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機能材料工学科学生のためのオンライン情報リテラシー演習

山 田　洋 文，射 水　雄 三*

北見工業大学機能材料工学科

1.  はじめに

　近年における情報機器発達と情報環境拡大の著し

い進展に伴い，社会全般にわたって電子メール・

World Wide Web（以下Web）ブラウジングなどイン

ターネット環境の利用が不可欠となった。その結果

現在では，これらコンピュータリテラシーならびに

情報リテラシー（注１）の習得は文系理系を問わず大学

卒業生の必須要件となっている。また当機能材料工

学科では，工業化学，応用物理，材料工学の各分野を

横断する幅広い教育・研究活動を行なっており，在学

生には特に的確な情報収集・処理能力が求められて

いる。そこで，情報活用技術の習得ならびに機能材料

工学の研究分野への基礎的な認識を培うため，関連

情報のWeb上からの収集，分析，加工の演習をオン

ライン形式で平成10年度から２年生に必修の専門基

礎科目として実施している。

　一般に演習は従来の講義形式と同様に，受講生全

員の進捗状況を一致（同期）させることを前提とした

対面型で進められるが，技術習得に要する時間は学

生間の個人差が大きく，期待通りの成果をあげるこ

とが次第に困難となってきた。そこで，学生を中心と
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した学生参加型授業や個別指導などが試みられてい

