ßDE7Oj"��0-�`hT!d^5

pu"¡¢£��0BCW"��-N:�ö,A��\|n5"#~GýAZGH�

�

$ �������!����������������

I;JQ��-æ$%&'�

�������-~�7-Q�� !"æ$%&'>*)*2ABCDE7FGH89

Aø(>*5%&'),*+aQ�� ,-~E."Q� /06n¡¢£Ë,Ì�å«

M¡¢£.,� CFnQ�12-ôßa{�^5A��MZGH�

6p6"^-N:-no !"3U #45 6÷27,8í9:;í9<=>aô?

6"Q��:-89@æ- A° BCî�-DEaF�nW"ø(>*-6÷27,8Bea"

�-G�Q��: HI~G^5A��5\j"ùFJç!Ô�\FH�

zn"N:!89 �eDE7Oj"��N:!�ouE7F\FH�

IYJK$%&'�

q==L svt ������� K$%&'-B8)�ï1*2AM<BCDEnI^-

NO dF7!"PQ
�

a-RJH^E Ôj�S-Q��5T>�"��U� OF7"

K$%&' ÔG�×6÷27,8V-í9A"89-]\uW�� h��5\|nH�

^-K$ »¹X M!"ºY¸° .,�:�aN:~G^5 Ôj6÷27,8í9:;í9<

=AZ�5\G�"#$%&'()*+,M[ \]67FG^,_,i5ø�7,CM

`·1*MéG^5pu"K$%&':�aæ6nø(>*D�:êMéE."æ$%&

'5��!Gp ab 6÷27,8 í9MéGH�

6p6"q==c s�Íq==c s � tdq==r s q tÓ-N:ÇÈaeG5"N:f! �g ^,_

I89 g�"�� grJM"^-�[N:hkA g= h��\-! i ^,_I89 j"�� �J

 5¾z|7F7"ZzjN:DE7F\FH�� dF7!k,2ø(>*alm~G

h-AgkMZG���h��uEGh--"Ôj�n-K$%&'Þ: dF7-o×

ApouEGMZq�H�

\O"�������M-K$%&'í9�r!"s�M_`tuDE7FGh-5v

\Gúw5\|7FGH�

�

% &'!�������!��	
�����(��������������

xh-�� OF76÷27,8 í96n>*?@,+aN:MéGyz!"T>�

21î5{Á�uF|njU-}~MZGH./01234�!��-å�åÅ-��5

67�-Æ��!z~z~�zGMZq�Hzn"��"89a�ÙW"�������

×-Q��Mh�ÜMh"#$8��-Q���#$T>�Mh"�U��-6÷27,

8 "{�-�rúwM"çè pd�s í9MéGyzA�zEGH�

�

�� � � � � � � 	 
 � � 	  � � � � ��� � � � � � � � 	 � � � �  ! " # $ % & � '()*(��

