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表紙の説明

田舎館田んぼアート画像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学大学院理工学研究科　丹波澄雄

　青森県田舎館村の田んぼアートは田んぼアートの元祖であり、歴史の長さ、クオリティ
の高さ、デザインの良さから、全国的にも有名です。平成５年に３色の稲でスタートし、年々
技術が向上し２４回目になる今回では７色の稲を使いこなしています。田んぼアートは水
田をキャンバスに、また色の異なる品種の稲を絵の具に見立てて描いたアートです。平ら
な水田に描いた絵を高い建物の上から眺めることになるため、遠近法を逆に用いて絵が歪
んでみ見えないように補正しています。田舎館村の田んぼアートの会場は２つあり、第一
会場は田舎館村役場の裏手に、第二会場は道の駅いなかだてに位置しています。第一会場
は田舎館村役場屋上に設置された展望デッキから、第二会場は併設の展望所からそれぞれ
眺められます。
　弘前大学では、田んぼアートを上空から UAV（無人航空機）に搭載したカメラによっ
て画像撮影を行い、実際の田んぼアートの画像を取得し、実際の画像と実際の画像に基づ
いて画像処理を行い展望所から眺めた場合の画像を作成して見ました。撮影には UAV と
して、マルチコプター（Phantom II）を使用しました。撮影は７月の中旬から毎週行い、
稲刈り直前まで継続しました。これにより田んぼアートの稲の色の季節的変化を捉えるこ
とができました。表紙の上段左の画像は、2016 年 7 月 16 日の早朝に第一会場で撮影し
た画像ですが、マルチコプターの姿勢や飛行高度が一定ではないので、地上の位置が明確
に判別できるランドマーク（地上基準点（GCP）と言います）を用いて地図に投影に重な
るように補正を行っています。表紙の上段右の画像は、展望所から眺めた場合の画像とな
るように幾何学変換を行った画像です。下段の画像は稲刈り直前の 2016 年 10 月 1 日の
早朝の撮影画像のため、稲が殆ど黄色くなっており、モノクロ画像の様相を呈しており、
絵の雰囲気がかなり変わって見えます。
　色については７色、種類は 12 種類を使用していますが、図柄の部分は７色８種類のみ
使用しております。
①緑色：つがるロマン、②華想い（右の田んぼの一番上の田んぼのみに使用）、③黄色：
黄大黒、④紫色：紫大黒、⑤濃緑色：緑大黒、⑥白色：ゆきあそび、⑦赤色：べにあそび、
⑧橙色：あかねあそび。
 　次の品種は文字の部分に使用しており、葉は緑だが穂に色がつくタイプです。
⑨穂が赤くなる：赤穂波、⑩穂が紫になる：紫穂波、⑪穂が白くなる：青系赤 174 号。
なお、⑫右側の文字「青天の霹靂」は本物の「青天の霹靂」を使用しています。
　早朝撮影の許可を田舎館村役場より戴きました。この場を借りてお礼申し上げます。



表紙の説明

表紙の説明 

ある日の文京町キャンパス：雪景色編と夜景編 

総合情報処理センター長  葛西 真寿 

cnc-director@hirosaki-u.ac.jp 

理工学部２号館 11 階から数枚にわけて撮影したファイルをパノラマ作成ソフトで合成し、地平線が丸みを 

帯びるように仕上げました。 

よく見ると、いつ頃撮影されたか推定できます。（ヒント：写真右側に工事用のクレーンが見えます。現在

は完成してここに建物があります。） 
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継続は力なり 

理事(教育担当) 伊藤 成治 

 

社会の情報化が進み、私たちの生活が向上していく一方で、ソーシャルメディアの使用に起因する様々な社会問

題や事件が絶え間なく起きている。弘前大学でも、被害者となる学生のみならず、不適切な情報の発信によって加

害者になってしまう学生もいるなど、より高度な情報社会を安全かつ快適に過ごしていくための情報モラル教育の更

なる充実が必要な状況といえる。 

文部科学省は『教育の情報化に関する手引』（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm） 

「第５章 学校における情報モラル教育と家庭・地域との連携/第１節 情報モラル教育の必要性/１．情報モラル教

育の基本的な考え方」の中で、情報モラルを「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」と定義し、

情報モラル教育とは「情報化の「影」の部分を理解することがねらいなのではなく、情報社会やネットワークの特性の

一側面として影の部分を理解した上で、よりよいコミュニケーションや人と人との関係づくりのために、今後も変化を

続けていくであろう情報手段をいかに上手に賢く使っていくか、そのための判断力や心構えを身に付けさせる教育

である」としている。そして、指導内容を５つの分類に整理し、それぞれの分類ごとに、児童生徒の発達段階に応じ

て大目標・中目標レベルの指導目標を設定した、指導モデルカリキュラム（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ 

zyouhou/1296900.htm）を提示することにより、情報モラル教育の指導内容が体系化され、小学校低学年から高等

学校にいたる指導の系統化も図られた。しかし、情報社会の急速な発展は、あっという間に社会の在り方や仕組み

を変えてしまう。指導内容もそれを教える教員たちの指導力も、そういう変化の連続に常に対応していくのは容易で

ないことは明らかと思われる。 

では大学ではどうだろう。平成２９年１０月に開催された第３５回国立大学法人理学部長会議において、弘前大学

から「ＳＮＳに関する情報モラル教育等の実施状況について」という承合事項が提案され、各大学が全学もしくは学

部での状況を回答している。それらによれば、全ての大学で、特に新入生対象に、e-ラーニングの場合も含め情報

モラル教育が実施され、加えてＳＮＳ等での情報発信についての注意喚起も行われている。しかし、これら一連の教

育でトラブルが絶たれるのかと言えば、残念ながらそうはならないだろう。 

結局のところ、どのような社会の変化にも振り回されず、ソーシャルメディアを用いる人たちの想像力や意図が状

況を良い方向にも悪い方向にも動かすということを、そしてネットワークの向こうにいる相手は紛れもなく「人」であるこ

とを、諦めずに「教育」し続けることが何よりも肝要だろうと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

巻　頭　言
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総務部総務広報課における SNS の利活用事例について 

総務部総務広報課広報グループ  会津 瑞希 

jm3012@hirosaki-u.ac.jp 

 

1 アカウント情報 

総務部総務広報課では、ソーシャルメディアの公式アカウントとして、以下のアカウントを開設しています。 

 

Twitter  @ hirosaki_univ https://twitter.com/hirosaki_univ/ 

Facebook 弘前大学   https://www.facebook.com/弘前大学-454722211268761/ 

YouTube hirodaikoho https://www.youtube.com/user/hirodaikoho 

Instagram hirosaki_university https://www.instagram.com/hirosaki_university/ 

 

2 目的 

 当アカウントは、本学からのお知らせやイベント情報、本学の魅力などを積極的に発信し、より一層の広報活動の充

実を図ることを目的としています。 

 なお、総務広報課が開設するアカウントは、『弘前大学「公式アカウント」運用方針』にもとづいて運用されています。 

 

（参考：弘前大学「公式アカウント」運用方針 

http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/20171122-1.pdf ） 

 

3 利活用事例 

SNS では公式ホームページとは違った角度から、弘前大学の情報を写真や動画でお伝えしています。 

平成 24 年度に YouTube、平成 25 年度に Twitter と Facebook、平成 28 年度に Instagram のアカウントをそれぞれ

開設しました。近年は SNSを入口とした本学公式ホームページ来訪者数が増加しており、SNSが本学に興味を持って

いただく一つのきっかけとなっていることが伺え、一層各々の特徴に応じて活用していきたいと考えています。 

以下、各 SNS の利活用状況について説明します。 

 

  1．Ｔｗｉｔｔｅｒ 

   本学Ｔｗｉｔｔｅｒは Facebook と併せ、本学公式ホームページに掲載した「TOPICS」、「NEWS&INFORMATION」が

自動投稿される仕様となっています。その他、時期に合わせ、総合文化祭の実施時間や天気の様子の案内、受験

生へ見てほしいページの紹介など、Ｔｗｉｔｔｅｒの即時性や拡散性を活かしたメッセージの発信に努めています。 

 

