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8 月 22 日(木） 北九州国際会議場 21 会議室 

 

【OS24】 13:00～14:20 講演各 15 分（発表 10 分，質疑応答 5 分） 

・テーマ名： 次世代情報ネットワークおよびウェブによる情報教育基盤  

・代表者： 松江高専 金山典世  

 

1. 金山 典世（松江高専 情報工学科），「センター移転に伴う冗長化設計」  

2. 仲野 巧（豊田高専 情報工学科），「20Gbps で構築したネットブートとログイン時間制限付き学生

向け Web 認証について」  

3. 廣瀬 誠（松江高専 情報工学科），「松江高専における LMS 利用普及について」  

4. 入江 智和（鹿児島高専 情報工学科），「安心安全なウェブアクセス環境を目指して」  

 

残りの時間は，高専機構情報戦略推進本部の関係者から，近い将来の情報基盤整備について話題提供

します． 

 

【WS10】 14:40～16:00 講演各 15 分（発表 10 分，質疑応答 5 分） 

・テーマ名： 安心安全な ICT 利活用を目指して ～情報セキュリティ対策の推進～ 

・代表者： 情報戦略推進本部情報セキュリティ部門 高専機構 CSIRT  

 

1. 松野 良信（有明高専 マルチメディアセンタ），「有明高専における電子メールの取扱いとファイル

共有」  

2. 小島 俊輔（熊本高専 情報セキュリティセンター），「熊本高専八代キャンパスにおける IDS 導入の

試み」  

3. 長岡 健一（石川高専 電子情報工学科），「情報教育用テキストの改訂と刊行」 

 

残りの時間は，KOSEN-CSIRT(高専機構 CSIRT)から，情報セキュリティに関する話題提供します． 
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センター移転に伴う冗長化設計

○金山 典世 †, 岡田 康 ‡, 池田 総一郎 ‡, 川見 昌春 ‡ 稲葉 洋 †, 杉山 耕一朗 †, 原 元司 †, 廣瀬 誠 †

† 松江工業高等専門学校　情報工学科, ‡ 松江工業高等専門学校　実践教育支援センター

概要

本年度に行われる図書館・情報処理センターの改修に伴うサーバ室移転により、外部接続を常時保持するための冗長

化設計およびネットワークの整備について報告する。それと併せて、昨年より行った改善について報告する。

1 はじめに

高専機構統一仕様に基づく統一ネットワークの更新が

本校で昨年 3 月に行われたが、昨年 12月末に本校の図

書館の改修申請が通り、同居する情報処理センターも本

年の後半より改修されることとなった。これに伴い、セ

ンターのサーバ室自体を移転しなければならなくなり、

これに伴うネットワークの再整備と移転期間中のネット

ワークの保証が必要になっている。本論では、この移転

の経緯について紹介した後に、必要となったネットワー

ク的保証及びそのための方策について述べる。同時に、

昨年に紹介した Ciscoの認証システムの問題 [1] のその

後と、本校における動的経路制御のその後について述

べる。

2 サーバ室移転の顛末

本校において図書館は既にかなりの年月を経過し、多

くの雨漏りなどが発生していたために、図書館及び同居

する情報処理センターの改修は切望される案件であっ

た。特に、センターのサーバ室においては度々雨漏りが

発生し、基幹システムのラックには常設での雨除けが設

置されている程である。

しかしながら改修後の図書館・センターの設計におい

て、図書館・センター外の部署が改修後の図書館内に移

転して来ることとなった。これについては、多くの教職

[連絡先] 〒690-8518 島根県松江市西生馬町 14-4
　　松江工業高等専門学校情報工学科
金山 典世 TEL:0852-36-5111 FAX:0852-36-5119
　 e-mail:kanayama@matsue-ct.jp
[キーワード] ネットワーク

図 1 ラック上部の写真

員から異論もあったが、最終的には妥協することとなっ

た。センターも他部署の移転に異論を挟むものではな

かったが、それは結果としてセンターの専有面積の減

少と、何よりもサーバ室の移転を余儀なくされるもので

あった。更に、サーバ室は先の雨漏り問題があり、天井

の改修が必要であることから、移転は余儀なくされるこ

ととなった。また、センター付属の演習室については、

授業などで恒常的に利用されるているのは第一演習室の

みで、第二演習室は PCは設置されておらず、レゴなど

の実習などに利用されており、第三演習室は前期で授業

で利用されているのは 2 コマのみで、後は学生が自由

に利用出来る PC演習室である。改修後においては、第

一、第二演習室は確保されているが、第三演習室は廃止

となっている。この代替として、既存の校舎側に設置さ

れている 3部屋の PC演習室に監視カメラなどを整備し

て、自由に利用出来る演習室として、既に運用を開始し

ている。

改修計画では、9月より第三演習室を改修し始め、そ

こに新しい電気室とサーバ室を整備し、12月下旬にサー

バやネットワークをこの第三演習室後の新サーバ室に移
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設予定である。当然、こうした基幹システムの移行には

何らかのトラブルも想定されるために、本年においては

12月 15日から冬休みとし、年末 2週間及び 1月 5日ま

でが確保されている。

3 ネットワークの改修整備

先に述べたサーバ室には、図 2 にあるように統一ネッ

トワークで整備されたシングルモード (SM) ファイバ

による 1000Base-LX、及びそれ以前に本校で整備した

10GBase-LR による接続がセンターと各棟の間を結ん

でおり、センターがツリーの頂点として位置している。
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図 2 現行ネットワーク

まず、このセンターを頂点とする SM ファイバを新

たに移設必要があるが、もしこの移設において何らかの

事故が発生した場合基幹ネットワークは全く機能しなく

なる。移設は屋内での移設にならず、SMファイバは現

在、現第三演習室とサーバ室の間にある屋外の共同溝か

ら来ているために、一旦屋外に抜き出し、その上で現第

三演習室に移設が必要であり、それをサーバ室移転と同

時に行うのは非常にリスクを伴うものである。また、こ

の移設の最中には学内ネットワークは完全に停止してし

まう。学生は休みにしているとは言え、年末の時期に数

日あるいは運が悪ければ数週間の停止は非常に困難であ

る。こうした事情を踏まえ、事務方との折衝の末、新た

に SMファイバを張り直すこととなった。しかしこれは

持ち出しの予算となるために、予算を低減化する方策と

して、寮については除外し、また 2棟から 5棟は渡り廊

下などで繋がっていることを利用し、屋内配線で設置し、

センターへの共同溝での配線をまとめることにした。こ

れを概念的に示したのが図 3で、赤線が新たな SMファ

イバーである。但し、4棟とセンターが 8本で結ばれて

いるが、4棟の 3650と 8本で接続するのではなく、実際

には、各棟のファイバは 4棟においてパッチパネルに出

され、別途 4棟とセンターの間のファイバが同様にパッ

チパネルに接続されるので、各棟を以前のようにツリー

型で接続したい場合にはそのようにパッチケーブルで

接続をすれば良いし、各棟間を接続したい場合にはパッ

チケーブルの接続を変更するだけで良いようになってい

る。些か管理が面倒であるが、これによって柔軟に変更

が可能になる。現行の SMファイバーはパッチで繋いで

も現状の距離ならばほとんど問題は生じない。

先に述べたこの工事は、12 月のサーバ移転までに行

い、新サーバ室に配線を先だって行うことにより、第一

に移転期間中も 2棟から 5 棟の C3650間は接続を保持

出来、第二にセンタースイッチを移転した直後からネッ

トワークとして回復することが出来るように計画をして

いる。特に、第一の点については既に、C3650を含む基

幹ルータは OSPF による動的経路制御を行っており、

DHCP, Radius, LDAP, DNS, 外部接続, メイルなどの

サービスをセンター以外で稼働させれば、問題なくネッ

トワークを利用できるようになっている。次の節でこれ

ら各々の問題について述べる。
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図 3 ネットワーク改修

3.1 外部接続の冗長化

外部接続の冗長化は以前から検討していた課題であ

り、実際本校の NAT サーバは FreeBSD を用いた自前
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サーバで運用されており、このサーバに不具合があると、

