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•　インターネット　インターネット　インターネット　インターネット
ネットワーク同士の

ネットワーク！

ホームページ
電子メール

情報検索ｅｔｃ...
→ P.13 1.9　利用資格　参照

手続き、質問は計算機センター窓口へ手続き、質問は計算機センター窓口へ手続き、質問は計算機センター窓口へ手続き、質問は計算機センター窓口へ

→ p.1　1.1　インターネットとは　参照

第１章

インターネット利用に関するガイドライン

(p.1~14)

コンピュータガイド
- インターネット編 -

-cc 環境の利用者へ-
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は必ずよく読んでおいてください。

その他は必要に応じて
読んでください。

特に

•　メールに関する注意メールに関する注意メールに関する注意メールに関する注意　(p6)
•　チェーンメール、ＳＰＡＭメール、４８時間ルール

•　ＷＷＷの利用ＷＷＷの利用ＷＷＷの利用ＷＷＷの利用　(p7)
•　好ましいページ、好ましくないページ、ページ作成に関
する細則及び注意

•　利用に関わる諸規則利用に関わる諸規則利用に関わる諸規則利用に関わる諸規則　(p8)
•　遵守すべき事項、禁止される行為

•　著作権著作権著作権著作権　(p10)

•　コンピュータガイド •　コンピュータ紹介

• 情報処理教室のパーソナル・コンピュータ情報処理教室のパーソナル・コンピュータ情報処理教室のパーソナル・コンピュータ情報処理教室のパーソナル・コンピュータ
– パソコン（パソコン（パソコン（パソコン（Windows NT　　　　や　や　や　や　Macintosh　　　　や　や　や　や　Linux）　）　）　）　
– ワープロや電子メール等ワープロや電子メール等ワープロや電子メール等ワープロや電子メール等を使うことが出来ますを使うことが出来ますを使うことが出来ますを使うことが出来ます

– 総称して「クライアント・コンピュータ」と呼ばれています総称して「クライアント・コンピュータ」と呼ばれています総称して「クライアント・コンピュータ」と呼ばれています総称して「クライアント・コンピュータ」と呼ばれています

– クライアントとは依頼人という意味ですクライアントとは依頼人という意味ですクライアントとは依頼人という意味ですクライアントとは依頼人という意味です

• 別の部屋で動いているサーバ・コンピュータ別の部屋で動いているサーバ・コンピュータ別の部屋で動いているサーバ・コンピュータ別の部屋で動いているサーバ・コンピュータ
– 電子メール配信やインターネット関連の電子メール配信やインターネット関連の電子メール配信やインターネット関連の電子メール配信やインターネット関連のサービスを提供サービスを提供サービスを提供サービスを提供

– 学生のホームページやレポート，教材を学生のホームページやレポート，教材を学生のホームページやレポート，教材を学生のホームページやレポート，教材を保存保存保存保存したりしたりしたりしたり

– 大学とインターネットを大学とインターネットを大学とインターネットを大学とインターネットを繋ぐ繋ぐ繋ぐ繋ぐお仕事をしていますお仕事をしていますお仕事をしていますお仕事をしています

– 高性能で高機能なコンピュータです高性能で高機能なコンピュータです高性能で高機能なコンピュータです高性能で高機能なコンピュータです

– 情報処理教室のコンピュータとはネットワーク接続され情報処理教室のコンピュータとはネットワーク接続され情報処理教室のコンピュータとはネットワーク接続され情報処理教室のコンピュータとはネットワーク接続され

– 総称して「サーバ」と呼ばれています総称して「サーバ」と呼ばれています総称して「サーバ」と呼ばれています総称して「サーバ」と呼ばれています

– サーバとはサービスを提供するという意味ですサーバとはサービスを提供するという意味ですサーバとはサービスを提供するという意味ですサーバとはサービスを提供するという意味です

• パソコン（依頼人）はサービスを依頼し、サーバはパソコパソコン（依頼人）はサービスを依頼し、サーバはパソコパソコン（依頼人）はサービスを依頼し、サーバはパソコパソコン（依頼人）はサービスを依頼し、サーバはパソコ
ンにサービスを提供しながら、大学全体のコンピュータがンにサービスを提供しながら、大学全体のコンピュータがンにサービスを提供しながら、大学全体のコンピュータがンにサービスを提供しながら、大学全体のコンピュータが
動いています動いています動いています動いています

