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技術科 における情報モ ラル教育の課題 と対応策の考察
Consideration of lnformation Moral Problems and Countermeasures in Technology Education

室 伏

春 樹

Haruki n/1UROFUSHI

(平 成

27年 10月 1日 受理)

In this paper, 、
ve discussed the problem and the countermeasures of information moral

education in technology education lnformation moral educatlon should be carried out in
order to build a ne、 v society in the thhkhg oflight and shado、

v However,already pracuced

information moral educatloh is a teaching for the safe use of a net、

vork ln addition, the

presence of teachers having anxiety to the teaching Of informalon morals has been found by

the survey Therefore, we have proposed instruction contents of the information moral
educatlon that can be used h the class of the technology education Ths proposal alrns to

develop human resources by utlizmg the informaion build a new society As a result of
presentlng the proposal to the teachers use h teachhg was suggested

l

は じめに

情報社会 であ る現在 ,わ れわれは多 くの情報 を携帯電話 やスマ ー トフォン,パ ー ソナル コン
ピュー ター な どの情報通信機器 か ら入手 し, 日々の生活 に利用 してい るとい える。総務省が実
施 した通信利用動 向調査 に よる と,平 成26年 度末 にお け るイ ン ター ネ ッ トの人 口普及率 は
固人がイ ンターネ ッ トを利用 して
828%で あ り, と くに13歳 か ら59歳 まで の年代 は九割 以上のイ
また, この調査 では対象 か ら除外 されて い る未就学児 については,平 成27年 に保護
者 を対象 として実施 された別 の調査 によ り,動 画配信サ ー ビスや知育 アプリケー シ ヨンな どが
いる

111。

保護者か ら提供 されてい ることが明 らかにされ てい る [2]。
ここで問題 となるのが,情 報通信機器 の利用 によつて生 じるさまざまな社会問題 であ る。 こ
の社会問題 は大 きく二つ に大別 され,個 人情報 の流 出や コンピュー ター ゥイルスの感染 などを
含 む情報技術 に基づ く問題 と,誹 諾中傷やネ ッ トワー ク空間上 のい じめなどを含む情報倫理 に
基づ く問題 に分類で きる。 と くに後者 の問題 は,青 少年におけ る情報通信機器 の利用 による社
会問題 として広 く認知 されてお り,青 少年に対す る情報 モ ラル教育が求め られてい る。
現行 の学習指導要領 では,す べ ての児童生徒 に対 して,全 教員が情報 モ ラルを身 に付 け る指
導 を行 うことが示 されてい る。 これは,各 学校種の学習指導要領総則 に各教科 や科 目等 の指導
に当 たつて情報 モ ラルを身に付 け させ ることが配慮 されてい ることか ら明 らかである。具体的
には, コンピュー ターゃ情報通信ネ ットワー クな どの情報手段 に対 して,小 学校 では慣 れ親 し
み,適 切 に活用する こと [3],中 学校 では適切かつ 主体的,積 極的 に活用す ること 141,高 等学
技術教育系列
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校 では適切かつ実践的,主 体的に活用すること [5]が 配慮事項 に示 されている。
このように各学校種で情報モラル教育が実践されているが, この中でも中学校技術・家庭の
技術分野 (以 下,技 術科 と称す)は 情報モラル教育における中核 となる教科である。なぜなら
技術科 の学習指導要領 に指導内容 として記載されている事項 は,文 部科学省が情報モラル教育
,

の指導内容 として定義 している二領域五分野の全内容が含 まれているからである 同。 ここで
二領域 とは五分野の内容を分類するものであ り,情 報倫理に関する「心を磨 く領域Jと 情報技
「法の理
術 に関す る「知恵 を磨 く領域」で構成される。また,五 分野 とは「情報社会 の倫理」
「公共的なネットワーク社会の構築」で構成
「情報セキュリテイ」
「安全への知恵」
解 と遵守」
される。 このような広範な内容のすべてが指導内容に含まれているのは技術科だけである。つ
ま り,技 術科 は義務教育において情報モラル教育の指導が最 も期待 されている教科 である。
しか し,技 術科における情報モラルの研究は活発ではない。技術教育に関する国内唯一の学
術研究団体である日本産業技術教育学会 において,現 行学習指導要領の公表以降で情報モラル
に関係す る研究論文は平成27年 9月 現在,長 谷川による技術科教科書 における情報モラルに関
す る記載内容 を比較分析 した1件 のみである。また,学 術情報の検索サイ トCNⅡ Ariclesで 平
成27年 9月 現在「情報モラル AND技 術科」のキーワー ド検索 を実施すると8件 であるのに対 し
,