�+,-./00,1.213/4-5536�

－ 38 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 37-38（2008）



��������	
�����������

��������	
��

�������

��������	
��

�	
����

�� 19� 4� 2���
� �� �� 19� 4� 27���
�

��
�����

����������� !"�#���

��
��$%�

���&'(�)*+,-./01�23��45678,9&'(�:;.-<=
�

�>
��?@�

ABC�DEFGHIJKLIM�:NOPQLIM��RSTUVW,)XYZ�

�[
<\]^�

C�_`a,- 445 b�<=cdefgQ<=h_1cij-���k?:$,-<=l

g-.99mQno<=hp) 445 ba,9ZqrQstDEuvF����wx+y�z

M{J|�}~�������)��
� 1,953 bq�6Q<\�� 22.8�6��9Z��

�:�<=�.9����)�	:�am9Z

�	�<=h���

�

�������������

�	�*+,-./ OS��&'(���p:;.-�8,-��l.Z

<=hc��*+,-./ OS:;.-Q<=���9� 968����:�i/���c�fgQ

���� ¡)¢£¤	:�am9Z813��84.0�
cWindows)*+,-r¥Q¦:Windows 

XP)§p¨�� 646��66.7�
6*+,-./ ¡aq�9Z©�6QOS�ªL���c«

¬,-./Windows 95QWindows 98QWindows NTQWindows Me����� 71��7.3�
*

+,-./�]c�/Zgf� OS�FGHIJK��®¯t)°±i/9m�FGHIJK&�

²�³´cXµgq.ZªL����«¬lg9 OS�*+�¶:FGHIJK��·¸:¹lg

���� ����

	
�� 38

��� 46

����� 44

������ 65

������ 47

������� 29

������� 76

������ ! 22

"#� 78

$%& 445

－ 39 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



-./]º6�/a»µg/Z�n=968Q¢£¤	


¢£¤	�*+,-./ OS�]^�n=968


�����
����	

���
�
��	

�����
���	

�������
���	

�����
���	

�����
��	

��������
���	

������
��	

�������
���	

������
 !
�	

���
�
��	

"#$
���	

���
�

���
�

�����

�����

�������

�����

������

��������

�������

������
 !

�����

"#$

��¤	�DEFGHIJKLIM�:!m/¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)DEÂv�Ã:}~

,-.�iÄZ

DEFGHIJKLIM��¨ÅQÆLIM�Ça.YZ
:!m/¼½¾ !DETU¿ÀÁDE

�¨ÅQÆ½¾DEÇa.YZ
�È¥É.:;.-QDEÂv�Ã:}~,-./<=h� 91 b

�20.4�
aÊqÄ�9ZËÌÍ�}~]^6�QÎÏ�Ë 50.0�QvÐ�wxÑ 38.3�aÒÓ@

Ô.Õ��Q©�6Ö�×Ø 6.6�QÙÚ�Ë 8.7�QÛ�wxÑ 11.4�aÜ�QLIM��:!m

/DE�È¥É.���v°:Ýc�/acÞßlg/Z�n=445Q¢à¤	


¢à¤	�DEÂv�Ãá�}~]^�n=445


�� ��� ��� ��� ��� ����

����

����

���	


����	


���	


����
��

�������

��������

���

�

� !"#$ � !"#%#

��¤��¼½¾ !DETU¿ÀÁDE:$,-Q����âãä)X�-.�iÄZ

DEÂv�Ã:}~,-./<=h�YåQLIM�:!m/����âãä)X�-./�c

－ 40 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



21 b�23.1�
aLIM�:!m/½¾DE)É�-./:Õ�µfæQ��FGHIJK$çc

®èé6�/acêfÄaq�9Z�n=91Q¢à¤�


¢à¤��DE�âãä]^�n=91


�����
���	


������
���


�����

������

��¤���~ë`:¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)ìí,Q�î:ïåðiac�¥�iÄZ

DEÂv�Ã:}~,-./<=h�YåQ�~ë`)�î:ïåðiac�/�� 10 b

�11.0�
aÊq.cQ�~ë`)�î6ñò,q.óYQ��ÈÉ:�¦:ôõcö¾6�/Z

�n=91Q¢à¤�


¢à¤��DE��îá�ïåð,]^�n=91


�������
�	


��

�������
��
����

��������	

���������

��¤>�¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)�îáïåði÷tQøB:ùúû)üð,ËÌDEF