２．Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

   前述の本学公式ホームページからの自動投稿と併せ、キャンパス内の四季の移り変わりや行事等、普段の本学

の風景や、学生の活躍、受賞情報などを、写真や動画とともに紹介しています。 

弘前大学の関係者だけでなく、広く地域・一般の方に本学に親しみを感じていただけるよう、記事を作成してい

ます。 

 

 

 

特　　集
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３．YouTube 

  「hirodaikoho」チャンネルでは、過去に公開した特設ホームページ（「WHY?HIRODAI BECAUSE HIRODAI（平

成 27・28 年度撮影）」「弘前ＷＡＮＤＥＲ×弘大ＷＯＮＤＥＲＦＵＬ（平成 26 年度撮影）」）に掲載している動画や、Ｃ

Ｍなどを配信しています。 

平成 29 年度はＡＥＲＡスタイルマガジン編集部にご協力いただき、大学紹介動画を作成、12 月より公開しました。

ロングバージョンとショートバージョンの２種類の動画で、本学の施設や学生生活をご紹介しています。 

今後も文字や写真だけでは伝わらない弘前大学を、躍動感のある動画で伝えていきます。 

 

（参考：「WHY?HIRODAI BECAUSE HIRODAI」 http://www.hirosaki-u.ac.jp/whyhirodai/ ） 

（参考：「弘前 WANDER×弘大 WONDERFUL」 http://www.hirosaki-u.ac.jp/wander-wonderful/ ） 

 

４．Instagram 

  本学キャンパスにおける日常の一コマを写真でお届けしています。 

平成 29 年 10 月には、ウェブマガジン「HIROMAGA（ヒロマガ）」との連動企画として、総合文化祭へご来場のみ

なさまにご協力いただき、リアルタイムで盛り上がりの様子をお伝えしました。HIROMAGA『大学紹介』「弘前大学総

合文化祭 2017」（http://www.hiromaga.com/20171120-942/）の記事と併せて、当日の雰囲気を感じていただける

ような内容になっています。 

今後も Instagram の特徴を活かし、イベントや「HIROMAGA」記事との連動企画を実施していく予定です。 

 

（参考：ウェブマガジン「ＨＩＲＯＭＡＧＡ（ヒロマガ）」 http://www.hiromaga.com/ ） 
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学務部における SNS の利活用事例について 

学務部教務課教務企画グループ  工藤 良子 

ｊｍ3105@hirosaki-u.ac.jp 

 

1 アカウント情報 

学務部では、ソーシャルメディアの公式アカウントとして、以下のアカウントを開設しています。 

 

Twitter  @ hirosaki_gakumu https://twitter.com/hirosaki_gakumu 

Facebook 弘前大学 学務部 https://www.facebook.com/hirosaki.gakumu/ 

 

2 目的 

当アカウントは、学務部からのお知らせなど本学の教育に関連した情報の発信を目的としています。 

 

3 利活用事例 

当アカウントでは、本学の教育に関連するお知らせやイベント情報などを発信しています。 

Twitter では、授業料免除の申請や各種奨学金の募集など経済支援に関するお知らせを中心に、随時ツイートし

ています。 
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附属図書館における SNS の利活用事例について 

附属図書館医学情報グループ  齋藤 香織 

ｊｍ5231@hirosaki-u.ac.jp 

 

1 アカウント情報 

附属図書館では、ソーシャルメディアの公式アカウントとして、2016 年 5 月より以下のアカウントを運用しています。 

ブログ  ID: hulib      URL: http://hulib.hatenablog.com/ 

Twitter   ID: @HirosakiUnivLib    URL: https://twitter.com/HirosakiUnivLib 

 

2 目的 

附属図書館の広報を主な目的としています。 

 

3 運用方針について 

ブログと Twitter の運用は、図書館内各グループに属する図書館職員数名が担当しております。現状では、あまり

細かい分担やルールは決めておらず、各人が業務の合間に更新作業を行っています。 

ブログは主に附属図書館主催のイベントや重要なお知らせ等について紹介しています。Twitter に比べ長い記事

を書いていますが、更新頻度が低いためか、アクセス数はそれほど伸びていない状況にあります。 

Twitter は基本的に毎日更新しています。当アカウントのフォロワーの大部分は本学の学生さんだと思われますが、

他大学の附属図書館や近隣のお店、一般の方などにもフォローされているようです。附属図書館だけでなく、弘前大

学や弘前市も紹介するつもりで、大学関係のニュースや近隣のイベント情報などもお知らせしています。文章は、固

すぎず、くだけ過ぎず、親しみやすい感じを心がけています。意外に、日々の雑感や学内の写真といった、図書館と

あまり関係のないツイートも良い反応があります。 

いずれも、フォロワー数を増やすこと、運用についてのルールづくりが今後の課題と言えるかと思います。Twitter は

速報性がありますが、アーカイブ性が低いため、それを補う形でアーカイブ性の高いブログを運用するなど、それぞれ

の良さを使い分けて活用していきたいと考えます。 

ブログ画面 Twitter 画面 
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出版会における SNS の利活用事例について 

附属図書館企画管理グループ  舩木 美里 

hupress@hirosaki-u.ac.jp 

 

1 アカウント情報 

弘前大学出版会では、ソーシャルメディアの公式アカウントとして、以下のアカウントを開設しています。 

 

Twitter  @HUP_info  https://twitter.com/HUP_info 

 

2 目的 

当アカウントは、弘前大学出版会の新刊情報と刊行物紹介を中心に、お知らせ、イベント情報を発信し、当会書籍

と事業内容のより一層の周知を目的としています。 

 

3 利活用事例 

新刊情報や出版会ホームページの掲載事項（更新内容）についても、紹介しています。ブックフェア等の開催案内

やその時期のトピックに関連した書籍の紹介などを行い、当会の刊行物を身近に感じるとともに、書籍に触れる機会

を増やすきっかけとなることを目指しています。 

また、当会の刊行物と関連する展示（資料館や附属図書館での展示）などについても、ともに情報発信を行ってお

ります。 
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SNS 利用にあたって 

 

 

学務部学生課学生支援グループ  澤田 祐子 

ｊｍ3112@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

学務部学生課でなんでも相談担当をしています。 

最近、SNS に関する相談が多くなりました。また、本学学生の発信した SNS に関する苦情や怒りの電話なども増え

ています。 

 

「ちょっとふざけているだけ」、でもふざけられた方の人や機関はどう思っている？ 

それを就職活動の際、採用担当者が読んだとしたら？ 

匿名のつもりでも個人名は思ったより簡単にたどることができます。 

 

「その情報、世界に発信しても大丈夫？」ということをいつでも意識していただきたいのでポスターを作成しました。 

 あなた自身の個人情報も、周りの個人情報も大切にしてください。 

  

SNS に限らず困ったこと、悩んでいることがあったら「なんでも相談」へ相談してください。どんなことでも構いません。 

個人名を出さなくても相談可能です。 
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     ＳＮＳ 利用にあたって 

知らなかったでは済まされない！ 

 

〇 Facebook(フェイスブック)，Twitter(ツイッター)，LINE(ライン)，INSTAGRAM(インスタグラム) 

などのいわゆるＳＮＳは，身近なコミュニケーションツールとなっています。 

ＳＮＳは，多くの人から情報が収集でき，同時に多くの人に素早く情報が発信できます。 

しかしそれだけに，電子タトゥーとも呼ばれるように誤った情報や個人情報が一度発信される 

と，ほとんど消すことができない怖いものとなることがあります。 

   便利なツールですが，世界に繋がっているということ，安易な発信が誰かを, 何かを傷つけて 

しまう恐れがあるということを常に意識して利用しましょう。 

 

・SNS 利用者は善人ばかりでない！正しい情報ばかりでもない！ 

・SNS での情報は，いずれ世界に流出する。 

・SNS での発言は，取り消しできない。 

・SNS での匿名性は，いずれ破られる。 

・SNS での不用意，過激な発言は，周りも巻き込むことがある。 

 