情報モラルの指導が行われると想定される「情報モラル AIJD道 徳」のキーワー ド検索 を実施
す ると73件 の情報が ヒッ トする。このことから,技 術科における情報モ ラルの研究が不足 して
お り,適 切な教育内容が検討 されていない状況が予想された。
そ こで,技術科 における情報モラル教育の指導内容を明確化することを目的に研究を行 った。
まず,技術科を含 む情報モラル教育 を概観 し,技 術科における情報モ ラルの具体的な指導内容
を構想 した。そして,構 想 した指導内容 を技術科教員 に講義形式で紹介 し,ア ンケー トによっ
て内容の理解度 と授業に適用で きるか調査 を実施 した。

2.情 報モラル教育の概観

2 1

安全教育としての情報モラル教育

文部科学省は情報モラルを「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方や態度 岡J
であると定義 している。そして,「 情報モ ラルの育成 とは,何 々をしてはいけないとい うよう
な対処的なルールを身に付 けるだけではな く,そ れ らのルールの意味 を正 しく理解 し,新 たな
場面 で も正 しい行動が とれるよ うな考 え方 と態度 を育 てることである 181」 ことか ら,現 代社
会 における情報 の光 と影 を踏まえ,情 報 を適切に活用 して新 しい社会 を形成 してい くことがで
きる人物 の育成が期待 されてい るとい える。
しか し,学 校裏サイ ト SNS(Social Ne● ″ork Service)上 で行 われるい じめやゲ ーム アプ
リケ ーシ ヨンの使 い過 ぎによる過剰 な課金 ,ひ きこ もりの誘発 といった問題な ど,子 供 の安全
を脅 かす事態が社会問題化 してい る。そのため,情 報 モ ラル教育は情報の影に対する安全策 を
指導す る ことが重要 とな り,具 体的な問題事例 の紹介や利用 ルールの作成 とい った取 り組 みが
推奨 されてい る 191。
このよ うな問題事例 の紹介や利用 ルールの作成 を行 う情報 モ ラル教育 に対 して,富 田 らは二
つ の問題 を指摘 してい る

[lq。

̲つ は,情 報 モ ラルの指導対象が子供 に限定 されてい る こと
,

もう一つ は,情 報 の影 の部分 に対す る安易 な対応策を講 じようとしてい ることで あ る。 この二
つ の問題 は密接 な関係がある。た とえば,子 供が SNSに よる トラブルに遭過 した とき,大 人
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は指導 に必 要 な知識 を有 して い る と言 えるので あ ろ うか (第 一の 問題 )。 また,問 題 を把握 ・
理解で きず に「 そ の よ うな問題 があるな ら使 わなければよい」 と子供 に指導 して い ない だろ う

か (第 二の問題)。 富田 らは「現時点での民間 個人 レベルの対策は,『 自己責任化JF個 人へ
の過剰負担』に対 して,過 剰 に悲観的で防衛的 と言わざるをえない。メデイアを,よ りよく使
いこなそうとか,使 い方 をみつけだそ うとい うような,挑 戦的で建設的な対策ではない。 これ
では,メ デイアの 『味方Jと なる側面を見逃 してしまわないだろうか。
ている。

[101」

と警鐘 を鳴らし

また会田 は,情 報 モ ラル教育が危険回避 に重点が置かれる情報安全教育 となってい る点に触
れ,「『情報社会 の欠点 を指摘 し,そ れ をどう改善 してい くのか』 とい う視点が欠如 してい るよ
と述べ てい る。つ ま り,安 全教育 として子供 に危険な 目に遭 わせ ない よう
に した り,人 を傷 つ けない ようにした り,罪 を犯 さない ように した りす る指導 は,情 報 の影 の
側面に対応す る情報 モ ラル教育 として重要 であるが ,情 報 モ ラル教育 は安全教育 だけで構成 さ
うに思われる