GHIJKÂvh�ýþ)�-.�iÄZ

���)�î:ïåðiac�/<=h�YåQLIM�:!m/ËÌDEFGHIJKÂv

h�ýþ)�-./�� 4b�40.0�
aÜ. ¡aq¥QLIM�c��,-.q.ac»µg

－ 41 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



/Z�n=10Q¢à¤>


¢à¤>�DEïåð,ùú]^

�������
�	
	�

�������
�

	
	�

�������

��������

��¤	�&'(�)�î:ïåðia��¥�iÄZ

&'(���îá�ïåð,:;.-Qïåðiac�/<=h� 80b�18.0�
Õí�,-

r¥Q&'(�)�î6ñò,q.óY��ÈÉ:�¦:ôõcö¾6�/ZËÌÍ�ïåð,]^

6�vÐ�Ë 38.3�QÎÏ�Ë 36.8�aÔ.Õ��Q©�6ø�Ì 3.8�QÛ�ËÖ�×Ø 3.9�Q

Û�wxÑ 4.5�aÜ�Q&'(�)�î:ïåðiõ�:ÝcVfg9Z�n=445Q¢�¤	


¢�¤	�&'(��ïåð,]^�n=445


�� ��� ��� ��� ��� ����

����

����

���	


����	


���	


����
��

�������

��������

���

�

� !"#$%&' � !"#$%()
�

� ��¤��&'(�)�î:ïåðiö¾c�/÷tQøB:ùúû)üð,ËÌDEFGHIJK

Âvh�ýþ)�-.�iÄZ�

&'(�)�î:ïåðiac�/<=h�YåQLIM�:!m/ËÌDEFGHIJKÂv

h�ýþ)�-./�� 3b�3.8�
a¿¶:Ü�QLIM�c��,-.q.ac»µg/Z

－ 42 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



�n=80Q¢�¤�


¢�¤��&'(��ïåð,ùú]^�n=80
�

�������
�	
�

�������
�

�	��

�������

��������

�

�>�&'(�)��h:�	Vfg9¥Qýþq�
�lg9¥,q.óY:Q&'(����

��)X�-.�iÄZ

� � &'(�)��h:�	Vfg9¥Qýþq�
�lg9¥,q.óY:Q&'(������

TU����$ç)X�-./<=h��e- 230 b�51.7�
a��§p�Õ��Q��FGH

IJK$ç:ÒjQ��lg-./acµÄ�9ZËÌ�6�Q¦:CPqÝ�VfgqÄ�9Z

�n=445Q¢�¤	


¢�¤	�&'(��®��+$ç]^�n=445


�� ��� ��� ��� ��� ����

����

����

���	


����	


���	


����
��

�������

��������

���

�

� !"# � !"$" ����%&
�

�[¤	�&'(��9��~ë`)ué,9a��¥�iÄZ

&'(�TU�~ë`�ué),9ac�/<=h� 139 b�31.2�
aq�9ZËÌÍ�u

é]^6�ÎÏ�Ë 52.6�Q����Ñ�Ë 51.7�aÔ�Qø�Ì 12.8�QÛ�ËÖ�×Ø 13.2�

－ 43 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



aÜ.ué]^6��9ZËÌ:ó�-��Î6uéeæ:�am-uéi/q����)a�-.

/ËÌÕ�¥Q�Î6ué)X�9õ�cÜ.ac��a»µg/Z�n=445Q¢�¤	


¢�¤	�&'(�TU�~ë`�ué]^�n=445
�

�� ��� ��� ��� ��� ����

����

����

���	


����	


���	


����
��

�������

��������

���

�

� !"#$%&' � !"#$%()
�

�[¤��&'(��9��~ë`)uéi/�:Q��óYq��6���)±��9� !,�

��c"#6Pq.]º:,-.�iÄZ�

ué),9ac�/<=h�YåQLIM�6!m/ué������±�'$�%&"Q¦'

q()6���) !Q&'(�Äf*�+�K{�)î,- !TU,h:���±�)-.
6

ué),-./�� 93b�66.9�
a§p¨�)/mQÒÓ@��lg-./Z©�6Q¦:0Õ

eæ����&'(�TU�~ë`)ué,-./�c 33b�23.7�
Õí�,QDE12.�·

¸3c»µg/Z4¶&'(���:r.-$5�z�6�7)X�9�86�Q���c±�l

g9µ86q�Q���)"#i/acþ96�/9mQôõ,-:,.Z�n=139Q¢�¤�
�

¢�¤��&'(�TU�~ë`�ué���n=139
�

��������
	
������

��
�����


�������
�� 
�!�"� #$%&'(


�����
)�"�*+,+-.

��/�

#012��3%
3
�)�4�

560
����
�78
!����

��������	
�

�����������

��������������
� !��

"#$������%&

'()(*+

�$,- !.�.