事例 1 あ!!その情報間違っていない？ 

・「スマホ情報，心臓病の〇〇ちゃん募金」 かわいそう。私も協力して情報を拡散しよう。 

・「〇〇事件の犯人は××」だって！ 私××知ってる。ねぇねぇ知ってる？・・・ 

・明日○○地方に大きな地震と津波がくるみたいって！やばいよ。やばいよ。 

今すぐみんなに情報を伝えよう。              ・・・・でもその情報ほんと？ 

〇 インターネット上の情報は必ずしも正しいものばかりではありません。いじめで話題になった

事件では，いじめた側の親だと全く関係ない第三者の写真が拡散したこともありました。 

 自分で確認できない情報を拡散して，その情報が誤りだったら，拡散したあなたが

加害者とされることもあります。相手の名誉に関わることだけでなく，確証のない 

情報をむやみに拡散しないようにしましょう。    

正しい情報ばかりではない。安易に広めないで！  
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事例 2 ん?! 世界に発信していいこと？ 

・入学前，未成年の時に友達と大学合格やったーとカンパイしてる写真アップした。 

匿名だしばれないだろう。 

・オレってすごい！ こんなことも，あんなこともできる！   

〇 前後の発言や過去の内容などを組み合わせるなどして，誰かはいずれわかります。 

 安易な情報発信すると認識されることで，すぐには影響がなくても，後々就職活動など，思わぬ 

ところで影響がでることがあります。 

〇 アルバイト先の冷蔵庫に入っている写真を載せたり，裸で接客中の動画を載せたり・・。軽率 

な行動や言動が，実は世界中に届いており，店は閉店，本人は損害賠償，刑事事件に発展するな 

ど，何度も話題になりました。 

情報はいずれ世界に流出する。明日かも 2 年後かも？  

 

事例 3 え?? 個人情報漏えいになる？ 

  ・先輩が仲間内だけで公開している写真が素敵で自分のブログに載せてみた。無許可だけど。 

・あいつ，うざいな。あいつのブログ・ツイッターを見たら結構個人情報のってる。おもしれー。 

画像やスクリーンショットを保存して，おれのツイッターで全部晒してやる。 

〇 写真には意外と個人情報があります。悪気がなくても個人情報を漏えいすることになりかねま 

せん。また故意に漏えいするのは言語道断です。写真の細部から身元を特定することは容易にで 

きてしまいます。 

一番考えなくてはならないのは, 一度拡散してしまった情報は消すことができない，というこ 

とです。悪意のある情報が一生消えないとしたら？拡散したあなたの情報とともに・・・。 

〇 自分の現在地を伴った投稿・発信は第三者に自分の居場所を教えることになり, 大変危険です。 

取り消しできない情報。あなたのプライバシーも他人のプライバシーも守って！  

     

事例 4  まさか！仲間内での過激な発言で?! 

  ・○○大学ってバカな大学だし，通ってる人の気がしれないよね・・・。 

ついつぶやいてしまったけど，匿名だし，仲間内だけだから大丈夫と思ってた。 

まさか，〇〇大学に情報がいって，会話の流れや過去のコメントから私の発言だとみんな 

知ってるなんて。身元も特定されてしまった。親の会社が〇〇大学と取引があって，今後の取

引に影響があるかもって親が青い顔をしてた。どうしよう・・・。 

〇 「仲間内だけ」，は SNSでは通用しません。匿名でもいずれ誰かは分かってしまいます。匿名な

ので，過激な発言や過剰に人を非難したりしがちですが，それらがもたらす代償は，非常に大き

なものです。あなただけでなく家族まで影響を与えることさえあります。 

匿名性はいずれ破られる。自分だけでなく周りにも多大な影響が・・・？     

                                                     平成２９年９月 学務部学生課 
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弘前大学 CSIRT の活動実績報告
– 次世代ファイアウォールと「ヒロミル」によるインシデント事前対処 –

総合情報処理センター長　葛西 真寿
附属図書館情報基盤グループ　小倉 広実

須藤 勝弘
竹内 淑怜

{cnc-director, ogura, stowe, s take}@hirosaki-u.ac.jp

1 はじめに
本稿では、次世代ファイアウォールと接続情報検
索システム「ヒロミル」を活用した弘前大学 CSIRT

の活動について述べる。昨年度構築した、本学に
おける次世代ファイアウォールの運用体制の概要
は、次世代ファイアウォール (Palo Alto Networks

社 PA-5050、以下 PA-5050) が脅威と判断した通
信を遮断する機能を利用してセキュリティを確保
しながら、遮断しなかった不審な通信については、
PA-5050 から毎日午前 2 時過ぎに送られる PDF

形式の Daily Palo Alto Networks Reports (以下、
日報) に基づいて調査を行うというものであった。
本年度からは、PA-5050 からの日報による調査

を弘前大学 CSIRT の担当業務とし、その際、より
迅速なインシデント・レスポンス (事後対処) とイ
ンシデント・レディネス (事前対処) 体制の整備を
目指し、以下に掲げるいくつかの改善を行ったので
報告する。

2 インシデント・レディネス体制の改善
本年度、より迅速なインシデント・レスポンス

(事後対処) とインシデント・レディネス (事前対処)

体制の整備を目指して行った改善点は以下の通りで
ある。

2.1 PA-5050の監視設定の強化

PA-5050 のログをみると、それぞれの「脅威/コ
ンテンツ名」(Threat/Content Name) は「重大度」
(Severity) と「リスク」(Risk) による格付がされて
いることがわかる。「重大度」は上位から critical,

high, medium, low, informational の順であり、そ
れぞれの「重大度」はさらに「リスク」という 5段
階の相対的評価 (1=lowest to 5=highest) がついて
いる。

当初、デフォルトの状態で PA-5050 を運用して
いたが、「重大度」が mediumや low であってもリ
スク値の高い脅威については通信を遮断する一方、
「重大度」最上位の criticalと判断された脅威であっ
ても通信を遮断せず警告のみのケースがあった。
そこで、最上位の「重大度」 critical と判定され
た疑わしき脅威については、学外から学内へと学内
から学外への双方向を問答無用で遮断するという設
定を行った。前日のサマリーレポートである日報を
トリガーとしているため、基本的に事後対応となら
ざるを得ないため、最上位の「重大度」については
対応が後手にまわる事態を避けるための対応であ
る。その後数ヶ月の運用を経て、業務に影響がない
ことを確認して上で「重大度」high 及び medium

についても critical に準じて遮断（reset-both）す
る設定とした。

2.2 日報内容のカスタマイズ

次に行ったのは、PA-5050 からの日報内容の見直
しである。運用当初はデフォルトのテンプレートに
よる日報送信機能を利用したため、日報は 29ペー
ジの PDF で毎日 CSIRT メーリングリストに配信
された。各ページの内容は以下の通りである。

運用当初の日報 29 ページの内容

1. スパイウェアに感染したホスト
2. 上位のアプリケーション カテゴリ
3. 上位のアプリケーション
4. 上位の攻撃者
5. 国別の上位の攻撃者
6. 上位の脅威
7. 上位の接続
8. 上位の拒否されたアプリケーション
9. 上位の拒否された宛先

10. 上位の拒否された送信元
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11. 上位の宛先国
12. 上位の宛先
13. 上位の出力インターフェイス
14. 上位の宛先ゾーン
15. 上位の HTTP トンネル対象アプリケーション
16. 上位の入力インターフェイス
17. 上位の送信元ゾーン
18. 上位のセキュリティ ルール
19. 上位の送信元国
20. 上位の送信元
21. 上位のスパイウェア脅威
22. 上位のテクノロジ カテゴリ
23. 上位の被害者
24. 国別の上位の被害者
25. 上位のウイルス
26. 上位の脆弱性
27. 上位の Web サイト
28. 上位の Unknown TCP 接続
29. 上位の Unknown UDP 接続