[111」

れるべ きものではないことを指導者が意識す る必要がある。

22
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技術科 の教科書 における情報 モ ラルに関す る記載内容 を比較分 析 した長谷川 の論文 では,著
作権 に関す る記載内容 で一番多 いのが著作権 に関す る内容 であ ることが 明 らかにされてい る
[121。

これは,技 術科 の指導項 目の一 つ に「著作権や発信 した情報 に対 す る責任 を知 り,情 報

モ ラルについ て考 える こと 口31」 が示 されてい ることに関係があると判断で きる。 また,指 導
要領解説 の例示 では「 映画や楽曲等 の違法 な複製 [141」 のみが取 り上 げ られてお り,情 報 モ フ
ル教育 における光 の側面 は例示 されてい ない。
つ ま り,技 術科 における情報 モ ラル教育 も,情 報 の影 の側面 に対す る安全教育 として指導す
る こ とが前提 となってい る。ただ前述 の とお り,技 術科 で指導 が求め られてい る情報 モ ラル教
育 は,文 部科学省 が定義す る二領域五分野 の全 内容 を含 む もので あ る。それな らば,「 情報 を
「正 しい情報 の利用方法 とは何 なのか」 とい つた
どの ように利用す る ことが良い ことなのか」
情報 の光 の側面 につ なが る指導 も必要 で あ る。この ことは,技 術科 の 目標 に含 まれる「 進んで
生 活 を工夫 し創造す る能力 と実践的な態度 を育てる [1司 」 とい う記述 と矛盾す るものではない。

23

情報 モラルを指導する技術科教員の現状

情報 モ ラルを指導す る立場 にある技術科教員に対 して,情 報 モ ラル教育 の現状 についてア ン
ケ ー ト.15査 を実施 した。対象者 はSttS市 の教員 12名 であ る。ア ンケ ー トの主な内容 は三つ あ
る。 一つめは情報 モ ラル教育にかける指導時間,二 つめは授業で参考に した ことが あ る資料

,

三つ めは情報 モ ラル指導 についての意識である。
まず,技 術科 の授業 にお ける情報 モ ラル教育にかける指導時間の質
問 として,表 1に 示す七 つの選択肢 で学年別 に回答 を求めた。図 1は

表l:指 導時間の選択肢
No

各学年 における情報 モ ラル教育 の実施状況 ,図 2は 各学年 における情

i

o]寺 間

2

1時

報 モ ラル教育 の指導時間の件数 で あ る。なお,図 2の 総件数が教員数

3 1111間 以上 31鋼 未 満

の12を 超 えるの は,9名 の教員が複数年

(う

ち7名 が三学年 ,2名 が二

学年 )に わた り実践 をしてい ると回答 したためである。特徴 として
1・ 3年 生対象 に実践す る教員 は人数が多 い ものの指導時間は短い傾向
,

l未 満

F・

4 3時 間 嚇 嘲 罰未 満
5 50‐fEl以 上714F.l未 満

6

7時間以19時 間未満

7 9嘲 間以上
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にあ り,2年 生対象 に実践す る教員 は人数が少 ない ものの指導時間 は長 い傾向 にあ ることが判
断 で きる。

3性
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図 1:情 報モラル教育の学年別実施状況
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図2:情 報モラル教育の指導時間件数

つ ぎに,技 術科 にお ける情報 モ ラル教育の指導 で参考 にした ことがある資料 の質問 として

,

表 に示す選択肢 に基 づ き回答 を求 めた。表2の 選択肢 の 内容 の うち Nolか らNo3は 教員向け
資料 で あ り,No4と No5は 生徒 向けの資料 である。図3は 各資料 の利用状況 の結果 で あ る。回
答 は複数選択 を可能 としたため,図 4の 総件数は教員数の12を 超 える。特徴 として,教 員用 よ
り生徒用 の資料 の参考件数が多 いことか ら,情 報 モ ラル教育が教員向け資料 に基 づ く積極的 な
指導 よ りも生徒向け資料 を活用す る生徒主体 の学習活動 に依存 して実施 されてい ることが示唆
される。
表 2:参考資料の選択肢
回答内容
２
３
４