外部接続が完全に遮断されてしまうが、実際に昨年にお

いては数回そうした事故が発生している。現在の外部接

続は、中国ブロックでの共同調達により、広島ノードに

接続されている。過去において検討していた設計では、

一般公衆回線上で VPNを用いて SINET の島根ノード

に接続するという形態であるが、不具合が生じた際に

SINETの島根ノードへの出入りが問題となる。NTTな

どに VPN回線での接続契約をすることも考えたが、今

回の冗長化においては SINET が NTT と協力して提供

している広域 LAN 接続 (UNO [2]) 経由での接続を行

うことにした。UNO 接続では松江高専側は NTT のフ

レッツを用い、UNO側では、東京及び大阪で SINETに

接続がされているが、今回は恐らくは大阪に接続される

ことになると思われる。足回りは UNOであるが、それ

以外は通常の SINET接続であるために、SINETとの経

路交換は BGP を用いて行う事とした。なお、AS 番号

はいずれも SINET接続であるために、SINETから提供

されたプライベート AS番号を用いている。

BGPは、quagga[3] を用い、BGP と OSPF を同居さ

せたサーバ上で、Cisco に対してデフォルトゲートウェ

イを投げるようにすることで、外部接続を自動的に経路

選択されるようにする予定である。

3.2 DHCP, DNS, LDAPサーバ

DHCPサーバは、本校では ISC DHCP サーバを用い

ており、2台のサーバ上でフェイルオーバー機能を用い

て利用している。この機能により、1台のサーバが落ち

ても、IP の貸し出し状況を含めて待機側に情報がある

ので、滞りなく機能は引き継がれるようになっており、

実際マスタ側のOSを更新して再起動するなどを昼間に

行っている。この待機側サーバをサーバ室から予め別の

棟に移動させておくことで、移行時の DHCP サービス

を継続できる。同時に、この待機側サーバ上で DNS の

スレーブサーバも動いているために、DNS サービスも

同様に運用可能である。

次に問題になるのは、LDAP サーバであるが、既に

LDAP サーバはレプリカが一台仮想サーバ上で動作し

ており、プロクシ―は複数のサーバ上で動作しているの

で、同様の設定で先のサーバ上に LDAP レプリカサー

バを立てれば良い。

3.3 Radiusサーバ

実は一番問題なのがこの Radiusサーバである。何故

ならば、LDAPサーバなどは FQDN で運用できるのだ

が、Radiusサーバは IPベースで運用するしかなく、し

かも多くの無線 AP などにその生 IP が記述されて運用

されている。従って、この IP セグメントについては、

VLANなどで共有化し、VRRP などでマスタ側の停止

と同時に、スレーブ側が同一 IPを公告するように設定

する必要があるが、VRRP自体は既に FreeVrrpを用い

た運用を、ウェブなどへのリバースプロクシ―で行って

いるので、既に経験のあるシステムである。いずれにせ

よ、先の DHCP, DNS, LDAP と併せて Radius サービ

スが認証ネットワークのために必須であり、これらがな

ければ移行停止期間中のネットワークサービスの継続は

望めない。

3.4 メイルサービス

メイルサービスについては過去の報告 [4]にある通り、

既にクラウド上に代替サーバを有しているので、FQDN

を書き換えることでメイル自体の継続は可能であるが、

過去のメイルに関しては継続不可能である。特に、本校

においてはストレージに教職員のデータが保存されてお

り、このストレージが 4台のサーバで構成される関係も

あり、これを事前に移設して稼働を続行することは困難

であり、またサーバ室の移動後に再度移設をしなければ

ならなくなる点を考慮すると、必要なメイルのデータの

保存は各自で行って貰うしかないと思われる。

4 過去の問題について

4.1 OSPFにおける経路情報問題

昨年の報告 [1] において OSPF に VLANのセグメン

ト情報が経路情報として流れ込み、300以上の経路表と

なっている点について報告をしたが、本年においてこれ

が解決したので報告したい。

問題は、OSPF のエリア 0 で運用していたために、

Cisco のルータ 3650 が自動的に VLAN セグメントを

経路として全て流してしまっていた点にあった。本校

では /24 でセグメントを細分化しているために非常に

多くの経路となってしまった訳である。設計では、棟

ごとに /13 で割り当てているために、/13 での経路制

御をすることが希望であったが、今回、エリアを棟ごと

に分けることで目的を達成することが出来ている。図 4
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に Cisco6504 での OSPF経路表を示す。多くの経路が

/13 で流れており、20行程度の経路表となり、大幅なダ

イエットに成功した。これに伴い、ネットワーク速度も

若干向上している。

4.2 Cisco機器における認証設定の大幅な変更

昨年の報告において述べたように、Cisco IOS がアッ

プされると認証設定を変更する必要が出てくる。本校で

実施した結果、自動的に新しい認証設定に書き変わるが、

機械的に書き変わるために不必要にコンフィグが肥大

化すると共に、調査用の関連コマンドも変更されてしま

うので注意が必要である。Cisco に問い合わせた結果、

2960X のみならず、3650,3850 など IOS全てにおいて、

15.2以降 (あるいはそれに対応する IOSバージョン)で

はそうなるとの回答であった。

参考のために、有線 802.1x認証の設定例を 図 5,6 に

掲げる。

また、

# show authentication sessions

interface gigabitEthernet 1/0/1

などのコマンドは、

# show access-session interface

gigabitEthernet 1/0/1

に変更されている。

こうした変化は、恐らくは富士通が導入した統一ネッ

トワークにおける Cisco IOS では影響を受けないが、も

し万一 IOS をアップデートしようとした場合には問題

となる。とりわけ、アップデートでは 802.1x認証は影

響を受けないが、Web認証におけるカスタム認証ページ

が影響を受け、それを変更しようとすると、上の設定に

強制的に書き換えられるので、注意が必要だろう。
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✓ ✏
CGSW#sh ip route ospf

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 181 subnets, 3 masks

O IA 10.168.0.0/13 [110/1100] via 10.3.7.35, 4w5d, Vlan7

O IA 10.160.0.0/13 [110/200] via 10.3.7.35, 4w5d, Vlan7

O 10.184.0.0/13 is a summary, 4w5d, Null0

O 10.176.0.0/13 is a summary, 4w5d, Null0

O IA 10.136.0.0/13 [110/200] via 10.3.4.32, 4w5d, Vlan4

O IA 10.128.0.0/13 [110/1100] via 10.3.4.32, 4w5d, Vlan4

O IA 10.152.0.0/13 [110/1100] via 10.3.6.34, 4w5d, Vlan6

O IA 10.144.0.0/13 [110/1100] via 10.3.5.33, 4w5d, Vlan5

O 10.3.14.0/24 [110/1100] via 10.3.4.32, 4w5d, Vlan4

O IA 10.32.0.0/13 [110/1100] via 10.3.5.33, 4w5d, Vlan5

O IA 10.40.0.0/13 [110/1100] via 10.3.6.34, 4w5d, Vlan6

O IA 10.48.0.0/13 [110/1100] via 10.3.7.35, 4w5d, Vlan7

O IA 10.56.0.0/13 [110/1100] via 10.3.7.35, 4w5d, Vlan7

O 10.0.0.0/13 is a summary, 4w5d, Null0

O 10.8.0.0/13 is a summary, 4w5d, Null0

O IA 10.16.0.0/13 [110/1100] via 10.3.4.32, 4w5d, Vlan4

O 10.3.17.0/24 [110/1100] via 10.3.7.35, 4w5d, Vlan7

O IA 10.24.0.0/13 [110/1100] via 10.3.4.32, 4w5d, Vlan4

O 10.64.0.0/13 is a summary, 4w5d, Null0

O 10.3.15.0/24 [110/1100] via 10.3.5.33, 4w5d, Vlan5

O 10.3.16.0/24 [110/1100] via 10.3.6.34, 4w5d, Vlan6

✒ ✑
図 4 OSPF経路情報
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✓ ✏
interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 101

switchport mode access

ip access-group unauth in

access-session port-control auto

mab

dot1x pae authenticator

dot1x timeout tx-period 5

dot1x max-req 3

dot1x max-reauth-req 3

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

service-policy type control subscriber POLICY

✒ ✑
図 5 設定例 1
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✓ ✏
policy-map type control subscriber POLICY

event session-started match-all

10 class always do-until-failure

10 authenticate using mab priority 10

event authentication-failure match-first

5 class DOT1X_FAILED do-until-failure

10 terminate dot1x

30 authenticate using webauth parameter-map web_auth priority 30

10 class MAB_FAILED do-until-failure

10 terminate mab

20 authenticate using dot1x priority 20

20 class DOT1X_NO_RESP do-until-failure

10 terminate dot1x

30 authenticate using webauth parameter-map web_auth retries 4 retry-time 0 priority 30

40 class WEBAUTH_FAILED do-until-failure

10 terminate webauth

20 authentication-restart 60

50 class always do-until-failure

10 terminate mab

20 terminate dot1x

30 terminate webauth

40 authentication-restart 60
✒ ✑

図 6 設定例 2
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【キーワード】10Gbpsｘ2，ネットブート，CISCO互換 SFP，ログイン時間制限付き，Web認証 

 

20Gbpsで構築したネットブートとログイン時間制限付き学生向け Web認証について 
 

豊田工業高等専門学校 ○仲野巧，佐々木宣孝，加藤慶尚，山田真

 
１.まえがき 

 高専機構が提案したネットワーク更新 1)では，各

ネットワークが 1Gbps のため豊田高専での 2 世代前

の構成であった．さらに，豊田高専の旧ネットワー

ク（1世代前）は，10Gbpsの光ファイバー2本による

接続，アップリンクの多重化による帯域確保，ライ

フタイム保証のため更新が不要な装置でネットワー

クを構築していた． 

豊田高専のネットワーク更新では，学内全域でネ

ットブートを行う計画のため，アップリンクを

10Gbpsの光ファイバー2本で構築した．また，Wi-Fi

は，教職員と学生の認証を分け，学生には，教育で

利用することを前提とした制限を行った．さらに，

情報セキュリティ教育は，教職員や低学年からの講

習会を実施中である． 

 

２.ネットワーク 

 豊田高専のネットワークは，センタースイッチ

(CSW)にセンターと各学科など 7 棟のフロントスイ

ッチ(FSW)の 8カ所を光ファイバーで接続する構成 2)

