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【要旨】コンピュータの導入に伴い、多くの学校で校内ネットワークが整備され始めている。しかし、その構
築方法については研究が進められいるが、運用管理方法については十分に検討されていないのが現状である。
そこで、校内ネットワーク運用管理者の立場に立ち、校内ネットワークを円滑に運用していくためにはどうす
ればよいのかを検討し、校内ネットワークを活用するためのガイドラインの作成を行った。
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Ⅰ

はじめに

盲・聾・養護学校のすべての教室からインターネットに
アクセスでき、子どもたちの日常の学習活動に活用でき

社会の情報化の進展に伴い、学校教育においても情報

るような環境づくりを目指したコンピュータ整備を推進

化に対応した教育が求められるようになってきている。

する。基本的な考え方としては、校内LANを整備すると

平成10年７月の教育課程審議会答申では各学校段階・各

ともに、普通教室をはじめ特別教室・多目的スペース等

教科等で共通する課題の一つとして「情報化への対応」

へのコンピュータ整備を計画的に進める。」、「各学校の

があげられ、体系的な情報教育について述べられている。

校務分掌において、情報化対応の担当者を置くなど組

また、情報教育調査研究協力者会議の第１次報告の中で、

織・体制の整備を図るよう呼びかけることも重要である。

情報教育の目標は「情報活用の実践力」、「情報の科学的

具体的には、この担当者は、情報教育をはじめ各教科等

な理解」、「情報社会に参画する態度」の育成であるとさ

におけるコンピュータ等の活用、校内ネットワークの管

れている。これらを受けて、新学習指導要領では、 コン

理、校内研修の実施、校務処理へのコンピュータ活用な

ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用

ど、情報化への対応について校内で中心的役割を果た

が大きく取り上げられており、各教科の「指導計画の作

す。」等々としている。

成と内容の取扱い」等の中でその活用が求められている。

このような状況のもとで、インターネットの教育利用

また、国においては、「高度情報通信ネットワーク社会

については、すでに多くの学校や教育機関でその実践・

形成基本法（IT基本法）」が制定されるなど、21世紀にお

研究が進められており、様々な研究成果等が報告される

ける高度情報化社会に向けて、情報通信技術の発展や超

中で、その利用方法については次第に確立されてきてい

高速ネットワークインフラの整備などに関する様々な取

る。インフラの整備についても、インターネットの教育

り組みが行われようとしている。平成11 年７月には、バ

利用が進展する中で、また、 新学習指導要領の実施に向

ーチャルエージェンシー「教育の情報化プロジェクト」

けて次々と新たな研究事業が実施される中で、着々と進

による報告が総理にされ、まず第１章において、情報化

みつつあり、コンピュータの導入に伴い、多くの学校で

の推進によって「子どもたち」、「授業」、「学校」がどの

校内ネットワークが整備され始めている。しかし、 校内

ように変わっていくのかという姿を明らかにし、めざす

ネットワークの利用 において、その構築方法については

べき目標が設定されている。第２章では、これらの目標

研究が進められ、数多くの報告がなされているが、その

を達成するための具体的な取り組みが、さらに第３章で

運用管理方法については十分に検討されていないのが現

は、これらの取り組みを進めていく上で配慮すべき事項

状である。そこで、本研究においては、校内ネットワー

が提示されている。具体的には、「公立小・中・高等学校、

ク運用管理者の立場に立ち、校内 ネットワーク を円滑に
1

運用していくためにはどうすればよいのかを十分に検討

IT社会の進展に伴って、子どもたちが大量の情報に

し、校内ネットワークを活用するためのガ イドラインに

さらされるようになった。そのことは、学習の機会を

ついて研究を行った。

提供する一方で、弊害ももたらす。「言論の自由」と同
時に「子どもを健やかに育むこと」の大切さは、あら

Ⅱ

ガイドラインの必要性について

ゆる情報産業関係者に自覚されるべきである。ポルノ
や暴力、いやがらせや犯罪行為を意図的に助長する情

１

インターネットの教育利用を進めるうえで

報や子どもの教育に有害な営利活動から子どもたちを

インターネットの教育利用にあたっては、以前から「情

守る仕組みが必要である。」

報化の『影』の部分に対する配慮」や「著作権・肖像権

としている。教育上好ましく ないものを、フィルタリン

の保護」などが大きな問題として取り上げられている。

グ技術を活用 して完全に遮断してしまうのか、「情報倫

それらについては、先にも述べたように、多くの学校や

理」教育を充実させたうえで、ある程度それらに触れさ

教育機関においてその実践・研究が進められており、当

せて子ども達に判断させるのか、 議論の分かれるところ

センターにおいても、平成８年度よりインターネットの

ではあるが、やはり 学校の実状などに応じた教育方針を

教育利用について研究に取り組み、利用する際のガイド

しっかりと打ち立てておくことが必要である。

ラインの作成を行ってきた。インターネットを用いた情
報発信・情報収集については、インターネットの特性を

２

理解したうえで、目的や対象を明確に意識して行う必要

校内ネットワークを利用するうえで
複数のコンピュータをインターネットに接続するため

がある。そのためには、

には、ネットワークの構築は必要不可欠であり、多くの

・コンピュータ等の情報機器は、あくまでも学習活動を

学校において、着実にその整備が進められている。ネッ

助けるための道具であり、その利用については自らの

トワークの本来の目的は、ファイルの共有をはじめとす

考えや判断において責任ある行動をとることが大切で

る教育情報の共有であり、それぞれのコンピュータがネ

ある。

ットワークで結ばれることにより、これまでとは違った

・インターネットを通じて体験することは、あくまでも

使い方が可能となってくる。例えば、これまで利用して

間接体験・疑似体験であり、実生活の生活体験・社会

いた文書ファイル等をファイルサーバにまとめておくこ

体験・自然体験こそが大切である。

とにより、フロッピーディスクなどによるファイルの受

・一人一人が情報の発信者となりうる高度情報化通信社

け渡しは無くなり、自由にどのコンピュータからでも利

会においては、人権の保護や著作権に対する正しい認

用することができる。また、電子掲示板を利用すること

識などの情報モラルを身につけることが大切である。

によって、教職員同士の連絡を行ったり、行事予定表な

などについて、子ども達の発達段階に応じて指導し、理

どを開示しておくことができる。そのほかにもネットワ

解させることが大切である。これは、学校としてどうい

ークを利用することにより、数多くの恩恵を受けること

う教育をしていかなければならないのかを考えることで

ができる。その反面、ファイルを誤って削除してしまっ

もあり、校種や学校の実状などに応じた教育方針をしっ

たり、他人（子ども達など）に見られては困るファイル

かりと打ち立てておくことでもある。そのためには、そ

を開かれてしまったり、勝手に書き換えられてしまった

れぞれの学校で利用する際のガイドラインを作成してお

りという不測の事態が発生することがある。そのような

くことが必要である。

場合に備え、ユーザの管理をどのように行うのか、セキ

また、インターネット上には、子ども達 の健全な発達

ュリティの設定をどのようにするのかなどについて十分

に好ましくない不適切な情報（いわゆる有害情報）が氾

に検討を行い、しっかりとした方針をうち立てておくこ

濫している。これらの情報に、どのように 対応していく

とが必要である。また、今後、学校の情報化が進められ

のかということも、ガイドラインの作成と併せて十分に

る中で、校内ネットワークの利用は増加すると考えられ

検討しておかなければならない。

るが、それに伴い、配慮しなければならない事柄も確実

「教育改革国民会議報告−教育を変える１７の提案−」

に増えてくることが予想される。円滑な運用をめざすた

の中では、

めには、ネットワーク管理の校務分掌への位置づけやす

１）

べての教職員が役割を分担できるような体制を整えると

「◎有害情報等から子どもを守る
2

ともに、様々なトラブルへの対策を講じておくことも必

アの利用（校内掲示板、各部署への連絡、視聴覚教室な

要である。そのためには、学校の実情に応じて、校内ネ

どの予約管理、さらに成績処理・出欠統計、生徒データ