情報モラル教育実践ガイダンス
「情報モラル」指導実践キックオカ イド
情報モラル指導者研修 ハンドブック

鮨 モ,…
r●

̲,"轟

姜●キックオフガイド
静
砂

,…

ヽンドプック

ネット‐ 0● ●カ

５

ネット社会の歩き方

６

みんなのための著作権教室
利用したことがない

…
綱用したことがない

0

2

4

6

8

■e(o

図3:情 報モラル教育の参考資料の回答件数
最後 に,技 術科教員の情報モラル教育に対する意識 を明らかにする質問 として,表 3に 示す
選択肢を5件 法 (51と てもそ う思 う4:ど ちらかとい えばそ う思 う3:ど ちらともいえない2:
どちらかといえばそ う思わない1:と てもそう思わない)に より回答を求めた。図4は 技術科の

授業に対する回答の5と 4を 肯定意見,3を 中立意見,2と 1を 否定意見として集計したものである。
図5は 図4と 同様 の方法 で道徳の授業 に対す る回答 を集計 した ものであ る。道徳 の授業 について
調査 した理 由は,技 術科 の授業 における情報 モ ラル と指導 の観点が異なるため,差 が生 じるの
ではないか と考 えたためである。そ して,各 質問 を有意水準5%で t検 定 を行 った ところ,Nol
は ,(12)=0,p=1,No2は

,(12)=0■ ,p=67,No,3は ,(12)=‐ 036,p=72,No4は ,(12)
=080,p=44,No5は ι(12)=069,p=50と ,す べ ての質問で有意差 は見 られなかった。そ
のため,調 査 した技術科教員 は技術科 と道徳で情報 モ ラルに対す る指導に意識的な差がないこ
とが明 らか となった。 また特徴 として,情 報 モ ラルの指導に必要な知識 と技能 を持 ってい ると
回答 した技術科教員は多 い ものの,情 報 モ ラルの指導 に満足 してい ない教員が多 く,情 報 モ ラ
ルにおける指導に対する自信や得意であるという意識は三分化されてお り,情 報モラル教育に
対する不安が潜在 していることが示唆 された。
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表 3:意 識調査の選択肢
報モラルの指導に必要な知調をもっている
″ もっている
1青 報モラルの指導に必要な技育
1青 報モラルの指導に満足している
.情
報モラルの指導に自信をもっている
1青

情報モラルの指導が得意である

腱輸鶏

血

立 菫

離

菫

頭 餞 線
価

図4:技 術科 における情報モラル教育
の意識調査結果

図 5:道 徳における情報モラル教育の
意識調査結果

3 技術分野における情報モラルの指導
3.1 技術科における情報モラルの位置づけ
前章の技術科教員 に対 して行ったアンケー トから,情 報モラル教育に対す る不安が潜在 して
いることが示唆 された。 この原因を考察す ると,技 術科における情報モラル教育に対す る目的
が示 されていないことが要因として挙げられる。なぜなら,現 在の情報モ ラル教育は技術科 に
おいても情報の光の側面に対す る指導 とい う視点が欠如 してお り,技 術科 における情報モラル
とは何であるか,共 有された意見は存在 していないためである。
そ こで,技 術科 における情報モ ラル教育の目的として,「 情報の生産者 として活躍できる人
物の育成」 を掲げた情報モラル教育の指導内容 を構想 したo情 報の生産者 とは,文 章や動画像
などの情報をイ ンターネットに公開するような人物 だけでな く,メ ールやSNSを 利用 して知
人に連絡を取 る人材 も含む概念である。つ まり,情 報 を公開す る対象がインターネットのよう
なグローバルなものであっても,知 人に対するローカルなものであつて も,情 報を生み出し利
用す ることは「情報の生産」をしているとい う考えである。
一般に,知 人に対す るメールやSNSを 利用す ることが情報を生産 してい るとい う感覚 に結
びつかない
か し,技 術教育の観点からいえば,あ る技術 を生徒が利用で きるようになる知
識・技能の̀し
習得だけではな く,そ の技術 を適切 に活用できるようになるための概念までを教育
す る ことが重要である [161。 このとき,情 報通信機器 を利用 したメールやSNSの 概念 は,グ
ローバルかローカルかとい う規模の問題 を扱 うよりも, どのように相手 を認識 し,情 報 をどの
ような手順でや りとりをす るかとvヽ う仕組みを扱 うことが本質的な問題である。そのため,技
術科 における情報モラル教育 として目的を示すためには,情 報の生産者 とい う一貫 した概念が
重要になると考える。
この生産者 という概念 を技術科 における情報モラル教育 として実践するためには,情 報の光
と影の両面 を意識する必要がある。そこでi前 述の目的を達成す るために技術科が目指す方向
性 として以下の二項 目を設定 した。
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・ 情報化の影の部分 を技術的 に解決 するための知識・ 技能を生徒に伝える
。情報化の光の部分を強調 し,活 用 するための知識 ・技能を生徒に伝える
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技術科における情報化の影に対する指導