である．新システムのネットワーク構成を図 1 に示

す． 

２.１ 旧システム（1世代前） 

 旧システムは，CSW に 10Gbps の光ファイバー2 本

で接続し，HP製品のライフタイム保証のためネット

ワーク更新なしで運用できるように構築した． 

・HP 製ネットワークスイッチ（ライフタイム保証） 

・各棟 10Gbpsの光ファイバー2 本で接続 

・HP 製仮想化サーバ（グループウェア，メール等） 

２.２ 新システム 

高専機構からのシステム提案では，１Gbpsの接続

であったため，明らかに 1 世代前よりスペックダウ

ンであった．さらに，ネットブートを更新して学内

全域で利用する予定であったため，10Gbpsの SFPが

必須であることを要求した．ただし，予算の関係で

CSW を 1 台にして，既存のパソコン室にしか 10Gbps

の SFPが実装されなかった．従って，FSWは，10Gと

1G が混在したネットワークとなっている．また，エ

ッジスイッチ(ESW)は，10GBase-Tに対応していない

ためシンクライアント端末のアップリンクに 1Gbps

を 4-8本で構成した． 

２.３ システムの拡張 

更新したネットブートのサーバは，CSW に確保し

た SFP ポートに価格が 10 分の一以下の CISCO 互換

SFPを実装し，20Gpbs で運用した． 

CISCO SFP-10G-SR（CISCO製）約 10万円 

Agilestar SFP-10G-SR-AS（互換品）数千円 

SFPには，対向で同じメーカの利用を推奨するが，

消耗品のため価格を優先して導入したが，現在まで

に問題は，発生していない． 

２.４ メリットとデメリット 

 高専機構による統一ネットワークのメリットとデ

メリットを考える． 

メリット： 

 機構全体で予算の削減（機構の建前で詳細不明？） 

 機器の統一（ネットワーク設定の教育を行えば） 

デメリット： 

 各高専の金額が不明確（予算で構成を選択） 

 適切なネットワークができない（10GBase-Tなど） 

 更新が必要（CISCOは，ライフタイム保証がない） 

 学内サーバの更新ができない（予算の優先順位） 

２.５ 次期ネットワーク更新 

 次期ネットワークの更新は，10Gbps が必須の構成

であり，その後の高速化が見込めないため，ライフ

タイム保障で更新が不要な機器を条件にするべきで

ある．また，各高専では，ネットワークへの要求仕

様が違うため，共通な機器の金額を明確にして，各

高専の予算の範囲内でネットワーク機器や SFP の数，

仮想化サーバなどを選択することが必要である． 

特に，今回の更新では，入札前に高額な費用でネ

ットワーク構成の全てを CTC の SE に依存していた

ため，各高専のネットワーク技術が向上するような

予算の利用を検討する必要がある． 

 
図１ ネットワーク構成 
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３.ネットブート 

 ネットブートの製品として，ノートパソコンでも

シンクライアントで動作可能な Phantosys を 180 ラ

イセンス導入し，第 1，第 2 演習室，端末室と CALL

教室，図書館と寮の学習室のサテライト端末で運用

した．ネットブートのパソコンを図 2に示す． 

   
図２ 第１，第２演習室とCALL教室のパソコン 

３.１ サーバ接続 

 ネットブートのサーバ 3台は，HP製の SSD で構成

し，ネットワークを NETGERA の 10Gbpsスイッチ経由

で CSW へのアップリンクを 10G 光ファイバー2 本で

接続した． 

NETGEAR XS716T (10G SW) 

NETGEAR SFP AXM761 (10G SFP) 

３.２ ネットブート端末 

 ネットブートのパソコンは，学科専用のイメージ

を選択して起動させるため，SSD 内蔵の小型パソコ

ンをディスプレイの VESAに取り付けて設置した． 

 演習室からは，ESWに 10Gbpsの接続ができないた

め，アップリンクに 1Gbpsを 4本で構成した． 

 また，演習室，CALL教室には，授業支援システム

(CaLabo LX/EX)，プリンタの印刷を管理するために

PaperCutPlus を導入した． 

３.３ ネットブート設定 

 ネットブート端末は，DHCP で動作するため，CSW

と FSW の DHCP リレーエージェント機能を有効にし

て最大 180台が接続するネットワークとした． 

 

４.Wi-Fi 環境 

Wi-Fi は，教育で利用することを前提として，本科

25 教室，専攻科の教室，大講義室，多目的ホールお

よびロビー，食堂，体育館などに設置した．Wi-Fi の

設置場所を図 3 に示す． 

 
図３ Wi-Fiの設置場所 

４.１ 認証 

Wi-Fi は，教職員と学生向けで利用が違うため，認

証で分けて制限事項を運用している． 

教職員：IEEE802.1X 認証（制限なし） 

学生：Web認証（制限あり） 

制限：ログイン時間（30分で再ログイン） 

接続可能時間制限（8:00-19:00） 

帯域制限（帯域を監視） 

コンテンツ制限（演習室と同様） 

 なお，Wi-Fiへの接続は，端末の機種を制限するた

めに iNetSecで監視している． 

４.２ 利用許可 

学生が Wi-Fiを利用するためには，学内 Moodle に

インストールした K-SEC の情報モラル教材の全 6 コ

ースを 80点以上で合格した後，Office365 のフォー

ムから利用申請を行うことで許可する． 

 

５.ICTセュリティ教育センター 

豊田高専では，平成 9 年からの「マルチメディア

情報教育センター」から令和元年に「ICTセキュリテ

ィ教育センター」(ICTSEC: ICT Security Education 

Center)に改名した． 

 その理由は，センターの役割としてこれまでのパ

ソコンによる音声，動画などのマルチメディアを利

用したパソコン環境の提供から，情報ネットワーク

（ICT)のインフラ整備などのハード面だけでなく学

生及び教職員向けに情報セキュリティ教育などのソ

フト面のサポートを行うことが必要になってきたか

らである． 

 そこで，センターを中心にして，高専機構で契約

している Office365 やメールを学生が利用できるよ

うに説明会や講習会を開催し，授業で Wi-Fi を利用

するために必要な基礎的な情報モラル教材による教

育などを実施している． 

 また，ハード面では，ネットワークの速度向上な

どで飛躍的な進歩が見込めないため，ソフト面で，

Wi-Fi 環境を利用したアクティブラーニングなどに

よる教育への活用と全学生が情報セキュリティを遵

守しながら情報技術を応用できる技術者になれるよ

うな教育が必要である． 

今後は，より実践的な教育として，世界的なネッ

トワーク企業である CISCO のセキュリティ教材など

を活用した情報セキュリティ教育を学生及び教職員

に実施する予定である． 

 

６.あとがき 

豊田高専では，高専機構の標準構成から CEの立地

条件で保守の時間を指定することで，CSW を 1 台に

して 10Gbps の SFP 数で価格を考慮しながら，学内全

域でネットブート端末が利用できるネットワーク構

成を実現した． 

次回のネットワーク更新では，今回のように CTC

に依頼したネットワークの構成を各高専に予算を割

り当てて実作業を行いながら技術を向上させるなど，

高専にメリットのある方法の実施が必要である． 

 

参考文献 

1） CTC：「ネットワーク配線概要図」， pp.1-

15(20170201) 

2） 富士通：「ネットワーク物理構成図」，pp.1-5

（20170720） 
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松江高専における LMS 利用普及について 
 

松江工業高等専門学校 ○廣瀬 誠，岡田 康，池田総一郎，川見昌春， 

杉山耕一郎，稲葉 洋，服部真弓，原 元司，金山典世

 

１. はじめに 

 高等教育現場における LMS（Learning Management 

System）の導入は，e ラーニングやアクティブラーニ

ングなど新しい教育手法の発展により，着実に進ん

でいる．オープンソースの LMS では，Moodle
1)の歴

史が最も古く，日本の大学，高等専門学校など多く

の高等教育機関 2)において利用されている．日本だ

けでなく世界的にも高いシェアをもつが，近年は

Ruby on Railsに基づく CanvasLMS
3)が猛追している．

他方，クローズドソースの LMS では，Blackboard
4)

が歴史の古さ，シェアにおいて最も高い． 

 そのような中，松江高専は 2009 年に Moodle1.9.5

を導入し，本年 10 年目の運用に入った．運用 5 年目

の 2013 年には，本フォーラムにおいて運用の実績と

その課題および対策，効果について報告した 5)．本

報では，それらを振り返り，その後の状況および新

しく発生した課題と対策，効果および新しい取り組

みについて報告する． 

 

２. 前回報告時の課題および対策，効果 

前回報告では，Moodle のように利便性が高く良質

なシステムを導入した後，それを効率的に運用する

ために立ち塞がる課題および対策，効果について述

べた．システム管理者は導入とその管理・運用・保

守および利用促進アナウンスは実施するもののシス

テムを強制的に利用させることはしない（できない）.

つまり，システム導入後，利用されない状態が続く

ことも珍しくない．その結果，費用対効果が著しく

低下し最悪の場合システムは破棄されてしまう．こ

のように「良質なシステムが利用されない」ことが

生じる原因として以下の 3 つを挙げた． 

(a)システム管理者が教育関係者ではない 

(b)システム管理者が多忙 

(c)システム管理者から利便性が広まらない 

まず(a)は，現状，システム管理専任の教員を配置

する金銭的余裕はなく，システム導入・管理・運用・

保守は外注に頼らざる得なくなってきている（情報

系の教員の負担軽減も理由の一つ）．外部委託は一見

コスト削減に繋がると考えらえるが，学内には導入

責任者が必ずいるため，その者が障害時に外部委託

先と密なやりとりが必要であり，費用の交渉などタ

フな業務も多く発生する．導入責任者の経験・知識

が低い場合，外部委託先と建設的な交渉は難しく，

結局，いいなりに近い形になるためコスト削減どこ

ろか上昇に繋がる場合も少なくない．加えて，導入

責任者の負荷一点集中も生じ，定常業務以上のこと

で手いっぱいとなる． 

次に(b)は，外部委託ではなく，教育関係者がシス

テム導入・管理・運用・保守を行った場合である．

システム管理者の能力が高ければ，これらにかかる

労力は軽減されるが，こちらも(a)同様，定常業務以

上のことで手いっぱいになり，普及どころではなく

なる． 

最後に(c)は，(a)(b)の場合であっても，身を削って

導入システムのマニュアルを作成したり，チュート

リアルを開催したりするシステム管理者もいる．し

かし，残念ながら興味のある教員にしか普及しない

ことが多い． 

 これらの課題に対して(a)(b)については，システム

管理者を単純に 2 名体制にすることにより解決を図

った．これはシステム管理者の能力の有無ではなく

窓口を 2 つにしたということである．これにより，

システム管理者の高ストレスとなる負荷一点集中を

避けるとともに，利用者側からシステムに対する質

問，クレームに迅速に対応することができるため，

システムに対する不安を最小限にとどめ，利用者離

れを起こさせなくすることができる．非常にシンプ

ルな解決法であるが，本校では，年度切り替え時に，

利用者のほとんどがドロップアウトせずに利用継続

に至る良好な結果を得た． 

 また(c)については，多機能な LMS の場合，普及時

に「何でもできる」「便利になる」という抽象的なキ

ャッチフレーズを利用しがちである．これはシステ

ム管理者がすべてを教えることはできないため，利

用者がわからないことがあれば適宜教えるという時

間的制約上仕方がない手法である．しかし，利用者

側は，わからないことがわからない状態に陥るため，

最初の一歩を踏み出せずに結局利用できない状態と

なる．また，マニュアル，チュートリアルを開催し

ても，興味のある教員以外には普及できない．そこ

で，「課題を自動的に回収できる」「資料を学生が自

分でダウンロードしてくれる」「出欠を自動的にとる

ことができる」「エビデンスを残すための資料をボタ

ン 1 つでできる」などのように，「自動的に」「ボタ
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ン 1 つで」といった手間がかからなさそうなキーワ

