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教育用端末システムの運用にあたって、各端末の利用状況を随時知るための仕組みが必要である。講義の担当
者は、各端末を誰が利用しているかを知ることで、出席状況を知ることができる。学生は、自習に利用できる端末
があるか否かを知ることができる。また、システム管理者は、システムの運用状況を保守に役立てるとともに、端
末数の不足を定量的に知ることができる。このような利用状況を Web ブラウザ及び携帯電話から知ることを可能
にするシステムについて報告する。
キーワード : 端末利用状況、Web ブラウザ、携帯電話

It is necessary to construct a system indicating the terminal use status on demand, for servicing educational
terminal systems. Lecturers using terminal rooms are able to know the student attendance for their lectures
from the system. The system provides students the information on the number of terminal available for
their homework. The information given by the system are useful for system administrators for maintenance.
The information also are useful for planning future systems. We develop such a system, which provides the
information through Web browsers and mobile-phone browsers.
KEYWORDS : Terminal use status, Web browser, Mobile phone
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イン及びログアウト時に、UNIX サーバ側に記録が残

序論

された。この記録を元に、利用状況統計を収集するシ
情報処理教育は、大学の基礎的教育として定着しつつ

ステムを開発した。また、随時、端末と交信して、利用

ある。そのための教育用大規模端末システムとその運用

状況を調査し、端末の状況とログインしている利用者

技術に関する研究も多様な形で進められている [1–6]。

を調査し表示するシステムを実装し運用してきた [7]。

それらの研究は、端末の保守技術や利用者管理技術を
このシステムにおいては、利用者による不適切な電源

中心に行われてきた。

操作及びシャットダウン操作を防ぐ構成となっていた。

教育用大規模端末システムの管理では、各端末が正

そのため、始業時の一斉起動及び終業時の一斉停止機

常に稼動しているか、誰が利用しているか、自習に利

能が必要であった。各端末の一斉停止のため、サーバか

用できる端末があるかなどの現状把握も必要となる。

ら各端末の停止を行うシステムを開発し実装した [8]。

また、教育用に利用するため、授業担当教員に対して、

2002 年春のシステム更新にあたって、この端末状況
管理システムを新システムに合わせて変更する必要が
生じた。また、利用統計の必要性及び利用者への端末
状況の公開にも応じたシステムが必要となった。

履修者のログイン状況情報を講義の適当な時間に知ら
せる必要もあるであろう。
情報処理技術は、学生が日常的な情報収集やレポー
ト作成に使う、基礎技術となっている。それに応じて、
日常的な学習手段としての需要も増えている。そのた
め、自習に利用できる端末の情報を随時学生に提供す
る手段も必要とされている。

3

佐賀大学では、情報処理教育用システムを 2002 年

2 月に更新し、ディスクレスで Windows2000 環境と
Linux 環境を提供できる端末 215 台から構成されるシ
ステムを導入した [5,6]。本稿では、このシステムに対
して開発した、演習用端末利用状況管理システムにつ
いて端末利用状況表示機能を中心として報告する。

システムの前提条件と必要な機能

3.1

動作環境

現行の教育用システムは、起動時に利用者が Win-

dows2000 か Linux を選択して利用する。利用終了後

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では、更新

は、利用者がシステム停止処理を行う。つまり、前シ

前のシステム及びそのシステムに対応した端末利用状

ステムと比較して、端末が常時起動していないことと、

況管理システムの概要を述べる。新しい端末利用状況

二つのオペレーティングシステムが稼働しているとい

管理システムに求められる機能を第 3 節で議論する。

う差がある。つまり、端末の状況把握が前システムよ

システムの全体構成を第 4 節で述べ、システムが提供

り複雑となる。

する各機能の実装と利用例を第 5 節で述べる。最後に

また前システムでは、WindowsNT システムへのロ

まとめと議論を第 6 節で行う。

グイン時において、ログイン処理を独自のものと入れ
換えることで、UNIX システムに対する認証機能を利
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用していた。そのため、UNIX システムの内部で利用