「国別の上位の攻撃者」などは時間に余裕がある
ときにでも世界地理の勉強として眺めるなら良いだ
ろうが、毎日のインデント対応業務として必須であ
るのは上記 29ページ全てというわけではない。
また、たとえば「スパイウェアに感染したホスト」
のページでは、PA-5050 が判断した感染ホストの
上位一覧が表示されるが、本学 IPアドレス以外の
学外のホストも一覧の中に表示されるため、学内ホ
ストに限定してリストアップされるような改正が望
まれていた。
さらに、本年 3月に総合情報処理センター専任担
当教員が転出後、補充人事がペンディングとなって
しまったため、センター長である（情報分野の専門
家ではない）第一著者自身がこの日報調査業務に参
加することになったという学内事情もあり、日報内
容を真に必要なもののみに限定し、見やすいものに
するというカスタマイズを断行することとなった。
日報内容のカスタマイズの方針は以下の通りで
ある。

・本学の IPアドレス (133.60.*.*)を持つホスト
のみ表示する。

・上記 IPアドレスのホストに対して、即日確認
作業及びインシデント対応業務が可能な以下の
リストのみ表示する。
・スパイウェアに感染したと判断される・疑

いのあるホスト
・上位のスパイウェア脅威を受けたと判断さ
れるホスト

・上位のウイルスに感染したと判断される・
疑いのあるホスト

・実際に不審な通信が行われた脅威と通信が遮断
された脅威を分けて表示する。

PA-5050 のログをみると、それぞれの脅威には
「アクション」が記載されており、その種類は de-

fault, allow, alert, block, reset-server, reset-both,

reset-client, drop-all-packets, drop, block-ip とな
っている。したがって、「アクション」が alert と
なっている脅威は通信が遮断されていないため、イ
ンシデント・レスポンス/レディネス対応が必要と
なる。
上記方針のもと、何回かの試行錯誤の後、本稿執
筆時点で運用しているカスタマイズされた日報の内
容は以下の通りである。

カスタマイズして運用中の日報 8ページの内容

1. スパイウェアに感染したと判断された学内ホス
ト（「アクション」が alert で遮断されなかった
もの）

2. スパイウェアに感染した上位リストにはリスト
アップされているが、「アクション」が block-ip,

drop, reset-both 等で通信が遮断されている学
内ホスト

3. 上位のスパイウェア脅威と判断された学内ホス
ト（「アクション」が alert で遮断されなかった
もの）

4. スパイウェア脅威の上位リストにはリストアッ
プされているが、「アクション」が block-ip,

drop, reset-both 等で通信が遮断されている学
内ホスト

5. ウイルスに感染したと判断された学内ホスト
（「アクション」が alert で遮断されなかった
もの）

6. ウイルス感染の上位リストにはリストアップさ
れているが、「アクション」が block-ip, drop,

reset-both 等で通信が遮断されている学内ホ
スト

7. 上位の攻撃者にリストアップされている学内ホ
スト

8. 上位の被害者にリストアップされている学内ホ
スト
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参考までに、カスタマイズされた日報のページご
とのイメージを Appendix A に示す。この日報を
毎朝センター長がチェックし、1ページ目、3ペー
ジ目、5 ページ目に学内 IP アドレスがリストされ
ていた場合には、当該 IP についての PA-5050 の
ログ収集、当該機器の利用者情報調査、そして必要
があれば利用者へのウイルス対策ソフトによる完全
スキャンの依頼を行うのが日課となった。また、8

ページ目の「上位の被害者」にリストアップされて
いる学内ホストのうち、本学が契約している Office

365 以外の外部のメールサーバから pop3 等でウイ
ルスが添付されたメールをダウンロードしたと警告
がある場合は、5 ページ目のウイルスに感染したと
判断されたホストと同様の対応を行うこととした。
参考までに、当該機器の利用者に対して送信してい
る調査依頼メールの例を Appendix B に示す。ま
た当該機器の利用者情報調査に関して必要なシステ
ムについては次で述べる。

2.3 接続情報検索システム「ヒロミル」

前節で述べたように、カスタマイズされた日報に
リストアップされた、不審な通信を行っている機器
については、利用者を特定し、対応を依頼すること
になるが、その際必要となるシステムについて述
べる。
本学のキャンパス情報ネットワークへの接続方法
として無線 LAN と有線 LAN による接続がある。
無線 LAN サービスは Hiroin Wi-Fi と呼ばれ、セ
ンターが設置した学内 620台余りの無線 LAN AP

で構成され、全ての学生・教職員が IEEE 802.1X

認証によって利用でき、DHCP サーバによって IP

アドレスが付与される。
また、有線 LANによる接続に関しては、全学的
に物理アドレス認証による登録と DHCPサービス
による IP アドレスの自動付与が行われる。オプ
ションとして、必要な場合には別途固定 IPの申請
が可能であるが、多くの新規接続のパソコンについ
ては、DHCP による IPアドレスの自動付与が標準
である。
このように、有線 LAN及び無線 LAN接続にお

いて全学 DHCP サービスが標準となっている本学
において、PA-5050 の日報にリストアップされた
IPアドレスから当該利用者を特定するためには、過
去の特定の日時に特定の IPアドレスを利用してい
た有線 LAN接続機器の物理アドレスを特定し、そ

の物理アドレスの登録者情報を検索すること、ある
いは同じく過去の特定の日時に特定の IPアドレス
を付与されていた Hiroin Wi-Fi 接続者情報を検索
するシステムが必要となる。
今回学内開発したこの「弘前大学キャンパス情報
ネットワーク接続機器・利用者情報統合検索システ
ム」には、開発者（小倉　

ひろみ

広実　）の名前にちなみ、ま
た弘前大学内の接続機器情報を見るという意味も込
めて「ヒロミル」という愛称がつけられた。図 1 が
「ヒロミル」の Web 画面の一部である。担当技術
職員の内部利用が目的であり外部公開を想定してい
ないため、実用本位の簡素な表示画面である。「ヒ
ロミル」で検索・確認できる項目は多岐にわたるた
め、Appendix Cに一覧をまとめておく。

図 1. 「ヒロミル」のWeb画面の一部
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「ヒロミル」には多くの検索機能があるが、日報
にリストアップされた機器の IPアドレスの利用者
情報を検索する例をあげると、以下のような手順に
なる。
まず、IP アドレス利用履歴の欄に、検索したい

IP アドレス（以下の例では 133.60.11□.□□□）を
入力し、前日から 1 週間前までの日付を指定して
「送信」ボタンをクリックする。

図 2. IPアドレス利用履歴の検索画面

図 3. IPアドレス利用履歴の検索結果画面

すると、図 3のように、指定した日付の 10分毎
にその IPアドレスを使用していた機器の物理アド
レスが検索結果として表示される。（図 3 の例では
0C-4D-E9-□□-□□-□□。）
この例では当該 IP アドレスは固定 IP として使

用されているので、時間によらずに同一の物理アド
レスが表示されているが、DHCP の場合は日時に
よって異なる機器の物理アドレスが表示されること
になる。

図 4. IPアドレス利用履歴の検索結果画面

次に、図 3. の検索結果として表示された物理ア
ドレスをクリックすれば、その機器の登録者（利用
者）の Hiroin ID と関連する登録情報が図 4のよう
に表示され（この例では mak）、これをもとに当該
機器の登録利用者へ直接注意喚起や対応依頼を行う
ことが可能になる。

このように、PA-5050 の日報にリストアップさ
れた IPアドレスをキーにして「ヒロミル」を利用
することによって、当該機器が有線 LAN接続か無
線 LAN接続かを問わず、わずか数クリックで機器
の利用者情報を得ることができるようになり、より
迅速なインシデント・レスポンス (事後対処) とイ
ンシデント・レディネス (事前対処) 体制を整備す
ることが可能となった。