ードを用いて，使える機能に絞り重点的に口コミで

教員に普及を行った．その結果，単純で使える機能

に絞って普及したため，利用方法がわからないとい

う教員は皆無であり，システム管理者の負担もほと

んどなかった．また，システムの利便性を体現した

教員が，他の教員へも同様のキーワードで普及して

もらえたため，途中からシステム管理者が普及活動

をしなくても良くなる好循環が生まれた．その結果，

1 年目はコース数 10，教員利用者 2 名であったが，

運用 5 年目にはコース数 100 超，教員利用者 40 名超

にまで増加した．本校の場合，利用率の向上が顕著

にあらわれるまでに導入から 5 期 3 年程度必要であ

ったが．提案した解決法により，学校全体へシステ

ム利用を浸透させる目的は達成できた． 

 

３. 新たなる課題 

 LMS の利用率向上に伴い，システム面と普及面に

おいて新たな課題が生じてきた． 

前者は，LMS の基盤となっている OS や PHP, 

MySQL のバージョンアップに伴うメンテナンス作

業である．Moodle はバージョンアップされると，OS, 

PHP, MySQL などの推奨環境もバージョンもアップ

する．Moodle のみをバージョンアップするのは容易

であるが，OS, PHP, MySQL をそれに合わせて稼動で

きるよう検証することは多大な時間を要する．これ

は LMS に限ったことではないが，システム規模が大

きくなればなるほどシステム障害時に多くの利用者

に迷惑をかけることになるためバージョンアップ作

業を怠ることはできず，バージョンアップ毎に業務

負荷が増加する課題が生じた． 

 後者は，若手および専門科の教員については，コ

ンピュータの操作に慣れているため利用率が高いが，

重鎮および一般科の教員は，操作になれていない場

合が多く継続的な利用に繋がりにくい課題が生じた． 

 

４. 課題解決の取り組み 

４.１．システム面 

 基盤となっている Moodle, OS, PHP, MySQL のバー

ジョンアップが行われるたびにシステム検証するこ

とは多大な労力を要する．そもそも検証に時間を要

する原因は，長くシステムを利用していると検証毎

に確認事項が増加するからである．最新の安定板を

利用すれば，このような検証はほとんど必要ない．

そこで我々は VM を利用して，毎年度 LMS を新し

く構築することを試みた．つまり，同じ Moodle のバ

ージョンは 1 年限りの利用とする使い捨て方式であ

る．この方式の利点は以下の通りである． 

(a) Moodle のインストール方法は大きく変更に

なることはないため，毎年 1 回新しく VM を

作り，システム構築するだけでよくなる（最

新の安定板をインストールすれば細かい検

証は必要なくなる） 

(b) 利用者は，過去のコースがクリアされていな

いため，いつでも過去のコースを参照・利用

することができる 

 ただし欠点もある．古い年度の Moodle は古い環

境で動作しているためセキュリティ上問題がある．

そのため本校では古い年度の Moodle は学内のみの

閲覧として過去 2 年間分のみの稼働としている．ま

た，長く利用している場合，コース内の項目を微調

整すればよいが，システムが新しくなると新しく作

り直す必要がある．これはコースバックアップとリ

ストア方法を教員にアナウンスして，各自において

データの移行をお願いしている．Moodle のコースバ

ックアップはGUIで可能であるため操作性の難しさ

はない．本校における年度毎 Moodle 構築トップ画

面を図 1 に示す． 

  
 (a) 2016 年度版          (b) 2017 年度版 

  
 (c) 2018 年度版          (d) 2019 年度版 

図 1 毎年度 Moodle システム構築 

４.２．普及面 

 コンピュータの操作に不慣れな教員や利用が少な

い一般科への普及は非常に困難な課題である．そも

そも不必要と感じている場合が多いからである．そ

のため，我々も初期段階では若手ややる気のある教

員に焦点を絞ってきた．しかし，嘱託になった教員

等からは時間に余裕ができたので利用してみたいと

いう声が多くあることがわかった．また，一般科か

らも演習室ではなく慣れた教室で IT 機器を利用で

きるのであれば利用したいという意見も多く聞かれ

た．つまり，時間的余裕，環境整備がキーワードで

あると推測された．そこで，前者に対しては，単純

ではあるが，個別にトレーニングを徹底することを

試みた．加えて，普段良く接する事務方にも利用普

及を図り，授業だけでなく事務的にも Moodle を利

用してもらうことを試みた．これにより，多くの人

が Moodle の利用方法を理解できるため，不慣れな

教員も聞く場所が増え利用を途中で諦めなくなると

考えた．また，後者に対しては持ち運び可能なタブ

レット PC の導入と，教室の無線 LAN 環境の強化を

行った．また英語科と Moodle のプラグイン開発・利
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用による協働を行い，Moodle の利用促進を進めた． 

 

５. 結果 

 コース数の年度別推移を図 2 に示す．また，利用

種別（情報系，情報系以外専門科，一般科，専攻科，

その他）利用率の年度別推移を図 3 に示す．コース

数は右肩上がりで推移している．2012 から 2013 の

変り目に 2 倍近く増加しているが，これは，この時

に若手およびコンピュータに慣れている教員に普及

した成果である．また，2014-2015，2015-2016 の期

間に 40 の伸び，2017-2018 の期間に 60 の伸びがあ

るが，これはコンピュータに不慣れな先生への個別

指導を行った時期でありその成果であると考えられ

る．種別利用率推移（図 3）の情報系以外専門科の伸

びが最も大きいことがその成果の証左である．伸び

のもう一つの要因には，卒業研究および専攻科特別

研究の電子データの回収に WBT を利用する学科が

増えた点もある．加えて，導入初期時に利用し始め

た教員が，基本的なモジュールだけでなく，他の利

便性の高いモジュール（スケジューラ，フィードバ

ックなど）を利用し始め，その利便性が他教員へ伝

播したことも大きいと考える． 

 
図 2 年度別コース数推移 

 
図 3 種別利用率推移 

 一般科への普及を目的として，英語科と協働でこ

れまで紙ベースで実施してきた英語多読の多読状況

管理を Moodle 上で電子的に行なえるモジュールの

開発を行なった．Moodle における英語多読状況管理

画面を図 4 に示す． 

Moodle のモジュールは PHP の知識があれば開発

することができる．MySQL の知識もあると良いが，

MySQL へのクエリーは PHP でラッピングされてい

るため，複雑なものでなければ PHP の知識のみで十

分である．なお，図 4 のようにグラフ化など複雑な

可視化が必要な場合は，HTML, CSS, Javascript など

のクライアント側の知識が多少必要である． 

本モジュールの開発および運用は 2018 年 12 月か

らであるが，タブレット，スマフォなどの携帯端末

を用いて Moodle にアクセスするだけで，これまで

紙ベースで実施していたことを実現できるため，紙

の回収時間や，紛失等の対応など，英語多読授業と

は関係のない時間削減に繋がり，かつ，多読状況を

いつでも閲覧することができるため，英語多読のモ

チベーション向上にも役立っている．図 3 における

一般科のコース数は 10 に到達したばかりで非常に

少なく，本モジュール開発が，一般科への普及の足

がかりになることを期待したい． 

 
図 4 英語多読用 Moodle モジュール 

６. おわりに 

 本法では，2013 年本フォーラムにて報告した運用

の実績，課題およびその解決について述べ，その後

新しく発生した課題およびその対策，新しい取り組

みについて述べ，コース数の推移および種別利用率

よりその有用性を示した．専門科に対する普及率は

向上したものの一般科に対する普及率はなかなか向

上しておらず，今回英語科と新しく取り組んだモジ

ュール開発の協働を，他の一般科にアピールしなが

ら利用率の向上をめざしたい．また，コース数，種

別利用率ともに上昇を続けていることから，毎年度

LMS 新規構築も有効であると推測する．利用者のバ

ックアップおよびリストアは大きな負担となってい

るとは考えにくいため，システム運用は今後もこの

方式を継続していく予定である．  
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安心安全なウェブアクセス環境を目指して 
 

鹿児島工業高等専門学校 ○入江智和

 

１.まえがき 

 多くの組織において，ウェブアクセスはインター

ネット利活用の大半を占めると思われる．ここでの

ウェブアクセスとは，宛先ポート番号 80 の HTTP 通

信と，同じく 443 の HTTPS 通信を想定している．利

用者から「インターネットがつながらない」という

苦情が寄せられる際も，そのほとんどがウェブアク

セスの不調に端を発しているように実感している．

様々なアプリケーションがウェブアクセス上で実現

される昨今，このようなことは当然であり，この大

半を占めるウェブアクセスのサービス品質が利便性

とセキュリティの大きな比重を占めることは想像に

易い．周知の通り，利便性とセキュリティはトレー

ドオフの関係にある．しかし，そのさじ加減は難し

く，利用者の反感を招き過ぎない程度の利便性犠牲

にとどめないと，かえってセキュリティまで損なう

場合もあり，トレードオフのはずのこの二つの要素

がどちらも低いというある意味セオリーを打破する

驚愕の結果を招くこともある．本校ではウェブアク

セスをプロクシ必須としており，さじ加減の大半は

そのプロクシサーバシステムの一部であるコンテン

ツフィルタのポリシー次第だが，正論だけでは決め

られないため，そこへの腐心は尽きることがない． 

 本稿は，本校におけるウェブアクセスのさじ加減

の事例紹介であり，同様の苦心をされている他校の

システム管理者各位の心労をねぎらうことを目的に

情報共有を図るものである． 

 なお，本稿では具体的なハードウェア・ソフトウ

ェア名は記載しないが，大人の事情によるものであ

り，ご了承をいただきたい． 

 