技術科 にお ける情報化 の影に対す る指導 と して,情 報 モ ラルが必要 となる現実的 な課題 を二
つ例示す る。一つ めはオ ンライ ン投稿 した画像 の行方 について,二 つ めは無線 LANア クセス
ポイン トの安易 な利用 についてである。
一つ めのオンライン投稿 した画像 の行方 について扱 う理由は,携 帯情報端末 のカメラ機能が
普及 したことによる犯罪行為が表出 してい るためである。た とえば,SNS上 にアルバ イ ト中の
悪 ふ ざけ の様 子 を投稿す る行為 [17][181[191や ,元 交 際相手 に対す る報復措置 としてプライ
ベー トな画像 を無断でイ ンターネ ッ ト上に投稿するリベ ンジポルノといった行為 1201[21]が 社
会問題 となってい る。
これ らの問題 に対 して技術科 の情報 モ ラル教育が行 うべ きことは,デ イジタル化 の特性 と
ネ ッ トワー クの特性の指導である。デ イジタル化 の特性 とは,「 コ ンピュー ターが情報 を数値
に置 き換 える ことで計算処理 を容易 に してい る こと」
「文字 や画像 ,音 声 などの さまざまな情
報 をま とめて扱 えるこ とJ「 正確 に情報 を伝 えられること」が指導 に含 まれる必要がある。 こ
の指導 によ り,一 度ネ ッ トワー クに流れた情報が容易 に コピー され,拡 散 してい く理由を説明
す ることがで きる。 この内容 は現在 の技術科教科書 にも明記 されてお り,指 導 は可能であ る。
一 方 ,ネ ッ トヮー タの特性 の指導 とは,ネ ッ トワー ク上の相 手 に対 して,「 情報 をどの ような
手順 でや りと りをしてい るか理解す ること」
「相手 をどの ように認識す るか理解す ること」が
指導 に含 まれる。 この指導 によ り,プ ロ トコル・ス タックに基づい たネ ッ トワー クの概 要 を理
解 し,各 プロ トコルが どのような役割 を果た してい るか理解で きる。 この内容 は現在 の技術科
教科書 には明記 されてお らず ,イ ンタエネットにおけるウェブ閲覧や メール送受信 といつたア
プリケー シ ヨンに基 づ く説明 しか行 われてい ない。つ まり,技 術的な背景がない まま「つ なが
る」 ことを前提 とした記述がなされてい る。そのため,プ ロ トコル・ ス タックを扱 う教材 につ
い ては,今 後 の開発が必要 となる。
二つ めの無線 LANア クセス ポイ ン トの安易 な利用について扱 う理由 は,独 立行政法人情報
処理推進機構 (IPA)の 調査 によ り,家 庭 内で利用す る無線 LANア クセスポイ ン トに暗号化
を行 って い るかわか らない人力も2796,通 信 の暗号化 を行 つてい ない とい う人が191%い る こ
現在 ,中 高生 を中心 にネ ッ トヮー ク接続対応 のゲーム機
による通信対戦やウェブ閲覧などが行われてお り,安 易 に野良 (パ ス ワー ドがかけられてお ら
とが 明 らかになつたためである

