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校内ネットワークのセキュリティを高めるための方途に関する研究

情報教育部

研究指導主事 深 井 保 司

研究指導主事 辻 岡 博 之

研究指導主事 中 村 英 樹

１ 研究の意図

ＩＴ革命は、世界規模で急激かつ大幅な社

会変革をもたらすとともに、我々に様々な恩

恵をもたらしている。一方、いわゆる「情報

化の陰の部分」にかかわる社会問題は、急激

に増加している。このような中、子どもたちに、

情報社会に主体的に対応できる「情報活用能

力」を身に付けさせることは、喫緊の課題で

ある。学習指導要領では、この「情報活用能

力」を「生きる力」の重要な要素の一つとし

て位置付け、次のとおり情報教育の一層の充

実を図っている。

○小･中･高等学校の各発達段階に応じて、

「総合的な学習の時間」や各教科等にお

いてコンピュータやインターネットを積

極的に活用すること。

○中・高等学校において、情報に関する教

科・内容を必修とすること。

また、各教科等の授業の中で、教員がコン

ピュータやインターネットを効果的に活用す

ることにより、「分かる授業」や「魅力ある

授業」を実現することも求められている。

「e-Japan重点計画」では、このような教育

の情報化に対応して、2005年度までに各学級

の授業においてコンピュータを活用するため､

校内ネットワークを整備し、すべての教室を

インターネットに接続することを重点施策の

一つとした。

しかし、セキュリティ上の対策を十分に論

じないまま、ＩＴ環境の整備が進められる場

合もあり、コンピュータウイルスによる障害

発生、不正アクセス、個人情報の漏えい等、

様々な問題が危惧されている。とりわけ学校

に関係者以外が出入りする場合や校内ネット

ワークの一部に無線を用いる場合は、注意が

必要である。

「個人情報の保護に関する法律」が2005年

４月１日から完全施行され、地方公共団体が

保有する個人情報の保護に関しても、必要な

措置を講じることとなった。すなわち、県立

学校においては県の、市町村立学校は市町村

の個人情報保護条例に基づき個人情報を取り

扱わなければならなくなった。これは、学校

においても、個人情報保護の義務が生じるこ

とを意味する。したがって､今後は従来の紙ベー

スの情報のみならず、校内ネットワークを介

したデジタルデータの管理にも配慮しなけれ

ばならない。このように校内ネットワークに

は、セキュリティ及び個人情報保護の観点か

ら、十分な対策を講じる必要がある。

本県では、教育用イントラネット「スクー

ルネットワーク21（ysn21）」の下で、県立学

校には安全で安心なインターネット環境が確

保され、専属のヘルプデスクによる技術的な

サポートがなされている。さらに、教職員用

ネットワークと生徒用ネットワークを分離す

るなど各学校のセキュリティも強化されてい

る。しかし、市町村立学校の場合、市町村ご

とあるいは学校ごとにネットワークの構成が

異なっているため、各学校のネットワーク担

当者が独自に対応せざるを得ない状況にあり､

セキュリティの確保や個人情報の保護に苦慮
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している実態があると考えられる。

そこで、校内ネットワークのセキュリティ

を高めるための方途を研究し、学校における

ＩＴ環境のセキュリティの向上に寄与したい

と考えた。

２ 研究の内容

(1) 市町村立学校のＩＴ環境の現状

ア 実態調査の実施

2004年８月９日から９月10日にかけて、県

内すべての市町村立小・中学校及び市町村教

育委員会を対象に、ＩＴ環境の現状について

アンケート調査を行った。

アンケートは、小・中学校用と市町村教育

委員会用の２種類を用意し、教育研修所の

Ｗｅｂページ（http://www.ysn21.jp/）にあ

る「Ｗｅｂアンケートシステム」を利用して

実施した。アンケートの項目や内容について

は、いくつかの市の教育委員会情報教育担当

者からも意見をいただき作成した。

すべてのアンケート項目及び集計結果は、

参考資料として最後に掲載している。なお、

アンケートの回収率は のとおりである。表１

表１ アンケートの回収率

イ 実態調査の概要

(ｱ) Ｗｅｂページ及び電子メールの状況

は、学校Ｗｅｂページの開設率及び学図１

校代表メールアドレスの保有率である（左上

の数字はアンケート番号、以下同様）。

図１ Ｗｅｂページ・電子メールの状況

教育用ネットワークを運用しているすべて

対象数 回収数 回収率(％)