２.コンテンツフィルタに求められる役割の変遷 

２.１ 初期（？）注1） 

 本校でのコンテンツフィルタ運用は，比較的早い

時期から成されていたように思われる．筆者が 2003

年 4 月に本校に着任した当時，本校のコンテンツフ

ィルタは FW の機能を使って単純な URL 部分文字列

のマッチングで実装されていた．その文字列に「game」

が登録されていたため，http://～/gamen.html のよ

うなものまでフィルタリングされていた．フィルタ

リングされことを示す代替ページを表示するが，単

に「このコンテンツは教育上不適切な可能性があり

ます」旨と，管理者（センター）のメールアドレス

が表示されるだけだったため，単なる苦情めいたメ

ールが教職員から送付されてくるだけで，しかもど

のサイトにアクセスした際にフィルタリングされた

のかも知らされず，管理者側の心労も大きかった． 

 元々はもう少し詳細なフィルタリングができてい

たようだが，導入後期間限定の試用ライセンスだっ

たようで，試用期間が満了した後にライセンスの更

新はされなかったようである． 

 

２.２ 実効立上期 

 就業時間中に業務とは無関係なサイト閲覧をする

ことが社会的に問題視されたり，低速な外部接続線

を動画視聴のトラフィックに圧迫されて業務に支障

を来たしたり，等ということもあり，コンテンツフ

ィルタの必要性・正当性に一般社会の理解が得やす

くなってきた．そこで，本校でもメール用のウィル

スチェックゲートウェイサーバの利用目的で導入し

ていたソフトウェアライセンスにバンドルされてい

たコンテンツフィルタを活用することから開始した．

2006 年 8 月のことである． 

 それまで URL に「game」が含まれていなければア

クセスできていたサイトも一部フィルタリングされ

るようになり，導入当初は教職員からの苦情も熾烈

を極めた．一方，動画視聴をフィルタリングするよ

うになったため，それを望んでいた教員には概ね好

評をいただいた． 

 適用するフィルタ設定をクライアントの IP アド

レス毎に行えたため，標準設定は厳しめにしておき，

それでは業務上の不都合が生じる教職員向けには申

請により緩和設定を行うこととした．さらに，特定

の URL をホワイトリストに登録する適用除外の申請

もあわせて，特に理解を得づらいベンダのサイトデ

ータベースのみによるフィルタリング結果をある程

度調整可能にした． 

 ソフトウェア自体の安定性が低く，ウィルスチェ

ックを有効にしているとサービスがフリーズするこ

とが多かったため，無効にせざるを得なかったこと

が悔やまれる． 

 

２.３ e-Learning 導入期 

 e-Learningが流行し始めると，特に動画や音声が

e-Learningコンテンツに含まれるようになってきた．

実効立上期に使用していたコンテンツフィルタでは

テキスト以外のコンテンツは拡張子に基づいた区別
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しかできず，また，ホワイトリスト機能が未成熟で，

特定のサイトに限って動画や音声を通過させること

ができなかった．しかも，使用していた版が 終版

であり，それ以上の機能的改善も見込めなかったた

め，別のコンテンツフィルタを調達することにした．

2009年4月から，新しいコンテンツフィルタの運用を

開始した． 

 

２.４ 転換期 

 マルウェアの多くがC&Cサーバとの通信にウェブ

アクセスを使用することが一般的になってくると，

それ以前までのようにブラックリスト方式でのコン

テンツフィルタの運用に限界が生じるようになって

きた．ドメイン名には乱数的文字列めいたものも散

見されるようになり，危険性が明白なサイトデータ

ベースは専門のベンダによっても充実が困難に見受

けられた． 

 こうなると，そもそも充実したサイトデータベー

スを備えたコンテンツフィルタは，ホワイトリスト

として使用することが適切だと，筆者の価値観は大

きく転換された．もちろん，一部のカテゴリはブラ

ックリストとして使用するが，コンテンツフィルタ

のサイトデータベースに登録されていないことがそ

もそも危険な可能性のあるサイトとみなすことにし

た． 

 本校ではこの基本方針の大きな転換を2018年8月

から9月にかけて断行した． 

 

２.５ 常時 SSL 導入期 

 転換期に前後あるいは重複して，いわゆる常時SSL

の導入が社会的に進んできた．特に決済やログイン

等の秘匿性が重視される通信にのみ用いられていた

HTTPSを，それ以外の通信の際にも普通に用いようと

いう流れである．暗号化はプライバシを向上する一

方，通信の管理を不可能的に困難にする．かつて本

校ではHTTPはプロクシ必須としていたが，HTTPSは直

接アクセスを可能にしていた．このため，HTTPSでサ

ービスを提供している有名動画サイトへのウェブア

クセスが制御できない状態になっていた．さらに，

あるサイトへのアクセスの有無を確認する必要が生

じた際，FWのログは通信相手の特定がIPアドレスで

しかできず，URLに基づいた確認が難しかった．HTTPS

のサイトに対するフィルタリングと，プロクシサー

バのログにアクセス先のホスト名を残して，迅速に

確認可能とするにはHTTPSもプロクシ必須にするこ

とが考えられた．そこで，2018年8月にFWにてHTTPS

による直接アクセスを遮断し，HTTPSもプロクシ必須

にした． 

 常時SSLの流れにより，ウェブアクセスの大半が

HTTPSに移行することになったが，コンテンツフィル

タの対応は実はさほど迅速ではなかった．HTTPでは

アクセスできたサイトに，HTTPSではアクセスできな

いことも多く，サイトデータベースの充実には時間

がかかる印象だった．当面の措置として，HTTPSのサ

イトはそもそも安全性が高いことを期待しつつ，プ

ロクシ必須とするが，コンテンツフィルタは素通り

することにして凌ぐことにした．また，コンテンツ

フィルタで細かくアクセスを制限するには問題もあ

った．プロクシサーバは暗号化された通信を単に取

り次ぐだけなので，アクセス先についてはサーバの

ホスト名がわかるだけで，フォルダ名やファイル名

はもちろん，通信内容は全く読み取れない．注2）その

ため，HTTPの場合のようにサイト内の細かいカテゴ

リが判別できず，実質的にホスト名単位でしかフィ

ルタリングできない状態になってしまった． 

 あれから1年，そろそろHTTPSのサイトデータベー

スも充実した頃かと期待し，筆者のみHTTPSサイトも

HTTPサイトと同様のフィルタリングを受ける状態で

試用している．時々有名サイトでもアクセスが遮断

される（サイトデータベースに登録されていない）

こともあるが，概ね期待通りの充実ぶりであり，近々

に学内一般にも適用してよいかもしれない． 

 

３.プロクシサーバシステム 

３.１ 初期 

 初期は1台のプロクシサーバを介してウェブアク

セスしていた．この頃は静的コンテンツのキャッシ

ュがプロクシの主目的だったと思われる．プロクシ

サーバをFWのLAN側に設置し，LAN側からインターネ

ット側へのHTTPの通信はプロクシサーバのみが許可

されていた． 

 

３.２ 実効立上期から 

 実効立上期からは図1に示す3段構成を採ることに

した．FWのLAN側に2段，FWのDMZ側に1段の構成であ

る．クライアント側から順に内部プロクシサーバ，

コンテンツフィルタ，外部プロクシサーバである．

この構成は苦心の結果である．まず，外部接続線が

LAN

Internet

DMZ

Web ServerWeb Browser Contents Filter

Internal Proxy Server

External Proxy Server
: Request Flow

with Cache

with Scheduler

図 1 3 段構成のプロクシサーバシステム 
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低速だったため，キャッシュ機能も使用したかった．

しかし，この期のコンテンツフィルタはキャッシュ

機能を有さなかったため，キャッシュ機能を有する

プロクシサーバと多段構成を採る必要があった．キ

ャッシュをコンテンツフィルタの内部側に設置する

と一度キャッシュされたコンテンツがコンテンツフ

ィルタを介さずにクライアントからアクセス可能に

なるため，外部側に設置せざるを得ないという結論

に至った． 

 ところで，本校ではパソコン室からのウェブアク

セスを原則禁止とし，使用させたい授業担当者のみ

が使用できるようにすることが基本方針である．授

業中に学生にウェブアクセスをさせたい授業担当者

はあらかじめそれを申請し，システム管理側で校時

に合わせてウェブアクセスを許可するようにタイム

テーブルを設定していた． 

 この期のコンテンツフィルタにもタイムテーブル

に基づいてウェブアクセスを制御する機能はあった

ように記憶しているが，オペレーションが面倒であ

る等，システム管理側の負担が大きい実装だったよ

うにも記憶している．そこで，オペレーションが容

易なプロクシを併用する必要があった．実は外部プ

ロクシサーバで使用していたソフトウェアが正にそ

の特徴を備えており，そこで実現することを期待し

た．しかし，外部プロクシサーバではコンテンツフ

ィルタより内部側のクライアントを識別できず，パ

ソコン室からのウェブアクセスに対してだけタイム

テーブルを適用することができなかった．そこでや

むを得ず，コンテンツフィルタよりも内部側にその

機能を実現するためのプロクシサーバを設置するこ

とにした．これが，一見無駄に思える3段構成を採っ

た理由である．なお，アクセスを制限する必要のな

いマルウェア対策ソフトのパターンファイルや，OS

のアップデート用ファイル等は内部プロクシサーバ

でもキャッシュしていた． 

 様々な要素が絡み合い，構成検討が も難しかっ

た時期だったと思われる． 

 

