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コロナ禍における愛知教育大学 E ラーニングシステムの運用
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員より依頼があり，moodle システム上に開設したコー

Ⅰ．はじめに

スの数であり，コース利用数は，コースを利用したと

2020 年に発生した新型コロナの影響で 2020 年前期

判断した，コースの数である。利用したコースの判断

は，遠隔授業を中心に行われることになり，2017 年 4

は，コースに登録された学生が当該コースにアクセス

月に全学的なサービスを開始した moodle（大学など

した数の平均が 3 回以上あるものとしている。この期

教育機関で数多く利用されている，オープンソースの

間における，コースの数などについては，大きな変化

システム）をベースとした e ラーニングシステム（ま

はない。

なびネット）を活用することとなった。
本システムは，情報関連の講義を中心に，数百コー

⾲

スの運用を前提に構築されたものであり，今期申請さ

表 1 コースの開設数と利用数
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れた 1000 コース以上の運用を想定しておらず，事前
に準備したにもかかわらず，運用開始後，いろいろな
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問題が生じている。その内容と，対応した方法などに
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ついて，報告する。

Ⅱ．2016 年から 2019 年の運用
2016 年 4 月，少数の教員が運用していたシステム 1）
を全学的なサービスが行えるよう拡張し，下記の構成
を用いて，情報の一般科目である情報教育入門を中心
に，資料提示，課題回収を目的として，22 コースを

Ⅲ．2020 年 4 月以降の運用

開設，2017 年から，正式に全学向けのシステムとし
ての運用を開始して，約 50 コースで利用が行われて

2020 年に発生した新型コロナの影響により，本学

いる。基本的なシステム構成は，2019 年まで変更せ

でも授業開始を遅らせることになり，すべての講義を

ずに利用を継続していた。

遠隔で行う旨の通知が出された。その後，4 月末まで
に，774 コース，最終的に 1053 コースが教員から申請
され，開設処理を行った。

・VM 上（Intel Xeon E5-26300@2.30G）
CPU 4core

今までの 10 倍近い数のコースの申請状況から，ス

Memory 8GByte

トレージなどの資源利用の急激な増加を考慮し，個別

Disk 50GByte
Ubuntu 16.03

のサーバで運用していたシステムを，ICT 教育基盤セ

Moodle3.0.3

ンターのクラウドシステムへ移行， ストレージを
50GByte から 200GByte に増強を行い，運用を継続し

2016 年から 2019 年までのコース開設数，およびコー
ス利用数を表 1 に示す。ここで，コース開設数は，教

た。また，このあと，5 月 20 日に，CPU コア数を 12 に，
メモリを 64GByte に，ストレージを 1TByte に増強し
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て運用を行っている。
加えてサーバ監視システムの zabbix にて，管理画
面を整理し，moodle の異常を感知できるグラフ（ロ
グインユーザ数，CPU 負荷など）を集約し，複数人
数でのモニタを行うことで，異常を可能な限り早く検
知する体制を整えていった。

ᅗ

 ࣔࢽࢱࡢ⾲♧図 2 モニタの表示

9 時 40 分頃に復旧した。これ以降，500 近いユーザが
同時刻に集中する講義においても，ログインがしづら
いといった状況の発生は生じていない。
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2．5 月 16 日

午前 11 時

不定期に，サーバの負荷が上がり，サーバのレスポ
ンスが遅くなる現象が生じた。負荷を増大させていた
プロセスから，原因は，提出された word などのファ
ᅗ
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1 moodle サーバ管理画面

イ ル を 直 接 web 上 で 閲 覧 す る た め に 導 入 し た unoconv システムの異常であることが分かった。この件

講義の開始は，愛知県の緊急事態宣言もあり，5 月

に関しては，解決方法が今現在も見いだせず，このツー

11 日からとなっていたが，情報教育入門の講義にお

ルを停止した状態として，障害を回避している。なお，

いて，4 月 28 日にコースを学生に公開し，Ｅラーニン

教員向けには，提出物をできるだけ pdf で提出しても

グの手法等を事前に学んでもらうことにした。

らうか，word 等で提出したファイルについては，いっ
たんダウンロードし，オフラインでの確認を行っても
らうようお願いしている。

Ⅳ．2020 年前期の運用中に起きた障害
2020 年 4 月 28 日以降，学生にサーバを公開してか

3．6 月 15 日

ら生じた障害について報告する。

自宅からサーバに接続できないとの連絡が，教員か
ら携帯を通じて連絡があり，その後，学生からもメー

1．5 月 8 日

午前 9 時（ログイン異常）

ルなどによる連絡が入ってきた。直接連絡が取れた学

学生の約 150 名が，ほぼ同時にログインを行った情

生への確認から，大学のメールサーバなどへのアクセ

報教育入門の講義にて，授業開始後，50 名程度のユー

スもできないという現象が起きており，ネットワーク

ザがログインしづらい状況となっていると，メールを

の問題と判断した。この後，午前 10 時頃，NTT コミュ

通じて連絡があった。モニタから，ログインユーザが

ニケーション系のネットワークと大学間ネットワーク

増加しているにも関わらず，リクエスト処理待ちのプ

（SINET）との接続に異常があることが NTT より連

ロセス（Idol Workers）が全く無くなっているところ

絡があり，午前 10 時過ぎ頃に解消した。

から，Web の処理を行っている apatch システムのプ
ロセス数が足りなくなり，ログインの処理が追いつい
ていない状況となっていた。そのため，子プロセスの
上限値を，25 から 50 と倍に増やすことで対応を行い，
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Ⅴ．動画ファイルの取り扱い
遠隔講義では，学生への講義手段として，動画ファ