3 見えてきた課題
上に述べたように改善された本学のインシデン
ト・レディネス体制を数ヶ月にわたって運用してき
た結果、以下のような課題が見えてきた。

3.1 留学生のパソコンに関する脅威対応

まず、外国人留学生が自国語版 OSのパソコンを
無線 LAN接続していて不審な通信が日報で報告さ
れた場合、自国版のウイルス対策ソフトがインス
トールされていると、部局担当者がパソコン画面か
ら正しくウイルスが駆除されていることを確認す
るのが困難なことがある。また、パソコン本体にイ
ンストール不要の USBメモリ型のウイルス対策ソ
フトをセンターで用意しているが、これが日本語版
OSにしか対応しておらず、外国語版 OS上のウイ
ルス対策に有効かどうか確認がとれない。実際に試
したところ、USB メモリ型のウイルス対策ソフト
の指示通り不審と思われるファイルを削除して行っ
た結果、外国語版 OSが起動しなくなり、再インス
トールが必要となったケースもある。
各国語版 OS対応の USBメモリ型のウイルス対
策ソフトが望まれる。

3.2 個人で契約した外部メールサービスからのダ
ウンロード

本学が契約しているメールサービス（Office 365）
以外の、個人で契約した外部メールサーバからウ
イルス付きメールを pop3等でダウンロードしよう
として PA-5050 が検知しているケースも複数発見
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されている。その場合、学内にダウンロードする前
に、外部メールサーバ上でできるウイルス対策サー
ビスについて検討するよう依頼したり、真に業務上
必要とするものでない限り、個人で契約した外部
メールサービスを学内からは利用しないように依頼
するなどの対策が考えられている。

3.3 研究室等で独自に設置した無線 LANルータ

日報 にリストアップされた、不審な通信を行って
いる機器が、研究室等で独自に設置した無線 LAN

ルータであるケースも複数例あった。特に、無線
LAN ルータが NAT モードの場合、CSIRT/セン
ターでは当該事案の利用者を特定できないため、無
線 LANルータの設定責任者に当該日時に接続して
いた可能性のある全てのユーザに確認依頼していた
だくが、場合によっては 10名以上の利用者にすの
都度確認が必要なケースもある。
対策として、研究室等で独自に無線 LANルータ
を設置し、複数の利用者が接続して利用する場合
は、ブリッジモードに設定する、またはセンターが
動作確認を行った IEEE802.1X 認証対応の推奨機
器を購入し、認証の設定を行って使用するなどが考
えられている。

4 まとめ
本稿では、弘前大学における、より迅速なインシ
デント・レスポンス（事後対処）とインシデント・レ
ディネス（事前対処）体制を整備するために行った
改善点について述べた。特に強調すべきは、次世代
ファイアウォール PA-5050 からのカスタマイズし
た日報 Daily Palo Alto Networks Reports から、
弘前大学キャンパス情報ネットワーク接続機器・利
用者情報統合検索システム「ヒロミル」を利用して
迅速な当該機器利用者情報の検索を可能にした点で
ある。
この改善により、利用者からウイルス感染の報告
が来る前に、ウイルス付きメールをダウンロードし
た可能性のある利用者への通知やウイルス対策ソフ
トによる完全スキャンの依頼が可能になった。
実際には、本学が全ての職員・学生用に契約して
いるメールサービス（Office 365）では、このような
ウイルス付きメールがそのままの状態で配信される
事例はほとんどない。しかし、本学が契約している
メールサービス以外の外部メールサーバからウイル
ス付きメールを pop3等でダウンロードしようとし

て PA-5050 が通信遮断しているケースもあり、そ
の場合は当該利用者に対し、学内のパソコンにダウ
ンロードする前に、Web ブラウザでメールサービ
スにログインし不審なメールを削除するよう依頼す
ることも可能である。
本学における情報セキュリティ対策の強化に際
し、次世代ファイアウォールの機能を最大限に活用
するために、ネットワークセキュリティ運用監視
サービスの契約も一時は検討したが、費用の面でこ
の外注による対策は断念し、代わりに追加の費用を
必要とせずに、本学技術職員がいわば手作りで対策
できることは何かを考えた結果、たどり着いたのが
今回報告した内容である。
今回報告した体制整備だけでセキュリティ対策は
万全と言い切れるわけではないことは承知している
が、まずはこの手作りのインシデント・レスポンス/

レディネス体制について、今後も必要な改善をはか
りながら運用していくことで、情報セキュリティの
維持・強化につなげることが我々の当面の使命であ
ると考えている。
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Appendix A

参考までに、カスタマイズされたDaily Palo Alto

Networks Reports（日報）のページごとのイメージ
を以下に示す。表示内容の一部を省略して表示して
いる。
1ページ目
スパイウェアに感染したと判断された学内ホスト

（「アクション」が alert で遮断されなかったもの）。

2ページ目
スパイウェアに感染した上位リストにはリスト
アップされているが、「アクション」が block-ip,

drop, reset-both 等で通信が遮断されている学内ホ
スト。

3ページ目
上位のスパイウェア脅威と判断された学内ホスト

（「アクション」が alert で遮断されなかったもの）。

4ページ目
スパイウェア脅威の上位リストにはリストアッ
プされているが、「アクション」が block-ip, drop,

reset-both 等で通信が遮断されている学内ホスト。

5ページ目
ウイルスに感染したと判断された学内ホスト（「ア
クション」が alert で遮断されなかったもの）

� �

� �

上位のウイルス
palo1_new : Monday, July 31, 2017

一致データ未検出

http://www.paloaltonetworks.com

上図のイメージのようにウイルス感染の警告がな
い朝は大変清々しい。
6ページ目
ウイルス感染の上位リストにはリストアップされ
ているが、「アクション」が block-ip, drop, reset-

both 等で通信が遮断されている学内ホスト。

7ページ目
上位の攻撃者にリストアップされている学内ホ
スト。

8ページ目
上位の被害者にリストアップされている学内ホ
スト。

Appendix B

カスタマイズされた日報の 1 ページ目「スパイ
ウェアに感染したと判断された学内ホスト」の利用
者に対して送信する調査依頼メールの例：
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� �

� �

Subject: [csirt:790] 不審な通信を行っ
ている機器の調査依頼
From: 弘前大学 CSIRT メンバー
To: user-id@hirosaki-u.ac.jp

Reply-To: csirt@ml.hirosaki-u.ac.jp

CC: csirt@ml.hirosaki-u.ac.jp

＊＊部
＊＊　＊＊　様

弘前大学 CSIRT では学内外の通信をフ
ァイアーウォールで監視しています。
7/26(水) 15:44 頃から複数回、下記の機器
からスパイウェアと思われる通信が観測され
ました。(ファイアーウォールの通信記録を添
付します。)

検出日時：7/26 15:44 - 16:42

IPアドレス：133.60.1*.***

物理アドレス：6C-0B-84-**-**-**

登録アカウント：user-id

コンピュータ名：USER-PC

OS：Windows7

スパイウェアに感染している可能性がありま
すので、F-Secure等のウイルス対策ソフトで
「完全スキャン」していただき、結果を「弘前
大学 CSIRT」にメールでお知らせしていただ
くようお願いします。
--

弘前大学 CSIRT

csirt@ml.hirosaki-u.ac.jp

Appendix C

参考までに、弘前大学キャンパス情報ネットワー
ク接続機器・利用者情報統合検索システム「ヒロミ
ル」で検索・確認できる項目は、本稿執筆時点で以
下の通りである。

・ Hiroin ID検索（教職員、学生、全て）（弘前大学
統合認証システムのアカウントである Hiroin

ID の登録情報の検索）
・人事情報（氏名、生年月日、職員番号をキーに
検索）

・ IPアドレス利用履歴
・ VLAN(DHCP)利用状況
・物理アドレス情報
・ Account@Adapter 登録情報、削除情報（有線

LAN接続の物理アドレス認証システムの要）
・ FDB-Table情報（フロアスイッチごと、VLAN

IDごとの検索）
・固定 IPアドレス申請情報
・ F-Secure 情報（キャンパスライセンスで導入
しているウイルス対策ソフトの導入情報）

・ VPN利用者情報
・ Eduroam利用者情報
・ FireWall設定情報
・サーバ証明書情報
・物理アドレス・フォーマット変換 y （大文字・
小文字、ハイフン・コロン）