小　　学　　校 336 315 93.8

中　　学　　校 175 160 91.4

市町村教育委員会 53 45 84.9

55.9%

97.8%

50.0%

97.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校Webページの開設率

学校代表メールアドレスの
保有率

小学校（315校）

中学校（160校）

（１－２）・（１－３）

回答学校数

の教育委員会は、学校との連絡等で電子メー

ルを利用している（ ）。図２

図２ 市町村教育委員会における

電子メールの利用状況

(ｲ) 校内ネットワークの整備状況

校内ネットワークについては、小学校の86.7

％の273校で、中学校の94.4％の151校で整備

されている。校内ネットワークが整備されて

いる小・中学校の大多数は、コンピュータ室

と職員室を校内ネットワークに接続している

（ ）。図３

図３ 校内ネットワークの接続状況

校内ネットワークの整備状況には地域的な

偏りが見られる。しかし「e-Japan重点計

画」等の施策の実施によって、校内ネット

ワークの整備は市町村単位で今後急速に進む

ことが予想される。

校内ネットワークを整備している学校に、

教職員用と児童生徒用ネットワークの分離に

ついて質問したところ、小学校の41.0％、中

学校の13.2％が「分離していない（意識して

いない）」という実態が明らかになった（次

ページ ）。図４

また、校内ネットワークを整備している学

校のうち、小学校の28.9％、中学校の35.8％

が校内ネットワークの一部に無線ＬＡＮを利

39.2%

94.0%

28.5%

26.5%

54.3%

51.0%

96.7%
31.1%

5.9%

51.6%

22.3%

33.7%

90.1%

87.2%

41.0%

35.8%

9.9%

38.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①コンピュータ室

②特別教室

③普通教室

④図書室

⑤校長室

⑥事務室

⑦教員室

⑧保健室

⑨体育館

小学校（273校）

中学校（151校）

校内LANが整備
されている学校数

（５－１）

(複数選択可)

（教育用イントラネットを運用している12教育委員会が回答）

61.1%

38.9%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①日常的に利用している

②時々利用している 

③利用することはできるが、

利用していない 

④利用することはできない 

（２－１０）
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用している（ ）。図５

図４ ネットワークの分離状況

図５ 無線ＬＡＮの利用状況

(ｳ) コンピュータの利用状況

は、コンピュータ室の利用状況を質問図６

した結果である。項目①から項目③までを加

えると、小学校の84.8％、中学校の78.2％が

「コンピュータ室を利用している」ことにな

る。

図６ コンピュータ室の利用状況

一方、 は普通教室や特別教室における図７

コンピュータの利用状況を質問した結果であ

る。同様に項目①から項目③までを加えると､

「普通教室や特別教室でコンピュータを利用

している」学校は、小学校の34.9％、中学校

の31.2％となり、コンピュータ室の場合と比

1.9%

39.4%

21.3%

0.6%
4.8%

8.9%

63.5%

12.4%

10.5%

36.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ほとんどの教員が日
   常的に利用している

②ほとんどの教員が
   利用したことがある

③一部の教員が日常
   的に利用している

④一部の教員が利
   用したことがある

⑤ほとんど利用して
いない           

小学校（315校）

中学校（160校）

（２－１１）

回答学校数

6.6%

25.2%

2.6%

2.0%

25.2%

9.9%
8.4%

1.1%

17.9%

5.5%

2.6%

41.0%

13.6%

21.2%

26.5%

13.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①分離していない   
   （意識していない）

②ファイヤーウォール

③ルータ

④L2スイッチ

⑤L3スイッチ

⑥ユーザIDとパスワー
   ド等の認証          

⑦物理的な分離   
   （別回線で構築）

⑧その他

小学校（273校）

中学校（151校）

校内LANが整備
されている学校数

（５－６）

マイネットワークのアイコンを消す、
ワークグループ、
教師用との区別はない、
教員用のネットワークはない、
VLAN、分からない

(複数選択可)

10.3%

7.7%

5.1%

7.7%

1.1%

1.8%

64.2%

11.9%

9.3%

7.9%

7.3%

12.6%

9.3%

28.5%

8.6%

5.3%

6.6%

1.3%

3.3%

19.0%

6.6%

15.0%

12.5%

8.1%

71.1%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①無線は利用していない

②コンピュータ室

③特別教室

④普通教室

⑤図書室

⑥校長室

⑦事務室

⑧教員室

⑨保健室

⑩体育館

⑪廊下等

⑫グランド

⑬その他

小学校（273校）

中学校（151校）

校内LANが整備
されている学校数

（５－７）

無線LANを利用している
小学校：28.9％
中学校：35.8％

(複数選択可)