３.３ 外部接続線高速化以降期 

 ここからはコンテンツフィルタに求められる役割

の変遷と単純に連動しなくなるが，本校の場合2009

年10月に外部接続線が高速化されると，プロクシの

キャッシュ機能への期待が希薄になってきた．また，

2011年度には本部一括調達のFWも配備され，2012年

4月に高専統一ネットワークシステムの一つ前のキ

ャンパスネットワークシステム（本校では九州5高専

校内LANシステム）が導入される等，各校が機器の調

達で独自に腐心することが少なくなり始めた．この

本部一括調達のFWはキャッシュ機能も備えており，

必要であればそれを利用することもできた．その他

の要因もあったとは思われるが，これらを契機に，

外部プロクシサーバは構成から外され，コンテンツ

フィルタがサイトにアクセスするようになった．一

方で，パソコン室からのウェブアクセスをタイムテ

ーブルに基づいて制御する需要は引き続きあったた

め，内部プロクシサーバは残り，図2に示す2段構成

で運用が続いている． 

 2018年4月から運用している現用の教育用電子計

算機システム（パソコン室システム）では，授業支

援ソフトの機能でプロクシの機能に因らずウェブア

クセスを制御できるようになった．授業時間中は原

則遮断で，教員が許可すれば使用可能とし，放課後

等のパソコン室の解放時間は通常使用可能としてい

る．これが軌道に乗れば，内部プロクシサーバも構

成から外せることが期待されるが，現用のコンテン

ツフィルタはログの確認オペレーションに難があり，

そこが改善されない限りは現用に準じた内部プロク

シサーバを構成から外せない状況である． 

 

４.今後の流れ 

 今後の流れについて述べる前に，ここまでの流れ

を整理して図3に示す． 

 高専統一ネットワークシステムのFWのログでアク

セス先のURLに基づいた確認が可能になれば，内部プ

ロクシサーバを構成から外せると考えている．しか

し，通常5年毎に更改されると思われるため，仕様に

含まれない限りは頼りにできないため，現用で実現

できても，それで即内部プロクシサーバを構成から

は外すことはできない． 

 HTTPSのカテゴリ判別の改善は課題である．技術的

には不可能でないため，当初はコンテンツフィルタ

で一度通信内容を復号化することも検討した．結果

LAN

Internet

DMZ

Web ServerWeb Browser Contents Filter

Internal Proxy Server
: Request Flow

with Scheduler

図 2 2 段構成のプロクシサーバシステム 

初期 実効立上期
常時SSL導入期

転換期e-Learning
導入期

2006年8月～ 2009年4月～ 2018年8月～

 2009年10月
外部接続線高速化

 2012年4月
九州5高専校内LANシステム運用開始

3段構成 2段構成

 2016年9月

システム構成：

図 3 ここまでの流れ 
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的に，パソコン室システム向けにはそれを行ってい

るが，学内一般に向けては行っていない．それには

事情があるが，TLS 1.3時代になるとそもそも通信内

容を経路途中で復号化することができなる1）ようで，

仮に実施していたとしても近い将来に見直しを余儀

なくされていた可能性もある． 

 HTTPSで公開されている悪意のあるサイトが増加

傾向にあることは周知のことであり，それらの内で

サーバ証明書自体に問題の無いものが特に大きな脅

威になる．もとよりHTTPSだから大丈夫等ということ

は論理的にも有り得ないことだったが，それが実際

の脅威としてこれほど早い段階で広まりを見せると

は思ってなかった．ホワイトリストに基づいたウェ

ブアクセス環境を運用しておきながら，まだまだ認

識が甘かったと反省もしている．ブラウザでウェブ

ページを表示させただけで影響を及ぼすマルウェア

も存在することを考えると，今後はどのようにして

安心安全なウェブアクセス環境を整備していけばよ

いか，さじ加減の難しさは変わらない． 

 

５.まとめ 

 本稿では，本校におけるウェブアクセスのさじ加

減の事例を紹介し，同様の苦心をされている他校の

システム管理者各位の心労をねぎらうことを目的に

情報共有を図った． 

 プロクシサーバシステムの運用自体が負担になる

が，ログの確認を容易なオペレーションで実施でき

ることは負担軽減につながる．他の要因もあるが，

本校では後者を採ったということであり，基本的に

はコンテンツフィルタを備えたプロクシサーバシス

テムの運用をお勧めする． 

 

脚注 

注1） 筆者の着任以前は不明のため． 

注2） 技術的に不可能なわけではないが，他の事情

との兼ね合いであきらめざるを得なかった． 

 

参考文献 

1） “TLS 1.3 への移行でネットワークの監視に影

響 ― 見 落 と す 可 能 性 の あ る ポ イ ン ト ,” 

https://blog.kaspersky.co.jp/network-

security-within-tls1-3/23598/,  

2019 年 8 月 8 日確認. 
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【連絡先】〒836-8585 福岡県大牟田市東萩尾町 150 
有明工業高等専門学校 マルチメディアセンタ 情報基盤部(情報処理センタ) 

松野 良信  TEL: 0944-53-8720  FAX: 0944-53-8720  E-mail: yoshi@ariake-nct.ac.jp 
【キーワード】情報セキュリティ, 電子メール, ファイル共有 

 

有明高専における電子メールの取扱いとファイル共有 
 

有明工業高等専門学校  ○松野 良信, 森山 英明, 堀田 孝之, 

池上 勝也, 平田 裕次, 木下 貴博, 七田 忠資

 

1. まえがき 
電子メールや情報の取扱いのミスによる情報漏え

いにつながる可能性のある事案が、各所から聞こえ

てくる昨今、有明高専においてもミスにともなう情

報セキュリティインシデントも発生しており、電子

メールの取扱いのルールの整備を行った。また、電

子メールの取扱いルールにあわせてファイルの共有

についても検討した。 
本稿ではこれらの経緯と現状について報告する。 

 

2. 電子メールの取扱いルールの整備 
従来より、マルチメディアセンタ情報基盤部(以下、

情報処理センタ)としては、電子メールの添付ファイ

ルの非推奨などを行ったり、研修会にてメールの自

動転送や添付ファイルや URL によるファイル共有

の危険性などの周知などを行ったりしていたが、要

機密情報の可能性のある情報をメールに添付して送

信するなどの事案が絶えなかった。一方で、高専機

構の実施する情報セキュリティ監査にて、2015 年度

に電子メールの取扱いに関する指摘事項があった。 
そこで、2018 年度の監査対応に際して、総務課総

務企画係を中心に公式なルール作りについて議論が

行われた。検討の結果、「有明工業高等専門学校情報

セキュリティ教職員規程」にて参照されていながら

策定されていなかった「電子メール利用ガイドライ

ン」を公式に策定することになり、運営会議および

情報セキュリティ管理委員会で承認ののち、2018 年

5 月から施行されている。 
現在運用されている「電子メール利用ガイドライ

ン」の概要を表 1 に示す。 

表 1  電子メール利用ガイドラインの概要 

業務に利用できるメールのドメインの明示 

利用可能ドメイン以外への自動転送禁止 

添付ファイル原則禁止 

要機密情報の電子メールの本文および添付で

の取扱い原則禁止 

要機密情報の扱いを認めるファイル共有シス

テムの指定 
 
 

以前の有明高専の一般の教職員には大きな変更と

なると考えられたのは、電子メールでの添付ファイ

ル禁止と、要機密情報の電子メールでの取扱い禁止

である。運営会議メンバおよび情報セキュリティ管

理委員会メンバへの理解をうながすため、会議では

総務課長および情報セキュリティ推進委員長より、

禁止の説明よりも、どのようにして扱うと良いかの

説明に重点を置いたと認識している。その結果、大

きな反対も出ずに電子メール利用ガイドラインの策

定と運用が始まっている。 
 

3. ファイル共有システムの整備 
ファイル共有システムの必要性が検討され始めた

のは、2015 年頃に事務部の方で会議のペーパレス化

が議論されはじめたころにさかのぼる。当初は資料

が事前に配置されたタブレット端末などを会議参加

者にその都度貸与することも考えられたが、多人数

の会議や事務担当者の負担を考慮し、一部の会議を

除いて、ファイル共有システムに PDF などで資料を

配置し、会議参加者が各自の端末で参照する方式を

採用することになった。 
最低限の要件としては、次の機能などが必要と考

えた。 
・ユーザレベルの認証が可能 
・ユーザのグループ化が可能 
・多様なデバイス・OS への対応 
いくつかのシステムの試用などを通じて、多くの

会議資料を用意される事務系の方々の意見をもとに、

当時情報処理センタで仮運用していた ownCloud を

用いたファイル共有システムを用いて、会議のペー

パレス化の試行を行うこととなった。 
有明高専の ownCloud は、オンプレミスの仮想基

盤上に構築されており、統合認証システムとも連携

している。他にも選択肢はあったが、第一に事務の

方が使えそう・使いやすそうとの意見をいただいた

ことから ownCloud での試行となった。 
会議のペーパレス化が 2017 年度より本格運用と

なるのとあわせて、ownCloud のオープンソースの高

機能版である Nextcloud に変更し、ストレージ容量

も大きくした。また、元々会議資料の配置だけに特

化していたわけではないが、情報処理センタとして

はファイル共有にも活用の推進を行うことにした。 
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4. 電子メールによるファイル共有の取扱い 
電子メール利用ガイドラインの施行にともない、