以前の端末状況管理システムの概

者の端末利用開始と終了を把握することが可能であっ

要

た。しかし、現行システムで Windows2000 へのログ
インは、通常の WindowsNT ドメインへのログイン処

佐賀大学の更新前のシステムは、WindowsNT work-

理として行われている。

station 環境を提供する 180 台のパーソナルコンピュー
タから構成されるシステムである。端末の起動時に

一方、Linux 環境では、Solaris8 を認証サーバとす

UNIX サーバに保存されたディスクイメージと端末の

る NIS+環境が使われている。Linux 環境と Windows

ディスクイメージを比較してシステム状態を復元する

環境の間のパスワードの同期は直接行われず、同期的

構成であった [1]。

にパスワードを変更する Web サービスを介して行っ

このシステムでは、認証を UNIX で行うため、ログ

ている [9]。
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図 1: システム概要図

3.2

3.3

システム管理者向け機能

授業担当教員向け機能

教育用システムの演習室を利用して授業を行う教員
システム管理者は二つの観点から端末の利用状況を

は、講義途中の適当な時刻に学生の出席を確認する必

知る必要がある。第一は、端末のシステムとしての稼働

要がある。普通教室と同様に、口頭で名前を呼ぶ方式

状況である。近年の、情報処理技術の一般化に伴って、

だけでなく、端末の利用状況から出欠が分かれば教員

日常的な情報収集やレポート作成にも演習室端末が利

の負担を軽減することができる。また、端末利用者数

用される状況となっている。従って、自習用の端末が提

と出席者の人数の比較で、なりすましなどが無いこと

供されているか、設置されている端末数が充分なのか

も確認することができる。

をある程度定量的に知る必要がある。また、Windows

また、どの学生がどの端末を利用しているかも把握

と Linux の利用状況をそれぞれに把握する必要もある。

することができれば、授業時間中の指導に役立てるこ

このような資料は、将来のシステム設計の基礎資料と

とが可能となる。

なる。

各利用者が何時端末を利用していたかは個人情報で
あり、一般的には公開されてはならない情報である。

第二の観点は利用者管理である。各利用者が、何時
から何時までどの端末を利用していたかを記録するこ

そこで、このような授業担当教員向け機能は、授業担

とは、情報システムの管理者に求められる基本的情報

当者だけに対して、授業時間中だけ提供できれば充分

管理である。

である。

また、情報システムが社会の中で重要性を増してい

3.4

るにも関わらず、それに対応した利用者のパスワード
管理に関する意識は低いままである。端末にログイン

利用者向け機能

情報技術利用の一般化に対応した日常的な情報収集

したまま他の端末に移動したり、他人に自分の ID を利

やレポート作成に対応できるだけの自習用端末数を確

用させたりする事例は後を絶たない。複数の端末を利

保することは非常に困難である。通常は学生数の 10

用している利用者の有無を把握することは、このよう

分の 1 以下の端末数しか整備することはできない。ま

なパスワード漏洩への対策の第一歩となる情報である。

た、学生個人が持ち込むノート型 PC を接続するネッ
トワーク環境整備 [10, 11] が進む一方で、個人の持つ

更に、電源が入っているが誰も利用していない端末

ノート型 PC の数はそれほど増えていない。

を見つけ出すことも、不具合把握と利用者指導の基礎
となる情報である。

そこで、自習に利用できる端末数の情報を利用者に
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区分

プログラム名

機能

実装言語

Windows 端末側

sfingerd.exe
putuser.exe

Windows 端末制御
ログイン及びログアウト情報送信

C
VisualBasic

Linux 端末側

sfingerd
sessreg.pl

Linux 端末制御
ログイン及びログアウト情報送信

C+Tcl/Tk
Perl

Web サーバ関連

index_full.php
index.php
index_summary.php
getuser.php
edu_stat.php
lecture.inc
library.inc

管理用 Web ページ

共通モジュール

HTML+PHP4
HTML+PHP4
HTML+PHP4
PHP4
HTML+PHP4
PHP4+PostgeSQL
PHP4

sfinger
Terminal_use_check.pl

sfingerd 操作
利用状況収集

C
Perl

サーバ側 (Web 以外)