�

－ 44 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



�;�DEM{J|�&{<�+)!@:
�,-.�iÄZ

� � LIM�6!m/DEM{J|�&{<�+);=�¨�:
�,-./<=h� 20b�4.5�


a¿¶:Êq�Q�9>:?!,9&{<�+�Q����*µq.aa!mfg-./:Õ�

µfæQ351b�78.9�
�<=hc IDÈ�@©AÕ
�,9acB.]^6��9Z&{<�

+:;.-�QÞßlg:�.&{<�+)?!i/aTU!@:
�i/a:ó¥QDEF

GHIJKcÔ�/9mQ�]º6�®�:&{<�+)È�lg/þ93cÔ.ac»µg/Z

�n=445Q¢C¤	
�

¢C¤	�&{<�+�
�]^�n=445
�

�������
��	
�

������
�

��	��

�������
�
�	��

��������
���
�	��

��������

�	
��������


������

�������

�

�D�OS�9�E8,-./'$�%&"�ªL����c«¬,-.q.÷tQ³´lg/F

GHIJK&�²)¶:E8,-.�iÄZ

LIM�6!m/ OS TUE8,-./'$�%&"�³´lg/FGHIJK&�²�F+)

,-./<=h� 301 b�67.6�
aq�9ZËÌÍ�F+]^6�QÛ�ËÖ�×Ø�	 48.7�

aGGÜ.cQ:aH��ËÌcÔ.]^6�/ZªL���c«¬,FGHIJK��Ic�/

OS)*+,-./�]��	JK
Õ�¥QªL���:�/ OSTUE8,-./'$�%&

")*+,-./<=h:;.-�QÔ.Lt6FGHIJK&�²)F+,-./aÞß6P/Z

�n=445Q¢M¤	


�

�

�

�

�

�

�

�

�

－ 45 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



¢M¤	�FGHIJK&�²�F+]^�n=445
�

�� ��� ��� ��� ��� ����

����

����

���	


����	


���	


����
��

�������

��������

���

�

� !"#$ � !"#%#
�

�N�%Kz{$ç'$�%&")E8,-./ OS��&'(���p:;.-�8,-��l.Z

� � LIM�:!m/(�OH��%Kz{:$i/ö¾qP)a,-Q%Kz{$ç'$�)E8,

-./&'(�� 717 ��74.1�
aq�9ZËÌÍ�E8]^6�QìQ�wxÑ 86.1�Qø�

Ì 83.2�aÒÓ@Ô.Õ��Q©�6Û�ËÖ�×Ø 64.8�QvÐ�wxÑ 66.0�aGGÜ�Q_

`@:�%Kz{$çá�õ��GGÔ.cQR���pS�%Kz{TUcV�,-./�RÄf

E8�)Ôm/ö¾c�/Z�n=968Q¢W¤	


¢W¤	�%Kz{$ç'$�E8]^�n=968


�� ��� ��� ��� ��� ����

����

����

���	


����	


���	


����
��

�������

��������

���

�

� !"#$ � !"#%#

�X�{&�%&")��i/'$�%&")E8,-./ OS ��&'(���p:;.-�8

,-��l.Z

� � &'(���YZGìílg-./DE)QîËá[ðle/{&�%&":$i/P)a,-Q

{&�%&"$ç'$�)E8,-./&'(�� 345 ��35.6�
aq�9ZËÌÍ�E8]^

6�Q����Ñ�Ë 59.2�QìQ�wxÑ 55.5�QÎÏ�Ë 50.0�aÒÓ@Ô.Õ��Q©�6

－ 46 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



Û�ËÖ�×Ø 13.3�QÛ�wxÑ 16.7�aC
Ü.]^6��9Z{&�%&"�í�:;.-Q

����\fg-.q.]^cÞßlg/Z�n=968Q¢]¤	
�

¢]¤	�{&�%&"$ç'$�E8]^�n=968


�� ��� ��� ��� ��� ����

����

����

���	


����	


���	


����
��

�������

��������

���

�

� !"#$ � !"#%#

�

����

����QLIM�c�� 17� 8� 30��^+Äf 1�§_`,Q^+ÁaÄf>m-X�9

��6�¥QLIM��^+]^)bc,QLIM��RSTUVW,)XY9m���6��9Z

LIM�)��i/�6�/jPN�@qøk)2��k?a,-?!,Q���)X.Q445b�

no<=cdefg�<\�� 22.8�
Qs� 968����:;.-����c�fg9Z�

2��k?� ¡_`Äf»2/��Q2ËÌ:Ý�Vfg/Õ��QLIM����]^cÜ.