る（高橋ら1999）。我々は，顕著になった学生の多様

性に対応する方策として，Web環境を利用した非同

期型のオンライン方式を採用した。Webを利用した

オンライン方式の遠隔授業は，時間的・地理的な制限

を受けない点に特徴があり，特にインターネット環

境の整備が進んでいるアメリカでは1990年代半ばか

ら急速に発展し始めている（Lewis, Farris, Snow, and

Levin  1999）。オンライン授業を非同期型で実施する

ものはALN（Asynchronous Learnig Networks）と呼ば

れ（Mayadas 1997），Sloan ALN コンソーシアムのWeb

サイトにはさまざまなコースのカタログがまとめら

れている（Sloan 財団 2000）。また，オンライン環境

を利用した教育理論として構成主義的（constructivist）

学習観が提唱され，主にアメリカの公教育機関を中

心に数多く実践されている。学生が技能や知識を修

得するのに要する時間が個別的であることに留意し，

彼らが現有の知識や技能をもとに，その上に経験を

通じて新規な知識や技能を組み立てながら学習する

という考え方である（Sprague and Dede 1999）。教師

はWebサイトに課題を配置しておき，受講生は各課

題に対してWeb上から集めた資料を再構成したもの

をレポートとして教師のWebサイトに提出する手法

がとられた。Web環境に従来の教材と図書館の機能

を代替させるとともに受講生─教師間のコミュニ

ケーション手段も備えた自学自習環境が構築される

ことになる（Breivik 1998）。

　上述の実践例では，受講生がインターネット環境

の利用ノウハウを心得ていることが前提であるが，

インターネット普及が途上の日本では，この手法を

直ちに適用できる状況にはない。そこで本演習の内

容を，受講生のオンライン手法に対する親和性を高

めるためにも，Web環境における情報活用能力養成

とリテラシー教育とした。さらにコンピュータを真

に知的活動に有効活用するためには，機器を無自覚

に操作できることが重要なため（浜野1990），課題内

容を吟味し，期間を通じた適正な配置を検討した。

　Webサイトを利用した演習自体は既に珍しいもの

ではなくなっているが，限られた教育資源で最大の

効果をあげるためには，演習内容だけでなく管理・運

用面を含めたシステム全体を検討する必要がある。

本稿では，本学科で実施中のオンライン演習を技術

教育の観点から紹介し，Web利用の有効性と情報活

用教育の課題を，以下の点について考察した。

1） 受講生は情報活用のための技術を習得できたか。

2） 演習環境としてWebを利用したことで，どのよう

な効果があったか。

3） 受講生にとって，情報活用技術習得以外にどのよ

うな効果が見られたか。

4） 実際にWebサイトを管理・運用する上で留意すべ

き点は何か。

5） その他必要な技術的情報は何か。

2. 演習の実践

2.1 使用システム概要

　演習で使用した教室には100台の端末装置が設置さ

れており，全学生に標準環境が設定されている。これ

らの装置は Web 利用に必要なネットワーク機能や

Webブラウザなどのソフトを標準状態で装備してい

る上，基本的にマウス操作だけで使用できるイン

ターフェイスを備えている。これは初心者にとって

は，機器操作に対する抵抗感をやわらげる効果があ

る。

　また，本演習システムの管理・運用面を検討する目

的で，新たにWebサイト（以下，「ベースサイト」と

呼ぶ）を構築し，Webページ化されたテキストを置い

た。ベースサイト構築の詳細については資料の章で

紹介する。

　なお，本学情報処理センター演習室は午後５時以

降毎日開放されており，また学生ラウンジにはネッ

トワーク端末が用意されているので，演習時間外の

学習にはこれら施設を利用することができる。

2.2 演習コースの設定

　現在の大学生達は，ほとんど例外無く生まれた時

からコンピュータに囲まれた生活を送ってきている。

彼らは電子的に制御される機器に何らの抵抗感を抱

くこともなく，映像・音楽の視聴，ゲームなどに気軽

に利用する。一方，パソコン使用への敷居は現時点で

まだ高く拒否感は比較的根強い。この違いの理由は

明らかであり，生活に溶け込んだ機器（家電）は使用

目的が一点に限定されているのに対して，パソコン

は目的ごとに複数の手続群が存在するためである。

すなわち，コンピュータの最大の利点である，多様な

使用目的に対応可能な汎用性が逆に混乱を誘発して

いる。本演習ではこの点を考慮して，作業内容を定式
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化し常に反復させることで要素技術を習得できるよ

うに設定した。表1に課題タイトルと目的技術・知識

の一覧を示す。

　受講生は全15回の演習課題に対してレポートの提

出が義務付けられ，期間中「情報の収集・整理・発信」

作業を反復する。ただし，各回の課題に特に相関は持

たせず，ある回の課題をクリアできなければ次の回

の課題が処理できない，という状況が生じないよう

にした。さらに，課題に具体性を持たせるために，イ

ンターネット環境においてコンピュータを使う上で

必ず遭遇するであろう話題を盛り込むようにした。

　受講生が「情報の収集・整理・発信」の各段階にお

いて行なう具体的な作業は次のようになる。

収集：Webブラウザを使用し，サーチエンジン

を駆使しながらブラウジング

整理：収集した情報（文章）をエディタで

HTMLファイルに加工

発信：作成したHTMLファイルをWebページ

として公開

こうした定型作業の繰り返しにより，受講生が自分

なりに「情報技術」を習得し，さらに，この技術を用

いて機能材料工学に関する情報を収集するのが，本

演習の趣旨である。この情報収集には各研究分野の

キーワードを与えて希望分野を２つ選択させ，各回

の演習とは独立に並行して進めた。研究分野のレ

ビュー入門に相当する。

　演習の進行にともない，受講生が順次サーチエン

ジンの使用法に習熟し，「情報を探し出すこと」から

「入手した情報を判別すること」へ検索技術が向上す

るように課題内容を配置した。期間中盤までは検索

技術の如何に関らず正確な情報にアクセスできる課

題とし，終盤には不確定情報が多く判断力が問われ

るものにした。最後に正確な情報へのアクセスは容

易であるが，その内容を理解し考察することが重要

な機能材料工学分野の研究トピックスとした。

　受講生には事前にパソコン用語集を参考書に指定

し，課題文や解説文に登場するテクニカルタームは

適宜必要に応じて調べるように指示した。また，課題

以外の参考情報などはベースサイトにリンク集の形

で提示した。受講生に対して示した実施方針を以下

に示す。

　1. 自学自習・全回出席・全課題提出が単位取得のた

めの要件となる。

　2. 演習遂行に必要な知識や技術情報はベースサイト

のリンク集・参考書（用語集）を参照する。

　3. 課題に関する質問は電子メールや質問formを利

用して行ない，機器操作に関する質問はティーチン

グアシスタントが担当する。

表1. 演習課題
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2.3 CGIの利用で演習のペーパーレス化　