コロナ禍における愛知教育大学 E ラーニングシステムの運用

イルが多用されている。動画としては，デジタルビデ

ルは，約 9 割のコースで利用されていることが分かる。

オカメラで直接講義内容を撮影したファイル，あるい

また，アンケート（フィードバック）や小テストを利

は MicroSoft PowerPoint のスライド録画機能を利用

用しているコースが 100 コース近く存在している。

して作成した動画ファイルが主に利用されている。
これらのファイルは，かなり大きなサイズのファイ
ルとなり，また動画形式もカメラなどによって異なっ

表 2 コースで利用したモジュール
⾲  ࢥ࣮ࢫ࡛⏝ࡋࡓࣔࢪ࣮ࣗࣝ
⾲  ࢥ࣮ࢫ࡛⏝ࡋࡓࣔࢪ࣮ࣗࣝ
ㄢ㢟άືࣔࢪ࣮ࣗࣝ

773

ていることが多い。これらのファイルを直接サーバに

ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡάືࣔࢪ࣮ࣗࣝ

94

アップロードして，学生に閲覧させようとすると，動

ᑠࢸࢫࢺάືࣔࢪ࣮ࣗࣝ

97

画閲覧時に画面が止まる，早送りなどをすると真っ白
な画面になってしまう，
などの現象が多く報告された。

次に，曜日ごとの，システムへのアクセス状況を確

これは，ファイル形式に問題があったり，あるいは大

認する。土日も含めて平均的にアクセスがあるが，授

学のサーバのスペックに問題がある場合もあるが，多

業開始直後の 5 月，6 月については，ユーザ数に比較

くは，大学全体のネットワーク（SINET）とインター

して，ログインしている数（同じユーザが同じ日にロ

ネットとの接続点での混雑が激しいことが原因となっ

グインしている）が多く存在することが分かった。細

ていることが多いと思われる。（夜間，支度より速度

かな検証はログファイルの関係でまだ行うことができ

計測を行った際，SINET の数値が低いことが多い）

ていないが，少なくとも，サーバを管理する側からみ

そこで，以下の 2 点について，教員に依頼を行った。
この方策をとっている動画に関しては，記録を見る限

たとき，立ち上げ時のログインを受け付ける環境の整
備が重要であることが分かった。

り閲覧できない，というコメントは出ていない。
・アップロードする動画は，こちらが指定する方法を
用いて圧縮処理を行う
 以下のパラメタにより ffmpeg を用いて圧縮する
-i input file 名
-movflags faststart

ストリーミング再生ができ

るようにメタデータを先頭に移動する
-vf scale=720:-2

アスペクト比を維持しなが

ら横幅を 720 に合わせる（縦が奇数になってし
まう場合は繰り上げる（-2））
-ac 2

音声を 2ch（ステレオ）にする

-crf 28

小さいほど高画質になるが，28 を指定

することで講義動画は全く問題ない品質であっ
た（通常 18 から 28 が推奨）
・圧縮処理を行った動画ファイルを OneDrive か MicrosoftStream 上にアップロードし，そのリンクを
moodle サイト上に掲載する。
ᅗ

上記の，ステレオ 2 チャンネルでの指定については，
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図 3 曜日によるログイン数
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ࡢኚ の変化

特にビデオカメラを利用し，2ch で録画されていない
一方，コースごとに利用しているストレージのサイ

動画は，タブレットでの表示ができない場合が多く報

ズを確認したところ，1Gbyte を超えるコースが 204

告されていることから，明に指定するようにした。

コ ー ス，2Gbyte を 超 え る コ ー ス が 104 コ ー ス あ り，
その中でも 5Gbyte を超えるコースが 14 コース，存在

Ⅵ．コース状況

した。特に消費の激しいコースを確認したところ，す

2020 年前期の登録コース数は，1053，コースに登
録された学生が当該コースにアクセスした数の平均が

べての動画ファイルを，直接コースにアップロードし
ているコースとなっていた。

3 以上のコース（コースを学生が利用したと判断）は
923 であった。

アップロードする動画ファイルをすべてリンクで管
理している情報教育入門のコースでは，ストレージ消

コースごとに利用したモジュールをデータベースか

費量が最大でも 400Mbyte 程度であることから，動画

ら検索した結果は，表 2 の通りである。課題モジュー

ファイルに関するルールを守っていれば，それほど多
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くのストレージを消費しなくてもすむことが分かった。

Ⅶ．後期の授業に向けて
後期の授業のために，9 月 20 日現在で，教員からす
でに 600 コースの作成依頼が届いている。ストレージ
の拡張作業も予定してはいるが，やはりその拡張にも
限度があり，学生にとっても閲覧しやすい動画の提供
にもつながることから，
動画ファイルの扱いに関して，
注意を払っていただくようアナウンスを繰り返す必要
がある。
一方で，前期の期間中，質問などを自由記述形式の
メールにより受けていたが，記述内容が足りず，対応
が遅くなってしまうことがよく起きていた。後期の講
義が開始されるまでに，Web 上で必要な項目に抜け
がないような入力ができるシステムを構築し，加えて
FAQ のサイト構築を行うことで管理側の負担も減ら
すことを行っていく。
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