ットワークに関する規程を取り決めて運用していくこと

管理等）、資料や教材の蓄積や再利用ができるようになる。

が重要である。

また、これらが本格的に利用されることにより、紙ベー
スの資料が減少し情報の即時性が期待できる。例えば、

Ⅲ

校内ネットワークの構築と運用管理のた
めのガイドライン

年度末反省などのアンケート集約をブラウザからの入力
により自動化したり、行事予定表の変更を Web 上で管理
することなどもできる。

先にも述べたように、校内ネットワークの構築方法に
関する研究や実践は研究機関や学校などにおいて進めら

２

れ、数多くの文献も見受けられる。しかし、校内ネット

システムの整備をどのようにすればよいか
(1)情報収集

ワークを円滑に運用していくために、構築する際に留意

ネットワークを構築する際に、近隣の学校で運用を

しなければならないことや構築後の運用管理についての

行っている学校があれば、そのノウハウを聞いてみる

研究はなされておらず、校内ネットワークを構築・運用

ことが大変参考になると考える。研究会などに参加し

管理する際の指針となるものはないのが現状である。

たり、学校の Web ページを見ることにより、その状況

そこで、校内ネットワークを構築・運用管理していく

を知ることができる。また、総合教育センターに問い

上で留意しなければならない項目を、各研究協力員の学

合わせてみたり、研修講座を受講することも参考にな

校における校内ネットワークの状況と照らし合わせなが

るであろう。思い立ったときに Web で検索を行ったり、

ら洗い出し、それらをどのようにしていけば、校内ネッ

情報を得た後、書籍・雑誌などを参考にすることも考

トワークを円滑に運用していくことができるのかについ

えられる。

て検討を行い、「校内ネットワークの構築と運用管理の

(2)システムの柔軟性

ためのガイドライン」の作成を行った。

ア

ハードウェアの整備
ハードウェアの整備（ＯＳも含め）で大切なのは、

１

ネットワークを構築するとなにができるか（なにが

システムの信頼性、使いやすさ、保守管理のしやすさ

やりたいか）を明確にする

などである。

校内ネットワークの利用については生徒実習（教育系）

授業においては１台のコンピュータを何名かで共有

にとどまらず、広く校務処理に教職員が利用すること（校

することから、コンピュータの環境が変えられてしま

務系）を前提とする。そのためにネットワークは実習室

うことは避けたい。場合によってはフォルダやファイ

に限らず、およそ生徒や教職員が常駐するであろう部屋

ルを誤って削除してしまうことも心配である。そのた

すべてに拡張する。

めに、起動時に常に初期設定の状態になるシステムプ

ネットワークの本来の目的はファイル共有、プリンタ

ロテクトを検討することも必要である。

共有である。生徒および教員が特定のユーザ名、パスワ

授業を進めていく上では教材提示の方法も大切な問

ードでログインすることにより、個人のフォルダ、共有

題である。プロジェクタによる投影だけでなく、教員

のフォルダにアクセスできる。個々の大切なファイルは

の画面を生徒のモニタに表示したり、生徒の画面をス

個人のフォルダに、共有すべきファイルは共有フォルダ

キャンしたり、生徒のマシンを操作したりできるシス

に保存する。プリンタの共有（ネットワークプリンタ）

テムは、非常に有効である。それらをハードウェア的

は、いまや常識であり、高性能のカラーレーザプリンタ

に行うのには費用がかかるが、高速のネットワークで

でも複数のコンピュータで共有することにより、省スペ

あれば、ソフトウェア的に操作できるシステムが設定

ースやコストダウンができる。

しやすく安価である。また、単に画面の転送に限れば、

このような機能を基にネットワークを構築することに

２系統入力対応のディスプレイへ教員の画面信号を分

よって、単にファイルをサーバにおいて様々な場所から

配するだけで、安価に画像配信システムが構築できる。

作業できることだけでなく、具体的にインターネット技

電源コードや LAN ケーブルはできるだけ見えない

術の利用（Web の閲覧、 E-mail の利用）、グループウェ

ように、教室のレイアウトや配線を行うことも重要で
3

ある。

カ

業者依存にならない

ハブの導入については、スイッチングハブで信頼性

学校がネットワークのラフスケッチを描いておくこ

の高いものを選ぶことやネットワークカードについて

とが必要である。構築する上での主導権は必ず学校側

も 10M/100M 切り替え対応のものを選ぶことが必要

が持たなければならない。業者への依存度が高いと、

である。

業者の意向がシステムに色濃く反映されてしまう恐れ

また、外部との切り分けを考える上で、ルータが必

がある。

要である。
イ

キ

ＯＳ

プロセスの記録を残す
システムを更新した時の記録やその時々の方針を残

ネットワークを構築するにあたって、インターネッ

しておき、どのようにネットワーク管理を行っていた

トサーバとして利用するのであればＯＳとして UNIX

かが分かる資料を残すことが必要である。

系のものを利用したほうが安くできるし、実績もある。

ク

誰でも管理できるシステム

ただし、ASP（Active Server Pages ）を利用する場合で

現在の担当者ができることが次の担当者でもできる

あれば Windows NT または Windows 2000 の利用が

とは限らないため、特別な記録が無くても、ある程度

必要である。

のスキルを持ち合わせた人なら様子がわかるようなシ

また、生徒実習をはじめ、校内でファイルサーバと

ステムにしておくことも大切である。

して利用する場合は Windows NT または Windows

(3)システムの周りの環境

2000 などが適当と思われる。業務を主とする場合、デ

ア

ータベース管理を行う時には ORACLE などの導入が

予算
具体的にやりたいことを明確にした上で、優先順位

考えられる。

を付け、予算の要望を出すことが必要である。他校の

クライアントのＯＳは、Windows 系であれば、セキ

事例、それによっていかに業務が改善されたかなどの

ュリティと安全性から Windows 2000 が良いであろう。

例をあげ、説得力のある事実データを集めることが重

そのほかに MacOS などが考えられる。

要である。

ウ

イ

拡張性

在来設備の活用

将来の高速化や高規格化を見据えてのネットワーク

予算的な制約もあり、在来設備を活かしたシステム

配線や端末増設に対応できる IP 設定など、常にシス

拡張を考え、現存のシステムから新しいシステムへの

テムの拡張を考えていくことが必要である。

移行がスムーズに行えることが必要である。

部分的な改変・追加を容易にし、かつ常に一貫性を

ウ

確保したシステムとなるよう、将来の拡張を常に意識

施設状況
校舎の配置などを考えて、サーバの設置場所や配線

したシステム構成を心掛けなければならない。

などのネットワークの構成を考える。また、施設設備

エ

を一般開放講座などに利用することを考慮して、保安

冗長性
サーバの無停電電源装置は必須である。また、サー

上の問題にも留意する必要がある。

バがダウンしたり、ネットワーク機器に支障がでた場

エ

合に備えて、速やかに代替機などへの切り替えができ

レイアウト
教室の利用については、使用する時のイメージが大

るようにしておくことが必要である。

切になってくる。特に、プレゼンテーションを行う場

例えば、ハードディスクはホットスワップの RAID

合を考え、生徒が講義を受けやすいような工夫をする
必要がある。

を構成したり、Web サーバやメールサーバなどの予備
機を準備しておくとよい。

(ｱ)教員側の提示用設備

オ

ａ

工事の記録を残す
導入機器の一覧、ネットワーク構成図、IP 一覧など、

プロジェクタなどの大きな画面による提示
クライアント数が小規模から中規模に適している。

担当者が替わったり、拡張工事などを行った際に、ど

大画面により提示を行うことができるため、教員は

のような工事を行ったかが調べられるような資料を残

指示を確実に行うことができ、生徒たちは説明を聞

すとともに、保管・管理を確実に行うことが必要であ

きながら作業することができる。また、教員は大画

る。

面を利用してダイナミックな授業を展開することも
4

可能となる。ただし、遠い距離や角度がある場合、

が机間巡視を容易に行える。

非常に見づらくなる。
ｂ

サブモニタによる提示

教卓

作業しながら同時にモニタを見ることができる。
近くにあるので見やすく生徒側にとって作業しやす
いが、教員側からすると生徒たちの視線が分からな
いので説明を聞いているのか、作業しているのかが
分かりにくい。また、レイアウトに制限がある。
ｃ