　本演習では，ベースサイト内に課題提出用の form

ページ（図1）を設け，そこに入力されたHTMLソー

スをCGIで回収する方式を採った。回収されたソー

スはサーバ内にファイルとして保存され，一覧表の

ページ（図2）に登録される。このページ中の課題番

号をクリックすると各受講生が提出したレポートが

表示され，受講生全員が閲覧できる。さらに，一度提

出したレポートでも加筆修正が可能なようにした。

この方法ではレポートの提出が学内のどこからでも

24時間可能であるため，受講生は個々の事情と進捗

状況に合わせて非同期的に演習し，成果を提出する

ことができる。

　また，同様に出席申告用formも作成し，演習期間

を通して全員の出欠状況が常時一覧できるようにし

た。加えて学生側からの質問や意見を回収するため

の formも用意した。

図1.課題提出用の form ページ

図2.提出済課題一覧表ページ
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2.4 レポートの評価基準

　合否の判定基準は以下の通り（原文）である。

再提出（内容）

1.題意に一致しない記述内容

2.主旨から逸脱した記述内容

3.論旨不明な記述内容

4.文字数が規定に満たない記述内容

再提出（表現）

1.日本語表現が稚拙な場合

2.誤字脱字が多数散見される場合

3.不適切な HTMLタグを記述した場合

　判定結果はベースサイトの所定のページに不合格

者・未提出者の出席番号をリストして掲示した。不合

格者・未提出者は，早期に合格に値するレポートを再

提出しなければならない。再提出したレポートが合

格と判定されれば，リストから番号が順次消えてい

く。

2.5 アンケート

　記名式のアンケート調査を行ない，レポート同様

formページから回収した。アンケート内容およびそ

の回答の抜粋を表２～４にまとめた。この結果も交

えながら次章で本演習を考察する。

表2.  アンケート

表3.回答内訳 表4.時間外利用頻度
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3. 結果と考察

3.1 技術習得

（1） 機器操作

　本演習では，目的を「インターネット環境での情報

活用」に限定し，本来個別の要素技術を一連の作業と

して反復実行させるように設定した。その結果，９割

以上の受講生が，ブラウザ・エディタの使用，ファイ

ルの取扱いに加えてHTMLソースの記述を「作業と

して」マスターした。工学部の学生に対するコン

ピュータリテラシー教育では，自学自習方式も有効

な方法論であることがわかる（注２）。また，演習終了

後，受講生に今後希望する演習の内容を調査したと

ころ，ネットワーク利用法は42%，OS操作は27%，プ

ログラミングは27%となった。半数以上がOSやプロ

グラミングなど，より専門的な技術に関心を示して

いることが興味深い。

（2） 情報活用

　本演習では，Web上の情報収集にサーチエンジン

を利用し，効率性を求めてブーリアン検索などを紹

介したが，複数のキーワードを用いた絞り込み検索

の活用など，情報検索に際して何らかの工夫を行

なったと回答した受講生は 35% であった。当初は

サーチエンジンごとに微妙に異なる条件式を入力す

ることが困難なためと思われたが，聞き取り調査か

ら，１つのテーマに対して複数のキーワードを案出

できないことが原因であることが明らかとなった。

たしかに，課題内容の全体像を把握している者に

とってキーワード抽出はたやすい作業であるが，学

習途上の受講生にとっては部分構造すら不明な点も

多く，キーワード案出は困難で非効率な作業と思わ

れる。しかし，たとえ非効率な作業であっても，現有

知識をもとに検索して到達したサイト内の情報を検

索条件にフィードバックし，再検索を繰り返すこと

で目的に合致したサイトに到達できたときの喜びは

大きい。サーチエンジンの活用は発見的学習への第

一歩と考えられる。

　また，情報の選別段階で，辿り着いたWebページ

の記述内容を丸ごと鵜呑みにする傾向が見られた。

この教科書至上の学習姿勢からすぐさま抜け出すこ

とは難しいのかもしれないが，今後インターネット

を有効利用するには，情報の正確さとサイトの信用

性を検証する能力が必要不可欠となる。情報関連の

先端分野では，発展状況がカオス的なためWeb上を

虚々実々の情報が飛び交い，一般には信頼あるとさ

れている新聞社・出版社のサイトでさえ不正確な情

報が公開されている場合がある。そこで，検証姿勢の

重要性を強調して，課題12-14回を実施した。これら

の課題で採り上げたようなOS・セキュリティ・トラ

ブルシューティングといった，表面的な状況が日々

変化しているものでは，情報は輪をかけて錯綜する。

何を信じて良いのかわからず受講生は大いにストレ

スを溜めていたが，体験は積めたと考えられる。今後

はキーワードの案出法やサイトの信用性を判断する

基準をどのように一般的に提示できるかが課題とな

る。

　一方，第15回の機能材料工学分野の研究トピック

スに関する情報を収集する課題では，上記のような

混乱は見られなかった。この理由が第一に，本学科で

は導入教育科目として１年次に「機能材料工学入門」

を開講している点にある。受講生は本演習に先立ち，

機能材料研究の概要と基礎知識を得ていることから，

先述のキーワード案出に対する障壁が低減されたと

考えられる。第二は学術情報サイトの性格による。

Web上に掲示される論文・データなどは，一般に事前

に幾重にも検証・確認が行なわれる。このため，Web

上での情報検索に不馴れな者や内容に関する正確な

判断知識が乏しい者でも参照サイトの信用性を懸念

する必要はほとんどなく，比較的正確な情報が収集

できていた。受講生がレポートした機能材料トピッ

クスの分野は表５の通りであった。

3.2 Web利用の効果

（1） 自学自習方式

　Webを活用した本演習の全体については70%が肯

表5.機能材料レポート動向
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定的に評価したが，自学自習方式についての肯定的