1221。

ず,管 理者が不明な)無 線 LANア クセスポ イ ン トを利用す る例が存在 してい る

12311241。

こ

の ような子供が将来,ダ ーム機 を接続 す るの と同様 の考えで会社 の機密情報 を含 む コ ンピュー
ター を野良無線 LANア クセス ポイ ン トに接続すると,悪 意のあ る無線 LANア クセスポイ ン ト
設置者や別 の利用者 によつて通信 内容が傍受 される恐れがある。 この内容 は現在 の技術科教科
書 には明記 されていない ものの,生 徒 の身近 に存在す る問題 として指導す ることが可能である。

3.3

技術科における情報の光に対す る指導

技術科 における情報 の光 に対す る指導 として,情 報モ ラルが必要 となる生産者 の立場 か らみ
た課題 を三つ例示す る。一つ めは安全 なパス ワー ドの設定方法 について,二 つ めは楽曲 を利用

７
りを
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したディジタル作 品の制作 と公 開 について,三 つ めは明示的 に付与す る著作権 につい てである。
一つ めの安全 なパ ス ワー ドの設定方法 を扱 う理由は,情 報 の生 産者 として 自らの情報 を守る
術 を正 しく理解す る ことが重要 となるためで あ る。た とえば, イ ンター ネッ ト上でパ スワー ド
の強度 を表示す るサ ー ビスが数多 くみ られるが,セ キ ユ リテイ対策会社 のカスペ ルスキーが提
供す るサ ー ビスは,パ ス ワー ドが解析 されるまでにかかる時間が表示 される [25]も このような
サ ー ビス を利用す る ことで,時 間 とい う数値 による比較が可能 となるため,生 徒 にわか りやす
い指標 として提供 で きる。 また,IPAが 推奨す る「秘密 の質問 の答 えに共通 フレーズ を設定す
る [26]」 とい った方法論 を伝 えることで安全 なパ ス ワー ドに対す る意識が高 まる と考 えられる。
二つ めの楽曲 を利用 したデ イジタル作品の市1作 と公開を扱 う理由は,生 徒 に身近な著作物 と
して管理が徹底 されてい る楽 曲の適正 な利用許諾 の方法 を知 る ことで,情 報 の生 産者 として著
作物 を正当に利用する方法 を理解する ことにつ なが るためである。 これまで,学 校内 における
楽曲を含 む著作物利用 は著作権法第35条 による複製が認 め られてお り,利 用許諾手続 きの方法
を知 る必要がなか った。 しか し,学 校 とい う限 られた空間で しか利用で きない方法 は,将 来に
わた り影響 を与 える情報 モ ラル教育にはつ なが らない と考 える。そ こで,」 ASRAC(一 般財団
法人 日本音楽著作権協会)が 提供す る楽曲作 品検索 サ ー ビスの利用 が検討 で きる。なぜ なら
,

ASRACは 著作権管理団体 として 日本 で最大 の規模 を持 つ ため管理 由数が 多 く,生 徒 の希望
」
す る楽曲が管理 されている可能性が高 い:ま た,提 供す る楽曲作品検索 サ ー ビス は著作権管理
情報 を演奏 ,録 音 ,出 版 などの全 11項 目をオ ンライ ン上で即時確認す ることがで きる [27]。 加
えて,JASRACは イ ンター ネ ッ ト動画配信 サ ー ビス を提供す る企 業 と利用許諾契約 を締結 し
てお り [28],著 作権管理情報 の項 目の一つである配信 を確認す ると,動 画配信サ イ トヘ のアッ
プ ロー ドも可能で あ るため,学 校外 における適切な著作物 の利用 を促進す ることがで きる。
三 つめの明示 的に付与す る著作権 を扱 う理由は,情 報社会 における著作権管理 として,自 ら
の作 品に著作権 を明示的に付与す る方法 を知 る ことで,情 報 の生産者 として著作物 を積極的 に
利用す る姿勢 を育むことにつ なが るためで あ る。明示的に付与す る著作権 とは,国 際的非営利
団体 であ るクリエ イテ イブ コモ ンズが策定 してい るクリエ イテイブ コモ ンズ ・ ライセ ンス
のことを指す。 クリエ イテ イブ コモ ンズ ・ライセ ンスでは表示 ,非 営利 ,改 変禁止,継 承 の
四項 目を制作者が選択 して作品の権利 を明示的に主張す ることがで きる [291。 技術科教科書 で
は, クリエ イテイブ・コモ ンズ・ ライセ ンス と同様 に作 品の権利 を明示的 に主張する文化庁 の
自由利用 マー クが掲載 されてい るが, 自由利用マー クは平成25年 よ リクリエ イテイブ・コモ ン
ズ・ ライセ ンスの利用 に切 り替 わつてい る βO]。 そのため,従 来 の指導か ら内容 を一部変更す
ることで指導が可能であると考えられ る。

