
大規模イントラネットの教育的活用に関する研究 －「スクールネットワーク 21」の支援を通して－ 

- 207 - 

１ 研究の意図 

ミレニアムプロジェクト等、国の施策のも

と、山口県でも教育の情報化へ向けての環境

整備が進んでいる。平成11年度から文部科学

省と総務省の共同事業である「学校インター

ネット」事業を受け、平成15年度まで、県内

の小・中・高等学校及び盲・養護学校69校が

ネットワークを構成し、先進的な教育につい

ての研究を進めている。 

山口県は、この事業での実績を踏まえ、平

成14年４月からすべての県立の学校を専用線

で接続した大規模なイントラネット「スクー

ルネットワーク21」（以下「ysn21」という。）

を構築した。「ysn21」は、今後小・中学校等

への接続も期待され、教育用ネットワークと

してますます日常的な活用が求められてい

る。そこで「ysn21」のネットワークセンター

（以下「NOC」という。）での支援を通して、

今後の教育用イントラネットの有効性と課題

について研究した。 

 

２ 研究の内容 

(1) 「ysn21」の概要 

平成14年６月に文部科学省は、それまでの

「情報教育に関する手引き(平成３年発行)」

を改定し、「情報教育の実践と学校の情報化 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zy

ouhou/020706.htm）」をまとめた。 

この中で、安全で快適なインターネット利

用環境の整備やブロードバンド化に対応した

利用環境として、「教育用イントラネット（教

育用広域LAN）の構築」が推奨されている。 

「ysn21」は、山口県が独自に構築した大規

模なネットワークで、文部科学省が手引きに

示している教育用イントラネットを構成して

いる（図１）。 

図１ 「ysn21」のネットワーク構成 

 

現在すべての県立の学校と、萩市立相島

小・中学校の計87校が接続している。 

また、現在「学校インターネット」事業に

参加している県内の小・中学校からも利用で

きる。 

学校と研修所の接続には、山口県のネット

ワーク基盤である「やまぐち情報スーパー

ネットワーク」（以下「YSN」という。）を利

用している。「YSN」は、総延長450kmの光ファ

イバーケーブルを用いた高速なネットワーク

である。「ysn21」以外にも、行政や、保健・

医療、民間がネットワークを共用しているが、

内部でネットワークを分離してあるので、

「ysn21」の接続校は、他のネットワークから

独立した閉じられたネットワークを構成して

いる。また接続校から、インターネットへア

クセスするには、必ず教育研修所内の「NOC」

を経由するように設計されている。 

(2) 学校におけるインターネット利用に関 
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昨今、高速大容量の回線が低廉で利用でき

るようになり、学校のインターネット接続回

線も、これまでの一般電話回線網を利用した

ダイヤルアップ接続からより高速な常時接続

回線へと切り替わっている。山口県において

も、県立の学校については、前述のように

「ysn21」により常時接続となった。 

市町村立、私立の学校においても、今後１､２

年の間には常時接続へと切り替わることが予

想される。しかし、学校のネットワークが、

常時インターネット等のオープンなネット

ワークに接続されることの危険性については

まだ十分に認識されていない。 

ア 有害・違法な情報に関する問題 

インターネットを授業で活用する場合、Web

検索による調べ学習から取り組むことがあ

る。このとき「Yahoo」や「Goo」、「Google」

などの検索サイトを利用することが一般的で

ある。例えば、「Goo」のURLはhttp://www. goo. 