講義担当教員用 Web ページ
空席確認
ログイン及びログアウト情報収集
携帯電話用 Web ページ
データベースサーバ交信

表 1: 構成プログラム一覧
提供することが重要となる。現行の教育用システムの

る必要がある。更に、それらの情報を管理目的だけで

端末は、3 つの教室とロビーに配置されている。ロビー

なく、演習室で講義を行う教員及び端末を自習に利用

の端末は常時自習に提供され、授業で利用していない

する学生に、目的に応じて提供する一つのシステムに

教室の端末も自習に供される。自習に利用できる端末

統合することである。

数に関する情報を提供するためには、単に利用されて
いない端末数だけでなく、講義で使われていない演習

4

室の端末数の情報が提供できる必要がある。
また、自習用端末を利用したい利用者は、通常は Web

システムの構成

4.1

を利用できる端末を持たないため、Web での情報提供
では役に立たない。そこで、携帯電話への情報提供の

全体構成

システムの全体は、情報を収集して Web を介して提

機能を付けることとした。

供するサーバ、サーバからの要求に応じて端末の状況
を答える各端末上の常駐プロセス、及び授業開講情報

3.5

を持つデータベースサーバから構成されている (図 1)。

システム構築の方針

システムを構成するプログラムの一覧を表 1 に示す。

本システムに必要な機能は、上述のように、各端末

各端末には、前システムと同様に、シャットダウン受

の利用状況を収集することと、管理者、講義担当者及

付や利用者情報問い合わせへの返答を行うプロセスが、

び利用者にその状況を提供することである。それらの
個別の機能に対応した個別の実装は存在する。例えば、

Windows2000 環境の場合には、サービスプロセスと
して、Linux 環境の場合にはデーモンプロセスとして

ログイン及びログアウト時に起動されるスクリプトを

常駐している。なお、このプロセスへの要求は、セキュ

利用すれば、各端末の利用開始と利用終了の情報を得

リティ維持のため特定ホストに制限されている [8]。

ることが可能である。

この常駐プロセスに対して、サーバは定期的 (10 分
毎) に問い合わせを行う。起動されている端末からは、

本システム構築の目的は、各端末の利用状況を、利
用者名と利用されている OS の情報として、一つのシ

利用者名と OS 名を得る。利用者名が得られない場合

ステムに集約することである。その情報は、利用者の

には、起動されているが使用されていないと判定する。

ログイン及びログアウト時だけでなく、随時更新され

利用者名と OS 名が共に得られない場合は、起動され
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ていないと判定する。

Status collection server

一方、端末へのログイン及びログアウトの情報は、

Linux terminal

apache

sessreg.pl

getuser.php

それらが発生した時にサーバに随時蓄積される。これ
らの情報を利用して、サーバは各利用者のログイン時

Log in/out
information
log file

刻を知ることができる。
また、サーバは授業時間管理を行うデータベースサー
バと交信することで、各演習室が授業で利用されてい
図 3: Linux 端末におけるログイン及びログアウト情

るか、自習に利用できるかの情報を得る。

報の流れ

4.2

ログイン及びログアウト情報収集の動
作概要

ンから perl スクリプト sessreg.pl が呼び出される。

sessreg.pl は引数として putuser.exe と同じく ロ
グイン及びログアウトの状態を識別する文字列 (login
もしくは logout)、getuser.php がある URL を受け
取り、getuser.php へ送信する。

利用者のログイン及びログアウト情報を収集する
手順の概要を始めに述べる。ログイン及びログアウト
が行われる時、端末からサーバ上の getuser.php へ

Web ページとしてのアクセスが行われる。この時、利
用者名、 ログイン及びログアウトの種類、 OS 名 が
getuser.php に引数として渡される。getuser.php
はアクセスされた時刻とそれら引数として渡された情
報をログファイルに蓄積する。

4.3

各端末の利用状況は、サーバ側の情報収集スクリプ
ト Terminal_use_check.pl を定期的に起動すること
で収集される (図 4)。情報収集は、演習室のサービス時
間中 10 分毎に起動される。Terminal_use_check.pl