評価は51%に留まった。否定的な回答での意見には，

「課題の内容が難しい」，「課題量が多すぎる」など課

題に関する点が多く指摘され，懇切丁寧なパソコン

指導を望むものは少数であった。前年度の集計結果

に比べ，全体に肯定的評価が下がった原因は課題の

分量が多量であったためと思われる。一方どの程度

自学自習を行ったかを表４の時間外学習頻度で検討

した。時間外学習頻度の平均が19回であり，これは

本演習の開講回数15回を上回る。さらに，4名が40

回以上と回答した。また回答頻度が10回以下の者の

大部分はパソコンを個人で所有しており，彼らの自

宅学習頻度は集計結果に含まれない。演習課題の内

容と量は時間外学習を必然化するように設定したの

で，ある程度の頻度は期待できたが，予想を上回り熱

心に取り組んだ様子がうかがえた。したがって，課題

に対する不満を別にすれば，自学自習方式が受講生

には無理なく受け入れられたと判断できる。

　アンケートの回答意見には，「購入したノートパソ

コンの操作法が演習実施により上達した」と感謝す

る者がいる一方，「パソコンを所有しない者には不適

切な分量である」との指摘もあった。個人でパソコン

を所有するか否かが本演習評価の分かれ目の一つと

なっていたようである。オンライン方式の授業と従

来の対面型授業との教育効果や教育効率の違いにつ

いて多くの研究が行われているが，依然結論は得ら

れていない（Phipps and Meristis 1999）。しかし本演習

では受講生の時間外学習頻度が大幅に増加したこと

から，少なくと技術修得における自律的学習を促進

するには，従来の対面型演習よりオンラインの自学

自習方式を用いた方が効果的と判断できる。

（2） CGI

　レポートの受領および公開手続を自動化し，受講

生の操作結果を「一覧表」の形で表示したところ，毎

回演習終了時に自身の送信データ（出席，レポート）

が登録されているかどうか確認後，退出する受講生

が多く見られ，各回の作業内容が瞬時にWebサイト

に反映され，達成度が確認できると好評であった。出

席一覧表はタイムレコードと受け取られ演習担当者

の管理強化の姿勢として批判される恐れもあったが，

杞憂に終わった。

　またレポートをWebに公開する利点として自己評

価や相互評価の機会が増加し，レポート内容の質が

向上すると言われているが（村井1998），我々の演習

でも同様の効果が見られた。受講生の一部には水準

を満たし既に合格しているレポートでも，さらによ

り表現力の豊かなHTMLタグを習得し，その結果を

試すべく再構成して何度も提出し直す者が多く見ら

れた。Web方式は更新が容易で，受講者の段階的学習

に適しており，彼らの積極性を無理なく引き出せる

ことがわかる。

　今回，自学自習方式をシステム的に補完するため，

ベースサイトへのアクセスには時間的にも場所的に

も制限を設けず非同期的に運用した。学生は個々の

希望と進捗状況に合わせて，演習時間以外でも演習

教室以外の場所からでもレポートを提出することが

できる。期待通り，土曜日曜や深夜に及ぶレポート提

出が数多く見られた。

　しかし，質問用に設けたフォームはほとんど利用

されず，また利用した受講生も得られた回答を他の

受講生に伝達することはなかった。アンケート集計

でも86%が利用しなかったと回答した。Web環境の

利用に抵抗はないが，対面しての情報伝達や教官の

介在を避けようとする傾向が見られる。教官が質問

に答える形式よりも受講生同士が教え合う形式の方

がコミュニケーションが活発化すると考えられ，今

後は受講生間のコミュニケーション促進を目的に受

講生のみに限定した掲示板formの新設を検討したい。

3.3 情報技術習得以外の副次効果

（1） コピー＆ペーストによる作文

　本演習での実質的作業は，検索して辿り着いた

Webページの文章を適当に切り貼りし，入手した情

報を基にレポートを作成することである。電子メ

ディアであるために，ある程度まとまった量の文章

でも瞬時に切り貼りが可能であり，受講生はこの文

章の切り貼りという形の「情報の再構成」を負担感無

く実行していた。一方，課題第９回では，全課題中唯

一オリジナルの文章を作成しなければならなかった

ため，個人のプロファイルをまとめると言っても簡

単ではなく，文章力には顕著に個人差が現れた。した

がって，A4判1～2枚程度の文章量作成を課題とす

る場合でも，自在に切り貼り操作が可能なWeb環境

を活用することが有効と考えられる。

（2） 読む英語

　Web環境における標準語は英語である。充分な情

報を得るには日本語のページの他に英語のページを

読むことは避けては通れない。本演習ではこの点を
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留意させるため英文和訳も採り上げた。ノーベル賞