adeef/)�q. ¡aq�9Z� ¡:ó¥QLIM��í�cgé��,-.q.ac

h2fg/Z�9Q<\�cÜ.aÄfDEFGHIJK:�i/õ�cÜ.acÞßlg/Z�

DEFGHIJK$ç6©i½¾qa�Q01j��©Î©ÎcDEFGHIJKá�õ�)Ô

m/a6�/ZNPO �Î�����<��FGHIJKkl���:ó/a 2006 ���ÎDE

12.�À�Sp� 993S6QB�� 1,032S:$,- 96%aB�amno�Sp6��9Z��

���QÆñòj)pgÇQÆ�qÇQÆr�ÇQÆÂvs{ÇaÎt@qs{cu�Q_`�

vw�)x2-./Z(�OH��%Kz{c��6�gyQ%Kz{$ç'$�7�z{@q$çÕ

þ96�/cQÎt@q��aq/az{@q$ç�86�q,�Q�Î©Î©ÎcDEFGHIJ

Ká�õ�)ÔmQ®ôõqXt)|fi}~cö¾aq�-�/Z�

�@�QLIM�)����:�\,Qv°)�m/ö¾c�/Z��¯`@q$ça,-QLI

M���êl7)Á�i/aQDEFGHIJK:$i/õ���V)XY9mQ�P�PDEF

GHIJKFs���Á�)i/aTUDEFGHIJK:�i/\�GDE)V�i/��|

���)�i/ach2fg/Z�

LIM�)����:�\,QLIM�á�v°)�m/a6QDEFGHIJKá�õ�cÔ

�¥QLIM����]^c��i/a)�i/Z��ac���DEFGHIJK)�ìi

－ 47 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



/��6�/ah2/ZqrQ�����@Õ 1 �: 1 <QR�,-.�4!6�/Z�<���

�:�Q��u��01:J�,-.9�PQ�<¨��LIM����]^cVfg/a)�

,-./Z�

�

����	�

�� �� k� ?

�	�*+,-./ OS��
��&'(���p:;.-�8,-��l.Z

��¤	�DEFGHIJKLIM�:!m/¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)DEÂv�Ã:}

~,-.�iÄZ

���¤	6Æ}~,-./Ç)�H���<=,-��l.


��¤��¼½¾ !DETU¿ÀÁDE:$,-Q����âãä��
)X�-.�iÄZ

��¤���~ë`��
:¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)ìí,Q�î:ïåðiac�

¥�iÄZ

���¤�6Æïåðiac�/Ç)�H���<=,-��l.


��¤>�¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)�îáïåði÷tQøB:ùúû)üð,

ËÌDEFGHIJKÂvh�ýþ)�-.�iÄZ

��¤	�&'(�)�î:ïåðia��¥�iÄZ

���¤	6Æïåðiac�/Ç)�H���<=,-��l.


��¤��&'(�)�î:ïåðiö¾c�/÷tQøB:ùúû)üð,ËÌDEFGHIJK

Âvh�ýþ)�-.�iÄZ

�>�&'(�)��h:�	Vfg9¥Qýþq�
�lg9¥,q.óY:Q&'(����

����
)X�-.�iÄZ

�[¤	�&'(��9��~ë`)ué,9a��¥�iÄZ

��[¤	6Æué,9ac�/Ç)�H���<=,-��l.


�[¤��&'(��9��~ë`)uéi/�:Q��óYq��6���)±��9� 

!,���c"#6Pq.]º:,-.�iÄZ

�;�DEM{J|�&{<�+��
)!@:
�,-.�iÄZ

�D�OS�9�E8,-./'$�%&"�ªL����
��c«¬,-.q.÷tQ³´l

g/FGHIJK&�²��
)¶:E8,-.�iÄZ

�N�%Kz{$ç'$�%&"��
)E8,-./ OS��&'(���p:;.-�8,-�

�l.Z

�X�{&�%&")��i/'$�%&"��
)E8,-./ OS��&'(���p:;.-

�8,-��l.Z

－ 48 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



�+��ê

jOS

WindowsGMacOSq��(�OH��M{J|_`)Âvi/'$�%&"

jâãä

���)��h:�	Vfg9¥Qýþq�
�lg9¥lgq.óYQ �+�'$�%&

"q�)+.-���)
�i/aZ

j�~ë`

$��O��K{�G CD-ROM7����)�~i/Õ�

j&'(������

Æ���&{<�+:ó/���ÇQÆUSB ��:ó/���Çq��QOS G'$�%&"

