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The goal of Software License group of AXIES is to provide AXIES members with an effective license 

form of software used in education and research.  When AXIES finds the appropriate software to 

negotiate with Licensor, both sides will discuss a new licensing form that will benefit both Licensor and 

AXIES members.  The authors are currently discussing with several licensors about building a new 

license management system suitable for the cloud era.  In this paper, the effective method of sharing 

applications has been described among multiple organizations.  And a cloud environment has been 

recommended for educational use. 
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1．はじめに 

情報通信技術（ICT）の進歩は，過去半世紀で世界や社

会を変え，そして大学，短期大学，高等専門学校および大

学共同利用機関など高等教育・学術研究機関の教育・研

究・経営も大きく変えようとしている [1]。こうした背景

のもと，「高等教育・学術研究機関における情報通信技術

を利用した教育・研究・経営の高度化を図り，我が国の教

育・学術研究・文化ならびに産業に寄与する」ことを目的

として，2011年2月に大学ICT推進協議会(AXIES；Academic 

eXchange for Information Environment and Strategy) [1] が設

立された。2019年8月時点で，正会員（大学，短期大学，

高等専門学校等）119，賛助会員（協議会の目的事業を賛

助する法人又は団体）68，名誉会員2から構成されている。 

AXIESの事業を効率的に行うため13の部会が設置され

ている。そのうち，ソフトウェアライセンス部会 [1] は，

各大学におけるソフトウェアライセンスの締結・管理・利

用・課題について調査・把握し，会員間で情報共有すると

ともに，ソフトウェアベンダとの交渉やソフトウェアライ

センス管理システムの共同開発に取り組んでいる。 

これまでに正会員向け特典として提供されてきたソフ

トウェア等 [2] は，そのライセンスを個々の大学が契約す

る既存のアカデミック・ディスカウントの範疇に分類され

る。視点を変えると，AXIESが代表となり複数の利用者を

取りまとめた契約を一括して行う方式も考えられる。この

方式ではライセンス提供者にとっては，販売スケールの拡

大というメリットを残しながら，ライセンス管理や使用料

の徴収にかかるコストを下げることができる可能性があ

る。また，課金方法を工夫することで，評価目的でのデモ

版等の提供コスト等を抑制することや，利用者にとっては

使用実態に即した支出の管理も可能になると考えられる。

これらのことから，部会ではソフトウェアの利用者および

ライセンスの提供者がともに有益となるような新しいラ

イセンス形態の創出を目指している。 

著者らは，組織を越える包括ライセンス，その下で従量

制課金されるライセンスについて検討してきた。本稿では，

クラウド環境で種々のアプリケーションを対象とした二

つの利用環境構築について述べる。 

 

２．多組織の同時利用を一括管理 

アプリケーションの利用目的やデータ規模等に応じて，

さまざまな計算環境が考えられる。昨今，オープンデータ

の公開やそのデータの活用が推進されている一方で，組織

外に出せない性質のデータも存在する。ここでは，クラウ

ド上の資源を使って処理を行う形態ではなく，アプリケー

ションの配信を受けて，ローカル環境に存在する資源のみ

を用いてデータを処理する環境について述べる。 

図1と図2にて，アプリケーション利用における予約時と

実行時の流れを示す。クライアントPC上で動作するエージ

ェントはアプリケーションの使用予約や実行許可等を制

御する。アプリケーション配信用のサーバとクライアント

PCとの間にプロキシシステムを介在させることにより，副

次的に利用者の属性情報がアプリケーション提供者側に

直接的に渡されてしまうことを防止することも可能とな

る。ユーザ認証には国立情報学研究所 (NII) の学術認証フ

ェデレーションの利用を計画している。ユーザID，対象ア

プリケーション，利用時間帯等の資格情報については，予 



 

約ごとに発行するチケットに埋め込む。 

対象アプリケーションの利用予約は，図1の流れに沿っ

て手続きがなされる。 

① 自大学の認証システムにてユーザ認証 

② チケットが発行され，NIIに通知 

③ 学認経由で利用許可や制限等の資格情報を確認後，

アプリ配信サーバにチケットを送信 

④ 予約情報 (受理) を受信 

実行時は図2の流れに沿って処理がなされる。 

① 自大学にてユーザ認証 

② 学認経由で資格情報等の再認証後，アプリ配信用 

サーバにチケット送信 

③ 予約情報が照合され，当該アプリを受信 

④ 利用終了の宣言と利用実績の送信 

 

３．汎用アプリケーションの教育利用環境 

統計学に関係する科目では，統計計算の演習にR [3] を

利用する授業が数多く存在する。学生が演習に取り組むた

めには，BYOD化を推進する大学では学生保有のPCに，PC

教室で授業を行う場合は設置PCに予めR環境を用意する

ことになる。 

このR環境を図3に示すようなレベルを考慮してクラウ

ド上に構築し，授業内外で利用する。レベル1では標準的

な構成のR環境をひな形として用意する。各利用者 (教員) 

はそれを複製し，必要なパッケージ等で調整したものをレ

ベル2のひな型とする。研究テーマごと，授業科目ごと，

学生ごと等の実際の利用はレベル2のひな形を複製したレ

ベル3を使用する。 

この考えは，導入や保守の限定的なものであれば仮想環

境を構築するDocker [4] や，保守作業を定型化するAnsible 

[5] 等を駆使したパッケージが提供されていることもある。

また，商用のサービスは，大学等から見て高額なものであ

れば既に存在している。つまり，AXIES会員内で多数の利

用が見込めるものであれば，契約を取りまとめることで

個々の利用者にかかる費用負担は十分に安価かつ継続的

な提供が可能となる。また，統一的な環境が提供できるこ

とからコースウェア化してコンテンツの共有という有益

な形態へと発展することも期待できる。 

現時点で提供されているリソースを基に構築するなら

ば，クライアントPCのブラウザから利用できるRStudio 

Serverを選択するのが良い。さらに，この構築した環境を

クラウド環境の学習コンテンツとして提供することが実

現できるならば，教員に対しては75～200USD，学生に対

しては30～100USDクレジットが毎年提供されるAWS 

Educate [6] を活用して，クラウド環境の使用費用を抑える

ことも可能となる。 

 

４．おわりに 

本稿では，複数組織でアプリケーションを共同利用する

手法，およびクラウドを利用した教育環境について述べた。 
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図 1 アプリケーション利用の流れ（予約時） 

図 2 アプリケーション利用の流れ（実行時） 

図 3 クラウド上に用意する R 環境 