受賞理由の概要をまとめる課題である。ノーベル財

団のサイトには受賞理由が簡潔に示されている。英

文和訳を強制した課題ではなかったので，受講生は

まず日本語のサイトを検索していたが，そこにある

文章では充分な情報を得られないことを知り，最後

にはノーベル財団のサイトの該当ページの訳出に取

り組んだ。したがって，情報入手には日本語より英語

の方が効率的なことを経験することで，英語使用の

抵抗感が減じ，また必要性が認識できたのではない

か。なお，受講生は翻訳ソフトを用いダウンロードし

た英文を機械的に日本語化する作業までは気付かな

かったようである。

（3） 能率を指向した学習方略

　本演習で課した各レポートは，受講生にとっては

過多と感じるであろう量の文書処理を要求するもの

であった。そうした状況を設定することで，個々の受

講生が自身の作業効率を高める工夫を期待したもの

だった。学習の効果を高めることを目的として行な

う意図的な心的操作あるいは活動を学習方略と呼ぶ

（辰野1999）。今回事前に指導しなかったせいか，ア

ンケートによれば自分なりに学習方略を考えていた

者は22%に過ぎなかった。

　今後の社会においては，玉石混交の膨大な情報か

ら適切なタイミングで有意なものを抽出しなければ

実用にはなり得ない。確かにコンピュータは大量の

情報を短時間で処理できるが，タイミングの設定は

あくまで人間の仕事である。最適なタイミングを逸

しないためにもルーティーン化や効率化を強く意識

するよう指導することが重要と考えられる。

3.4 Web環境におけるオンライン演習の管理・運用

（1） 利点・留意点

　本演習はベースサイトをテキスト，Webを図書館

として利用する，というコンセプトで受講生の自主

作業による演習遂行を旨とし，演習担当者による「講

義」の時間を極力排した。出欠・レポート受領・質問

対応などの各種手続を自動化したことで，ベースサ

イトの内容・構成次第では，教室に担当者が不在でも

演習の実施が可能となる。本演習で今回のシステム

が有効に機能したのは，受講生が理系（工学部）の学

生で，電子機器を使うことにさほど抵抗感を持って

いなかったことによるところが大きい。おかげで，担

当者は受講生に対し使用機器の基本操作を指導する

だけで良かった。しかし，世の中には基本操作を組み

合わせる複合操作を実行不可能な人間（いわゆる機

械オンチ）が存在すると言われる（佐伯1997）。この

場合にオンライン化システムを機能させるには，さ

らに付加的な工夫が必要になろう。また，受講生のレ

ベルが中級以上の場合には，オプションコースの設

定など演習内容を組み替えることで容易に対応でき

るのもオンラインコースの利点である。なお，受講生

のレベルが向上するにつれ，資料の4節で述べるよう

に技術（特にセキュリティ）上の問題点も生じる可能

性があるので注意が必要である。

（2） Webサイト構築上の留意点

　ベースサイトの構成には，演習に適したフォー

マットが必要である。当初ベースサイトには通常の

ホームページ（Webサイトのインデックスページ）と

同様に演習用の全ページのリンクを列記した。その

結果，アクセスするページの偏向が著しくなった。す

なわち，演習課題ページと出席登録・レポート提出用

のformページにしかアクセスせず，参考情報のリン

ク集，提出レポートの評価ページや連絡事項のペー

ジなどを無視する者が見られるようになった。そこ

で，ベースサイトの構成を以下のように変更した。

トップページ  →  連絡事項のページ

→ レポート評価のページ  →  課題のページ

→ 全ページへのリンクを持つページ

この経路を強制的に辿らせ，必要事項の伝達を計っ

た。むろん少し上達しブラウザのURL登録機能を知

れば，こんな仕掛けは意味をなさないが，初心者には

有効であった。実際残念な話だが，「いきたいページ

にすぐいけない」とアンケート調査の段階で苦情を

述べる者も数人存在した。このように，Webサイト

は，受講生の学習行動様式を考慮して構成する必要

がありそうである。

4. おわりに

　本稿は我々の学科で実施しているオンライン情報

リテラシー教育を取り上げ，コンピュータリテラ

シー教育の枠組みで情報リテラシー教育を実施する

際に生じる教育および技術的問題点について論じた

ものである。本演習は，基本的には平成15（2003）年

からは高等学校で実施される情報教育の目標を先取
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りする形で実施した。曰く「コンピュータ・インター