Status collection server
Windows terminal

apache

putuser.exe

getuser.php

利用者状況収集の動作概要

は、sfinger を起動して各端末上に常駐しているプロ
セス (Windows 端末では sfingerd.exe、Linux 端末

Log in/out
information
log file

では sfingerd) から利用状況を得る。これらの情報か
ら、Terminal_use_check.pl は、自身の実行開始時
刻、端末名、電源の状態、 利用者名及び OS 名をログ
ファイルに書き込む。電源だけが投入され、ログイン

図 2: Windows 端末におけるログイン及びログアウト

されていない場合は、利用者名として Unknown を割り

情報の流れ

当てる。

Windows 端末では、ログイン及びログアウト用スク

Windows 端末では、sfingerd.exe がサービスプロ
セスとして常駐している。sfingerd.exe は クライア

リプトを用いてサーバへ情報が送信される (図 2)。各

ントプロセス sfinger から命令を受け取ると、利用

端末には情報をサーバに送信するための putuser.exe

者名と OS 名 (Windows) を sfinger に送信する。ま

がログイン時及びログアウト時に起動されるスクリプ

た、Linux 端末では、sfingerd がデーモンプロセス

トから呼び出される。putuser.exe はその引数とし

として常駐している。sfingerd は sfinger から命令

て ログイン及びログアウトの状態を識別する文字列

を受け取ると、利用者名と OS 名 (Linux) を sfinger

(login 及び logout)、getuser.php がある URL を

に送信する。

受け取り、サーバの getuser.php へ送信する。

端末の電源が入っていない場合、sfingerd 及び

Linux 端末は、端末起動後に xdm が起動される設定
となっている。そこで Linux 端末でのログインログア

sfingerd.exe からの反応はない。その場合、sfinger
は 1 秒間の待機後に終了し、Terminal_use_check.pl

ウトは X 端末のセッション管理の機能を利用する (図

は電源の状態を off、 利用者名と OS 名を共に NONE

3)。X 端末におけるログイン及びログアウトのセッショ

として、先のログファイルに利用者状況を書き込む。
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図 4: 利用者状況情報の流れ

5

システムの機能の実装と利用例

5.1

システム管理者向け機能

システム管理者向け機能は、サーバにあらかじめ登
録された管理用端末だけに提供される機能である。各
端末の状況は、実際の配置に類似した形で表示され、

図 6: システム管理者向け画面：多重ログインが別の色

起動の有無、利用している OS、ログイン時刻及び利

で表示されている。ログイン名は架空のものである。

用者名が表示される。また、各演習室の利用者一覧も
別に表示される。利用状況はログファイルに確保され、

多重ログインのある端末は紫色で表示され、管理者

統計情報として利用することが可能である。

に注意を与える。多重ログイン情報は、利用者による
ログインした端末の放置や利用者 ID の他人への貸与

Status collection server

などを防ぐ、セキュリティー確保の上で重要な情報と
Terminal use
status log file

Log in/out time
log file

apache

lecture.inc

なる。

index_full.php は、HTML の TABLE 機能を用
いて実際の配置に類似したテーブルを作る。テーブル
内に、各端末の端末名と利用者、端末を表すアイコン
を表示する。その端末の OS と利用者の多重ログイン
状況によって背景色を決定する。さらに、HTML で画

System administrator
index_full.php

Web browser

Database server
Schedule
DB

像を表示する際の ALT 機能を用いて、アイコンにマ
ウスカーソルを添えた時に、ログイン時刻の表示を行
う (図 6)。
実 施 中 の 講 義 名 を 、lecture.inc 中 に あ る 関 数

