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■ 【平成 23年度 北信越支部新潟県例会報告】 

 宮本茂明 

■報告テーマ：平成 23 年度 北信越支部新潟県例会報告 

以下のとおり平成23年度 北信越支部新潟新潟県例会を開催し研究報告を行いました。 

日時：2011 年 9 月 10 日（土） 13:00-17:00 

会場：有限責任監査法人トーマツ 新潟事務所 会議室 （新潟市）                            

 

■報告の概要 

◇研究報告 1 

「教育クラウドの状況」 

                                       報告者（会員 No. 1031 風間一人） 

 教育の情報化は、３０年ほど前にパソコンを利用した授業、いわゆるパソコン教室の整備からスタートしま

した。最近では、電子教科書などの構想やそれに伴う携帯端末の子供への配備など、教育におけるＩＣＴの利

用は次のステージに向かいつつあります。 

 これまでの教育の情報化を年代別にみると、大きく以下のように区分することができます。 

（１）１９８０年代～１９９０年代前半 

   ・各学校にパソコン教室の整備 ⇒ 授業へのＰＣ利用 

   ・主な用途 ⇒ 計算ドリル問題のＰＣソフトウェアなど 

（２）～１９９０年代後半 

   ・パソコン教室におけるＬＡＮの利用（サーバ・クライアント方式） 

   ・各学校へのインターネット接続環境整備（ＰＣ教室からのアクセス） 

   ・校内ＬＡＮの整備 

（３）２０００年代前半 

   ・パソコン教室を中心とした情報化の充実 ⇒ 限界が見えてくる。 

   ・各学校に高速インターネット回線の接続 

（４）２００５年～ 

   ・パソコン教室から校務システム（先生向けシステム）の充実へ 

   ・学校単位から地域・広域単位のシステム構築へ 

 

 ２０００年代に入り、高速インターネットの普及や、安価な回線サービスの登場により、学校における情報

化のあり方も、学校単位によるシステムの導入から地域や広域でのシステム構築が可能となる条件が整ってき

ました。特に２００５年以降では、パソコン教室の充実と合わせて、先生向けのシステムである校務システム

の導入が急速に進められています。「校務」という定義には、広い意味では授業を含めた学校で行われている

全ての業務が対象となりますが、いわゆるコンピュータを利用する「校務システム」が対象としているのは、

学籍管理、成績管理、時数管理、保健管理、文書管理などの事務作業を中心とした業務が対象とされています。 

 

 このような背景の中、教育の情報化におけるクラウド形式のサービス利用についても検討が進められていま

す。教育クラウドとしては、いくつかのサービス事例がありますが、特に校務分野については、早い時期から
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クラウドを利用することが期待された分野です。その理由としては、 

(1) これからシステムの開発・導入が始まる分野であり、既に個別導入が進んでいる他の分野よりも比較的容

易にクラウドサービスの利用を検討しやすい。 

(2) これまでの学校個別にサーバを導入する形態よりも、クラウドでのサービスを利用することによることで、

サーバ機器費用が不要になるなどコストメリットが期待できる。 

(3) 学校現場（先生）においても、サービスを利用することで作業の効率化や負担軽減が期待でき、今後の普

及が見込まれる。 

などが上げられます。現在の状況としては、２００９年度のスクールニューディール政策として先生一人一人

に校務用ＰＣの配備を行い、その後に校務システムの導入が進められています。自治体（教育委員会）でデー

タセンターにシステムを預けて、校務システムの機能を利用する形式（プライベートクラウドの一種と考えら

れる。）は多くの事例があり、今後はさらに広域におけるクラウドサービスの利用についても検討が進められ

ています。 

 

＜教育分野のクラウドサービス事例＞ 

■校務システム 

 名簿管理、グループウェア、成績管理、時数管理、保健管理などの校務システムをクラ 

 ウド環境で提供する。 

■学校図書館システム 

 学校図書館から多くの書籍情報を検索するクラウドサービス。 

■教育コンテンツ配信システム 

 授業で利用できる動画や資料などのコンテンツをインターネットを経由して提供する。 

■ホームページ管理 

 学校のホームページを預けて、作成・更新する環境を提供する。 

 