切り替えによる提示
生徒のモニタの入力が２系統ある場合、入力切替

で教員側の画面と生徒画面が切り替えることができ
る。これによって説明している時に、生徒が他の作
業をすることを防ぐことができ、指示が徹底できる。
しかし、複雑な作業をする時には見ながら行うこと

図２

島形配置

が出来ない。
(ｲ)生徒側の配置

円形（図３）は、隣の画面が見えないので自分の

コの字形、島形、円形、特殊形（スター形、放射

作業に集中しやすい。また、実習試験や、他人の影

形等）など、様々な配置が考えられる。

響を排除した作品づくりを行う場合に有効である。

コの字形（図１）は、生徒の作業を確実に中断し、
教卓

教員の話に集中させることができる。配線等につい
ても容易に配置することができる。ただし、部屋あ
たりの台数が制限される。そのために、中央に島を
設けたりヨの字形の配置等も検討することが必要で
ある。

教卓
図３

円形配置

特殊形は、汎用的ではないが、作業に特化した配
置が可能となる。ただし、動線、視線に十分考慮し
なければならない。
従来、多く見られる横並びの配置は、モニタが障
害となり、生徒たちは教員の説明を聞きにくく、教
員も生徒たちの顔が見にくい。また、コンピュータ
や LAN のケーブルが障害となり教員が巡回しにく
図１