•サーバサーバサーバサーバ

•パソコンパソコンパソコンパソコン

•　ユーザＩＤとパスワード → p.15　2.1.2　ユーザIDとパスワード　参照

ユーザＩＤ 学生証番号の先頭にｇをつけたもの。
１２３４５６　という番号なら　ｇ１２３４５６ｇ１２３４５６ｇ１２３４５６ｇ１２３４５６

パスワード 学生証と同時に配布された紙に書かれています。

•　電子メールアドレス → p.15　2.1.3　電子メールアドレス　参照

ユーザＩＤ@cc.kyoto-su.ac.jp

※教室のWindows NT、 LinuxそれぞれにユーザＩＤとパスワードが登録さ
れていますので注意してください。Linuxはサーバと同じパスワードです。

※語学のＣＡＬＬ教室は他の情報処理教室とは別にユーザＩＤとパスワード

が登録されていますので、担当教員の指示に従ってください。

※電子メールを使うときは、常にサーバのパスワードサーバのパスワードサーバのパスワードサーバのパスワードを使います。

　　一般にサービス機能を使うときはサーバのパスワードサーバのパスワードサーバのパスワードサーバのパスワードを使います。

→ p.19　2.1.7　情報処理教室のシステム　参照•　ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ

•　ＭａｃＯＳ

•　Linux

Linux Windows
NT

ＭａｃＭａｃＭａｃＭａｃ

サーバ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ Ｂ Ｃ

ネットワーク経由で利用

ＡＡＡＡ →→→→ サーバと同じ　　サーバと同じ　　サーバと同じ　　サーバと同じ　　

ユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワード

ＢＢＢＢ →→→→ ＷｉｎｄｏｗｓＮＴのＷｉｎｄｏｗｓＮＴのＷｉｎｄｏｗｓＮＴのＷｉｎｄｏｗｓＮＴの

ユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワード

ＣＣＣＣ →→→→ 認証なし認証なし認証なし認証なし

•　パソコンとパスワードの関係

•パソコン→
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→ p.16　2.1.4　ユーザＩＤの変更　参照

島田宏明（しまだひろあき）さんの例

名字もしくは名前名字もしくは名前名字もしくは名前名字もしくは名前 shimada , simada , hiroaki

その組み合わせその組み合わせその組み合わせその組み合わせ shimadah , hshimada , shiroaki , hiroakis, simahiro

縮めて縮めて縮めて縮めて shima , sima , hiro , aki

ニックネームニックネームニックネームニックネーム shimasan , simasan , shima3 , simachan , simachon , shimachi

ミドルネームミドルネームミドルネームミドルネーム(?) has

等々．．．等々．．．等々．．．等々．．．

• 変更できるのは一度限りです。再度変更はできません。変更できるのは一度限りです。再度変更はできません。変更できるのは一度限りです。再度変更はできません。変更できるのは一度限りです。再度変更はできません。
• 既に他の人が使っているユーザＩＤと同じには変更できません。既に他の人が使っているユーザＩＤと同じには変更できません。既に他の人が使っているユーザＩＤと同じには変更できません。既に他の人が使っているユーザＩＤと同じには変更できません。

•　ユーザＩＤの変更 → p.17　2.1.5　パスワードの変更　参照

　悪いパスワード例

　良いパスワード例

・ユーザＩＤと全く同じ、もしくはユーザＩＤに数字をちょっと付け足したくらい。

・自分や知り合い、有名人の名字、名前、誕生日、電話番号。

・数字だけ。

・単語（英語・国語・地名・人名辞典等あらゆる辞書に載っている単語全てです）

・abcdefg,qwerty,asdfgh,zxcvbn,123456などキーボードの並びを順に打ったもの

・これらを逆順にしたもの（分かり難くなりそうですがコンピュータの前には無力です）

・大文字、小文字、数字、記号を全て混ぜる。

・できるだけ長い（８文字使った）もの。

・個人情報を知り得た他人が推測できないもの。

・ikA1000（いかやきせんべい）、doBu6da4(どぶろくだよん)、nI+2=yoN(２足す２は４)、

83gA:Da（だるまさんがころんだ）等、語呂合わせで考えてもいいかもしれません。

・たまに（数ヶ月に一度くらい）変更する。

・後ろで見られていてもわからないくらい速く入力できることも重要です。

•　パスワードの変更

•　コンピュータが使える場所　コンピュータが使える場所　コンピュータが使える場所　コンピュータが使える場所
→P.12 1.8　情報処理教室の利用について　参照

建物 教室名 利用可能なシステム 台数
１０号館 10201情報処理教室 Windows NT / Linux 89
１０号館 10202情報処理教室 Windows NT / Linux 104
１０号館 10203情報処理教室 Windows NT / Linux 47
１０号館 10204情報処理教室 Windows NT / Linux 47

