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図2 国分市立小・中学校の情報資産管理体系
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専用USBキーを挿し込むだけで
教室のPCが校務用PCに変身

＜国分市基礎データ＞ 平成１５年５月１日現在
● 人 口：54,652 人
● 世帯数：23,405 世帯（平成17年7月1日現在住民基本台帳による）
● 学校・教職員・在学者数
学 校 数
教職員数
在学者数

小学校
11
217
4,014

中学校
4
146
2,152

機密情報

校務フォルダー

金庫に保管した
USBキーが必要

以下USBキーが必要

成績処理
児童保護者名簿
教職員名簿
児童名簿

学年（1〜6年）

保健（保健指導・安全指導 etc.）

教科書等（国語・算数 etc.）

事務（庶務・会計 etc.）

教務（学籍・教育課程 etc.）

各種委員会（研究推進・学校給食 etc.）

生徒指導（生活指導・教育相談 etc.） 教育職員（個人フォルダー）

校務を２系統に分類、それぞれのUSBキーを用意。成績処理、名簿などの「機密情報」には金庫に保管した
USBキーを、
その他の一般校務フォルダーを扱う場合は教員に個別に配布されたUSBキーを使用する。

文部科学省のミレニアム・プロジェクトの下、全国の小中学校には校内LANをはじめとする情報化が急ピッチ
で進んでいるが、
機器を導入するだけでなく、
事前のセキュリティ対策も重要な課題として急浮上している。
鹿児

ザー認証サーバー、専用HUB、ユーザー

島県国分市では、教員がユーザー認証機能を備えた自分専用のUSBキーを使うことで、セキュリティを確保す
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LAN用のセキュリティシステムで、新設、
既設を問わず利用できる。
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鹿児島県のほぼ中

学校の場合は、必要性を認識してい

キーを挿し込むことで、
今自分は重要な
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「これなら校内のどのPCからでも校
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中学生で83％と県平均

簡単な操作で
確実なセキュリティ対策

特別教室

普通教室

を大きく上回っている。

Hardlockeyは、専用ソフトウエア、ユー
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学校内LANセキュリティ支援ツール
「Hardlockey」
シリーズに新製品登場
学校内LANセキュリティ支援ツールとして多数の学校で導入され
ている「Hardlockey」に、新製品が加わった。
Hardlockey Center
教育センターでの
セキュリティ強化

学校単位での
セキュリティ強化

進む」という観点からもHardlockeyの
採用を推進したと

同市では家庭でのPC
所有率が小学生で73％、

コンピューター室

（現在のHardlockey School）
だった。

「教師が自分のノートPCを使って仕事

・ルーターを越えた通信制御 … 教育センターサーバー集中管理への対応
（Windows自動ログオンと画面ロック機能は省きます）

Hardlockey School
・USBメモリキーの認証にてLANを切替 … 利便性と安全性の追求
・ファイルアクセス制限 … 読込・書込・移動・削除・Pｽｸﾘｰﾝ禁止設定
・ファイルアクセスログ強化 … 文書名及び作業ログデータの収集と暗号化
・プリンター出力制限 … 文書名・出力期間・枚数・Pボタン連打制限
・プリンター出力ログ…データ情報から、紙情報への水際管理対策

Hardlockey Personal
パソコンごとの
セキュリティ強化

・USBメモリーキー対応 … ファイルの暗号化保存
・画面Lock機能 … ＰＣ画面をロック、PIN入力で解除
・暗号化対応 … オン・ザ・フライ
（ファイル・
ドライブ）
自己複合化暗号
・ファイル完全削除 … 乱数データにて上書きの上、削除。
（復元不可能）
・Windows自動ログオン機能…ID/PASSの自動振り出し

峯氏は語る。

ジェイエムシー 〒229-0031 神奈川県相模原市相模原4-8-19 JMC相模原ビル
エデュケーションズカンパニー事業推進本部 TEL.042-768-1825
http://www.jmc.ne.jp /school/sch-index.htm

スタンドアローンベースで利
用する「Hardlockey Perso
nal」は、個々のPC単位でのク
ライアントセキュリティに特化
した 廉 価 版 。
「Hardlockey
Center」
は、
学校、
教育研究所、
教育委員会など教育用地域
イントラネットに対応、例えば
地域センター内にHardlockey
Centerを設置することで、
地域
イントラネットに接続されたす
べての学校で、USBキーによ
る認証・ネットワークの切り替
えができる。
従 来 からの「 H a r d l o c k e y
School」
と併せ、３製品の中で
ユーザーのニーズに応じたセ
キュリティ対策が可能だ。