 校務システムをクラウドサービスで利用するに場合には、いくつかの課題が明らかになってきました。現在

の自治体単位でデータセンターを借りる、いわゆるプライベートクラウドの形式から、複数自治体が一つのハ

ードウェア資源を共同で利用する形態に進むためには、システム的な側面と合わせて制度的な検討も必要と考

えられています。以下はその代表的な内容です。システム監査の視点としても、これから導入が進む校務シス

テムについて注視していく必要があると考えています。 

 

＜校務システムの本格的なクラウドサービス利用における課題例＞ 

 

（１）利用する機能の範囲 

 多方面にわたる校務の実務において、その作業においてクラウドのシステムを利用することが適切なのか。 

・ グループウェア・時数管理など、児童生徒の個人情報を必要としない機能はクラウド環境での利用に

適していると考えることができるのか。 

・ 成績や保健データなどのセンシティブ情報の電子データの扱いにおけるルール（カイドライン等）が

必要である。 

・ 公的文書の電子的保存の有り方については、制度的なルールが必要である。 
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（２）事業者の安定性 

 教育におけるＩＣＴ関連の供給サイドにおいて、特に小学校、中学校、高校においては、ＩＴ事業者が比

較的小規模であるため、サービスの信頼性や安定性、継続性における指針が必要と考えられている。特に成

績データや保健データを預ける場合の基準が必要である。 

（３）セキュリティの確保 

 事業者側におけるセキュリティレベルの確保に向けた基準策定や、学校現場におけるセキュリティの確保

に対する制度的な仕組みが必要である。教育現場のＩＣＴ調達や利用におけるシステム監査やセキュリティ

監査のあり方などは有効と考えられる。 

（４）契約の締結 

 特に小学校、中学校におけるＩＣＴ関連の調達においては、物品調達や業務委託による契約や浸透・慣例

化しており、自治体においてラウド形式によるサービス利用の契約を行う場合のガイドラインが必要である。 

以上 

 

◇研究報告 2 

「オープンソースソフトウェアとクラウド利用によるシステム構築の近況報告」 

                                       報告者（会員 No. 1632 神田 英一朗） 

 

 リーマン・ショック以降、企業のＩＴ投資額は大幅に減尐し、東日本大震災による原発事故の影響でいまだ

その前年比成長率はマイナス傾向のままである。このような状況の中で、オープンソースソフトウェア（以下

OSS）、クラウド環境の利用により、これまでよりも尐ない予算で情報処理システムを構築する動きが出てき

ている。 

 OSS による Web アプリケーション開発、SaaS を主業務とする立場から、システム構築の近況を報告する

とともに、こういった新しい環境が、システム監査基準、セキュリティ監査管理基準の想定していない状況に

あるのではないかという問題提起を行った。 

 

１． オープンソースソフトウェア（OSS: Open Source Software）とは 

(1) オープンスタンダードに準拠しソースが公開。 

(2) 高度な技術を持つ開発者たちが協力して開発。 

(3) ユーザーは自由に選択しソースの改変も可能。 

(4) セキュリティホールやバグが発見されても開発者の誰かがすぐに対処。 

(5) ライセンス料を支払わなくてもよい。ソフトウェアを購入しなくてもよい。 

(6) 著作権はある･･･むしろ注意が必要。 

例えば RDBMS でシェアの高い MySQL など、GPL (GNU General Public License) ライセンスが設

定されているソフトウェアは、リンクするすべてのソースコードに GPL ライセンスの適用を求めるた

め、ソースの開示が求められる。開発者に意図がなくとも、ソースの一部に GPL ライセンスのソース

が含まれている場合も同様となるため、対応によっては訴訟リスクを追うことになる。 

２． OSS の適用範囲 

・ OS : Linux , FreeBSD , Android など 

・ Web サーバー : Apache など 
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・ DBMS : PostgreSQL , MySQL , Firebird など 