4

現職教員の評価

前章 で解説 した技術科 における情報 モ ラルの指導内容 について,SttS市 の技術分野 を担当
す る教 員 17名 を対象 に,3時 間の演習 を含 む研修 を行 つた。講義 は表4に 示す ように, まず情報
モ ラルの定義 を確認 し,31節 で述べ た技術科 における情報 モ ラル教育の方向性 を説明 した。
次 に,32節 で述べ た情報 の影 に対 す る指導 ,33節 で述べ た情報 の光 に対 す る指導 の順で演習
を行 った。最後 に,技 術科が行 うべ き情報 モ ラル教育 について まとめをお こなった。
講義終了後,講 義内容 の理解度 を検証す るため,表 4に 示 した指導内容 を5件 法 (5:よ く理
解 で きた4:ど ち らか とい えば理解 で きた3:ど ちらともい えない2:ど ちらか とい えば理解 で
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きていない1:よ く理解で きていない)に よ り回答 を求めた。図6は 講義の理解度に対する回答
の5と 4を 肯定意見,3を 中立意見,2と 1を 否定意見 として集計 したものである。また,講 義内
容 を利用 した授業が想定で きるか検証す るため,表 4に 示 した指導内容を5件 法 (5f利 用で き
ると思 う4:ど ちらかとぃえば利用できると思う3:ど ち らともいえない2:ど ちらか といえば
利用で きない と思う1:利 用で きない と思 う)に より回答 を求めた。図7は 図6と 同様の方法で
集計 したものである。
図6よ り,こ れからの情報モラル指導 に対する評価で否定的な回答があるものの,講 義の理
解度 は一定の評価を得 ることができた。 コメントからは,「 プロ トコルの話 は興味深 く聞けま
した」 といった感想のほかに,「 授業展開の例があるとあ りがたいです」 といつた要望,「 技術
的な側面の話 はどこで扱えばいいのた 分からなかった」 といった批判があつた。 これらの要
望や批判 は今後の研究で改善を進めてい く必要がある。
図7よ り,授 業利用の可能性 に対する評価 で否定的な意見はなく,講 義内容で提示 した指導
内容が技術科の情報モラル教育 として妥当であることが示唆された。そのため,技術科で扱う
情報モ ラル教育 として情報の影 と光の側面を扱い,情 報の生産者 として活躍で きる人物の育成
を目的とす る本提案が技術科教員 に理解されたと考えられる。
表4:提 案に基づく技術科における情報モラル教育の指導内容
L

中

1

憫 崚モラル● t薔

4
5
0
7

´フードの臓燿方法
安全を く
楽歯tnl紺 ィジタル書■ の颯 モ浴ロ
■
に離
●む作は
=由
=す
●
m導
―
…

2
0

オツシ0● ■tB● ●●方
颯●LANア クセスポイントか安島な利曰

６

オンラインコ■ したE●0行方

冑会●パスワード0●走カニ
６
・
６
・

●■日し,デ ィジタル●呂の
●●●奮●
̀●
●日 嶼tけ る薇

●ЦNア クセスボイントの
,らな網月

使粒辞

６
■

ulァ クセスポィントの
,■ ●測I

経極繁

５

"●

■●モラ,り定●
５

モラル0窪 薔
"颯
オンラインJ● した日●D●カ

賣奎″ 伝 ワード0■嶽
腱 ● したデイツタ
"月IIIと 頌 …
け 。締
…
こItrら o静 e,¨

こIt● らの綸0モ リIll●

6 r.6

3 111214168 {

)