べてコンピュータの利用が進んでいないこと

が分かる。

図７ 普通教室や特別教室での利用状況

(ｴ) インターネットへの接続管理

校内ネットワークを整備している学校にお

ける、学校からの接続履歴（アクセスログ）

を記録するサーバ（プロキシサーバ）の構築

状況及び、不適切な情報の遮断（コンテンツ

フィルタリング）の整備状況は 、 に図８ 図９

示すとおりである。

図８ プロキシサーバの構築状況

図９ コンテンツフィルタリングの整備状況

小学校の48.7％、中学校の36.4％が「プロ

キシサーバはない」と回答し、小学校の34.1

％、中学校の24.5％が「コンテンツフィルタ

リングは整備していない」と回答した。

(ｵ) 情報モラルやセキュリティ

情報モラルやセキュリティに関して、児童

生徒に対する指導及び教職員への研修につい

20.3%

0.6%

20.0%

11.4%

12.1%

53.7%

2.5%

13.1%

55.6%

10.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ほとんどの教員が日常
   的に利用している       

②ほとんどの教員が利用
   したことがある           

③一部の教員が日常
  的に利用している 

④一部の教員が利用
   したことがある      

⑤ほとんど利用していない 

小学校（315校）

中学校（160校）

（３－１）

回答学校数

23.1%

4.4%

9.3%

25.8%

25.2%

3.3%

10.3%

48.7%

13.6%

36.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①民間のサービスを
   利用している      

②学校外のセンター等
   に構築されている  

③学校内に構築
   されている   

④ない

無回答

小学校（273校）

中学校（151校）

校内LANが整備
されている学校数

（５－２）

29.7%

24.5%

1.8%

29.8%

33.8%

24.5%

1.3%

9.9%

34.1%

10.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①民間のサービスを
   利用している      

②学校外のセンター等
   に整備されている  

③学校内に整備
   されている    

④ない

無回答

小学校（273校）

中学校（151校）

校内LANが整備
されている学校数

（５－３）
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ては、ほとんどの小・中学校で実施している

ことが分かった（ 、 ）｡図10 図11

図10 児童生徒への指導状況

図11 教職員への研修状況

(2) 校内ネットワークの問題点と対策

本研究では、アンケート調査を踏まえ、早

急に対応すべき問題点の中から、特に解決し

ておきたいア～オの５つの項目について、具

体的な課題を紹介し、解決のための方途を示

す。

ア 外部ネットワークからの防御

2003年、ＭＳブラスターと呼ばれるウイル

スが流行し、世界中の多くのネットワークが

被害を受けた。このウイルス以降、インター

ネットに接続するだけで感染するタイプのも

のが主流になり、「不用意にメールを開かな

い」「添付ファイルを実行しない」などの操

作上の対策だけでは防ぐことができない状況

である。また、Ｄｏｓ攻撃と呼ばれる無意味

なデータを多量に送りつける不正なアクセス

が行われた場合、ネットワークやサーバ機器

に大きな負荷が生じ、授業での活用に支障が

出ることも考えられる。

インターネットの普及とともに、ネットワー

クを利用した犯罪は増加の傾向にあり、今後

61.9%

6.7%

1.9%

68.8%

7.5%

5.6%

0.6%

7.9%

14.9%
17.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①日常的に指導している

②指導したことがある

③あまり指導していない

④今後指導する予定である

⑤その他

小学校（315校）

中学校（160校）

（８－２）

その都度指導している、
年間指導計画により指導している、
学年に応じて指導している、
技術科の授業で指導している

回答学校数

63.5%

7.3%

0.3%

63.1%

7.5%

0.0%

5.1%

23.8%

12.5%

16.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①校内研修に位置付けて実施している

②校内研修に位置付けてはいない
   が機会を見つけて実施している 

③あまり実施していない

④今後実施する予定である

⑤その他

小学校（315校）

中学校（160校）

（８－３）

回答学校数

校内ネットワークにおいても個人情報を盗み

出そうとする第三者が現れないとも限らない｡

したがってそうした事態も想定し、事前に対

策を講じるべきである。

校内ネットワークはこれらの様々な攻撃に

さらされており、何の防御もしなければ、大

きな問題につながる危険性がある。

校内ネットワークをインターネットに接続

する場合、文部科学省は市町村や教育委員会

の運営する教育用イントラネットを介しての

接続を推奨している。教育用イントラネット

においては、各学校はネットワークセンター

を経由してインターネットに接続する。その

ため外部ネットワークからの攻撃に対する防

御は、ネットワークセンターで一括して行う

ことができる（ ）。図12

図12 接続形態と攻撃を受ける場所

しかし、約７割の市町村では教育用イント

図ラネットを構築していないことが分かった(

)。13

図13 教育用イントラネットの構築状況

教育用イントラネットに接続されていない

学校では、それぞれの学校が一般の家庭と同

様に、ISDN、ADSLやCATVといった方法で、直接

インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）

を経由してインターネットへ接続していると

（45教育委員会が回答）

26.7%

73.3%

①構築されている

②構築されていない

（２－３）

外からの攻撃に対する防御
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考えられる。この場合、校内ネットワークと