ne.jp である。この ne の部分に、間違えて 

co を入力すると、アダルトサイトが表示され

ていた。セカンドドメインレベルに co を用

いるドメインが多く、混乱を生じやすい。（現

在では、http://www.goo.co.jp は廃止されて

おり、この問題については解決している。） 

有益な情報を提供するWebサイトによく似

たURLをもつ有害サイトも多いので、注意が必

要である。 

また、キーワード検索においても、問題が

生じる場合がある。アメリカ大統領について

検索サイトを用いた調べ学習を行う際、アメ

リカ大統領に結びつきそうな言葉を考え検索

を行う。例えば、「ホワイトハウス」とカタ

カナで入力すると、国内のアダルトサイトが

高い順位でリストアップされる。 

このように、Webによる情報の検索は、児童

生徒の意図とは異なり、有害・違法な情報を

与えてしまう危険性がある。また、思春期は

性情報などに興味を持ちやすい時期であり、

児童生徒が自分から有害・違法な情報にアク

セスする場合も多いと考えられる。 

有害・違法な情報に関しては、児童生徒に

アクセスさせない方策を講じるより、むしろ

それらにアクセスしない態度を育てるべきで

あるという意見もある。しかし、すべての学

校で多様な児童生徒の個に応じた指導を行う

ことは困難である。 

学校のインターネット接続においては、適

切なフィルタリングを行い、これらの情報に

触れさせない仕組みが必要である。 

イ 情報モラルに関する問題 

インターネット上のチャットルームや掲示

板はその匿名性から問題を引き起こす場合が

ある。児童生徒にとって、単純な悪戯や悪口

のつもりであっても、実名をあげて個人に対

する中傷や嫌がらせの書き込みを行えば大き

な問題になる可能性がある。チャットや掲示

板を第三者が運営する場合は、書き込んだ内

容を修正・削除するにも時間がかかる。特に、

学校内から授業中に書き込みが行われたとな

れば学校の責任も大きい。 

ウ 学校におけるセキュリティの確保 

学校のコンピュータがインターネットへ接

続された場合、接続の形態によっては成績や

家庭環境等、児童生徒の個人情報の漏洩が懸

念される。児童生徒の情報をオープンなネッ

トワークに接続されたコンピュータに保存す

る際は、特に注意を要する。学校においてこ

れらのことを共通に認識するには、まだ時間

がかかりそうである。 

また、学校が独自でサーバを運用する場合、

十分なセキュリティの確保を怠ると、知らな

いうちに加害者にされてしまうこともある。

例えばメールサーバに適切な設定がなされて

いなければ、このサーバを中継に用いること

で、第三者があたかもその学校の関係者であ

るかのように装って悪意のあるメールを出す

「なりすまし」が可能になる。 

さらに、ウイルスや不正アクセスへの対策

も重要である。インターネット上には悪意を
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もって作られたプログラムが多数存在してお

り、安易なアクセスがデータの破壊をもたら

すこともある。またクラッカーと呼ばれる悪

意をもったプログラマーは、次々と新しい手

段を用い、インターネット上に存在するコン

ピュータの脆弱な部分を攻撃している。 

エ 情報の共有に関する問題 

 身の回りのあらゆるデータをデジタル化す

ることが容易になった。文字情報・静止画・

動画・音声などの圧縮の技術も進み、簡単に

ネットワーク上で共有できる。今後、学校に

おいても、教材のデジタル化がすべての教科

において進むと思われる。 

学校間で学習した内容を共有・比較し交流

学習を進めることは有効である。また、児童

生徒の情報発信能力を養う観点から、学習内

容をWebページ形式でまとめ、発表する学校も

増えている。この際、児童生徒が自由に作成

したコンテンツを直接インターネットへ公開

することは避けるべきである。著作権に触れ

る素材を含んでいたり、Web上に公開するのに

ふさわしくない個人情報を含む場合があるか

らである。 

また、児童生徒の名前と顔が一致し、個人

が特定できるような大きな写真の掲載は、防

犯上行わないのが一般的になりつつある。 

(3) ｢ysn21」における諸問題への対応 

 「ysn21」は、前述のようにインターネット

のようなオープンなネットワークから独立し

たイントラネットを構成している。他のネッ

トワークとのデータのやりとりは、必ず教育

研修所内の「NOC」を経由するため、学校にお

けるインターネット利用の際に生じる問題の

多くを、一括して処理することが可能である。 

ア 有害・違法な情報に関する問題への対応 

 有害・違法な情報の排除はフィルタリング

により行う。フィルタリングは、学校ごとで

も、端末ごとでも可能であるが、毎日増え続

ける有害・違法な情報に常に最新の対応をす

るためには、常に情報を更新していく作業が

必要である。「ysn21」では、インターネット

上の情報を閲覧する際には、プロクシサーバ

を経由しなければ閲覧できない設定を仕組ん

でおり、フィルタリングはプロクシサーバと

連動して行っている。現在の最高水準のフィ

ルタリング技術を導入しており、有害・違法

な情報は可能な限り除去している。児童生徒

が学校から有害違法な情報へアクセスする危

険性は非常に低く、これまで報告を受けてい

ない。 

図２は、「ysn21」のフィルタリングにおけ

るメッセージである。現在、アクセスを完全

に禁止する場合と、注意を促した後、アクセ

スを許可する場合に図２のような表示を行っ

ている。 

図２ フィルタリングにおけるメッセージ 

 

イ 情報モラルに関する問題への対応 

 児童生徒にはいつでも自由にコンピュータ

やネットワークを使える環境を与えたい。し

かし、教員が常に付きっ切りで指導・助言で
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きる体制を作ることは困難である。 