図6:提 案した指導内容に対する理解度

0 2 4 6 8■ 0■ 2■ 4■ 0■ 8て 人)

図7:提 案した指導内容の授業利用

5.お わ りに
中学校技術分野 にお ける情報 モ ラル指導の重要性 を指摘 し,現 状 の指導 では情報 の光 と影 の
側面 を両立 した指導 に課題があることを考察 により明 らかにした。 また,技 術科教員 に対 して
情報 モ ラル教育の実態 を調査 した ところ,技 術科教員 は情報 モ ラルを指導するために必要な知
識 ,技 能 を有する と感 じてい るものの,指 導 に不安 を抱える技術科教員 の存在が示唆 された。
そ して この原因 に,技 術科 における情報 モ ラル教育 の 目的が示 されてい ないこ とが考えられた。
そ こで,技 術科 におけ る情報モ ラルの指導内容 と して「情報 の生産者 としての視点 を持 たせ
る」提案 を行 い,情 報 の光 と影 の側面 を両立 した指導内容 を検討 した。そ して,検 討 した指導
内容 を技術科教員 に提示 した結果,各 指導内容 は教員 に理解 され,授 業 に利用で きる ことがア
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ンケー ト調査 により明 らか とな り,本研究 の提案 が技術科 における情報 モ ラル教育 として期待
で きる もので ある ことが示唆 された。
また,技 術科教科書 におけるネッ トワー クの概要 を説明するプ ロ トコル スタックの概念 を
指導す る教材の開発や,本 提案 に基づ く授業展開 についての検討が必要 であ ることが 明 らか と
なった。
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テイ設定の確認 を IPA情 報処理推進機構 (引 用 日:2015年 9月 3日 )
https〃 ― wlpagojp/secu五 ty/topics/alert270612 htnl.

1231 1NTERNET Watch iPhmeか ら野良 APに アクセスで個人情報が漏 えい 事例 で学ぶ ネ ッ
トの落 と し穴

(引 用 日:2015年 9月 25日

)

http://htemetwatぬ impresscojp/docs/colunlnttirei/20100714 380352 html
1241 時事 ドッ トコム 他人 の無線 LAN「 ただ乗 り」 =電 波法違反容疑 で男逮捕 ―不正 アクセ
ス利用か (引 用 日:2015年 9月 25日 )http//wwwj」 icoWiC/ZC?k=201506/2015061200244
2到

カスペ ルスキー

KAPERSKY lab SECURE PASSWORD CHECK

(引 用 日:2015年 9月 3日

2q

)https//blogkaspersky∞ jp/passwordcheck/

情報処理推進機構 情報 セキュリァ イ 2015年 7月 の呼びかけ 「その秘密の質問の答えは
第二者に推測されてしまうかもしれません」

(引 用 日:2015年 9月 3日

)

https//wwwipagojp/securiけ /tXt/2015/07ou血 le html
‐
WID
1271 ‑般 社団法人日本音楽著作権協会 作品データベース検索サービス 」
(引 用 日:2015年 9月 3日 )httpノ /w‑2jasracorjp/eJwid/
[281 ‑般 社団法人日本音楽著作権協会 利用許諾契約 を締結 しているUGCサ ービス リス トの
公表 について (引 用 日:2015年 9月 3日 )http/ハ ″― jasracottp/infO/network/ugc html
1291 クリエイテイプ・コモンズ・ジャパ ン クリエイテイブ・コモンズ・ ライセンスとは
(引 用 日:21115年 9月 3日

)http//creatlvecommonsjp4た enses/

[30]文 化庁 第8回 コンテ ンツ流通促進シンポジウム『著作物の公開利用ルールの未来』
(引 用 日:2015年 9月 3日

)

httpノ /、vwwbttagojp/seisaku/chosakuken/seminar/cOntents̲sympOsitllln/08/