・メール転送設定スクリプト
・ DHCP利用状況履歴
・ IP アドレス利用状況（キャンバスごとの有
線 LAN接続、Hiroin Wi-Fiによる無線 LAN

接続）
・ Hiroin Wi-Fi 利用状況（各部局建物ごと、

2.4GHz 及び 5GHz の DHCP による IP ア
ドレスの配布数・残数・使用率）

・無線 LAN認証状況（SSID ごとの認証数、iOS,

Android の接続数）
・ DHCP利用履歴（残数 10以下の記録）
・配布グループ（alias）（本学離職者等の転送設
定の確認）

・利用機器数（各キャンパスごと、各部局建物ご
とのネットワーク接続機器数）

・利用者不明機器リスト
・「MACアドレス・ベンダー検索」へのリンク
・「ドメイン・IPアドレス検索」へのリンク
・Office 365 利用状況
・OneDrive for Business（最大一人 1TBま
で利用可）の利用上位者リスト

・ ProPlus契約者（一人でWindows/Mac合
わせて 5台まで利用可）の利用状況

・ Exchange 利用状況

参考文献
[1] 佐藤友暁, 須藤勝弘, 小倉広実, 竹内淑怜, 葛
西真寿, “MAC アドレス認証システムを用い
た次世代ファイアウォールの運用体制構築”,

第 20 回学術情報処理研究集会 発表論文集,

pp.43-46, 2016.
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弘大総合情報処理センター News Letter の発行について 

 

 

附属図書館情報基盤グループ  菅原 明日香 

a_fukushi@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 総合情報処理センター勤務が 3 年目となりました、技術補佐員の菅原です。平成 27 年 10 月より毎月 1 回発行して

いる「弘大総合情報処理センター News Letter」の作成を担当しております。 

 

 この「弘大総合情報処理センター News Letter」には、知っていると便利な情報の紹介や総合情報処理センターか

らのお知らせなどを載せており、平成 30 年 1 月現在で第 28 号まで発行しています。今回の HIROIN35 号には 17 号

から 28 号までを掲載いたします。 

 

 「弘大総合情報処理センター News Letter」は、総合情報処理センターのウェブページからも見ることができます。 

http://www.cc.hirosaki-u.ac.jp/newsletter 

 

 弘大総合情報処理センター News Letter の掲載記事に関するご意見・ご質問・ご要望等がありましたら、総合情報

処理センターまでお寄せください。 
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 302 件 172 件 52 件 

で文書を作成している時に行間が広すぎる、あと少しで ページに収まらない、という風に思っ

たことはないでしょうか。そんな時はこれから説明する方法を試してみてください。

．行間を狭めたい範囲を選択

． ホーム タブの 段落 グループのダイアログボックス

ボタンをクリック

．真ん中より少し下にある「行間」を「最小値」にし、間隔を「 」

に変更し、下の「 」をクリック

以上の方法で↑のように行間を詰めることができます。

月 日（月）に総合教育棟 講義室において、本学役員・幹部職員（課長級

以上）・部局情報総括責任者・部局情報技術責任者を対象とした情報セキュリティ研

修会を開催いたします。今回の研修会では ネッツエスアイの方をお招きして講

演していただきます。事前申込は不要ですので、ぜひご参加ください。

詳しくは総合情報処理センターホームページをご覧ください。

→

平成２８年度弘前大学情報セキュリティ研修会 開催 

：行間を詰めたい時

行間変更前 行間変更後
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 379 件 191 件 62 件 

を使っている時にセルから文章がはみ出てしまい、文章が途中から

見えなくなってしまったことはないでしょうか。そんな時はこれから説明

する方法を試してみてください。

■その ：縮小して全体を表示する方法

． ホーム タブ 配置 グループのダイアログボックスボタンをクリック

． 配置 タブの 縮小して全体を表示する のチェックボックスにチェック

を入れ、 ボタンをクリック

※セル内の文字数が多い場合、文字が小さくなりすぎて読めなくなることもありますので、ご注意してください。

■その ：折り返して全体を表示する方法

・ ホーム タブの 配置 グループの 折り返して全体を表示 ボタンを

クリック

上記の方法だとセルの幅に合わせて自動的に改行されますが、自分で好きな場所で改行を行いたい

場合は改行を行いたい場所にカーソルを移動させ、キーボードの キーを押すと、その

場所で改行を行うことができます。

年 月 日をもって のサポートが終了します。

サポート期間が終了すると、セキュリティ更新プログラムの提供が終了するため、シス

テムの脆弱性があった場合、非常に危険な状態になってしまいます。

安全にお使いいただくために、各自最新のデスクトップ環境への移行をお願いします。

：セルから文章がはみ出た時

のサポートが終了します。

隣のセルに入力すると

文章が途中で消える

Vista 
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 480 件 210 件 75 件 

を使っている時に、「 ．」等の数字の後に文字を入力して改行

をすると「 ．」が勝手に入力されてしまう。「・」等の記号の後に

スペースを挿入後、文字を入力して改行を行うと同じ記号が表示されて

しまう…といった経験をしたことはないでしょうか。

これは が自動で「箇条書き」と判断して、皆さんの手助けを

しようとする設定がされているためにおきてしますことです。

今回は が勝手に手助けしないように設定を解除する方法を説明します。

． ファイル タブをクリック

．一番下にある オプション をクリック

．左側のメニューの上から 番目の

文章校正 をクリック

． オートコレクトのオプション タブを

クリック

．「箇条書き（行頭文字）」

「箇条書き（段落番号）」それぞれの

チェックを外し、「 」をクリック

．「 のオプション」画面の「 」をクリック

以上の方法で勝手に箇条書きになってしまう設定を解除することができます。

また、箇条書きの機能を使用し、箇条書きを終わりたい場合は終わりたい行でもう一度

キーを押すと箇条書きを終了することができます。

：勝手に箇条書きになってしまう設定の解除

によって勝手に

箇条書きにされてしまう
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 471 件 243 件 107 件 