ＩＳＰの間に、外部からの攻撃を防御する仕

組みを構築する必要がある。

外部ネットワークから校内ネットワークを

防御するために、ファイアウォールは不可欠

である。ファイアウォールは、大きく次の３

種類に分かれる。

①パケットフィルタリング型

②トランスポートゲートウェイ型

③アプリケーションゲートウェイ型

一般的に、この順番によりきめ細かいセキュ

リティ検査やアクセス制御が行える。しかし､

セキュリティが高くなるほど、これらの機器

の設定が複雑になり、機器の価格も高価にな

る。１万円コース、10万円コース、100万円コー

スといった具合である。

校内に学校独自のＷｅｂサーバやMailサー

バ等を構築するには、高価な機材が必要とな

る場合もあるが、少なくとも、１万円コース

のパケットフィルタリング型のファイアウォー

ルの設置はしたい。

パケットフィルタリング型のファイアウォー

ルの設置には、ブロードバンドルータ（ＢＢ

ルータ）という装置の導入が現実的である。

もともとＢＢルータは、小規模なネットワー

クをインターネットへ接続することを目的と

して設計された製品である。多くの場合、購

入したときの設定のままでは、外部ネットワー

クから内部のネットワークへ接続できないよう

になっている。

ＢＢルータを導入する場合、ファイアウォー

ル機能の他、次の５つの仕様を目安にすると

よい。

・実効スループット90Mbps以上の速度

・Ｄｏｓ攻撃防止機能・ＳＰＩ機能の有無

・ファームウェアのアップデートへの対応

・Ｗｅｂブラウザから設定操作が可能

・ＤＭＺ設定が可能

上記のすべての条件を満たしても、１万円

程度の予算で購入が可能である。

イ ネットワークの分離

2003年２月、ある県において、生徒が校内

ネットワークから名前や成績等の個人情報を

扱ったファイルを持ち出し、ネット上の自分

のＷｅｂサイトに公開するという事件が起き

ている。第三者による成績等の個人情報の漏

えい、改ざん、あるいは消去といった事態は

あってはならないことである。

ＩＴや校内ネットワークを積極的に活用し

た授業が求められる状況において、児童生徒

にとっても教職員にとっても安心できるネッ

トワーク環境を構築することが重要である。

ネットワーク上で、教職員と児童生徒を仲

間分けすることを、グルーピングという。グ

ルーピングに関するアンケート調査の結果、

「特に意識していない」という回答が、小学

校で48.4％、中学校で36.2％と予想に反して

多く、危機感の低さがうかがえる（ ）。図14

情報漏えいの危険性が潜在していると考える｡

図14 ネットワークのグルーピング状況

また、「ワークグループによるグルーピン

グ」という回答が小学校で55.5％、中学校で

44.8％と多いが、これはグループ名が異なる

だけで、その他の設定を怠れば、相互に通信

することが可能であり、情報漏えい等の危険

性は高い。そこで、ネットワークを分離し、

教職員が校務で利用するデータには、児童生

徒用のコンピュータからは一切アクセスでき

ない仕組みを構築する必要がある。

分離には次のような方法が考えられる。

・物理的な回線の分離

3.9%

8.6%

1.9%

1.0%

1.0%

11.7%

55.5%

3.9%

3.9%

48.4%

14.8%

27.6%

36.2%

44.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①特に意識していない

②ワークグループによる

グルーピング

③Windows NTドメイン

による管理

④Windows 2000 Server

ドメインによる管理

⑤Windows Server 2003

ドメインによる管理

⑥UNIX・LINUX等の

   OSとSAMBA等に

   よるドメイン管理

⑦その他

小学校（128校）

中学校（105校）

グルーピングしている学校数

（２－９）

VLAN
(複数選択可)
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・VLANの構築

・ＩＤとパスワードによる管理

・ＢＢルータによる分離

物理的な回線の分離とは、教職員用、児童

生徒用ネットワークを別々のケーブルで接続

し、接点をもたないようにすることである。

しかし、この場合インターネットも別々に接

続しなければならず、あまり現実的ではない｡

VLANとは仮想的なグループを設定し、物理

的に別々のケーブルに接続したときと同様の

効果を得る技術である。タグVLAN対応のＬ２

またはＬ３スイッチを用いると、各部屋をつ

なぐケーブルは１本でも、別々にケーブルを

引いたようなネットワークを構築できる。し

かしこの方法では、機器の設定に高いスキル

が必要となり、専門家ではない教職員で日常

的に保守を行うことは困難であろう。

ＩＤとパスワードによる管理（Windows等の

ＯＳを起動するときのユーザー名とパスワー

ドとは異なる）は、認証サーバとこれに対応

したスイッチによって構成される。このシス

テムでは、ネットワークを利用するときに、

パスワードによる認証を受ける。入力したＩ

Ｄとパスワードは、認証サーバで照合され、

利用が認められたユーザーだけがネットワー

クの利用を許可される。

このシステムのセキュリティは大変高いが､

高価であるため、これまであまり学校には普

及していない。しかし、最近低価格な製品も

登場しており、ＵＳＢメモリの鍵とパスワー

ド認証を組み合わせた、二重セキュリティシ

ステム（端末10台程度）であれば20万円位で

導入できる。

この方法によるアクセス制限の場合、特に

ＩＤとパスワードの管理に注意する必要があ