コの字形配置

い。
オ

教室分割

島形（図２）は、生徒たちが首を横に向けるだけ

コンピュータを講習するにあたって大勢の生徒を少

で教員の説明を聞くことができる。10 人ずつの島を

ない教員で指導することは難しい。そこで、少数のグ

つくり、正面に対して横を向いた形で座らせると、

ループに分割して利用する場合が増えてくる。その時

ディスプレイが邪魔にならず前方が見渡せ、40 人一

に対応できるよう、間仕切りなどで教室の分割ができ

斉に行われるような実習に向いている。また、教員

るよう設計しておくことが大切である。ただし、その
5

際には分割した教室が、独立した教室として使用でき

ネットワークを複数のセグメントに分割するか、制

るようにしておく必要がある。

御ハブ等を用いて、より機密性を高め、校務系の保護

カ

を行う必要がある。物理的にセグメントを切り離すこ

教職員・生徒の状況
教職員・生徒の活用能力レベル、ユーザ数、ニーズ

とにより完全にネットワークを分離できるが、現実に

などを把握するとともに、将来目標とする、あるべき

は校務系から教育系には入っていけるようにしたい場

姿（利用方法）を検討しておくことも必要である。

合が多い。教職員と生徒のどちら側も安心して使え、

キ

また教職員側の利便を図るためには、VLAN 対応機器

使い勝手
コンピュータを使いたい時にすぐに使える環境を用

の利用が便利である。

意することは大変重要なことであると考える。そのた

イ

めに、教職員が自席でノートパソコンをネットワーク

接続制限
利用するプロトコルやポートを絞り込み、本当に必

に接続できるようにする。また、生徒が少ない自由時

要な接続以外は全て遮断してしまう。

間を十分に活用するためには、生徒の居室にコンピュ
ータが設置されているべきである。図書室やメディア

３

管理運用をどのように行うのか

ルーム、ホールといった共用スペースに、生徒が自由

(1)運用方法の設計

に使えるコンピュータを設置する方法もあるが、思い

ア

ポリシー、ルール作り

付いた時にいつでも、また限られた時間内ですぐに利

運用時間、ユーザごとに、何を認めて何を認めない

用できるためにはホームルームへの 設置が最も望まし

のか、誰が管理するのかなど根幹となる部分をはっき

い形である。

りさせることが重要である。このことについては、分

これにより授業の間や放課後等に生徒が自由にコン

掌や委員会などで協議し、職員会議で共通理解を図る

ピュータ、とりわけインターネットを利用することで、

ことが必要である。また、決められたルールは誰もが

情報活用能力の向上が期待できる。

厳守しなければならない。

進路情報の検索など、進路指導上でも活用されると

イ

アカウント管理
Windows NT の持つ、最初のログイン時にパスワー

思われる。
(4)利便性より機密性重視

ド変更を求める機能などを利用して、管理者にも他人

情報システムの利用促進の観点から、多少の利用目

のパスワードは分からない、という仕組みを作る。こ

的逸脱は許容するが、セキュリティ対策については利

れはセキュリティ意識をユーザ全体に浸透させる上で

便性が犠牲になったとしても、考えられる最高の安全

不可欠である。

性を追求するべきである。例えば、学校外、特に自宅

分掌や教科等の共有アカウントは作らず、教職員や

から、校内ネットワークにログオンして作業を行いた

生徒に個人 ID を発行するようにしたほうが良い。ス

いという要望があったとしても、関係者以外の不正侵

クリプトなどの利用により、ユニークな ID を簡単に

入の可能性を増大させる恐れがあるため、一切許可し

発行することは可能である。

ないという方法も考えられる。システム管理を行って

また、よく言われることとして、パスワードは定期

いる部署の者にとっては、緊急時にリモートメンテナ

的に変更する必要がある。

ンスできれば大変助かるが、それよりも不正侵入の危

電子メールアドレスについても、生徒には必要のあ

険性の低減を優先するという発想である。一度不正ア

る者にのみ与える。これは、授業やクラブ活動等、目

クセスにより、機密漏洩やデータ改ざん等の重大な事

的や指導教員が明らかな者に限定することで、情報倫

故が発生すると、システム導入時点よりもさらに後退

理等の事前指導徹底や、トラブル発生時の対応、原則

した状態となり、事故対応によっては情報化の推進が

として教育目的利用に限定といったことを容易にする。

極めて困難になってしまう。多少の遊びごころ的な利

ウ

アクセス権の範囲

用はシステムの利用促進に欠くことのできないものと

ユーザごとにアクセス権を設定するのではなく、ア

考えるが、セキュリティ対策は万全を期すことが絶対

カウントのグループを作ってグループごとのアクセス

である。

権を管理すると便利である。

ア

校務系と教育系の分離

例えば、ユーザを少なくとも、管理者、一般教職員、
6

生徒、ゲストの４グループに分ける。さらに、教職員

名を割り当てる。「クラス」のネットワークドライブ

は分掌や教科、生徒は学科やクラブなどの属性により

は、主に教員側からサンプルや素材を全員に提供す

小グループを作る。また、分掌および教科の情報担当

る際に利用する。フロッピーディスクや MO 等のリ

者について、指導的立場となってもらえるような上級

ムーバブルメディアの持ち込みや、ローカルディス

ユーザグループを作ることも場合によっては考えられ

クの使用を禁じれば、これにより、生徒間でのデー

る。

タ融通を防止できる。また、書き込みのみ可のネッ

運用の場面では、アクセス権の設定にしたがって許

トワークドライブを用意すれば、課題提出用として

されたユーザが作業を行うことを徹底し、管理者権限

使うこともできる。

での作業は最小限にとどめなければならない。

エ

以下に、具体的なアクセス権設定の例を挙げる。

資源管理
まずは、どこまでを誰が担当するのか明確にし、コ

(ｱ)教職員について

ンピュータ関係のことは何となく誰々に、というよう

ファイルサーバのアクセス権を、

な形を避ける。例えば、ネットワークそのものの管理

●当該教科（読み書き可）

者とコンピュータ室の管理者は別にするほうが良い。

●当該分掌（読み書き可）

コンピュータ教室にある設備などの資源については、

●共通（読み書き可、一部制限有）

メンテナンスの範囲を業者と話し合って明確にしてお

とし、おのおの例えば r:, s:, t:というネットワー

く必要がある。また、ソフトウェアについては持ち出

クドライブ名を割り当てる。担当教科が数学で進路

しの無いよう、鍵のかかるロッカーなどに保管し、デ

指導部所属の教員の場合、r:ドライブには「数学」、

ィジタルカメラなどのハードウェアについては貸し出

s:ドライブには「進路指導」、t:ドライブには「共通」

す場合もあるので、確実に貸し出し記録を残せるよう

が接続される。「共通」は、全教職員間でデータを共

にしておく。

有するために設ける。一部制限を設けるのは、各分

ソフトウェアのバージョンアップ、プリンタのトナ

掌から全教職員へデータを公開する際、誰もが読み

ー等の消耗品については、あらかじめ学校全体で予算

書きできると、ファイルを過って削除したり上書き

化しておくことが必要である。

保存してしまうことを防止するためである。一例と

(2)円滑な運用のために

して、総務部管理の年間行事予定や、教務部管理の

ア

生徒名列にそのような事故が起きると影響が広範囲

相談相手の確保
校内での組織化を図るとともに、校外での相談相手、

に及んでしまう可能性がある。そこで、これら、各

特に他校とのつながりを作ることが必要である。

分掌から全体へ公開するようなものについては「総

校内において情報係を配置する場合には、複数配置

務から」や「教務から」といったサブフォルダをお

を目指す。ひとりで悩むよりも２人以上のほうが、解

き、そのフォルダについては、該当の分掌に所属す

決策を講じやすい。

る者は読み書きできるものの、他の分掌に所属する

校外においては、既存の研究グループに参加したり、

者については読み取りしかできないようにすればこ

個人的なつながりを元に先進的な学校に問い合わせて

のような事故を未然に防ぐことができる。さらに、

みるのも良いかもしれない。また、ネットワーク管理

「共通」の中には、各クラブ活動のサブフォルダを

者が学校間で話し合えるような会を新たに創り、先進

おき、該当クラブ顧問のみ読み書き可とする。これ

事例の研究や問題点の検討を共同で行える場の設置も

で教科も分掌も異なる顧問間でクラブに関するデー

考えていかなければならない。

タを共有でき、かつ顧問に限ったアクセスを実現で

イ

きる。

ＳＥの巡回訪問等の活用
県の「情報処理技術者（ＳＥ）等活用事業」などを

(ｲ)生徒について