ネット等の活用を通じて，こどもたちが主体的に学

び考え，自分の意見を積極的に主張できる能力を一

層伸ばすとともに，海外との交流を含めた多様な目

的のため，より高度に活用できるようにする」。した

がって６年後の2006年，高等学校での教育内容とど

のように接続するかは検討課題である。インター

ネットを利用した授業はたいへん盛んであるが，議

論もまた多い。しかし，情報機器を活用した技術演習

は，そこで現れる不都合や問題点そのものが将来へ

の貴重な提言を含んでおり，被験者たる受講生自身

も，変化する情報技術を目のあたりにすることがで

きるのである。その意味で今後情報活用技術教育は，

コンピュータネットワークを利用したオンライン授

業にとって先導的役割を果たすと考えられる。

　最後に，本演習プログラムは，公開されている多く

の先駆的実践例を参考にさせていただいたことに感

謝して，ここに付記する。

注

1. アメリカ学校図書館協会による情報リテラシー

の定義は「情報に効率的かつ効果的にアクセスし，情

報を批判的かつ適正に評価し，情報を正確かつ創造

的に使用することのできる能力」とされる（アメリカ

学校図書館協会 1998）。したがって，ワープロ，電子

メール，スプレッドシートなどアプリケーションプ

ログラムを使用できることを意味するコンピュータ

リテラシーとは区別されている。

2. ただし，この方法を採る条件の１つとして，初

心者特有の恐怖心を払拭することがあった。コン

ピュータに限らず，初心者が常に失敗，それも取り返

しのつかない失敗を犯すことを恐れているのは，ど

この世界でも同じである。しかし，それがために技術

向上に不可欠なtrial&errorを後込みするようでは演習

の意味がなくなる。そこで演習初日に，いかなる操作

ミスを犯しても必ず復旧可能である旨を周知徹底し

た。もともと，本当の初心者が犯す程度の操作ミス

で，ハードウェアやファイルシステムが修復不能な

ほどのダメージを受けることなどまずあり得ない。

また，生じたトラブルを演習担当者がその場で解決

して見せると教育効果は高い。
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1. Webサーバマシンの導入