る。インターネット上ではネットバンキング

やオークション等にＩＤとパスワードが使わ

れるし、これを盗むことを目的としたフィッ

シング詐欺が話題になっている。教職員のみ

ならず児童生徒にもＩＤやパスワードの管理

の重要性を理解させる必要がある。

ＢＢルータによる分離について説明する。

児童生徒用ネットワークを外部ネットワーク､

教職員用ネットワークを内部ネットワークと

考えると、両者の間にＢＢルータを置くこと

で、一方向の通信しか行えないように制御す

ることができる。つまり、職員室のコンピュー

タから、各教室・コンピュータ室のコンピュー

タにはアクセスできるが、その逆はできなく

なるのである。

しかし、これでは職員室で準備した教材を

教室からは取り出せないことになる。そこで､

ＤＭＺというどちらからでもアクセスできる

エリアを設け、そこでファイルを共有するこ

とでこの問題は解消できる。前ページで、Ｄ

ＭＺ機能のあるＢＢルータを奨めたが、ネッ

トワークの分離においてもこれは有効に機能

する。

また、ＢＢルータを置くことで、マイネッ

トワークを開いても、ルータの向こう側のコ

ンピュータは表示されなくなり、児童生徒に

教職員のコンピュータの存在を隠すことがで

きる。

校内ネットワークとＩＳＰの間及び、教職員

用ネットワークと児童生徒用ネットワークの間

にＢＢルータを設置して、「インターネット

ゾーン」､「学習ゾーン」､「校務ゾーン」の３

図15 。つにネットワークを分離するとよい（ ）

図15 ＢＢルータを用いたネットワークの分離

ウ 個々のコンピュータのセキュリティ対策

ネットワークは、外部からの攻撃に備える
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と同時に、内部からの攻撃にも備えなければ

ならない。第三者の侵入や児童生徒によるい

たずらを想定すれば、個々のコンピュータに

も、用途に応じた対策を行う必要がある。

そのためには、次のような仕組みを個々の

コンピュータに準備する必要がある。

・ウイルス対策

・スパイウェア対策

・不正な接続への対策

・不正なプログラムの監視

ネットワークに接続するすべてのコンピュー

タにウイルス対策ソフトウェアをインストー

ルする必要がある。同時に、日々進化する新

しいウイルスに対応するために、日常的にＯＳ

のアップデートやウイルス対策ソフトウェア

の更新を行わなければならない。

校内ネットワークのすべてのコンピュータ

にウイルス対策ソフトウェアをインストール

することが困難な場合でも、「校務ゾーン」

の教職員用コンピュータについては、最新の

ウイルス対策ソフトウェアのインストールは

必須である。

アンケート調査では、学校内でのコンピュー

タウイルスによる感染の有無を尋ねている。

「一度もない」という回答が、小学校で70.5

％、中学校で51.9％であった（ ）。この図16

結果を見る限りでは、それほどウイルスがま

んえんしているようには見えないが、密かに

活動するものが増えていることもあり、感染

に気付かないでいる場合もあると考えられる｡

図16 ウイルス感染の状況

スパイウェアとは、利用者が気付かないう

ちにインストールされるソフトウェアである｡

「キーロガー」と呼ばれるソフトウェアがイ

0.0%

21.3%

26.3%

0.6%

12.4%

70.5%

17.1%

51.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①一度ある

②数回ある

③頻繁にある

④一度もない

小学校（315校）

中学校（160校）

（７－４）（７－４）

回答学校数

ンストールされると、キーボードからの入力

履歴がすべて記録され盗み見られてしまう。

インターネットカフェで「キーロガー」によっ

て盗まれたＩＤとパスワードを用いられ、銀

行口座から預金が引き出される事件も起きて

いる。

「キーロガー」等のスパイウェアは、これ

に対応した対策ソフトウェアをインストール

しておくことで、ほぼ防ぐことができる。ウ

イルス対策ソフトウェアの中には、スパイウェ

アにも対応したものもある。

不正な接続への対策とは、コンピュータが

持ち込まれ、不正に接続されることや、スニ

フィングと呼ばれるネットワークの管理者が

障害発生時に原因を調査するための技術を悪

用し、メールのＩＤやパスワードのみならず

メールの内容等も盗み見られることに対して

何らかの措置を講ずることである。

意図しないコンピュータを校内ネットワー

クに接続させないためには、コンピュータ同

士を互いに接続する機器（ハブ）を必要以上

に置かないようにしなければならない。また､

「シェアードハブ」というタイプのものが用

いられていると、簡単に盗聴を行えるので、

「スイッチ」あるいは「スイッチングハブ」

と呼ばれるタイプへの交換が望まれる｡さらに､

この機器を故意に取り替えられることも考え

られるので、日頃から、不審な「ハブ」には

注意しなければならない。

不正なプログラムの監視とは、不正なソフ

トウェアを校内ネットワークの管理者に無断

でインストールされないように見張ることで

ある。危険性を認識しないままインストール

すると情報漏えいにつながりかねないからであ

る｡

例えば、「SoftEther」というソフトウェア

を用いると、簡単にルータやファイアウォー

ルを越えて仮想ネットワークを構築できる。

校内ネットワークをいくらファイアウォール

で守っても、ネットワーク内で不正に利用さ
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れた場合、発見しにくく、そこから情報が漏