活用し、定期的に教職員の抱えるコンピュータに関す

ファイルサーバのアクセス権を、

る諸問題を解決することにより、システム運用・保守

●個人（読み書き可）

の負担が軽減できる。

●クラス（読み取りのみ可）

ウ

とし、おのおの r:, s:というネットワークドライブ

トラブル対応策、訓練
システムのトラブルに備え、十分な対策と担当者の

7

訓練が必要である。サーバのトラブル時にとるべき手

・特定の個人しかシステムを管理・運用することが

順、停電時の対策および復旧後の手順、ウィルス駆除、

できず、業務が集中してしまう

機器の故障交換に伴う手順など、それが起こる前に確

といった恐れがでてくる。

認するとともに文書化しておく。

手間のかかる煩雑な管理業務については、メンテナ

実際のトラブルへの対応は、可能な限りメンテナン

ンス業者に実施してもらい、その報告を受けられる体

ス業者に対応してもらい、校内の担当者が行わなくて

制にしておく。自分で対応してしまうとその分だけそ

も良いようにしておくことも大切である。

の人にしか仕事が出来ないようになってしまい属人化

エ

してしまう。

バックアップの定期的な実行
本格的なバックアップ装置の導入と正しい使い方を

ウ

実施する。

管理体制の確立
施設やネットワークの規模により、校務系設備、教

日次、週次、月次等のバックアップをどこまで行う

育系設備、ネットワークそのもの、といった管理対象
の分割を図る。

か検討し、これらをうまく併用する。例えば、RAID
を構築した場合、ディスクそのもののクラッシュを除

誰でもできるということと、誰もが行うこととは違

くトラブルについては確率が小さいと評価し、ディス

う。それぞれの管理者は、できるけれども自分の担当

クのバックアップは毎週末 DAT によるアーカイブを

でないことはしない、というスタンスを持たなければ

行う程度にとどめるという方法も一例としてあげられ

ならない。

る。

(4)システムを活用するために

オ

ア

ログ監査
実際には、校内の担当者がくまなくログに目を通す

利用者教育
コンピュータに興味を持っている人は少なくない。

ことは不可能である。メンテナンス業者にログの監査

しかし、実際研修を受けようと思うまでの人は少ない。

と不正の報告を依頼できるのならば、それが理想的で

職員研修については、当初から年間行事予定に組み込

ある。ただ、どのようなログをとっているのかぐらい

むことで、会議等他の行事との重複を避け、計画的な

は理解が必要であるし、ログの見方についての研修な

研修を行えるようにしておく。

ども機会があれば取り組むようにしたい。

受講の意欲啓発のためには、要望のあるソフトウェ

(3)組織の健全な運営

アを取り上げたり、外部講師による講習を計画するこ

ア

となどが考えられる。

管理者の育成
企業などと比較して、いつまでも同じ人が出来るわ

イ

利用促進案

けではないという学校現場の特異性を考慮し、複数人

メールや Web の個人的利用についてもある程度柔

による管理を行いながら自然に引継が行われるような

軟な取り扱いとし、校内の掲示板やチャットなどの設

形が望ましい。ネットワーク管理者に限った話ではな

置も考えてみるなど、遊び心をくすぐり、興味をわか

いが、能力、人柄のどちらも必要である。

せるような方法を講じる。

各分掌、各教科における上級ユーザに、エンドユー

職員室のコンピュータは、集中配置することで隣席

ザと管理者とのパイプ役として取り組んでもらう中で

同士で質問や相談をしながら作業が進められるように

管理者を育成していくのもひとつの方法である。

なり、情報機器に不馴れな教職員の利用に際する精神

イ

的ハードルを下げることが期待できる。

属人的にならない
管理のできる人が複数必要であるが、複数の人が連

更に、全プリンタをネットワークプリンタとし、ネ

係なく作業を行っては困る。管理者業務の記録や、管

ットワークにログオンしないことには印刷できないよ

理者間の業務分担を明確にしておく。

うにすることも利用促進の手段である。これにより、

また 特定の個人に依存することのないよう、担当部

全員がネットワークを利用することとなり、ネットワ

署で組織的に管理・運用するようにする。

ーク環境の利便性についても理解が広く浸透する。た

個人への依存度が高いと、

だし、利用のための校内ヘルプデスクの設置などにも

・担当者が替わった場合、システムの運用に支障が

配慮しなければならない。

出る

ウ
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円滑に運用・管理を実施するための工夫

教職員、生徒ともにネットワーク利用のための研修

いうものではない。システム維持のための予算確保に

を行い、修了者にのみライセンス（アカウント）を発

関する業務や、予備の部材の確保などをあらかじめ計

行するなどの工夫が必要である。ただし、義務化につ

画しておかなければならない。

いては、ネットワーク利用の敷居を高くしてしまわな

エ

いよう慎重に検討すべきである。

契約履行の管理
業者とのメンテナンス契約については、もはや不可

教職員については、個人のノートパソコンなどを接

欠なものといえる。そのため、メンテナンス契約内容

続する上でのルールを作り、それを徹底することも必

の研究および契約履行の管理を行うことが必要である。

要である。
また、分掌、学年などの単位で窓口的なネットワー

４

ク担当者を作り、上級ユーザとして育成する。

実際の運用に際して
(1)エンドユーザ（教職員）に対して

生徒が自由に使える部分に関しては、生徒自身に責

エンドユーザが知っておくべきことを管理者は明確

任を持たせることが望ましい。クラブの生徒にクライ

な形で示しておかねばならない。

アントデスクトップの整理を担当させることは、管理

次のようなガイドラインを作成し、エンドユーザで

者の作業軽減とともに、生徒のスキルの向上にも役立

ある教職員へ、研修会などを通して浸透を図る。ここ

つ。

で示すのは必要最小限のことであり、各学校の状況に

(5)その他

応じて追加していくことが必要である。ただし、特に

ア

強調したい内容にとどめないと徹底できない点にも留

組織への位置づけ
ネットワーク管理の実務において、管理運用を行う

意すべきである。

組織作りは不可欠である。誰にどのようなユーザ ID
を与え、どのようなアクセス権を与えていくかといっ

・利用後は確実にログオフしましょう

た基本的なコンセプトは、組織で考えていかなければ

自分で意識する、しないに関わらず、あなたのアカ

ならない。そこでどのように運用していくかを考える

ウントには職制に応じたアクセス権が設定されていま

委員会と、実際にそれを行っていく独立した分掌が必

す。ログオフせずにコンピュータから離れるのは、教

要になる。

務手帳を開いたまま席を離れるのと同じです。たとえ

例えば、各種校務の情報化や情報教育に関する方策

周りに信頼のできる人しかいなかったとしても、悪意

を決定したり、分掌間や担任団との調整等を行うため、

なくあなたのアカウントを使ってしまった人に迷惑を

「情報教育委員会」などの組織を設置する。また、校

掛けることにもなりかねません。

内情報化を推進していく実動部隊として、「情報教育
部」などの、情報教育を主管する分掌を設ける。特に

・パスワードの扱いには注意しましょう

分掌については、生徒と教職員双方の情報リテラシー

パスワードを紙に書いたり、人に教えたりしてはい

向上を図り、情報活用能力格差の解消を目指す。

けません。もし、パスワードが人に知られると、成績

イ

データなど大切な情報が漏れたり、改ざんされたりす

有害情報の扱い
インターネット上には様々な情報が氾濫している。

る恐れがあります。

教育上好ましくないものを完全に遮断してしまうのか、

趣味、家族等から容易に想像できるような単純なパ

ある程度それらに触れさせて生徒に判断させるのか、

スワードは避けたり、わざと誤った綴りにしたり、英

校種、学校の実状などに応じた教育方針をしっかりと

字と数字を混合したりするのは効果的な方法です。

打ち立てておかねばならない。これは、ネットワーク
利用だけに関わることではなく、学校としてどういう

・管理者に頼りすぎないようにしましょう

教育をしていかなければいけないのかを考えることで

何でもネットワーク管理者にすぐ話を持っていかな

もある。

いように心掛けましょう。全てを管理者にという流れ

ウ

ができてしまうと、本来時間を割くべきネットワーク

破損管理
ネットワークの管理を担当していく上で、技術的な

管理業務に支障をきたしかねません。

知識やポリシーの運用にだけ気を配っていれば良いと

アプリケーションの使い方、印刷の仕方、フロッピ
9

ーディスクのトラブル、個人的なコンピュータ購入相