１０号館 10205情報処理教室 Windows NT / Linux 47
１０号館 10206情報処理教室 MacOS 47
１０号館 10301情報処理教室 Windows NT / Linux 61
１０号館 10302情報処理教室 Windows NT / Linux 89
１０号館 10303情報処理教室 マルチメディア設備
１号館 11情報処理教室 Windows NT / Linux 91
２号館 21情報処理教室 MacOS 40
３号館 32情報処理教室 MacOS 91
５号館 51情報処理教室 Windows NT 35
図書館 パソコン室 Windows NT / MacOS 24/24

•　利用にあたって利用にあたって利用にあたって利用にあたって

� 平日月曜～金曜日の8:45～18:00、土曜日の8:45～12:00は全ての情報処理教室が利用
できます。平日月曜～金曜日の18:00～20:00、土曜日の12:00～16:30は１０号館の一部
の指定教室が利用できます。日曜祝祭日、夏期一斉休業期間、年末年始は利用できま
せん。

� 図書館パソコン室は図書館の開館時間に利用できます。

� いくつかの教室は学生証をカードリーダーに通し入室します。オートロックなのでトイレな
どへ行く際、学生証を部屋の中に置き忘れると入室できませんので注意してください。

� 授業中は利用できません。授業の時間割は各教室入り口近くの掲示板で確認してくださ
い。

� 部屋内での飲食・喫煙は禁止です。(ペットボトル等はバッグに入れて出さないこと）

� 携帯電話・PHS等の利用は禁止です。

� 部屋内の備品は持ち出し禁止です。

� 利用中、コンピュータが停止するなど、なんらかのトラブルに遭遇したときは補助員（学
生アルバイト）に相談してください。教室内に補助員が居ないときは教室内に備え付け
の内線電話でしらせてください。内線番号は電話機付近に示されています。

� 教室によってはWindowsNT/Linuxが入っており、起動時にどちらかを選択して使います。

・あなたのあなたのあなたのあなたのユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワードユーザＩＤとパスワードがパソコンとサーバに登録されています。がパソコンとサーバに登録されています。がパソコンとサーバに登録されています。がパソコンとサーバに登録されています。

・これにより、これにより、これにより、これにより、インターネットを使う権利インターネットを使う権利インターネットを使う権利インターネットを使う権利が与えられます。が与えられます。が与えられます。が与えられます。

・同時に同時に同時に同時にパスワードを管理する義務パスワードを管理する義務パスワードを管理する義務パスワードを管理する義務が生じます。が生じます。が生じます。が生じます。

・ユーザＩＤは一度だけ変更が可能です。ただし変更の際には注意事項をよく確認してくユーザＩＤは一度だけ変更が可能です。ただし変更の際には注意事項をよく確認してくユーザＩＤは一度だけ変更が可能です。ただし変更の際には注意事項をよく確認してくユーザＩＤは一度だけ変更が可能です。ただし変更の際には注意事項をよく確認してく
ださい。ださい。ださい。ださい。

・パスワードはサーバ用とパソコン用（パスワードはサーバ用とパソコン用（パスワードはサーバ用とパソコン用（パスワードはサーバ用とパソコン用（Windows NTWindows NTWindows NTWindows NT））））のののの２種類２種類２種類２種類があります。があります。があります。があります。

・ユーザユーザユーザユーザIDIDIDIDはサーバ用もパソコン用も同じです。はサーバ用もパソコン用も同じです。はサーバ用もパソコン用も同じです。はサーバ用もパソコン用も同じです。

・電子メールではサーバに登録されたパスワードを使います。電子メールではサーバに登録されたパスワードを使います。電子メールではサーバに登録されたパスワードを使います。電子メールではサーバに登録されたパスワードを使います。

・パスワードは好きなものにパスワードは好きなものにパスワードは好きなものにパスワードは好きなものに何度でも変更何度でも変更何度でも変更何度でも変更ができます。ができます。ができます。ができます。

・授業によっては、ユーザＩＤとパスワードを最初から使用します。履修登録前でもコンピ授業によっては、ユーザＩＤとパスワードを最初から使用します。履修登録前でもコンピ授業によっては、ユーザＩＤとパスワードを最初から使用します。履修登録前でもコンピ授業によっては、ユーザＩＤとパスワードを最初から使用します。履修登録前でもコンピ
ュータを利用する授業に参加する際はパスワードが分かるようにしておいてください。ュータを利用する授業に参加する際はパスワードが分かるようにしておいてください。ュータを利用する授業に参加する際はパスワードが分かるようにしておいてください。ュータを利用する授業に参加する際はパスワードが分かるようにしておいてください。

•　まとめ