えいしかねない。

このソフトウェアを利用すれば、後述のフィ

ルタリングによるＷｅｂアクセスの制御を回

避して自由にアクセスできるようになる。こ

のソフトウェアはダウンロードして、インス

トールするだけで利用でき、高度な知識・技

術を必要としない上、詳しく解説したＷｅｂ

ページも存在しているので、中・高校生によ

る利用は視野に入れておく必要がある。

「SoftEther」は、インストールされないよ

うに注意する以外に有効な手だてがないのが

現状である。

エ Ｗｅｂページ閲覧の管理

2004年に佐世保市で起きた小６同級生殺害

事件は、痛ましい事件であり記憶に新しいと

ころである。この事件では、Ｗｅｂページへ

の書き込みや削除といった、被害者、加害者

のインターネットを介したコミュニケーショ

ンが話題になり、いくつかの県においては、

児童生徒のインターネットの利用状況が調査

された。

2004年７月に行われた佐賀県教育委員会の

調査では、ホームページ、チャットへ実際に

書き込みをしている児童生徒の割合が、小学

６年生で11.2％、中学３年生が22.4％であっ

た。

は、総務省の平成16年度版情報通信白図17

書のデータをグラフ化したものである。

図17 年代別インターネット利用率の推移

携帯電話からの利用も含まれるが、小学校

高学年から中学校にかけて急速に利用率が高

くなることが分かる。精神的にも大きく成長

するこの時期、インターネットの正しい利用

について計画的に指導する必要がある。

インターネット上には児童生徒にとって、

不適切な情報がはん濫している。インターネッ

トを教育に活用するためには、これらの不適

切な情報に対してどのように対応するか明確

な指針が必要である。不適切な情報に触れる

都度、適切に指導する方法と、不適切な情報

に触れさせないようにする方法がある。いず

れにしても、保護者と学校の間で共通の認識

をもち、協力して指導していくことが必要で

ある。

不適切な情報に触れさせないようにするた

めには、コンテンツフィルタリングを行う。

これについては、財団法人インターネット協

会のＷｅｂページ（http://www.iajapan.org/）

の「レイティング・フィルタリング情報」を

参考にすることができる。市販のフィルタリ

ングソフトウェアの紹介とともに、この協会

で無償のフィルタリングソフトウェアを配布

している。

児童生徒が校内ネットワークから、「イン

ターネット上の掲示板に第三者をひぼう・中

傷する発言を書き込む」などが行われれば、

大きな問題に発展することがある。このよう

な場合、いつ、どのコンピュータから行われ

たのか特定できなければ、指導が困難である｡

また、第三者から「そちらの学校からこんな

書き込みがあったから、指導してほしい」な

どの苦情があった場合、それが実際に行われ

たのかどうかの確認も難しい。

このような問題に対処するためには、児童

生徒のＷｅｂアクセスの履歴（アクセスロ

グ）を保存する仕組みが必要である。アクセ

スログの保存は、一般的には、プロキシサー

バやコンテンツフィルタリングサーバによっ

て行われる。校内にサーバを置いてコンテン

ツフィルタリングを行う場合、１台のサーバ

で両方行うことができる。

平成16年版 情報通信白書から
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もっとも簡単な方法は、高価ではあるが、

オールインサーバ（アクセスログ、コンテン

ツフィルタリングの他、ファイアウォール機

能等を併せもつサーバ）の導入である。

オ 無線ＬＡＮのセキュリティ

学校には、防火壁のようにケーブルを通し

にくい箇所や、体育館等離れた建物もある。

このような場合、ケーブルを敷設する必要の

ない無線ＬＡＮで、安価に校内ネットワーク

を整備でき、最近では積極的に利用されてい

る。

アンケート調査において、無線ＬＡＮを利

用している学校は、小学校で28.9％、中学校

で35.8％あり、そのうち小学校で53.2％、中

学校で40.7％の学校が、「特にセキュリティ

上の対策を講じていない」と回答している

（ ）。図18

図18 無線ＬＡＮのセキュリティ対策

対策を講じなければ、無線ＬＡＮのアクセ

スポイントは「シェアードハブ」と同じよう

なはたらきをしてしまう。無線ＬＡＮは、セ

キュリティの設定を正しく行わないと、なり

すましや盗聴等、ネットワークの不正利用の

危険があり、注意が必要である。したがって

次に示す設定を正しく行う必要がある。

・ＭＡＣアドレスフィルタリングの設定

・SSIDの設定

・ＷＥＰの設定

・管理用ＩＤ・パスワードの変更

「イーサネット」で用いられるネットワー

ク機器には、すべてＭＡＣアドレスという個

別の番号が付いている。アクセスポイントに

接続を許可する機器のＭＡＣアドレスを登録

24.1%

40.7%

7.4%

53.2%

30.4%

7.6%

27.8%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①接続するコンピュータを限定する仕組み

（MACアドレスによるフィルタリング等）

②データを暗号化して送受信する仕組み

   （WEP等）                                   

③特にセキュリティ上の対策は講じていない

④その他

小学校（79校）

中学校（54校）

無線LANが整備
されている学校数

（５－８）

使用するときだけ電源を入れる

(複数選択可)