趣味等から容易に想像できるような単純なパスワー

談など、自分の周りにいる詳しい人に尋ねれば解決す

ドは避けたり、わざと誤った綴りにしたり、英字と数

ることが多いのではないでしょうか。

字を混合したりするのは効果的な方法です。

・研修会へ積極的に参加しましょう

・個人情報の扱いに気をつけましょう

コンピュータ、ネットワークは使わないから（逆に、

住所、名前、生年月日、電話番号、メールアドレス

知っているから）研修会に参加しなくても良い、とい

など個人を特定できる情報はむやみに書き込んだりし

う考え方は間違いです。ネットワークに関する研修会

ないようにしましょう。実害が無いように見えても、

は、校務としての会議と同じ扱いで考えましょう。自

個人情報自体が売買されたり、悪用されてしまうこと

分は知っているからという基準ではなく、全員が共通

もあります。

理解を得るために研修会を行うのです。
・やってはいけないこと、やるべきこと
・トラブルは必ず連絡しましょう

ほんの軽い気持ちでやったいたずらが、人を傷つけ

印刷機やコピー機で紙づまりを起こしたまま放って

てしまったり、犯罪になったりすることもあります。

おくと次の使用者に迷惑を掛けます。コンピュータや

またネットワーク上で他人になりすます行為など、決

ネットワークも同じで、トラブルを放置しておくと、

して許されるものではありません。

ネットワーク全体に影響がおよぶ可能性があります。

自分が被害者にならないためにも、パスワードの管

対処できないトラブルや分からないメッセージが出た

理、ネットワークからのログオフは必ず行うようにし

ときなどは、必ず管理者に連絡、相談しましょう。

ましょう。

(2)エンドユーザ（生徒）に対して

・勝手にソフトをインストールしてはいけません

ここで最も重要となるのが「情報倫理」教育である。

勝手に雑誌の付録 CD-ROM などに入っているソフ

全生徒にこれを徹底することはかなり困難であるが、

トをインストールしたり、使用の許されたネットワー

この点をおろそかにすると大きな問題を引き起こすこ

クドライブ等以外にファイルを保存したりしてはいけ

とが懸念される。「情報倫理」に関する基本的理念と教

ません。インターネットからのダウンロードなどにつ

職員側の姿勢を示し、それから先の部分については生

いても、先生の許可をもらい指示に従いましょう。

徒に考えさせたい。もし問題がおきれば、それを具体

Ⅳ

的教材として指導していくことが、現実的 な対応であ
り、生徒の自ら考え行動する力を育成することになる

まとめ

学校現場においてネットワークを構築するときの指針、

であろう。

校内ネットワークの管理者になった場合に気をつけるこ

次のような、ガイドラインを作成し、エンドユーザ

と、利用する場合に生徒及び教員がそれぞれ守らなけれ

である生徒へ、これからのネットワーク社会に参加す

ばならないことを規定したガイドラインは、必要不可欠

るため身につけなければならないこととして啓発を図

なものである。それにもかかわらず、これまで、統一し

りたい。ここで示すのは必要最小限のことであり、各

た指針と言うべきものはなかった。本研究において、統

学校の状況に応じて追加していくことが必要である。

一的とまではいかないものの、多くの事例に対して適応

教職員に対してと同様に、特に強調したい内容にとど

できるであろう指針を作成することができた。実際に検

めないと徹底できない点にも留意すべきである。

証し、有効であることを確認することもできたので、大
抵の場合に適用することができるであろうと自負してい

・パスワードの扱いには注意しましょう

る。

パスワードを紙に書いたり、人に教えたりしてはい

しかし、本研究を進めるうえで、いくつかの課題もあ

けません。もしパスワードが人に知られると、ファイ

げられた。たとえば、

ルを消されたり、いたずらされたりする可能性があり

・研究会等の開催

ます。

今後、様々な規模での研究協議会組織が必要となっ
10

てくる。例えば、校種ごと、地域ごと、県全体という

用指針は、後の研究を待ちたい。

ように、小回りの利きやすさを確保しつつも広範囲に
およぶ組織化が望まれる。
・ヘルプデスクの構築

【引用文献】

学校内ではネットワーク管理者がヘルプデスクの役

１）文部省（2000）、教育改革国民会議報告−教育を変える１７

割を少なからず担うことになるであろう。そのこと自

の提案−、文部省

体は避けられないことであるものの、今度はそれらの
人に対するヘルプデスクをどうするのかということが

【参考文献】

課題になってくる。

・文部省（1998）、小学校学習指導要領、文部省

・ＦＡＱの公開

・文部省（1998）、中学校学習指導要領、文部省

ある学校で必要となった技術・知識は、他校でも求

・文部省（1999）、高等学校学習指導要領、文部省

められる可能性が極めて高い。研究会や県全体でのヘ

・文部省（1999）
、バーチャルエージェンシー「教育の情報化プ

ルプデスクが実現したとして、それらの運用のなかで

ロジェクト」報告、文部省

得られたノウハウについては、有効に再利用のできる

・文部省（2000）、高等学校学習指導要領解説 情報編、開隆堂

形で蓄積されていかなければならない。そして、蓄積

出版株式会社

されたデータからＦＡＱをまとめ、公開する、という
流れが出来上がることが理想である。

本書に記載されている製品名は、各社の登録商標または商標

これは、学校単位、研究会単位でも可能な取り組み

です。

ではあるが、県全体として作り上げていくことができ
れば、より有効なものを作り上げることができるであ
ろう。
・統一したシステムの構築
今後、学校内では解決できないような、ネットワー
クに関する問題が多発することが予想される。そこで、
各学校が独自のシステムを構築するのではなく、アプ
リケーション・サービス・プロバイダ（ASP）的な機
能を構築し、現場の教職員がシステムの運用・保守に
縛られる時間を最小限とし、それを活用した教育に集
中できるような体制を作っていくことが必要である。
などである。これらについては、今後、検討していくこ
とが必要であると考える。
本研究における「校内ネットワークの構築と運用管理
のためのガイドライン」は、特定の学校、特定のシステ
ムを想定して作成されたものではないので、実際に制定
する場合には、導入したシステム及び各校のニーズにあ
わせてアレンジするべきである。これからネットワーク
を構築する学校、現在ネットワークは構築してあるが、
運用指針が正式には決まっていない学校において、指針
を作成する際に利用していただくなら、幸いである。
なお、最初にも述べたとおり、今後ネットワークは校
内にとどまらず、学校間、地域間と広い範囲に構築され
て行くことが想定されているが、そのネットワークに参
加する、あるいはそのネットワークを管理する場合の運
11

資
Ⅰ

料
各学校におけるネットワークの検証

研究協力員の先生方の学校に整備されているネットワークに関して、作成した「校内ネットワークの構築と運
用・管理のためのガイドライン」をもとに、その構築、運用・管理状況を検証していただいた。
項目
２−(1)
２−(2)−ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
２−(3)−ア
イ
ウ
エ−(ｱ)−ａ
ｂ
ｃ
(ｲ)
オ
カ
キ
２−(4)−ア
イ
３−(1)−ア
イ
ウ−(ｱ)
(ｲ)
エ
３−(2)−ア
イ
ウ
エ
オ
３−(3)−ア
イ
ウ
３−(4)−ア
イ
ウ
３−(5)−ア
イ
ウ
エ
４−(1)
(2)

Ａ校
○
△
○
△
△
△
△
×
×
△
△
△
○
×
○
×
×
×
△
○
△
△
△
×
×
○
○
△
△
△
×
×
×
×
△
×
×
△
○
△
△
△
△

Ｂ校
○
○
○
○
○
○
○
○
△
△
○
△
×
○
×
○
○
△
×
△
×
○
×
×
×
△
○
△
△
○
△
△
×
△
△
○
×
○
○
△
△
×
○

Ｃ校
○
△
△
×
×
△
△
△
○
△
△
△
×
○
×
○
×
△
△
×
△
△
△
△
○
△
○
△
△
×
△
△
△
△
×
○
△
△
△
○
○
×
×

○：できている、△：だいたいできている、×：できていない
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Ｄ校
○
○
○
○
△
△
○
△
△
○
○
△
○
△
○
○
×
○
○
×
○
△
○
○
○
○
○
○
△
○
△
○
△
△
○
○
×
○
○
○
○
△
△

Ｅ校
○
○
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
○
○
○
×
○
○
×
△
△
△
×
×
○
○
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