　本演習ではWebサイト構築に際し，あらかじめ以

下の条件を念頭においた。

　1. サイトの構成や各ページのデータを随時，任意に

変更できること

　2. 可能な限り，対象となる受講生以外からのアクセ

スを避けること

　3. 導入経費をなるべく抑えること

　1. の条件のみであれば，学外のサーバあるいは対外

的に公開されている本学情報センターのWebサーバ

を利用してもよい。しかし2.の条件から新たなWeb

サーバマシンを仕立て，演習担当者が直接管理する

方がよいと思われた。そこで 3. の条件も考慮して

我々の研究室に既設の旧型のパソコンにPC-UNIXを

インストールして利用することにした（注3）。このマシ

ンは学内LANに接続しており（サーバの必須条件），

グローバルIPアドレスを取得しているが，学外には

マシン名が公開されておらず（2.の条件にほぼ符合），

好都合であった。

2. Webサーバの機器構成

　Webサーバに使用したハードウェアおよびソフト

ウェアは以下の通りである（注４）。

　ハード：Apple Macintosh IIvx （CPU: MC68030，

RAM: 20MB，HD: 540MB）

　OS：NetBSD/mac68k-1.3.2（演習期間途中で1.4に

アップグレード）

　ソフト：Apache-1.3.3.2 .... Webサーバ

Perl-5.00404 .. プログラミング言語（CGIで使用）

Mule-2.3 ........ エディタ（Webページの作成・

修正に使用）

Canna ............. かな漢字変換プログラム（和文入

力用）

　ハードは既存品であり，OSおよびソフトは全てフ

リーで配付されているものである。結果として，コス

ト（物品費）ゼロで新規の学内Webサーバを導入す

資料 . Webサイト構築・利用のための技術的要件

ることができた。ちなみに，日本語文書を作成しなけ

れば CannaとMule は必ずしも必要ではなくなるし，

CGIでもCプログラミングの知識があれば Perl  が不

要となるので，条件付きながら，マシンとOSとサー

バプログラムさえ入手できれば基本的なWebサーバ

は構築できることになる。

　OSとしてNetBSDを採用した理由は，導入当時，旧

型のMacintosh（いわゆる68kマック）で安定的に動

作するPC-UNIXが他になかったためである（注５）。い

わゆるPC（Windows機・DOS/V機・AT互換機とも呼

ばれる）を活用するのであれば，Linux・FreeBSDな

ど複数の選択肢の中から，担当者の都合に合わせて

選べばよい。

　Web サーバには Apache を採用した。このアプリ

ケーションプログラムは現在世界で最も広く利用さ

れているフリーのWebサーバプログラムの１つであ

り，信頼性については充分な実績がある。使用するコ

ンピュータに特別の制限事項（CPU性能・搭載メモ

リ量など）がない限り，Apacheを使用することが常

套かつ無難であり，必要にして充分な性能が得られ

る。

　プログラミング言語として Perl を採用したのは，

Perl を使用した CGI スクリプトの実例が数多く公開

されているためである。我々はこれらのスクリプト

を参考に，本演習用のスクリプトを作成した。Perlに

限らずプログラミングの知識のない場合は，公開さ

れているスクリプトから用途に合致したものを使え

ばよい（注６）。

3. 運用面について

　管理者以外の者による誤操作を防ぐために，サー

バマシンに入力装置（キーボードなど）を接続するの

は必要時のみとし，通常は我々が日常使用している

パソコンからtelnetで操作した。ベースサイトに配置

するファイルやデータもこのパソコンで作成し，ftp

でベースサイトに転送した。