し、それ以外の機器は接続させないようにす

ることができる。

SSIDは、合言葉のようなものである。互い

が同じ文字列を使用することで、接続を許可

する端末を識別する。

ＭＡＣアドレスを使ったフィルタリングや､

SSIDの設定を行うことで、許可されないコン

ピュータはネットワークへ接続はできなくな

る。しかし電波を受信し、見ることは可能で

ある。そこで互いに「暗号化キー」を用いて

通信の内容を暗号化することで、盗聴を防止

することができる。これがＷＥＰの暗号化で

ある。

これらの設定をすべて行えば、無線ＬＡＮ

もかなり安全に使用することができる。

無線ＬＡＮ機器において、設定を変更する

際には、機器の管理パスワードが必要である｡

購入時の無線ＬＡＮ機器の管理パスワードは

同じ製品であればすべて同じなので、設置後

直ちに変更する必要がある。

(3) 校内ネットワーク運用ガイドラインの作

成

校内ネットワークのセキュリティを確保す

るには、ハードウェアやソフトウェアの導入

だけでは不十分であり、すべての教職員が情

報管理の方法を正しく認識し、遵守すること

が必要である。そのためには、「校内ネット

ワーク運用ガイドライン」に基づく校内ネッ

トワークの管理・運用が重要である。

前述の校内ネットワークの問題点と対策を

参考にして、次の項目を設定し、「校内ネッ

トワーク運用ガイドライン」を作成した。

・趣旨

・校内ネットワーク運用に係る校務分掌の

設置

・外部ネットワークからの不正侵入の防止

・校内ネットワークのアクセス管理

・個々のコンピュータのウイルス対策

・児童生徒のＷｅｂページ閲覧における

コンテンツフィルタリング（有害情報の



- 50 -

校内ネットワークのセキュリティを高めるための方途に関する研究

遮断）

・無線ＬＡＮのセキュリティ対策

・個人情報の取扱い及び保護

・守秘義務の遵守

・セキュリティ上の問題が発生した場合の

対応

・利用者への指導

また、「校内ネットワーク運用ガイドライ

ン」の作成は、校内ネットワークのセキュリ

ティを確保するだけではなく、教職員の情報

管理に対する意識付けや、保護者や地域社会

に対する学校の信頼性の向上といったメリッ

トも期待することができる。

作成した「校内ネットワーク運用ガイドラ

イン」を に示す。表２

表２ 校内ネットワークガイドライン例

校内ネットワーク運用ガイドライン

～校内ネットワークセキュリティを高めるために～ 山口県教育研修所情報教育部編

１ 趣旨

このガイドラインは、校内ネットワークのセキュリティ及び、ネットワーク上で利用される各

種データの適切な利用と個人情報の保護のために必要な事項を示すものである。

２ 校内ネットワーク運用に係る校務分掌の設置

(1) 校内ネットワーク管理を担当する分掌を設置し、担当者（以下、校内ネットワーク管理者と

する。）を置くこと。

(2) 校内ネットワーク管理者の業務

ア ネットワーク関連機器の保守管理

イ ネットワークに接続するためのユーザーＩＤ及びパスワードの管理

ウ ネットワークセキュリティの確保

エ ネットワーク構成及びネットワーク利用状況の把握

オ ソフトウェアの管理及び更新

カ データの管理及びバックアップ

キ 登録情報の管理及び更新

ク 個人情報の保護及び不要となった個人情報の破棄

ケ 学校Ｗｅｂページの保守管理

コ コンテンツフィルタリングの管理運用

サ その他、学校長が必要と判断した業務

(3) 校内ネットワークの適正な運用を図るため、学校長を長とし、校内ネットワーク管理者を含

めて組織する校内ネットワーク委員会を設置すること。

３ 外部ネットワークからの不正侵入の防止

外部から校内ネットワークへの不正な侵入を防止するために、外部ネットワークと校内ネット

ワークの間にファイアウォールを設置することとする。

４ 校内ネットワークのアクセス管理
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児童生徒用のコンピュータから教職員用のコンピュータにアクセスできないように、児童生徒