7��9)+.-Q&'(���)6Pq�i/a

jDEM{J|�&{<�+

stDEuvF����M{J|�+ùúû:ó¥È�,9&{<�+TU�Ë7�M{J

|�+6��,9&{<�+q�

jªL��

y� �c¡¢�£¤)78,9¥¦:$,Q®¯t�$§G*.��"+¨�{q�)Xq

Ya

jFGHIJK&�²

®¯t)©�i/9m�ª�«¬|

j(�OH��%Kz{

�Î�(�OH��:®:8¥¯H6°l)i/ª�«¬|

j%Kz{$ç'$�%&"

Æ%Kz{¨{��ÇQÆ"�²%Kz{Çq��(�OH��%Kz{7)±ðTU��i/

'$�%&"

j{&�%&"

&'(�)*�-./Î�X²G�ÎDEq�)\�,Q�fg9���)�#:³fg/

'$�%&"

j{&�%&")��i/'$�%&"

ÆAD-AWAREÇQÆ{&�´��Çq��{&�%&")±ðTU��i/'$�%&"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

－ 49 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



����
�

µ�¶�������

�

� �	�*+,-./ OS��&'(���p:;.-�8,-��l.Z�<=��p 968


����� ����� ����� ���	

���
����

����
���
����

���
�����

	����


	����
���

����� ��� � 

!"#$ � �� �� � �� ��� � �� 	� �� �� � 
�	

%&'
()*

��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� 	�	 ��� ��	 ��� �����

��¤	�DEFGHIJKLIM�:!m/¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)DEÂv�Ã:}

~,-.�iÄZ�<=hp 445


������ ������� �	


�� �� ��� ���

���
���

���� 	��
 �����

��¤��¼½¾ !DETU¿ÀÁDE:$,-Q����âãä)X�-.�iÄZ

�<=hp 91


����� ������ �	


�� �� 	� ��

���
���

���� 	
�� �����

��¤���~ë`:¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)ìí,Q�î:ïåðiac�¥�iÄZ

�<=hp 91


��������
�

��������
�

�	


�� �� �� ��

���
���

���� ���� �����

��¤>�¼½¾ !DETU¿ÀÁDE)�îáïåði÷tQøB:ùúû)üð,ËÌDE

FGHIJKÂvh�ýþ)�-.�iÄZ�<=hp 10


�� !��� �� !���� �	


�� � 
 ��

���
���

���� 
��� �����

－ 50 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



��¤	�&'(�)�î:ïåðia��¥�iÄZ�<=hp 445


��������
�

��������
�

�	


�� �� �
� ���

���
���

���� ���� �����

��¤��&'(�)�î:ïåðiö¾c�/÷tZøB:ùúû)üð,ËÌDEFGHIJK

Âvh�ýþ)�-.�iÄZ�<=hp 80


�� !��� �� !���� �	


�� � 		 ��

���
���

��� �
�� �����

�>�&'(�)��h:�	Vfg9¥Qýþq�
�lg9¥,q.óY:Q&'(����

��)X�-.�iÄZ�<=hp 445


����� ������
��	�
����
��������

��

���� ��� ��� �� ���

���
���

���� ���� ��� �		�	

�[¤	�&'(��9��~ë`)ué,9a��¥�iÄZ�<=hp 445


"#�$����
�

"#�$����
�

�	


�� ��� ��
 ���

���
���

���� 
��� �����

�[¤��&'(��9��~ë`)uéi/�:Q��óYq��6���)±��9� !,�

��c"#6Pq.]º:,-.�iÄZ�<=hp 139


������
��	
��

�

��������
	
���
��
��������

���

��������
��	
���
� !"#$%�

���

������
������
��

�����
����� 
!"

#�$�%&
'��� !