図 5: システム管理者向け画面が表示されるまでの情

lecture_room() を介してデータベースサーバから得
て、各部屋表示の先頭部分に表示する。各部屋の利用

報の流れ
図 5 に、この機能を実現するための情報の流れを

状況を表示後、各部屋毎の利用者一覧を表示する。こ

示す。管理者は、index_full.php という管理者向け

の時、多重ログインしている利用者はそのフォントの

Web ページへ Web ブラウザを用いてアクセスする。

色を通常の黒色ではなく赤色とする。

index_full.php は、アクセスしてきたホスト名を調
べて、登録されていない場合は何も表示しない。登録

5.2

されているホストの場合は、Terminal_use_check.pl

授業担当教員向け機能

により得られた利用者状況のログファイルから最新の

演習室での授業担当としてあらかじめ登録された教

利用者状況を抜き出す。この時、利用者名と端末数の

員だけが、演習室内の端末から、この機能を利用する

関係を調べて多重ログインしている利用者を検出する。

ことができる (図 7)。表示される内容は、システム管
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図 7: 授業担当教員向け画面が表示されるまでの情報
の流れ
理者向け画面から、ログイン時刻と状態表示アイコン
を抜いた部分である。この機能を利用することで、担
当教員は授業時間中の着席状況や出席状況を講義時間
中、随時確認することができる。

5.3

図 8: 携帯電話から演習室の空き端末数を見る

利用者向け機能

この機能は、利用者が演習室以外の場所から、演習

る。edu_stat.php は、携帯電話の画面の大きさを考

室内で自習用に利用できる端末数を知るための機能で

慮して TABLE 機能は用いず縦 1 列にそれら情報を表

ある。演習室外の利用者は、通常コンピュータ端末を

示する。

利用して演習室の端末数を知ろうとするのでは無いこ
とを考慮して、通常の Web 用ページの他に、携帯電

6

話 Web ブラウザ用ページを用意している。

まとめと議論

ここでは、単に各演習室で利用できる端末数と、授

Windows と Linux 環境をデュアルブート可能な端
末から構成される演習室に対して、各端末の利用者名
を含む情報を、システム管理者、授業担当教員及び利
用者に対して提供するシステムを開発した。

業で利用されているか否かだけが表示される (図 8)。
授業スケジュールは、学期のスケジュールを利用して
おり、急な休講などには対応していない。
図 9 に動作を示す。Web ブラウザからアクセスする場

Windows 端末へのログイン及びログアウト時にスク
リプトを介して情報がサーバへ収集される。同様に、

合は、サーバ上の index_summary.php にアクセスす
る。携帯電話からアクセスする場合は、edu_stat.php

Linux 端末へのログイン及びログアウト時には、X 端
末セッション開始終了のスクリプトを介して情報がサー

にアクセスする。
本機能において各端末毎の情報は不必要であるので、

Terminal_use_check.pl により得られた利用者状況
のログファイルを基に各部屋毎に電源が入っている端

バへ収集される。一方、サーバからは各端末に常駐す

末の数のみが集計される。もし講義中であればその講

グイン名、OS 名が収集されている。

るプロセスとの交信により、定期的 (10 分間隔) にロ

義名が表示され、そうでなけれ集計した端末数を基に

管理者は、各端末の電源オンオフ、利用されている

OS 名、ログイン名及びログイン時間の情報をあらか

電源が入っていない端末数が表示される。
表示の際、index_summary.php は HTML の TA-

じめ指定された管理用端末から Web を介して見るこ

BLE 機能を用いて横 1 行に各部屋毎の情報を表示す

とができる。各端末情報は、端末配置を模した表示と

6

けでなく、講義担当者と端末利用者への情報提供を可

Status collection server

能とした。
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本システムは、Windows 端末と Linux 端末に簡単

apache

lecture.inc

index_summary.php,
edu_stat.php
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なログインスクリプトと常駐プログラムを置き、それ

Web browser,
Mobile phone

とサーバが交信することで端末への利用状況を把握で
きるシステムである。Windows のドメインや NIS の
ドメインを持たないシステムでも、端末の利用状況を

Database server

把握することができる。また端末常駐プログラムは、

Schedule
DB

端末の強制停止を行う機能も持つ。大学の教育用端末
群だけでなく、初等中等教育用端末群や事務用端末群
などへも広く応用が可能である。

図 9: 利用者向け画面が表示されるまでの情報の流れ
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