　CGI  は受講生からの提出物回収に利用したが，複

数の受講生がほぼ同時にフォームを使用した場合に，

ベースサイトからのレスポンスが異常に遅くなるこ

とが時折見られた。これはCGIに用いたPerlが，我々
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のサーバマシンのCPU処理能力に対して，いわゆる

重めのソフトであったためである。したがって受講

生にとって作業意欲を削がないような環境を提供す

るためには，可能な限りハイスペックのCPUと潤沢

なRAMを搭載したサーバマシンを使用することが望

ましい。

　受講生がレポートを提出すると，ベースサイト内

でファイルが自動的に作成あるいは修正される。各

ファイルの作成または最終修正日時の情報は常に保

持され，随時確認できる。今回の演習では毎日，作成・

変更されたファイルとその更新時刻を我々が一覧で

きるようにプログラムした。この一覧表から，受講生

の作業進行形態が容易に把握できた。

4. 管理面について

　今回はオンライン演習システム運用のケーススタ

ディを検討するため，サイト構成やコンテンツを確

定しないままベースサイトを構築して運用した。そ

のため，我々にはハードウェアやOSについてのみな

らず，Webサイト管理者としての知識も必要となっ

た。しかし事前に運用方針と様式が決まっていれば，

サイトの保守・管理自体はたとえば業者などの専門

家に依託することも可能となるので，演習担当者に

は必要最低限のコンピュータ関連知識があればよい

ことになる。

　また，本演習のように演習担当者が情報通信分野

の専門家でない場合，見落としがちなのがWebサイ

トのセキュリティ管理である。サーバは元来，不特定

多数からのアクセスを受けるものである。「多数」の

中には，少数とはいえ，０ではない数の悪意も存在

し，その所在は外部のみとは限らない。今回は，学外

からベースサイトへの直接アクセスは学内外を仕切

るファイアウォールで排除されたが，学内からのア

クセスはフリーパスとなっている。特にCGIを利用

しているフォームページがあるため，悪意を持った

上級者が学内に存在し，フォームページから外部へ

の自動アクセススクリプトなどを密かに送り込まれ

た場合，セキュリティホールができてしまう。本編で

も述べたように，今回の本演習受講生は大部分が初

心者であったため，このようなセキュリティ上の問

題が生じることはなかった。しかし，知識と技術が多

少向上した初・中級者は，Webページの製作に凝る余

り，外部のファイルやデータを自動的に取り込んで

しまうタグを使ってしまうなど，意図せずに問題を

生ぜしめることがある。万一取り込んだファイルが

ウィルスに感染していたりすると，学内の全コン

ピュータを危険にさらすことになる。これらの点に

ついての対応を備えることも重要である。

資料の注

3. 最近のWindowsやMacOSは，基本的に大量の

マシン資源を必要とする（いわゆる「重い」）OSであ

るため，旧機種などスペックの劣るマシンで使用す

るには無理がある（不可能というわけではない）。ま

た，Windowsは常時稼動させるサーバマシンのOSと

して不具合が多数報告されていることもあり，使用

しない方が賢明と考える。

4. 本文中に登場するハードウェア・ソフトウェア

の名称は製造元の登録商標である。

5. 本稿執筆時点ではOpenBSD/mac68k，Linux-

m68k for mac68kという選択肢も可能となっている。

6. 公開されているスクリプトで使用料などを要求

されるものはほとんどない。ただし，個々のスクリプ

トは作成者の著作物であるから，著作権が放棄され

ていない限り，著作権の所在をWebページ上に明記

すべきである。