用と教職員用を分離したネットワーク構成とする。

(1) ブロードバンドルータを用い、児童生徒用のネットワークをＷＡＮ側に、教職員用のネット

ワークをＬＡＮ側に設定することで、２つのネットワークを分離すること。

(2) サーバやネットワーク機器は、外部の人間や児童生徒が触れることができない場所に設置す

ること。

(3) スイッチのポートは、必要な場合を除き原則として公開しないこと。

(4) ユーザーＩＤ、パスワードは、他人に教えたり他人の目に触れたりしないよう、管理を徹底

すること。

(5) 管理者権限による作業は慎重に行うこと。

(6) 正当な利用権限をもたずに他人のコンピュータやネットワーク上のフォルダ等を使用しない

こと。

(7) 外部ネットワークから校内ネットワークへの接続はしないこと。

５ 個々のコンピュータのウイルス対策

(1) 校内ネットワークに接続するコンピュータ等には、Windows Update等の最新のセキュリティ

パッチを適用するとともに、最新のウイルスに対応した対策ソフトウェアを用いて、ウイルス

検査を定期的に実施すること。また、異常がある場合は、直ちに利用を中止し、学校長に報告

し、その指示に従うこと。

(2) メールの添付ファイルやダウンロードした実行ファイルは、使用する前にウイルス検査を行

うこと。

(3) 校内ネットワークの利用に当たっては、利用実績やウイルス検査の実施等の管理に関する記

録簿等を整備して、適切な運用を図ること。

６ 児童生徒のＷｅｂページ閲覧におけるコンテンツフィルタリング（有害情報の遮断）について

児童生徒のＷｅｂページ閲覧において有害と認められる情報は、フィルタリングソフトウェア

により規制するものとする。ただし、フィルタリングソフトウェアの機能上、規制に限界がある

ことに留意すること。

(1) 主な規制対象

ア 麻薬等の違法薬物に関するサイト

イ テロリスト活動、戦争、暴動等を扇動する内容のサイト

ウ ポルノ画像・映像等を掲載したわいせつなサイト

エ 出会い系サイト

オ 退廃的し好に関するサイト

カ その他教育上不適切と認められるサイト

(2) コンテンツフィルタリングの管理運用方針

コンテンツフィルタリングの管理運用方針は、校内ネットワーク委員会で審議すること。

７ 無線ＬＡＮのセキュリティ対策
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無線ＬＡＮの電波の盗聴による情報漏えい、侵入によるなりすまし・データの改ざん・破壊等

を防止するために必要な措置を講じるものとする。

８ 個人情報の取扱い及び保護

学校長及び校内ネットワーク管理者は、個人情報を含むデータの保護に努め、情報漏えいを防

止するために以下のような措置を講じるものとする。

(1) 個人情報や守秘性の高いデータは、十分にセキュリティを考慮したサーバに保存するか、リ

ムーバブルな媒体に保存して管理するなど、外部のネットワークから閲覧できないようにする

こと。

(2) 氏名、住所、電話番号、生年月日、児童生徒の写真等の個人情報の発信を避けること。やむ

を得ず個人情報を掲載する場合は、児童生徒本人及び保護者の承諾を得ること。また、ネット

ワークを利用して受信した個人情報の安全な取扱いに留意すること。

(3) 児童生徒の著作物を掲載する場合は、原則として個人情報を掲載しないこと。ただし、教育

上必要があると認められる場合は、その範囲を、氏名、学年等、最小限にとどめ、児童生徒本

人及び保護者の承諾を得ること。

(4) 個人情報の収集に当たっては、その利用目的を明確にするとともに、原則として本人から取

得するなど適正な方法で取得すること。

(5) 個人情報保護条例の規定を遵守すること。

(6) 著作権法を遵守するとともに、著作権法で規定された範囲を超える著作物の利用は、著作権

者の許諾を得ること。

(7) 収集する情報の信頼性や品質について留意すること。

９ 守秘義務の遵守

教職員は、個人でＷｅｂページを開設した場合においても、地方公務員法第34条に規定する守

秘義務を遵守するとともに、職務上知り得た個人に関する情報、秘密をみだりに発信及び受信し

てはならない。その職を退いた後も同様とする。

10 セキュリティ上の問題が発生した場合の対応

不正侵入、コンピュータウイルスによる感染、情報漏えい・改ざん・破壊等、セキュリティ上

の問題が発生した場合は、直ちに学校長に報告し、その指示に従うこととする。

11 利用者への指導

学校長は、利用者に対して情報の管理やセキュリティの確保について指導を行わなければなら

ない。

３ まとめと今後の課題

本研究では、市町村立学校のＩＴ環境の現

状を調査し、校内ネットワークの問題点を洗

い出し、セキュリティ対策を提案した。次ペー

ジ に校内ネットワークモデルを示す（詳図19

細は ）。加えて、「校内ネットワーク運２(2)
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用ガイドライン」の提案も行った。これらの

提案を、学校の現状に合わせて取り入れ、学

校のＩＴ環境のセキュリティを高める一助と

してほしい。

ＩＴを巡る環境の変化は目覚ましく、次々

に新しい技術が出現している。学校において

も、「初めに作ったまま」のネットワークを

運用するだけでは、セキュリティを確保する

ことは難しい。このような状況の中、常にど

のような情報資産を、どのような脅威から、

どのようにして守るのかについての「基本的

な方針」の、策定・導入・運用・評価・見直

しを重ねることが必要である。また、専門家

ではない教職員が、校内ネットワークを運用

し、教育に利用するには、新しい情報を入手

しながら問題に対応していく体制も必要であ

る。

「危険だから使わせない」､「何をするか不

安だから使わせない」では、児童生徒の「情

報活用能力」は育たない。日常的に校内ネッ

トワークを利用しながら、「常に、大丈夫だ

ろうか」という危機感をもち、セキュリティ

に関する最新の情報と学校の現状に目を向け

ながら問題を解決していかなければならない｡

その際、本研究が参考になればと願っている｡

今日、情報モラルやセキュリティ確保に関

する社会の要請が高まっている状況の中、学

校教育が担う期待と責任はますます大きくなっ

ている。また、小・中学校からの教育研修所

に対する支援の要望も強い。

今後、教育研修所としては、研修講座にお

いて授業でのコンピュータ等の活用だけでな

く情報モラルやセキュリティに関する内容を

取り上げるとともに、セキュリティにかかわ

るハードウェアやソフトウェア等の情報を継

続的に収集し、学校のＩＴ環境のセキュリティ

を高めるための支援に取り組みたい。

図19 校内ネットワークモデル