・ 開発言語 : PHP , Ruby , Perl , Python など 

・ アプリケーション : ECcube , WordPress , XOOPS , OpenPNE , Sugar CRM , Aipo , Compiere , Hoop

など 

・ ブラウザ : Firefox 

・ オフィスソフト : OpenOffice.org , LibreOffie など 

３． OSS の特徴 

(1) 導入コスト・運用コストがほぼ０。 

(2) 最新技術がふんだんに取り入れられている。 

(3) 目的に合わせ最適に改変できる。 

(4) 動作保証はされない（自己責任）。 

(5) 動作保証を行う有償サービスはある。 

(6) コミュニティによって維持・メンテナンスが行われているケースが多い。 

(7) オープンソースカンファレンス(OSC)が複数のコミュニティを横断的に束ね毎月どこかで開催。 

４． Web アプリケーションを基幹システムで使用するための技術 

 クライアント／サーバー型システム（以下 C/S 型システム）は、それまでのサーバー型システムと比べ、

グラフィカルインタフェースなど高い表現力と操作性を実現し得たが、その一方で以下のような問題があった。 

(1) 初期導入、改修、障害時復旧時に、各クライアントへの配布に時間と労力がかかり、可用性が低い。 

(2) OS、マシン資源、DLL 同士の干渉など、クライアントへの依存度が高い。 

(3) 負荷状況、インストールされているアプリなど、クライアントごとの管理が必要。 

(4) クライアントごとに必要なライセンスがあり、運用コストがかさむ。 

 Web アプリケーションは、基本的にはサーバーシステムなので、このような問題を解決できるが、以下の

ような問題もある。 

(1) ブラウザに依存し、CSS、Script 解釈の違いのためブラウザごとの対応が必要となる。特に PC 購入時

にプリインストールされている IE には Web デザイナーは頭を悩まされている。 

(2) 画面単位で処理する HTML クライアントは表現力が乏しく操作性が低い。 

 表現力、操作性で問題のある HTML クライアントは、FLASH や Ajax といったクライアント技術を導入す

ることで、C/S 型システムと表現力、操作性に遜色がなくなってきた。特に Ajax、JavaScript ライブラリは

OSS によりリッチクライアントを実現する手法として利用されている。 

 リッチクライアントを実現することにより、従来の C/S 型システムから OSS による Web アプリケーショ

ンに移行することが可能となった。（報告ではリッチクライアント技術の実装例を説明） 

５． 安価な VPS の登場でクラウドへの移行が促進 

 月額数千円以下で利用できる VPS が手軽に利用できるようになった。仮想化技術を使用しており、信頼性

も向上している。そのため、従来自社内サーバーによるイントラネット利用を、クラウド環境である VPS 利

用に切り替える動きが中小企業で活発になっている。 

 特に、計画停電に対する事業継続計画、節電対策として極めて有効となっている。（報告ではその例を報告） 

６． システム監査基準、セキュリティ監査管理基準の想定外の問題提起 

(1) プロトタイピングという手法 

顧客に運用イメージを把握してもらい、見積精度を高める目的で、先に不完全な形のプロトタイプを提
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示することがある。この場合はウォーターフォール型の開発とならないため、システム監査基準の想定

する開発形態とは異なる。 

(2) クラウド環境の仮想サーバーVPS を使用 

設備はアウトソーシング、実体は雲の中。運用はネット経由、媒体が社内には存在しない。ハードウェ

ア、ネットワーク、設備などの管理には関与できない。保守・災害対策についても関与できない。評価

基準は SLA のみ。 

(3) クラウド利用の場合は、情報セキュリティ管理基準上「外部委託」となるのか？ 

「外部委託」となれば外部委託契約書を交わし、監査する権利を取り扱うことが要求されるが、クラウ

ド利用ではそこまでの契約はできない。 

(4) クラウド利用の実態をセキュリティ監査管理基準に反映すべきではないか 

計画停電や大規模災害を想定し自社設備で対応するコストはなかなか負えないため、クラウド利用によ

り回避するという流れは必然である。セキュリティ監査管理基準に反映させる必要があるのではないか。 

 

以上 