Ⅱ

名張西高校における検証

クタやプラズマディスプレイをおいて概略を説明し、
細部についてはクライアントのディスプレイを複数系

前項において、各学校におけるネットワークの検証を

統入力対応のものにして、教員の画面と自分の画面を

行ったが、ここでは名張西高校を代表例として、さらに

切り替えて表示できるようにしてある。教員の画像信

詳しい内容を紹介する。

号は分配器で各端末へハードウェア的に分配している。
ビデオも NTSC から RGB に変換することで、クライ

１

ネットワークを構築するとなにができるか（なにが

アントのディスプレイに配信できるようになっている。

やりたい）

機能は限定されるものの、数十万円でできあがってい

名張西高校では、殆どの教官室と全 HR が校内ネット

る。また、ネットワークに負荷もかけず、遅延もおこ

ワークで結ばれている。全教職員は、個別に校内ネット

らない。切り替え方式は、レイアウトに制約を与えな

ワークのユーザ ID とインターネットのメールアドレス

いのと、教員の画面を見ている時に生徒は作業できな

を持っている。

いという点でも優れている。

サーバへのアクセス権は、教科、分掌、共通の３つの

教室は、フリーアクセスフロアになっているところ

観点から設定している。尚、個人専用のスペースは校務

と単にピットが切ってあるだけのところもある。その

サーバ上には馴染まないと考え、設定していない。

ような部屋では５列横並びの向かい合わせ 10 台で１

共用することが想定されるプリンタは全てネットワー

つの島を形成し、その島の中にケーブルやコンセント

クプリンタとし、ドメインで管理している。

類を隠蔽している。

全ての端末から WWW の情報にアクセスできる。また、

ハブは少々高くても、信頼性の高いメーカのものを

校内専用ページとして、生徒向けに、各分掌からのお知

採用している。また、すべて 10M/100M 自動切り替え

らせやイベントの案内、行事予定等の告知、学校行事の

のスイッチングハブとし、将来の高速化や拡張する際

写真による記録等を提供している。教職員向けには、会

に対応できるよう配慮している。
ノート PC 用にネットワークカードを貸与している

議等の予定告知、部屋の予約、年度末反省の自動集計等
に活用されている。

が、末端の速度を抑えるためと、ケーブルその他の条
件で 100M 出ない場合でも確実に接続できるよう、こ

各種データファイルも、分掌や教科、学年等で共有さ

れは 10M のものにしている。

れ、紙ではなく、サーバ上のデータで交換されるのが常
態となっている。一斉配布物も、紙ではなくソフトコピ

外部と内部の切り分けは、Linux サーバを構築し、
そこに NIC を２枚さして、その間のトラフィック疎通

ーで提供されることが珍しくない。

を制御している。
２

システムの整備をどのようにすればよいか

イ

ＯＳ
インターネット系サーバには RedHatLinux を、イ

(1)情報収集
三重県下でも、様々な学校が校内ネットワークを活

ントラ系サーバには Windows NT を使っている。生徒

用しており、その枚挙に暇がない。また、東海地区電

用には Windows 95 と Windows NT、MacOS を使っ

気教育研究会や全国情報技術教育研究会等での発表や

ているが、教職員はさらに Windows 98、Windows Me、

実際にネットワークを構築した教員が執筆した優れた

Windows 2000 も利用している。
成績管理用として ORACLE8 も導入されている。

書籍も参考になっている。また、業者に近隣県での事
例を紹介してもらうこともある。

ウ

拡張性

(2)システムの柔軟性

IP 計画等は充分将来の拡張を意識している。

ア

ケーブルは Cat5 の UTP ケーブルとし、ハブも

ハードウェアの整備
クライアントが Windows NT であるものは、プロフ

10M/100M のスイッチングハブを用いている。但し、

ァイルをサーバで管理しており、各種設定変更をする

幹線の一部は 10Base5 である。

ことはできるが次にログオンした時には初期値に戻る

エ

冗長性
イントラ系サーバのディスクは RAID5 で構成され

ようにしてある。
教材提示については、前方にタッチパネルプロジェ

ているが、予備機はない。インターネット系は全くの
13

シンプレックスなので、障害耐性が弱い。
オ

ａ

工事の記録を残す

プロジェクタなどの大きな画面による提示
黒板を使ったものと同様、迫力のある講議が行え

るので、教室前方には 50〜80 インチの大型画面を

最近の工事図面等はあるものの、５年以上前の工事
については殆ど記録がない。

用意している。

カ

ｂ

業者依存にならない

サブモニタによる提示

本校の場合は、幸いなことにネットワークに強い教

クライアントのレイアウトに制限が出るので、サ

員を抱えているので、学校主導で設計から運用までが

ブモニタは置いていない。但し、40 人が一斉に受講

行われているが、これはたまたま現状の環境に恵まれ

できる実習室においては、５列横並びとなっている

ているだけのことかも知れない。

ため、24 人までなら、２つ目と４つ目を空けてその

キ

席のディスプレイに教員の画面を表示することによ

プロセスの記録を残す
IP アドレス一覧や機器更新時の入札仕様書、ネット

り、サブモニタを見ながら作業を進めることができ

ワーク工事設計書等は残しているものの、どのような

るようになっている。

ネットワーク管理を行っていたかがわかるような資料

ｃ

がきちんと残っているとは言い難い。担当者の頭の中

切り替えによる提示
教員の画面が表示されている時には操作が行えな

にしかない部分も多分にある。

いため、説明を聞くことに集中できる。また、コス

ク

ト的に最も有利でもあり、本校ではこれを中心に授

誰でも管理できるシステム
イントラ系についてはある程度のスキルがあれば、

業を進めており、効果があらわれている。

誰でも管理できるようなシステムになっている。但し、

(ｲ)生徒側の配置

インターネット系は unix 系ＯＳの知識がないと管理

40 人が一斉実習を行う部屋については、５ 列横並

が難しく、現状誰でも管理できるという状況にない。

びが向き合う形の 10 台１島が４つとしている。教

(3)システムの周りの環境

卓に対して横を向いた形で着席することになる。こ

ア

うに配置することにより、生徒は首を横向けるだけ

予算
予算要望等については、タイムリーに行っている。

でディスプレイ等に邪魔されることなく教員側を見

但し、県下で情報教育モデル校的な状況にあるため、

ることができる。教員側も生徒の作業状況がよく見

他校に比べて予算的に恵まれていると思われる。

渡せる。

イ

在来設備の活用

少人数実習に対応した実習室では、円形に配置し

いくら予算的に恵まれているといっても制約があり、

て隣席の画面が見えないようにして独創性の伸長や

在来設備を拡張する方法しか取れない。また、運用ノ

実技試験実施時の運用に対応できるよう配慮してい

ウハウを含めた過去の資産の継承も重要である。１年

る。また、生徒や教員の動線を考慮し、非線形に配

前では想像もできなかったような拡張や利用がなされ

置した部屋も用意し、目的別に利用できるよう考慮

ているというのが実態である。

した。

ウ

施設状況

オ

教室分割

管理運用の観点からサーバ類は情報棟に集約してい

本校の場合は、40 人一斉授業が比較的多いため、教

るが、インターネット系サーバは CATV の引き込み箇

室分割できるようにはなっていない。ただ、簡易に開

所の都合により、情報棟から最遠の場所に設置されて

閉でき、かつ遮音効果の高い可動間仕切りがあれば便

いる。これはネットワークトラフィックを増大させる

利であろうとは思う。

要因にもなっており、保守上も望ましい状態ではない。

カ

教職員はほぼ全員が PC およびネットワークを駆使

そこで、現在別途整備計画によりインターネット系サ

しており、ユーザ ID ならびに電子メールアドレスを

ーバの情報棟収容を計画している。
また、開放講座等において一般市民が利用する際に

持っている。
生徒も積極的に活用しており、各 HR に設置した PC

保安上の観点から本校の教室レイアウトは難点が多い。
エ

職員・生徒の状況

レイアウト

でインターネット上から各種情報を得ている。

(ｱ)教員側の提示用設備
14

キ

である。個人データについては各人のノート PC のロ

使い勝手
各 HR に PC を設置していつでも利用できる態勢を

ーカルディスクか、フロッピーディスクへ保存するよ

整えている。

うにしている。
生徒については、個人とクラスのものをそれぞれ r:,

(3)利便性より機密性重視
イントラ系サーバに administrator 権限でログオン

s:という名前のネットワークドライブとして割り当て

することをサーバ本体以外の全ての端末について拒否

ている。利用方法については、やはりガイドラインと

している。

同様の方法をとっている。

インターネット系サーバについては、情報科教官室

課題提出は、生徒個人のネットワークドライブに保

内の端末のみ telnet と ftp を許可し、他の端末からは

存させて、それを教員が見に行くという形をとってい

http とメール送受しかできないようにしてある。

る。

ア

エ

校務系と教育系の分離

資源管理

本校の場合、イントラ系は Windows NT のアクセス

本校の場合は、コンピュータ関係のことはまず情報

権だけで制御しているため、パスワードが流出すれば

教育部に問い合わせるというスタイルになっている。

無力である。これについては物理的に分離するよう、

窓口は一本化しなければ、切り分けの難しい事例も多