「ysn21」では、イントラネット内部から外

部へのアクセスと、外部から内部へのアクセ

スについて、すべて発信元のIPアドレス、ド

メイン、アクセス時間などの情報をログファ

イルとしてサーバ内に一定期間保存してい

る。児童生徒がマナーに違反した場合は、こ

れを基に指導を行うことができる。またログ

はアクセスの事実のないことを証明する根拠

にもなるため、他の個人や団体からの苦情に

対して、指摘のあった学校から、児童生徒の

アクセスがなかったことを説明できる。児童

生徒の情報モラルを育てることが基本である

が、ログの保存管理は必要である。 

ウ 学校におけるセキュリティの確保への対 

応 

 OSや、アプリケーションの開発元はクラッ

カーからの攻撃に対応するため、頻繁にプロ

グラムの改善を行っており、ネットワークを

管理する者にとって、これらのプログラムの

更新も重要な作業である。 

また、必要のないポート（ネットワーク上

の通信チャンネル）は、不正なアクセスを招

きやすいため閉じておく必要がある。「ysn21」

では、強固なファイヤーウォールを運用し外

部からの不正なアクセスを拒否するととも

に、サーバ群は常に最適なセキュリティが確

保できるように、OSやアプリケーションを更

新している。 

 ウイルスに対する対策は、外部からの進入

に対しては、ファイヤーウォールと連動して

ウイルス除去のプログラムを動かすことで

行っている。これらウイルス除去のプログラ

ムもパターンファイルと呼ばれる対策情報を

常に最新のものに保つ必要がある。 

 フィルタリングやファイヤーウォールの設

定、OSやアプリケーションの更新といった作

業には、専門の知識や技術を必要とする。

「ysn21」では、これらの作業に迅速に対応す

るため、「NOC」内に、ヘルプデスクと呼ばれ

る専属の技術者を配置している。ヘルプデス

クはこれらの業務の他にも各学校のネット

ワークに関する障害や、サービスに関する問

い合わせに、電話やメールにより対応してい

る。 

エ 情報の共有についての対応 

Webページによる情報発信は、インターネッ

トの役割を理解する上で重要である。Webによ

る情報の検索は多くの個人や組織が、Web上に

情報を公開して初めて成り立っている。児童

生徒には、ネットワークの情報を利用するこ

とだけでなく、自ら情報を発信することの大

切さも教えるべきである。新たな情報の発信

者を育成し、新たな産業を生み出すためにも

必要である。 

「ysn21」では、著作権や個人情報の扱いに

ついて、学校での対応を容易にする目的で、

インターネットに公開するためのサーバと、

閲覧をイントラネット内部に限定したサーバ

の２台を運用している。 

(4) 教育用イントラネットの有効性 

学校において、インターネットを教育的に

利用するためには、これまで述べてきたよう

に多くの問題に対応しなければならない。し

かしながらこれらに学校が単独で対応するこ

とは、容易ではない。また、対応しないまま

に利用すれば、指導者の予測を越えて問題が

発生する可能性が大きい。 

自由にコンピュータやネットワークを使用

させなかったり、使用させる場合には授業者

が常に付きっ切りで対応したりすることも

あったが、これからは、指導者が安心して、

児童生徒に自由に利用させることのできる環

境が必要である。 

学校が単独で、有害・違法な情報を削除し

たり、ネットワークのセキュリティを維持し

たりするためには、知識と技術を持った人材

が必要になる。担当者の負担や担当者不在の

場合の対応、異動のことなどを考えると、学

校単独での対応は現状では現実的ではない。 
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教育用のイントラネットは、インターネッ