で「セルの中身を編集するときにいちいち手をマウスに移動させるのがめんどう」など

のちょっとしたことがめんどう、ちょっとでも作業を早めたい。というときはないでしょうか。

そんな時に便利なのがショートカットボタンです。今回は つお伝えいたします。

．手をマウスへ移動させずセルの中身を編集するとき

編集したいセルへ矢印キーで移動し、キーボードの上にある ボタンを押してください。

これで簡単にセルを編集状態にすることができます。

．同じことを繰り返したいとき

直前の作業を繰り返すには、 ボタンを押してください。これで簡単に繰り返すことができ

ます。

ほんの

：便利なショートカットボタン

● 日ごろからの注意が大切です。
今月 12 日から国内外でランサムウェアへの感染がニュースになっていました。このような被害を防ぐために、次

の 3 つについて、ニュースで話題になった時だけではなく、日ごろから注意するようにしましょう。 

1．不審なメールの添付ファイルの開封やリンクへのアクセスをしない。 

2．Windows Update を行う。 

3．ウイルス対策ソフトの定義ファイルを更新する。 

被害にあってしまった場合は１人で悩まず、弘前大学 CSIRT へ相談しましょう。 

弘前大学 CSIRT：csirt@ml.hirosaki-u.ac.jp 

ボタンを押す

編集したいセルへ矢印キーで移動 マウスでダブルクリックしなくても編集状

態になります。

つ目の「 」のセルへ色をつけ、

次に色をつけたいセルへ矢印キーで

移動

ボタンを押す

直前の作業（セルの色の変更）を繰り

返すことができます。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 301 件 235 件 66 件 

 第 回

Office365 活用術 

今回は「 で使えるテクニック講座」をお休みして、「 活用術」を復活

して で申込フォームやアンケートフォームを作成できる の使い方に

ついて説明します。

新しいフォームの作成は次の手順で行います。

． へログインし、アプリケーション一覧の中から をクリックします。

．「新しいフォーム」「新しいクイズ」が表示されますので、「新しいフォーム」をクリックします。

．「無題のフォーム」と書かれている箇所をクリックし、フォームのタイトル

と説明を入力します。この時、 をクリックするとタイトルに画像を使用

することができます。

．「＋ 質問を追加します」をクリックし、質問の形式を選びます。それぞれ回答

を必ずさせる「必須」を設定することができます。

■質問形式の種類

・ 選択肢 …回答者が選択肢から回答を選ぶことができる形式です。「＋ オプションを追加」

で選択肢を増やせます。「複数回答」を設定することができます。

・ テキスト…回答者が自由に文章を入力できる形式です。「長い回答」を設定すると回答欄が

大きくなります。

・ 評価 …回答者が評価をする形式です。レベルとシンボルを選択することができます。

・ 日付 …回答者へ日付を選択させる形式です。

．上の方にある をクリックすると「コンピュータ」「携帯電話 タブレット」それぞれの表示の

プレビューを見ることができます。プレビューで確認を終えたら「戻る」をクリックしてください。

．上の方にある「共有」をクリックすると、公開範囲を設定することができます。基本的にはデフォルト

で選択されている「自分の所属組織内のユーザーのみが回答可能」とします。

．公開範囲を決めたらリンクの をコピーし、メール等に貼り付けて回答者へお知らせします。

保存は自動でされるので、以上の手順でフォームが完成となります。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 305 件 172 件 84 件 

 第 回

Office365 活用術 

今回は前回説明した の回答結果の確認方法について説明します。

の回答結果の確認は次の手順で行います。

．アプリケーション一覧の中から を

クリックし、回答結果を見たいフォームを

クリックします。

．上の方に「質問」「回答」とあるので、

「回答」をクリックします。

．現在の回答数、入力にかけた平均時間、

回答結果が表示されます。

「結果の表示」をクリックすると各回答者

が入力した結果などを表示することが

できます。回答者の結果は名前の横にある

「＜」と「＞」で切り替えられます。

．回答結果を で表示したい場合は「 で開く」をクリックします。ブラウザが 、

を使用している場合はファイルを「開く」か「保存」するかの画面が表示されるので、「開く」を

クリックし、 で開いてから保存します。 の場合は自動的に保存され、ブラウザの下

にダウンロードしたファイルが表示されるため、そこをクリックして開きます。

のファイルには開始時刻と完了時刻、メールアドレスと名前、フォームの各質問の回答が表示

されます。

以上が の回答結果の確認方法になります。

回答数 平均時間

回答結果
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 362 件 157 件 71 件 

 第 回

Office365 活用術 

今回は のクイズの機能についてです。

クイズの機能では、選択肢をつくり、その中で正解を設定することができます。小テストなどに使える

機能です。

クイズ機能を使用するにはアプリケーション一覧の中から をクリックし、

「新しいクイズ」をクリックします。

基本的な使い方については第 回で説明した「新しいフォーム」の使い方と

同じで、タイトル・説明を入力し、質問を追加します。

質問の形式の種類についてもフォームと同じですが、テストとして使用できる

（正解を設定することができる）のは選択肢とテキストとなります。評価と日付については正解を設定する

ことはできません。

■選択肢の正解・点数の設定

選択肢の正解を設定する場合は回答の右側に表示される をクリックします。 の隣にある を

クリックすると、その回答を選択したときに表示するメッセージを設定することができます。

各選択肢の下にある点数の欄に正解した場合に加点される点数を設定することができます。

■テキストの正解・点数の設定

テキストの正解を設定する場合は回答入力欄の下に「＋ 回答の追加」

がありますので、それをクリックし、正解を入力してください。

選択肢と同じく、正解した場合の点数も設定することができます。

以上が のクイズの使い方になります。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 226 件 87 件 61 件 

：行頭のかっこの位置をそろえる方法

を使って文章を作成している時、行頭に“「”や“（”等のかっこを

入力すると、その前に半角スペースを入れたように普通の文字よりも

ちょっと下がった位置に表示されてしまい、なんだか文章がそろっていない

ように感じたことはないでしょうか。

今回はこれを解消する方法を説明します。

．かっこの位置をそろえたい段落にカーソルを置き、

ホーム タブの 段落 グループの

ダイアログボックスボタンをクリックします。

．表示された「段落」画面の 体裁 タブをクリック

します。

．「行頭の記号を の幅にする」にチェックを

入れ、「 」をクリックします。

以上の方法で行頭のかっこの位置がきれいにそろえ

られます。

“「”と”（“の前だけ下がって

いるように見える

← 設定あり

← 設定なし

ただし、これは段落ごとの設定なので、必要な段落すべてに設定を行う必

要がありますので、ご注意ください。

文書中全てに設定を行う場合はキーボードの「 」＋「 」を押し、文

書全体を範囲選択してから設定を行うと、 つ つの段落で設定を行う必要

がなくなります。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 222 件 91 件 68 件 

：覚えておくと便利な時短技

今回は で使える便利な時短技を つお伝えします。

●同じデータを複数のセルに一括入力する方法

表の中で同じ文字を別なセルへ一気に入力したい、と思った時は

次の方法を試してください。

．同じ文字を入力したいセルを選択。

（ つ目移行は キーを押しながらクリック）

．入力したい文字を入力し、 ＋ を押す。

●数式は残して数字だけ削除する方法

数式が入っている表の数式は残したまま、入力した数値データだけを消したい、と思った時は

次の方法を試してください。

．表の中のセルを つ選択し、キーボードの「 」キーを押し、

「セル選択」をクリック。

．表示された「選択オプション」画面の「定数」をクリックし、

「数値」だけを選択し、他の選択を外す。

．表の数値データだけが選択されるので キーで削除。

．数式が入っている場所は選択されないため、消えない。

数式のセルは選択されて

いないため、削除されない

一度で選択した全ての

セルへ入力

数値のはいったセルのみ

選択される
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 409 件 149 件 107 件 

：表を作成する時のテクニック

今回は で表を作成する時に使える便利なテクニックお伝えします。

●セル内に引いた斜線の上下に文字を入力する方法

表のセルに斜線を引くときは「表ツール」

レイアウト タブの 罫線の作成 グループの

「罫線を引く」をクリックし、斜線を引きたい

セル内をドラッグして斜線を引きます。斜線を

引いた後は を押して「罫線を引く」を

解除します。

斜線を引いたセル内へ文字を 行入力し、

上の行の文字の配置を「右揃え」（ ホーム タブ 段落 グループの ）

にします。

これで斜線の上下に文字を入力することができます。

●入力済みの文字列を表にする方法

入力済みの文字列を表にときは、まず、表にしたい文字列の列に分割し

たい位置にタブや「（半角カンマ）」などの区切り文字を挿入しておきます。

表にしたい文字列を選択し、 挿入 タブ 表 グループ 「表」

「表の挿入」をクリックします。

これで文字列を表にすることができます。

また「文字列を表にする」で列の幅や、文字列の区切りを指定することができます。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 293 件 127 件 70 件 

：便利でかんたんな関数

今回は の便利でかんたんな関数をお伝えします。

●データの入っているセルの数をカウントする関数

データの入っているセルの数をカウントするには「 」という関数を

使用します。

まずは関数を入力したいセルを選択し、「 」と入力します。そのまま

数を数えたい範囲のセルを選択し、最後に「 」を入力して キーを

押します。これで選択した範囲でデータが入っているセルの数をカウントする

ことができます。

「 」という関数もありますが、こちらは選択した範囲で数字が入って

いるセルの数のみをカウントする関数なので、気をつけてください。

●条件にあったデータの数をカウントする関数

条件に当てはまったデータの件数のみカウントしたい

場合は「 」を使用します。

「 」の使い方は、条件を入力するセルを一つ用

意し、そこへ条件を入力します。次に件数を表示させた

いセルを選択し、「 」と入力し、数を数えた

い範囲のセルを選択し、「（カンマ）」を入力します。

最後に条件を入力したセルをクリックし、「 」を入力

して キーを押します。これで条件に当てはまっ

たセルの数のみを数えることができます。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：菅原 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 317 件 97 件 75 件 