早急に対策をとりたい。

く、ユーザに負担をかけてしまうことにもなりかねな

イ

い。ただ、部内においてきちんとした役割分担ができ

接続制限
基本的に必要なものは http とメールの送受であり、

ていないのも事実である。

これら以外のものについてはトラフィックの軽減とい

メンテナンスについては、故障修理を除いて、納入

う観点からも制限している。

業者に求めるのは無理なので、ＳＥ等活用事業等とか
らめて運用している。周辺機器等の貸し出しはホワイ

３

運用管理をどのように行うのか

トボードに記名して保管庫（施錠できるものとそうで

(1)運用方法の設計

ないものがある）から貸し出している。貸出簿に記名

ア

するような方法に改善する必要があると思われる。

ポリシー、ルール作り
情報教育部で検討し、情報教育委員会で承認を得て

ソフトウェアにバージョンアップは必ずついてまわ

いる。但し、明文化されていない部分が多い。

るが、現在このための予算を計上することは難しく、

イ

できていない。プリンタトナー等は、学校全体で必要

アカウント管理
ユーザ ID は常勤の教員をはじめ、非常勤講師、事

な経費として処理されている。

務職員、現業職員等、本校に勤務している全ての個人

(2)円滑な運用のために

に割り当てている。

ア

パスワードは 90 日毎に変更するよう、システムか

相談相手の確保
本校の場合、教育委員会、総合教育センター、先進

ら自動的に要請している。

事例実践校等に幅広いつながりを持っていると言える

電子メールアドレスについては常勤の教員をはじめ、

が、これは担当者個人に依存する部分が多く、組織と

非常勤講師、事務職員、現業職員等、本校に勤務して

してではなく、個人的な関係で相談にのってもらって

いる全ての教職員に割り当てている。生徒については、

いるという、決して望ましくない状況である。

教科やクラブ等で必要に応じて担当教員からの要請に

校内においては、情報教育部に複数配当されている

より割り当てるようにしている。

ため、一個人が切り盛りしているよりも随分組織的に

ウ

対応できるとは思うが、やはり主と従という感じにな

アクセス権の範囲
教職員については、教科、分掌、共通という３種類

ってしまい相談しながら進めているとは言い難い。

のものをそれぞれ r:, s:, t:という名前のネットワーク

正式な校務として全県的な研究会活動が行えるよう

ドライブとして割り当てている。利用方法については、

な環境づくりを切望している。

ガイドラインと同様の利用方法をとっている。

イ

ＳＥの巡回訪問等の活用

個人専用のものは設けていない。これは、共有財産

情報教育部の仕事の一部をアウトソーシングするこ

であるサーバに個人データは馴染まないと考えたから

とにより、情報教育部のサービス向上に多大に貢献し
15

ている。教職員の抱えるコンピュータに関する個人的

管理対象の分割ができる程の余裕は残念ながらない。

な問題の解決にも積極的に取り組んでもらっており、

情報科教員であれば、大抵のことはできるが、実際

情報教育部に対する業務満足度向上にもつながってい

に作業するのは情報教育部の者に限っている。サーバ

る。

のパスワードは情報科教員であっても秘匿している。

ウ

また、情報教育部の者であっても、管理者であるため

トラブル対応策、訓練
イントラ系サーバについてはある程度トラブル対応

アクセスできるだけで、一ユーザとしては本来アクセ

策があるものの、インターネット系サーバについては

ス権が設定されない部分については、依頼があっても

完全に情報教育部内の個人に頼ってしまっている。ま

ファイル操作等は一切行わない。トラブル等が発生し、

た、文書化や訓練といったことは殆どできていない。

やむを得ない場合に限り、該当のアクセス権所有者に

ハードウェアトラブルについては業者が迅速に対応

断ってからはじめてアクセスするようにしている。管

しているが、ソフトウェア的トラブルについては業者

理者であっても他人のアクセス権を侵害するようなこ

対応が難しい。ＳＥ等活用事業により対応できている

とは決してないように心掛けている。

部分もある。

(4)システムを活用するために

エ

ア

バックアップの定期的な実行
サーバのディスクは RAID5 で構成しているので、

利用者教育
定期考査１週間前のクラブ活動禁止期間に教職員向

バックアップは週に１回定期的にとるにとどめている。

け情報講座を４回分、年間計画に組み入れている。内

ただ、RAID コントローラのトラブル対策がなされて

容はアンケート等により需要を調査した上で決定して

いない点がアキレス腱である。

いる。また、ＳＥ等活用事業を積極的に利用して内部

オ

講師登用による馴れ合いを防いでいる。利用促進を優

ログ監査
イントラ系サーバについてはＳＥ等活用事業を利用

先し、現状では強制または半強制的なものは行ってい

して、ＳＥがログの監査を行っている。インターネッ

ない。

ト系サーバについては現状行われていない。

イ

利用促進案
メールや Web の私的利用についてもある程度柔軟

(3)組織の健全な運営
ア

管理者の育成

な取り扱いとしている。教職員専用と生徒向けの校内
掲示板を２種類用意して、イントラ Web が利用価値の

情報教育部は小分掌であるので、本来は部内で管理
者を育成すべきであるが、現状は情報科内で管理者を

高いものとなるようコンテンツの充実をはかっている。

育成しなければならない状態にある。ただ、他校にお

また、進路指導部や図書部等も積極的にコンテンツの

いてはこのような体制を取れないので、この点におい

提供を行っている。
職員室の PC について、集中配置することで隣席同

ては本校は有利である。
各分掌・教科・学年に広く均等にとはいかないもの

士で質問や相談をしながら作業が進められるようにし

の、情報教育部まで上がってくる以前の比較的難易度

ている。これにより、情報機器に不馴れな教職員の利

の低いトラブルについて対応してもらえるボランティ

用に際する精神的ハードルを下げることができている。

ア的な教員も育ってきているが、彼等を管理者にまで

また、印刷室への動線を考慮した場所に設置している。

育成するよりも、情報科教員を育成する方が本校にお

更に、全プリンタをネットワークプリンタとし、ネ

いては何かと都合がよい。

ットワークにログオンしないことには印刷できないよ

イ

うした。これにより、全員がネットワークを利用する

属人的にならない
業務記録や業務分担の明確化という点では満足でき

こととなり、ネットワーク環境の利便性についても理

る状態にはない。ただ、情報教育部という分掌で対応

解が広く浸透した。

できている点は評価に値する。属人的な部分は依然少

ウ

円滑に運用・管理を実施するための工夫

なくないが、システム運用が安定するに伴い、徐々に

この部分については殆ど実効ある施策を行えないで

組織対応へ移行するよう心掛けている。ただ、システ

いる。強いて言えば、個人のノート PC を校内ネット

ムが安定するまでは避け難い一面もある。

ワークに接続する際のマニュアルが整備されている程

ウ

度である。

管理体制の確立
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(5)その他
ア

ほぼ実践できている。

組織への位置づけ
本校においては「情報教育委員会」で各種施策を決

(2)エンドユーザ（生徒）に対して

定し、「情報教育部」において実施している。組織的に

・パスワードの扱いには注意しましょう

は理想の形であろう。

・個人情報の扱いに気をつけましょう

イ

・やってはいけないこと、やるべきこと

有害情報の扱い
我々が望んでいる方向をはっきりと打ち出し、ログ

・勝手にソフトをインストールしてはいけません

による追跡調査をする気になればできることも知らせ、

これらについては、情報科や情報科目を選択してい

それでもアクセスするのであればそれを技術的に遮断

る普通科の生徒はある程度浸透していると思うが、そ

するのではなく、どう行動すべきかということを教育

の他は心もとない。できれば１年次に教科「情報」等

するという方針をとっている。生徒アンケートによる

により積極的且つしっかりと教育していかねばならな

と、コンテンツフィルタについて「どちらでもよい」

いと考える。

と「あった方がよい」を合わせると圧倒的多数となっ
た。このことは、我々の方針をある程度生徒が理解し
ていると解釈できる。
ウ

破損管理
ハードウェア的な破損についてはレンタルとするこ

とで対応できている。一部の買い取り分については少
数であるため金額的にも少額で済んでいるので特に問
題にはなっていない。ただ、予備の部材については殆
ど持てないでいる。
エ

業者管理
しっかりと行っている。

４

実際の運用に際して
(1)エンドユーザ（教職員）に対して
・利用後は確実にログオフしましょう
古い機種だとログオンし直すのにかなりの時間がか
かってしまい、分掌室や教科教官室では他人のユーザ
ID でそのまま分掌や教科のネットワークドライブを
アクセスしているケースが後を断たない。古い機種の
ままではなかなか推進し難い部分もある。
・パスワードの扱いには注意しましょう
これも必ずしも厳格に運用できているとは言い難い
が、及第点ボーダーと言ったところか。
・管理者に頼りすぎないようにしましょう
この部分については、管理者との間でクッションと
なっている教員が何人もいることでうまくいっている。
・研修会へ積極的に参加しましょう
他の全職員研修会等に比して参加率が極端に悪い。
尤も任意参加としているから致し方ない部分もあるが、
満足には程遠い状態である。
・トラブルは必ず連絡しましょう
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