添付ファイルを原則禁止したことにより、公式なフ

ァイル共有には、ファイル共有システムを利用する

ことになった。そのため、電子メールではファイル

共有システムの URL またはファイル共有システム

上での位置情報をメール本文で通知することを想定

している。 
特に機密情報に関しては、電子メール本文でも扱

うことを禁止しているため、現実的にはファイル共

有システムの利用が必須となると思われる。 
この運用により、ファイル共有システム側で適切

なアクセス権限の管理を行うことにより、メールア

ドレス間違いや URL 間違いによる誤送信などのミ

スによる情報漏えいの可能性が低くなることが期待

できる。 
 
5. まとめ 
公式に「電子メール利用ガイドライン」の運用が

始まってから 1 年余りを経過している。感覚的には

URL やファイル共有システム上の位置情報オンメ

ールが増え、添付ファイルは減ったように感じる。

また、ファイル共有システムの運用も試行から数え

て 5 年余りを経過し、校内での認知も高まり、学校

運営に不可欠なものになってきている。 
しかし、まだファイル共有システムを使えていな

い教職員がいることも事実で、不必要な電子メール

の添付ファイルの利用がなくなっているわけではな

い。さらにファイル共有システムにおいても、ユー

ザやグループごとのアクセス権限管理をせずに、

URL を知っている人全員がアクセス可能なリンク

を利用する教職員も少なからず存在する。今後も引

き続き教職員の情報セキュリティ意識の向上ととも

に、ミスによる情報漏えいなどの危険性の低減を目

指したい。 
 
参考 
・ownCloud  https://owncloud.jp/ 
・Nextcloud  https://nextcloud.com/ 
 

 

22



 

【連絡先】〒866-8501 熊本県八代市平山新町 2627 熊本高等専門学校情報セキュリティセンター 

     小島俊輔 TEL:0965-53-1211  E-mail：oshima[の後ろにあっと]kumamoto-nct.ac.jp 

【キーワード】侵入検知，ネットワークインフラ，サイバーセキュリティ, Snort, Security Onion 

 

熊本高専八代キャンパスにおける IDS 導入の試み 
 

熊本高等専門学校  ○小島俊輔，藤本洋一，岩本 舞

 

１.まえがき 

 熊本高等専門学校八代キャンパスでは，学内ネッ

トワークにおけるサイバーセキュリティの脅威を検

出するため，2017 年度より侵入検知システム（IDS）

の１つである Snort1)を導入している．また，2018 年

度より，Snort を基幹として，セキュリティイベント

の可視化やログの収集・検索機能など多くのネット

ワークセキュリティ関係ツールを集約した Linux デ

ィストリビューションである Security Onion2)を導

入し実績を挙げている．本稿では，熊本高専内のネ

ットワークにおけるこれら侵入検知システムの具体

的な導入事例を紹介するとともに，導入を検討する

際の注意点について述べる． 

 

２.侵入検知システム 

２．１ Snort の概要 

 Snort はオープンソースのネットワーク型 IDS で

ある．Snort はパケットを常時監視し，Snort ルール

と呼ばれる，あらかじめ定義したパターンにマッチ

する違反パケットを検出した場合に，警告などのア

クションを実行する．図 1 に Snort ルールの簡単な

例を示す．ユーザが個別に記述することもできるが，

このルールが侵入検知の性能に直結するため，通常

は無料の community ルールセットを用いるか

Personal や Business といった有料のプランを選択

し，組織ごとのカスタマイズを加える． 

 
図 1 Snort ルールの書式と例 

（dstIP 10.1.2.3 に対して ssh 接続した場合に警告） 

 

 Snort ルールを最新に保つための仕組みとして，

Pulled Pork と呼ばれるアップデータ，および Snort

ルールをダウンロードする際の認証コード

Oinkcode が必要となる．いずれも専用サイトから簡

単に取得することができる．取得した Oinkcode は

Pulled Pork の設定ファイルに埋め込むことで機能

する． 

 

２．２ Security Onion の概要 

 Security Onion は Ubuntu Linux を基本 OS とし，

その上に侵入検知やパケット解析，ログの蓄積・可

視化など多くのセキュリティツールを１つのパッケ

ージにした Linux ディストリビューションである．

最新バージョンは Ubuntu 16.04 LTS をベースとす

る Security Onion 16.04.6.1 (2019/8/1 現在)であ

り，Ubuntu 同様，2021 年 4 月までサポートされる．

OSのISOイメージが配布されておりインストールは

極めて簡単である． 

 Security Onion は，インストール時に Snort また

は Suricata のどちらか一方を IDS として選択する

ことができる．IDS 以外に以下のようなツールが標

準でインストールされる． 

 Erasticsearch 全文検索エンジン 

 Logstash ログイベントの監視と保管 

 Kibana ブラウザベースのログ可視化ツール 

 Sguil/ Squert データ分析ツール 

 Bro 振る舞い指向フォレンジックツール 

 Wireshark, netsniff-ng いわずと知れたツール 

これらのツールは単独で起動して使用する場合もあ

るが，Sguil や Squert を UI の入り口として，相互

に連携し補完することで様々なサイバーセキュリテ

ィの脅威をシームレスに解析できるよう設計されて

いる． 

 

３．熊本高専への Snort の導入 

 熊本高専八代キャンパスでは， Proxy サーバを通

過するパケットを監視する目的で2017年度にSnort

を導入した．導入に際しては，Snort の Business プ

ランの予算を確保している．また，これ以外に Snort

を導入するためのサーバが必要となる． 

 

３．１ 設置場所の検討 

 Snort はネットワーク型 IDS であり，センサーノ

ードを複数個所に設置することができる．当然，監

視対象の数が多いとランニングコストも高額になる

ので，ここでは熊本高専八代キャンパスの Proxy サ

ーバ 1台を監視対象とすることにした． この Proxy

サーバは HTTP Proxy 以外に，学内（LAN）と学外（WAN）

を接続するゲートウェイとして動作しており，学内

外の全パケットが通過する．今回は Snort を別サー

バとせず，Proxy サーバ上に搭載することとした． 

Snort の設定は監視対象のネットワークインタフェ

ースを指定するのみであり，Proxy や GW の設定変更

は一切ない．つまり Snort を稼働したことで外部と

の接続トラブルが発生した場合でも Snort プロセス

書式： 

  action proto srcIP srcPort -> dstIP dstPort 

     (keyword:arg; [keyword:arg; ...]) 

例： 

 alert tcp any any -> 10.1.2.3 22 

     (flags: S; msg: "SSH Connection attempt";) 
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を停止するだけで元に戻すことができる．  

 

３．２ サーバスペックの決定 

 Proxyサーバは，Intel Xeon 4Core 3.0GHzのLinux

をホスト OS とする，2CPU 12000BogoMips， Mem4GB

の KVM 仮想マシンとして構築している．日中の通信

量はおよそ 100Gbps であり，CPU 負荷は数パーセン

トである．この Proxy サーバ内に Snort を導入する

とCPU負荷が高くなることが予想されるが，Proxyサ

ーバは仮想マシンであり，高負荷の際には仮想マシ

ンのスペックを上げれば済むと考えた． 

 結果，Snort を稼働した際の CPU 負荷は 10～30%程

度となり，外部との接続性に影響を及ぼすトラブル

は確認できなかった．そのため，今回は仮想マシン

のスペックをそのまま変更することなく本稼働に移

行することができた． 

 

４．Security Onion の導入 

 Snort において，実際に得られる情報は違反パケ

ットのログと pcap 形式のパケットダンプであり，1

つ 1 つを手作業で解析するのには限界があった．そ

こで，2018 年度にネットワークの監視用 PC を導入

するための予算措置を行い，2019 年 3月に Snort を

IDS とした Security Onion を稼働した．なお，Snort

は2017年度のBusinessプランを継続することとし，

Oinkcode をそのまま引き継ぐこととした． 

 

４．１ 専用 PC スペックの決定と全体の構成 

 今回導入した専用 PC のマシンスペックを図 2 に

示す．導入した PC は将来的な拡張を考慮してミドル

タワー型のデスクトップ PC とした．HDD 容量は導入

予算との兼ね合いで最小限の 2TB としたが，容量が

大きければそれだけログやパケットダンプの長期保

存が可能となる．参考まで，熊本高専八代キャンパ

スのネットワークの利用状況を調査したところ，2TB

の容量は，夏休みなどの長期休暇中で 1 週間程度，

平日であれば 0.5～1 日で使いきることが分かって

おり，10 日のパケットダンプを保管する場合は単純

計算で 20～40TB の容量が必要である．従って，ログ

用 HDD の増設に備えて SATA ポートや電源容量，ケー

スの空きスロットはできる限り余裕をもって確保し

ておいたほうが良い． 
CPU Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz 

6Core 

MEM 16GB 

HDD 2TB （可能なら 20～40TB） 

Network 

Interface 

1000Base-TX ×２ 

SATA 6 ポート（できるだけ多い方が良い） 

ケース ミドルタワー型 5inch ベイ 5 スロット 

電源 600W （できるだけ大きい方が良い） 

図 2 Security Onion 専用 PC のマシンスペック 

 

 Security Onion の設置場所および全体構成を図 3

に示す．専用 PC には，２つのネットワークインタフ

ェースを用意した．1 つは学内ネットワークに接続

するため，もう 1 つは膨大な通信を監視するための

ものであり，プロミスキャスモードで動作させる．

このパケット監視専用のポートを用意したことで，

監視パケットの欠損を減らすことが可能となる． 

 
図 3 Security Onion の設置場所と全体の構成 

 

５．検出事例 

 Security Onion の中で Squil を動作させた様子を

図 4に示す．平均して 1日に数件～10 件程度の違反

パケットが検出される． 

 
図 4 Sguil による検出結果の分類と可視化 

 

 違反パケットの多くは学生 VLAN からの接続であ

る．広告サイトやブラックリスト IP アドレスとの通

信，セキュリティ脆弱性をついた PDF ファイルダウ

ンロードなど多岐に及んでいるが，調査の結果，パ

ターンファイルやアップデートパッチが提供される

など，対策が施されているものが大半を占めている

ことがわかっている． 

 

