平成 20 年度 第二回 自然科学総合研究棟ネットワーク委員会 議事録
日 時 3 月 3 日 (火) 15:10 - 16:10
場 所 自然科学総合研究棟 3 号館 東棟 B125 演習室
出席グループ
1-2 号館

北川(横山), 出来(水畑), 三宅(原山), 冨宅(石川), 坂本(坂本),
山地(勝田), 前川(宮本), 蔦原(細川),

3 号館

磯野(花崎), 中山(笠井), 冨田(屋代), 阿部(小林), 川越(川越),
新井(桔梗/鈴木), 田浦(妻屋/坂口), 玉置(太田/大原)，
森本(阪上), 郡司(郡司), 林(祥)(林), 大川(江口)，永田(鎌田),
上原(関)

4 号館予定 吉本(川口), 松山(大向), 中川(林), 玉置(大原)
事務部

総務(高橋)

欠席グループ
1-2 号館

大久保, 万年, 金沢, 竹田, 田村, 福田, 金澤(洋), 朴, 富永,

竹内, 南森
3 号館

柴坂, 難波, 加古, 林(真), 小野, 向井, 野海, 田淵, 重村

4 号館予定 富永, 齋藤, 大須賀, 近藤, 飯塚, 羅, 水野, 土佐, 内田,
バイオシグナル
議題
1. 規約の確認と改訂
4 号館新築(H22 年 3 月竣工予定)に合わせて改訂をこなう.
文面は委員長が作成, 別途委員会 ML にて確認依頼し施行する.
2. 次年度幹事会(委員長, 副委員長等)の選出(資料 1)
次期委員長は幹事会より現在１-2 号館担当の
水畑穣 准教授(工学研究科・出来グループ)
が選出され承認された.
次期副委員長は，抽選により
原山洋 准教授(農学研究科・三宅グループ) 1-2 号館担当

山崎祐司 准教授(理学研究科・川越グループ) 3 号館担当
が選出され, 留任が決まっていた
川口博 准教授 (工学研究科・吉本グループ) 4 号館担当
とともに 3 名で担当することとなった.
幹事会にはさらに,
自然科学系先端融合研究環ネットワーク委員長
情報セキュリティー委員会委員
の 2 名を加えて構成する.
幹事会のメールリスト gste-net@edu.kobe-u.ac.jp には, これらの幹事会
メンバーならびに過去のメンバーが登録される.
3. 4 号館ネットワーク設計 WG
4 号館ネットワーク設計 WG 委員長は, 本ネットワーク委員長の交代とと
もに新委員長が引き継ぎ, 委員として, 幹事会メンバーならびに 4 号館居
住予定グループネットワーク委員(ネットワーク管理者)が参加する. なお,
来年度も引続き玉置教授に委員長指名技術担当をお願いする.
3. 委員会支援体制 (大学院生チームの確保育成) について
(資料 2)
本委員会の活動支援をになう大学院生グループの育成保持のために委員会と
して環に経常経費として, 院生 3 名想定, 一人頭 24 万円程度(年間予算 70 万円
強程度)をお願いすることとした.
4.「自然科学総合研究棟ネットワーク管理テーブル」最終仕上げについて
(資料 3)
幹事会において B 欄「担当プロジェクト(研究室）等名」を埋めたのち, 来
年度の自然科学総合研究棟居住者情報が確定するのを待って, これを公開し
て確認という手順をとることになった. 最終段階の作業を保管する担当者を
専攻ごとに 1 名定めた.

5. KHAN2009 と今後の措置について
・学内予算措置による設置のため, 利用に差し障りのない範囲での最低限構
成(部屋あたり 1 ポートの原則)となる見込みが説明された.
・逆に, 4 号館等, 今後必要とされる増設に関しては, 全学予算措置による
設置を求めた旨, 委員長より報告された.
・IP アドレス空間の利用形態変更の可能性など, IP 層より上の層に関する
情報は不明であるとの報告が委員長よりなされた.
なお, 今後の増設が全学予算措置されない場合は, 居住者の公平な負担原則
の下, 環としてこれを措置すること, すなわち, 委員会として環に予算計上
をお願いすること, あるいは, 自然科学総合研究棟の全居住グループに対し
て必要とされる費用分担をお願いすることとした.