"
()

*+�, �� � �� �� �� �� ���

-./
012

��	
 �	
 ��	� ��	� ��	� �	� ���	�

－ 51 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



�;�DEM{J|�&{<�+)!@:
�,-.�iÄZ�<=hp 445


�����
���

�	
����
����


���
���

������� ��

���� �� �� �� ��� ���

���
���

��� 	�� ���� 
��� �����

�D�OS�9�E8,-./'$�%&"�ªL����c«¬,-.q.÷tQ³´lg/F

GHIJK&�²)¶:E8,-.�iÄZ�<=hp 445


%&���� %&����� �	


�� ��� ��� ���

���
���


	�
 ���� �����

�N�%Kz{$ç'$�%&")E8,-./ OS��&'(���p:;.-�8,-��l.Z

�<=��p 968


����� ����� ����� ���	

���
����

����
���
����

���
�����

	����


	����
���

����� ��� � 

!"#$ � �� � � �� ��� � �� �� �� � � ���

%&'
()*

��� ��� ��� ��	 
�� ���� ��	 ��� ��� ��� ��� ��� �����

+,-
()*

��� ���� ���� �
�� 
��� 
��� ���� 
��� ���� ���� ��� ��� ����

� �X�{&�%&")��i/'$�%&")E8,-./ OS��&'(���p:;.-�8,

-��l.Z�<=��p 968


����� ����� ����� ���	

���
����

����
���
����

���
�����

	����


	����
���

����� ��� � 

!"#$ � � � � �� ��� � �� �� � � � ��	

%&'
()*

�
� �
� �
� �
� �
� ��
� �
� �
	 �
� �
� �
� �
� ���
�

+,-
()*

�
� ��
� �
� �
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� �
� �
� �
� �	
�

－ 52 －

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.25, 39-52（2008）



Web���������� E-mail
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� ���

tsato@cc.hirosaki-u.ac.jp

��� ����

�

E-mail ����������������� !"#$%&'()*+�,��-.�/0123
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&
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��������	
&� 2007g 2h�ijklPDmno�p�,536a-.qr��XI


J987#&f(stuS�WebI
J&'(vw�PxyNz� Active! mail [1]9{|S;){|

-.}g=~�S;��H�����,Active! mail�{|���9:@�f;=]^L_`aM�I
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��� Web�	
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J7#	�9OC¤O[(u�Ð�ÈÉ=Ñ �§()�Ð�ÈÉ-.,Active! mail&Ñ �§( web

Ò
Ó�ÔÕ�!I
JOw_N�v��v�_�	
�Á
PuT§Ö×ØÙS��!�)

� Active! mail�K
LM¥¦[(p��,web�wx�� URLNÌÚP9|Í[(Û ='()��

NÌÚP���������	
�·
mÒ
Ó�NÌÚP=ÜÝ�§��()Þ;ßà!����
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±²³´a�êL_Jkë-. Active! mail9��[(p��,�§-.ìí(��=Û &'()

Active! mail�îï
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ô&'()�§.���=úV§¨,îû�ðü	�9OC¤O[()�ò�ÈÉ�¡¢�îû�ðü

	�=Ñ �§��!�ý��,PO^
JL
9þ�����(�u&Ñ �§()êL_JNO

�P�����,êL_J�� Active! mail� URL=Ñ �§��()êL_J�� Active! mail9�
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�!� ������������� "#� �
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　SINET（学術情報ネットワーク）は、日本全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として、国立情報学研究所が

平成 4年 4月に運用を開始した情報ネットワークである。平成 19年 4月からは、従来の学術情報ネットワーク基

盤である「SINET」と「スーパー SINET」との基盤を統合した「SINET3」の運用が開始された。弘前大学は SINET3

の 75 ヵ所あるノードの一つとして機能している。また、弘前大学は東北地域のネットワークコミュニティである

TOPIC にも参加しており、北東北に位置していることから青森県におけるノード校の役割を担っている。

図 1. 青森県 TOPIC 接続組織図 (2008 年 3月現在 )

TOPIC は、東北地区（東北 6県）において学術研究・教育

活動を支援するコンピュータネットワーク環境の発展に貢

献するために、大学・高専学術研究機関等のネットワーク

を相互接続したインターネットを運用しています。

                      http://www.topic.ad.jp/

TOPIC（東北学術研究インターネットコミュニティ）：

TOPIC 接続組織図
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図 2. TOPIC 接続組織図（2008 年 3月）
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