６．まとめ 

 今回，Snort と Security Onion を導入した．導入

時のコストはそれほど高くはないものの，導入後の

コストが非常に高く，1 件の違反パケットを調査す

るだけで多くの時間を必要とすることがわかった．

運用開始から 5か月が経過したが，Security Onion

を使いこなすには更なる慣れと経験が必要である． 

参考文献 

1） Snort 専用サイト(最終閲覧日 2019/8/14)，htt 

ps://snort.org/ 

2） Security Onion 専用サイト(最終閲覧日 2019/8 

/14), https://securityonion.net/ 

Proxyサーバ兼 GW

FireW all

インターネット
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Snort
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ポート

ミラーリング
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情報教育用テキストの改訂と刊行

石川工業高等専門学校 ○長岡 健一, 長岡工業高等専門学校 高橋 章

富山高等専門学校 新開 純子, 津山工業高等専門学校 岡田 正

1 まえがき

情報社会の進展は著しく，普遍的な情報教育がますま

す重要になっている．そして，情報を学ぶ上では，情報

活用の実践力，科学的な理解そして情報社会への参画と

いった 3 つの大きな柱をバランスよく学習していくこ

とが求められる．我々は，高等専門学校（以下，高専）

の情報基礎教育に関するプロジェクトを 2001年より開

始 1) し，標準的カリキュラムの策定，情報基礎教育用

テキスト（以下，教科書）やこれに準拠した学習ノート

といった学習教材の作成と刊行，これを使用した授業を

支援するポータルサイトの構築・運用などを行ってきた
2)3)．ところで，携帯情報端末や SNS（Social Network-

ing Service）の普及，情報セキュリティや AIなど今後

も情報化の核となる技術の台頭や，高専MCC（モデル

コアカリキュラム），新学習指導要領 4)による小学校で

のプログラミング教育の 2020年導入など，情報基礎教

育を取り巻く環境は大きく変化している．我々が作成し

た教科書はその三訂版の発刊から約 9年が経過した．そ

こで，これら近年の社会情勢を反映した教科書および学

習ノートの大幅改訂を行い，2019年 9月末に刊行され

ることとなった．本稿では，情報教育用教科書と学習の

ノートの大幅改訂の内容について報告を行う．

2 活動の経緯

高専では，プログラミング教育を中心とした独自の情

報処理教育が古くから精力的に行われてきた．しかし，

社会の情報化の進展とともに，いわゆるコンピュータ・

リテラシー教育が中学校以前に実施されるようになり，

また 2003年度から開始された高等学校における普通教

科「情報」によって，情報教育における状況は大きく変

化した．そこで，高専においても教科「情報」の内容を

包含し，さらに高専学生として必要な能力を身につけさ

せるための情報基礎教育を行うことが急務となり，我々

は“入学直後から学科によらず実施すべき情報教育の実

践”を目標とし，2001年度より高専における新しい情

報基礎教育に関するプロジェクトを開始した 1)．図 1に

これまで行ってきた活動 7)8) について示す．

2001 2002

情報基礎教育の標準化に関する
調査研究部会発足

標準化カリキュラム策定 
教科書作成に着手

教科書刊行 
ポータルサイト立上げ

2003

高校・教科「情報」スタート

教科書改訂 
学習ノート刊行

2006 2009

三訂版教科書 
改訂作業着手

三訂版教科書 
学習ノート刊行

ポータルサイト 
サーバ更新

2010 2011 2018 2019

学習指導要領改訂

中学校でリテラシ教育開始

2012

高専MCC（試案）
高専MCC

四訂版教科書 
改訂検討開始

編集
会議

教科書を用いた学科によらない基礎教育の実践・教育効果の評価

2020

学習指導要領改訂 
小学校でのプログラミング教育導入

四訂版教科書，
学習ノート 
刊行

9月末

図 1: これまでの活動経緯

3 テキストおよび学習ノートの改訂

スマートフォン，タブレット端末など携帯情報端末や

SNSの普及と急速な発展，さらにセキュリティ・AI技

術やビッグデータの活用など，社会情勢は著しく変化し

ており，情報基礎教育もこれらに対応していかなければ

ならない．我々の教科書はこのような変化についてフォ

ローができておらず，新たな概念の追加や古くなった内

容の整理など大幅な改訂が必要となった．そこで，2017

年 11月より教科書大幅改訂に関する準備を開始し，2019

年 9月末に教科書「情報基礎-ネットワーク社会における

情報の活用と技術」および教科書に準拠した「情報基礎-

ネットワーク社会における情報の活用と技術 学習ノー

ト」（ともに実教出版）が，編集会議，原稿の執筆およ

び校正作業などを経て刊行されることとなった．主な改

訂内容は以下のとおりである．

1. 教科書全般について

• 本教科書の特徴である情報基礎を学ぶ上での
バランスを考慮した「情報活用」「情報技術」

および「情報社会への参画」の 3 章構成は

本改訂でも踏襲した．なお，新たな内容の追

加による増ページを行っている（三訂版 271

ページから今回版 298ページ；2019年 8月 1

日時点）．

• 高等学校教科「情報」の教科書の内容を包含
し，エンジニアに必要な高専，大学等向けの

【連絡先】〒 929-0392 石川県河北郡津幡町北中条 石川工業高等専門学校 電子情報工学科

長岡健一 TEL：076-288-8137 FAX：076-288-8146 email：nagaoka@ishikawa-nct.ac.jp

【キーワード】情報基礎教育, 教科書改訂
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項目を盛り込んだ．また，高専MCC，新学

習指導要領に対応している．

• 各種データを最新にした．今後のデータ刷新
は重版等での差し替えを想定する．

2. 情報活用（第 1章），情報技術（第 2章），情報社

会への参画（第 3章）に関する内容

• SNSの特徴などを追加し，各章，節等でも参

照できるようにした．スマートフォン等携帯

情報端末やクラウド環境，IoT（Internet of

Things）技術の進展に関する内容を追加して

いる．

• 初等教育におけるプログラミング教育導入
に対応し，プログラミングとは何かをいくつ

かのプログラミング言語を使って例を示すな

どし，プログラミングについての内容を強化

した．

• 誤り訂正・暗号化・電子署名・ハッシュなど
セキュリティ技術に必要なディジタル表現に

ついて大幅に強化した．ビッグデータの活用

など，大量データから新たな知見を見出す方

法論としてのデータサイエンスに関する記

述，AIや機械学習を問題解決の方法論に追

加した．

• 仮想化の概念，クラウドの構造と技術面から
の利用，無線ネットワークや SNS実装技術

など情報通信技術を強化した．

• アプリ開発や動画投稿サイトでの収益の得方，
電子決済などについて内容を追加している．

• セキュリティ環境，著作権，個人情報保護法
など法律に関する項目や，サイバー犯罪や脅

威に関する内容を現在の情勢にあわせている．

• 人工知能，ブロックチェーンなど情報基礎分
野としてやや高度な技術については適宜コラ

ムで説明を行っている．

• 大学・短大・高専生などに関わりの深い SNS

との関わり方，プログラミング力，マルウェ

アへの対応などについて，見返し部分にわか

りやすく説明を載せた（図 2）．

学習ノートは上記のように述べた教科書の改訂内容を反

映させ，演習問題等を検証して現状の情報基礎教育にふ

さわしい内容としている．

いろんなところ①から　情
報が入ってくるけど　少し
違っていたりして　どれが
正しい②か　わからないこ
とが多くない

そうね　メディアの特徴③を
知って　使い分けること④が
必要だとおもう

メディアリテラシーを身につけよう

① 情報メディアという．
② 「正しい」かどうかの判断のためには，その情報が信頼できるかどうか（信ぴょう性）
に加えて，判断する人の価値感が問われる．
③ 新聞・雑誌は編集されているので社説・後記で方針を確認し，Webや SNSの情報は「だ
れが，いつ，だれに向けて」発信したものかに気をつけて，テレビはそのときだけで
消えていくので別のメディアでの補完が必要なことに，それぞれ日頃から気をつける．
④ 情報の内容を正しく読み取り，その信ぴょう性や価値を判断できる能力で，メディ
アリテラシーという（広くは情報の加工や発信力を含む）．この力をつけるためには，
日頃から，書籍による体系的な知識を得たり，事実を確認するための１次情報（公式
文書や個人が直接発した情報など）の利用経験を積むことが必要となる．

関連箇所：1.2.2, 3.4.1, 1.1.1, 1.2.1, 3.1.3, 3.4.1

自分の意見をツイート *1
したら　きつい反論がきて
　落ち込んだよ

ていねいに説明する *2 か
　無視する *3 か　むつか
しいところね　送る前に責
任をもてる *4 かどうか　
十分に考えておかなくちゃ

SNS では責任のもてる情報を発信しよう

*1 Twitter は字数制限のため，根拠や説明を十分に示すことがむつかしく，問題が起き
やすい．
*2 自分が間違っていたり，考慮していなかったことがあれば，そのことをすなおに認
めて，ていねいに対応すべきである．
*3 悪意をもって挑発的な言動を繰り返す利用者もいるので，信頼できる身近な人に相
談し，自分に問題ないと判断できたら，無視するのも選択肢のひとつである．
*4 不確かな伝聞や，公開すべきでない重要な情報とプライバシー情報を発信しないの
はもとより，意見の分かれている話題には慎重に対応する．

関連箇所：1.4.3, 1.4.1, 1.1.4, 1.3.1, 3.4.1, 3.4.3

p.●●●より p.●●●より

困り顔 やさしい顔

図 2: 見返し原稿の例

4 まとめ

情報基礎教育用教科書とこれに準拠した学習ノートの

大幅改訂についてその主な改訂内容を述べた．著しく変

化する情報社会環境を十分に見据えながら，これら教材

を用いた情報基礎教育を今後も進めていく予定である．
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