：均等割り付けがうまく出来ない時

今回は での均等割り付けがうまくできない時の対処法をお伝えします。

均等割り付けをする際に、 （段落記号）を含んで選択して、 （均等割り付け）を行うと

行いっぱいで均等割り付けがされてしまいます。

文字列を正しく均等割り付けするには、 を含まないように選択します。その状態で （均

等割り付け）をクリックすると 文字の均等割り付け ダイアログボックスが表示されるので、そ

ろえる文字数を設定します。

ただし、フォントによってはこの方法でもうまく均等割り付けすることが出来ない場合もあり

ます。 明朝、 ゴシック等のプロポーショナルフォントがそれにあたります（フォント

名に が付くもの）。均等割り付けをする場合はこれらのフォントにも注意してください。

行いっぱいで均等割り付けが行われてしまう

マウスで選択する際、段落記号がどうしても入ってしまい、外せない場合はキーボ

ードの キーを押しながら ← キーを一度押すと外すことができます。

好きな文字数で均等割り付けができる
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無線LANアクセスポイント

設置場所 設置台数
理工学部1号館 53
理工学部2号館 23
コラボ弘大・コラボレーションセンター 34
農学生命科学部 42
総合情報処理センター 20
教育学部 71
大学会館 11
合宿所 1
附属図書館 14
人文社会科学部 34
総合教育棟 63
保健管理センター 3
50周年記念会館 9
遺伝子実験施設 4
医学部基礎校舎 48
社会医学講座研究施設 7
医学部コミュニケーションセンター 6
臨床研究棟 28
エネルギーセンター 1
学生支援センター1号棟 14
学生支援センター2号棟 4
本町地区共同利用施設 3
動物実験施設・RI施設 3
臨床講義棟 4
保健学研究科・総合研究棟 64
附属病院外来診療棟 14
附属病院第1病棟 1
附属病院第2病棟 2
女性医師職場復帰支援施設 2
附属小学校 12
附属中学校 13
附属幼稚園 1
附属支援学校 6
計 615
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編 集 後 記 

 

これまで３期６年間、センター長として総合情報処理センター運営に関わってきましたが、今回初めて広報 

HIROIN の編集に携わりました。記念といってはなんですが、撮りためておいた写真の中から選んだ２枚を表紙に採

用させていただきました。地球が丸いことを実感できるようなパノラマ合成写真ですが、いかがでしょうか。また、本業

（？）のセンター長業務に関しても、本年度の弘前大学 CSIRT の活動実績報告をまとめた記事を執筆しています。今

回から採用になった原稿テンプレートの作成や原稿校閲にも携わりましたので、今回の HIROIN 発行は、ひときわ感

慨深いものとなりました。 

 （葛西） 

 

 

SNS は便利で楽しいサービスです。これからもコミュニケーションツールとしてさらなる広がりをみせていくことでしょ

う。しかし、個人情報などが流出し、それが世界中に拡散するという危険も指摘されています。SNS のメリットを積極的

に活かしながらも、リスクについても十分に認識してほしいと思っています。 

（後藤） 

 

 

SNS をろくに利用したことがない小生でも現代から未来社会におけるその重要性はアナログな情報からも読み取れ

るし、気付かないところでその多大なる恩恵を受けていることも理解できる。今号の HIROIN ではその有益性の安全を

担保するための本学関係者の並々ならぬ尽力とその困難性が浮き彫りにされていて、それを支えると同時に自分の

身を守るためには個々の勤勉さが必須と感じられる。では、早速パスワードの更新をと思うものの後回しになってしまう

自堕落な小生などは恥じ入るばかりで、更新呼びかけには素直にその場で応じるべきかと反省する次第である（かと

いって詐欺・個人情報盗難の報道も良く聞かれ、それも困りものである）。 

学生の SNS、情報モラルに関する学内・学外からの苦情は本当に多い。アナログな手段で直接小生の手元に届く

ことも少なくない。情報化社会の現代でも親が子を、人が人を育てるという循環に変わりはないであろうから、本号緒

言の「継続は力なり」という言葉が現代社会では新たな意味を持つ言葉として強く新鮮に感じられる。 

（下田） 

 

 

ここ数年、冬が冬らしくないので、助かったり困ったりですが、異常気象の現状が気になっております。今号の特集

は SNS に関してですが、大学内の各所で SNS というサービスを有効利用する試みがなされていることが時の流れを

感じさせます。SNS の様な本来便利なツールを適切に扱うためには、リテラシー教育が重要であることは言うまでもあ

りませんが、現在大学内でこのような啓蒙活動を行える部所は総合情報処理センターだけですので、様々な機会を通

して活動して頂きたいと思います。 

（丹波） 

 

 

平昌オリンピックにおいても SNS が活用され、各選手たちの活躍情報をリアルタイムに得ることができました。一方

で本学での学生の利活用を見ていると、SNS で誤ったグループに書き込みをしてしまい誤爆している学生、テスト間

際に過去問を共有したのはいいが、解像度が悪すぎて問題が読めずに困っている学生を見かけます。SNS 上での情

報漏れもさることながら、口コミで教員への失敗情報漏れもあるので、２次被害にもお気をつけください。 

（野坂） 
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表紙の説明

田舎館田んぼアート画像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学大学院理工学研究科　丹波澄雄

　青森県田舎館村の田んぼアートは田んぼアートの元祖であり、歴史の長さ、クオリティ
の高さ、デザインの良さから、全国的にも有名です。平成５年に３色の稲でスタートし、年々
技術が向上し２４回目になる今回では７色の稲を使いこなしています。田んぼアートは水
田をキャンバスに、また色の異なる品種の稲を絵の具に見立てて描いたアートです。平ら
な水田に描いた絵を高い建物の上から眺めることになるため、遠近法を逆に用いて絵が歪
んでみ見えないように補正しています。田舎館村の田んぼアートの会場は２つあり、第一
会場は田舎館村役場の裏手に、第二会場は道の駅いなかだてに位置しています。第一会場
は田舎館村役場屋上に設置された展望デッキから、第二会場は併設の展望所からそれぞれ
眺められます。
　弘前大学では、田んぼアートを上空から UAV（無人航空機）に搭載したカメラによっ
て画像撮影を行い、実際の田んぼアートの画像を取得し、実際の画像と実際の画像に基づ
いて画像処理を行い展望所から眺めた場合の画像を作成して見ました。撮影には UAV と
して、マルチコプター（Phantom II）を使用しました。撮影は７月の中旬から毎週行い、
稲刈り直前まで継続しました。これにより田んぼアートの稲の色の季節的変化を捉えるこ
とができました。表紙の上段左の画像は、2016 年 7 月 16 日の早朝に第一会場で撮影し
た画像ですが、マルチコプターの姿勢や飛行高度が一定ではないので、地上の位置が明確
に判別できるランドマーク（地上基準点（GCP）と言います）を用いて地図に投影に重な
るように補正を行っています。表紙の上段右の画像は、展望所から眺めた場合の画像とな
るように幾何学変換を行った画像です。下段の画像は稲刈り直前の 2016 年 10 月 1 日の
早朝の撮影画像のため、稲が殆ど黄色くなっており、モノクロ画像の様相を呈しており、
絵の雰囲気がかなり変わって見えます。
　色については７色、種類は 12 種類を使用していますが、図柄の部分は７色８種類のみ
使用しております。
①緑色：つがるロマン、②華想い（右の田んぼの一番上の田んぼのみに使用）、③黄色：
黄大黒、④紫色：紫大黒、⑤濃緑色：緑大黒、⑥白色：ゆきあそび、⑦赤色：べにあそび、
⑧橙色：あかねあそび。
 　次の品種は文字の部分に使用しており、葉は緑だが穂に色がつくタイプです。
⑨穂が赤くなる：赤穂波、⑩穂が紫になる：紫穂波、⑪穂が白くなる：青系赤 174 号。
なお、⑫右側の文字「青天の霹靂」は本物の「青天の霹靂」を使用しています。
　早朝撮影の許可を田舎館村役場より戴きました。この場を借りてお礼申し上げます。