資料
1. 次年度幹事会の選出
環事務部掌握のグループを母体にして担当者を選出する方法
http://www.office.kobe-u.ac.jp/oast-net/gste/y2007/080305/chai
rman_elect.doc
を当面継続する.
ネットワーク委員会委員は各グループから 1 名選出.
さらにその中から幹事会メンバーを選ぶ.
グループの実態が管理主体として適切でない(負担の分配や管理運営実務の
主体として)という問題も指摘されているが, 現行方式に変わる適当な方法
が見出せない. 大きなグループにおいては, 日常運営主体が内部小グループ
である場合があり, 小グループ単位での確実な情報伝達が担保される仕組み
に改善するべきである. 現状では, 状況が混在しており, 単純な制度化は難
しい. 今後の運営体制の検討については次年度の課題とする.
委員長候補

現幹事会が決める: 水畑

1-2 号館担当候補グループ

北川 浩

農

大久保 政芳

工 欠席

三宅 正史

農

金沢 和樹

農 欠席

福田 秀樹

工

山地 秀樹

工 欠席

富永 圭介

分 欠席

南森 隆司

農 欠席

○(原山)

3 号館担当候補グループ
難波 孝夫

理 欠席

冨田 佳宏

工

川越

清以

理

新井 敏康

工

向井 正

○(川越)
理 欠席

野海 正俊

環 欠席

田渕

基嗣

工 欠席

重村

力

工 欠席

候補除外グループ
出来 成人

工 (水畑 H20 1-2 号館担当)

蔦原 道久

工 (細川 -H19 1-2 号館担当)

田浦 俊春

工 (妻屋 H20 3 号館担当)

阿部 重夫

工 (小澤 H19 委員長)

永田

工 (鎌田 ?)

真

林 祥介
玉置

久

理 (H19 3 号館担当, H20 委員長)
工 (-H18 号館担当)

大川 剛直

工 (H19-H20 環ネットワーク委員長)

上原 邦昭

工 (-H18? H19-20 環情報セキュリティー委員)

竹内 俊文

工 (一人グループ)

竹田 真木生

農 (一人グループ)

金澤

洋一

農 (一人グループ)

小野 雅之

農 (一人グループ)

柴坂 敏郎

工 (二人グループ)

中山 昭彦

工 (二人グループ)

万年 英之

農 (二人グループ)

朴

農 (二人グループ)

杓允

加古 敏之

農 (二人グループ)

冨宅 喜代一

理 (二人グループ)

田村 厚夫

理 (二人グループ)

前川 昌平

理 (二人グループ)

郡司 幸夫

理 (二人グループ)

坂本 博
林

真至

森本 政之

理 (二人グループ)
工 (二人グループ)
工 (研究科長職のため実質 2 名，委員会にて了承)

2. 委員会支援体制 (大学院生チームの確保育成)
ネットワーク委員会特にその幹事会と実務を担当する会計係を支援するた
めの大学院生技術チームを育成確保するための予算措置を研究環に対して,
ネットワーク委員会としてお願いしたい. 今年度中には完了を目指してい
る DNS サーバの移行をはじめ, 技術的な助言と技術的知識を必要とする簡
単な作業(集計などを含む)の手伝いを行ってくれる大学院生の存在は, 幹
事会の活動にとって特に重要あるいは必須である. 今後, KHAN2009 の導入,
4 号館の新営もスケジュールにのぼっており, 残念ながら, その必要は増
えることはあっても減ることはないに違いない.
学年の違う院生を 3 名程度を gste-ip グループに登録し, 年 20 〜 30
万程度の謝金をはらう, などの形を可能とする財源要求の提案をお願いし
たい.
3. 「自然科学総合研究棟ネットワーク管理テーブル」
本年度, 自然科学総合研究棟のネットワーク配線状況の掌握に努めて来ま
したが, EPS 内ならびに情報コンセントの接続状況調査と自然科学総合研
究棟としての統一ラベル貼を完了し, それらを整理し基本台帳「自然科学
総合研究棟ネットワーク管理テーブル」を整理することも 9 割方終了し,
http://www.office.kobe-u.ac.jp/oast-net/gste/y2008/090209/index.html
として掲示しました.
しかし, まだ肝心の B 欄「担当プロジェクト(研究室）等名」が埋められ
ておらず, 「自然科学総合研究棟ネットワーク管理テーブル」は完成して
いません.
この「担当プロジェクト（研究室）等名」を埋める作業をネットワーク委
員の皆さんにお願いし, 現状を確認してもらうとともに, ネットワーク委
員会／会計係によるネットワークの円滑な管理運営のための基盤情報とし

て完成させたいと思います.
想定手順
1. 事務会計係から各グループへ依頼, 集計する.
2. 上記の抜けをネットワーク委員会でフォローする.
ネットワーク委員の中から各専攻を代表する方を 1 名指名あるい
は立候補いただき, 専攻ごとに集計のチェックと遂行完了をお願
いする.
工学

応用化学
機械

水畑

妻屋

情報知能 鎌田
電気電子 小澤
建築

森本(阪上)

市民工学 中山(中山)
農学

原山にて一括統括

理学

数学

野海(高山)

物理

川越(川越)

化学

冨宅(石川)

生物

坂本(井上)

地球惑星 林(林)