トなどオープンなネットワークとの接続を、

「NOC」などに限定できるため、教育利用のた

めの必要な作業の多くを、一括して行うこと

が可能である。このため、学校での作業が簡

略化でき、学校の負担を軽減するとともに、

確実な対応を行うことができるので、指導者

はいつでも安心して児童生徒にネットワーク

を使用させることができる。 

また、内向けのサーバでは、不特定多数が

閲覧することがないため、不適切な情報が含

まれていた場合の対応が容易である。このた

め比較的自由に、児童生徒の作成したコンテ

ンツを共有することができる。イントラネッ

ト内部の学校間の交流においては、個人が特

定できるような写真を掲載することができる

ので、互いをよく知ることができ、交流が親

密に行える。 

今後、デジタル化された市販の教育用のコ

ンテンツを利用する機会も急速に増えると考

えられる。また、学校周辺の伝統行事や自然、

産業などの地域情報をデジタル化して学校間

で共有することも考えられる。しかし、デジ

タル化したコンテンツには、利用の範囲を制

限したものも多い。この場合も、イントラネッ

トに限定される内向けサーバであれば対応が

可能な場合がある。 

(5) 教育用イントラネットの問題点 

教育用のイントラネットは、フィルタリン

グなどを「NOC」で一括して行うことによりそ

の有効性を発揮する一方、イントラネット内

の学校に一律にネットワーク運用ポリシーを

適応する必要がある。このことは、学校にお

ける自由度が低くなることを意味している。

フィルタリングやウイルスのチェックは、

サーバに大きな負担をかけるため、速度の低

下が起こりやすい。また、構造上「NOC」内で

発生した障害が、イントラネット全体に影響

を及ぼす場合がある。 

近年、ADSLやCATVなど500kbpsを超えるブ

ロードバンドが急速に普及した。しかし、こ

れらの接続形態は、Webの閲覧に重点が置か

れ、情報を送出するとき「上り」の速度と、

取り込むとき「下り」の速度が大きく異なっ

ている。また、ベストエフォートと呼ばれる

接続形態をとっており、ネットワークの速度

が保証されていない。このような接続形態は、

授業で利用するのには適していない場合があ

る。例えば、高い教育的効果が報告されてい

るTV会議をADSLで行う場合、常に低い側の「上

り」の速度に合わせる必要がある。また、利

用する時間帯によって速度が変化するため

に、TV会議が予定どおりに実施できないこと

がある。学校の立地により受けられるサービ

スに違いがあるため、地域間の格差が生じる。

これらの理由から教育用イントラネットの構

築には専用線が用いられている。 

現在、専用線の維持には、1.5Mbpsで月額10

万円以上が必要である。一方、最近急速に利

用できる地域が広がっている光ファイバーに

よるインターネット接続サービスは、ベスト

エフォート方式ではあるが、100Mbpsで月額１

万円を切るサービスも登場した。専用線の特

殊性・優位性を考慮しても、この価格の開き

は大きな負担になっている。 

 教育用イントラネットは、学校のインター

ネット接続の形態として適している。安心し

て自由にネットワークを使用させることがで

きるからである。イントラネットに参加する

学校が多いほど、共有するコンテンツの数も

増え、また交流も行いやすい。「ysn21」にお

いても、市町村立や私立の学校の参加を期待

したいところであるが、専用線の維持費も課

題の一つである。 

 

３ まとめと今後の課題 

 学校のインターネット接続の環境は、今後

も社会インフラの整備、充実とともに、進化

し続けるであろう。社会の情報化にあわせて、

教育の情報化も進展させなければならない。 
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 「ysn21」の運用開始から１年が過ぎようと

している。利用状況を、ルーターのトラヒッ

クで見てみると、図３のような状況である。 

図３ 「ysn21」ルータのトラヒック 

 

 運用開始以来、長期休業中を除き利用が増

加している。しかしながら、VOD※１やTV会議

サーバ等のログと比較・判断すると、ほとん

どがWebページの閲覧によるトラヒックであ

る。「ysn21」は、Webを閲覧する機能の他に、

TV会議やデータベース等のサービスを提供し

ており、その教育的な利用価値は、もっと高

いものである。今後、各学校において「ysn21」

の教育的な効果について認知してもらい活用

が進むような工夫を行う必要がある。 

また、市町村立や私立の学校の参加を進め

るために、接続の形態も工夫する必要がある。 

昨今、企業においては、専用線による接続

から、VPN※２機器を使ったインターネット経

由の接続へと切替え、仮想専用線によりイン

トラネットを構築するところが増加してい

る。教育用のイントラネットの場合、フィル

タリングやウイルス除去等、教育利用に欠か

せない仕組みが必要だが、これらを代行して

行うプロバイダも現れている。また接続速度

も、仮想専用線によるイントラネットでも、

TV会議など、イントラネット内部向けのコン

テンツの利用が可能なほど高速化している。

このようなプロバイダは、現在は利用できる

地域が限られており、地域間の格差の問題が

生じるが、これも近い将来解消されるものと

考える。 

図４ VPN技術を用いたネットワーク構成図 

 

図４は、市町村立や私立の学校が、民間プ

ロバイダから、地域IP網経由で「ysn21」に仮

想専用線接続を行い、イントラネットへ参加

する場合のイメージ図である。「YSN」は地域

IP網と接続されているため、「ysn21」のイン

ターネット向けトラヒックはVPNによる影響

を受けにくい。 

教育研修 所では、 平成 15年 ４月から

「TeTraS」※３というIT関連の学習を支援する

ためのWebサイトと、「EIPoS」※４という学校

での学習支援のためのWebサイトを「ysn21」

上に開設する予定で、現在試験運用を開始し

ている。これらのコンテンツを含めて、

「ysn21」が山口県の教育の情報化の進展に一

層活用されるように支援を続けて行きたい。 

※1 video on demand の略 視聴者の要求に応じ、ビデオ画像を配信するための仕組み。 

※2 virtual private network の略 インターネットなどのパブリックなネットワークを専用線のように利

用すること。 

※3 遠隔教育システム（Tele-communication Training System の略）のことである。 

   URL http://www.ysn21.jp/tetras/ 

※4 教育情報ポータルサイト（Educational information Portal Site の略）のことである。 

   URL http://cz2.ysn21.jp/teacher/ 


