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情報倫理や情報安全に関する教育は，情報活用の教育と比較して後回しにされやすく，その授業時間も十分に確保され
ていない。この現状を鑑み，コンピュータを活用する各教科や「総合的な学習の時間」において，コンピュータを利用する毎
にこれらの情報倫理や情報安全に関する教育が自動的に行われるシステムを開発した。具体的には，生徒の倫理感や危機
管理能力の向上に貢献できるようにネットワーク上で日常的に作動する形態で「個人情報の入力」や「誹謗中傷にあたる可
能性のある発言」などを監視して警告を発するネットワーク情報モニタシステムを開発し，一定の効果が得られたので報告す
る。

１．はじめに
中学校技術・家庭科技術分野における「D 情報に関する技術」の内容は現状 22 時間程度の授業時
間の中で行われている（文部科学省．2008）
。ここでは，コンピュータの基本的な扱い方に重点が置
かれ，情報倫理（以下，情報モラル）や情報安全（以下，情報セキュリティ）
）といった内容は端折
られがちである。他の教科や「総合的な学習の時間」との連携で，コンピュータの利用スキルを高
めていこうという動きはあるものの，すべての生徒に平等な学習機会が与えられているとは言い難
い。
また，高等学校において共通教科「情報」の「社会と情報」のみならず「情報の科学」でも「情
報社会に参画する態度」が重視されている（文部科学省．2010）にも関わらず，コンピュータ利用
――――――――
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経験の浅い生徒に合わせて授業を展開するため，旧「情報 A」で重視していた「情報活用の実践力」
の内容で指導をする場合が多いという実態がある。ここでも，情報モラルやその他の教育すべき情
報セキュリティの内容は，情報活用に関する教育と比較して後回しにされやすい（中野ら．2009）
。
以上の点を踏まえたうえで，中学校および高等学校の各発達段階における，生徒の情報モラルや
サイバー犯罪に対する危機意識，および危機管理能力の向上を図るため，中学校技術科や高等学校
情報科だけでなく他教科での関連授業や，総合的な学習の時間などでも情報モラルの教育ができる
方策を考えた。
具体的には電子メールやチャット，
電子掲示板などを利用する際のトラブルの防止，
そして知らず知らずに加担しがちなネット犯罪被害の抑止を目的とし，授業時間内のみでは習得が
不完全な情報モラルや情報セキュリティの内容を自動で行うことのできるシステムを開発した。
本システムは，従来のネットパトロールやコンテンツフィルタリングなどの一方的な遮断では生
徒に学習の機会が与えられていないという教育上の観点から，情報社会の暗部を遮断して目に触れ
ないようにするという従来型の教育方法からの脱却を目指している。

２．情報倫理(モラル)と情報安全(セキュリティ)
２．１ 情報倫理(モラル)教育
情報倫理教育(以下，情報モラル教育)におけるモラルとは，社会で生きていくうえでの基礎とな
る善悪の判断力や主体的な態度のことを指す。したがって，情報モラルというのは，情報社会を生
きぬき，健全に発展させていくために身につけるべき考え方や態度であると考えられる。情報教育
を行うにあたって，情報モラルとは重要な項目であるといえる。
情報モラルは道徳などで扱われるような日常生活におけるモラルの育成と重複する内容が多く，
助け合いや思いやりの心を持とうといったものから，基本的なルールを守るといったものまで様々
である。自分自身に関することから，他人，集団や社会との関わりなど，道徳的な内容がモラルの
教育には組み込まれており，日常生活で常識やマナーとして気をつけるべきことは，インターネッ
ト上においても同様に気をつける必要があるということを示している。しかしインターネットの匿
名性ゆえにか，手本となるべき大人たちを例にしても，すべての者がモラルに配慮して行動できて
いるわけではない（戸田ら．2010）
。
将来，子供たちが良識ある大人になるように，徹底した教育がおこなわれる必要がある。情報モ
ラルの教育とは，生徒たちが情報社会に参画するにあたり「社会生活の中で情報や情報技術が果た
している役割や及ぼしている影響を理解し，
情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え，
望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度の育成」を目的としている。内容は下記のような
ものである。
(1)

情報社会についての理解

(2)

情報モラル・情報発信の責任についての理解

(3)

情報社会に積極的に参加し，よりよい社会にするために貢献しようとする態度

具体的な例としては，情報モラルやネチケットと呼ばれるマナー，著作権などの権利問題，プラ
イバシー，コンピュータ犯罪，セキュリティ，マスメディアや社会への影響などが挙げられる。
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２．２ 情報安全(セキュリティ)教育
ここで，
「安全」について定義する。
「安全」を「セーフティ」ととらえる場合と「セキュリティ」
ととらえる場合がある。交通事故や自然災害などの偶発的・突発的な悪意のない驚異に対する安全
を「セーフティ」とするならば，侵入や盗難、破壊など悪意をもって行われる人的な脅威に対する
安全を「セキュリティ」とする。従来は「安全」＝「セーフティ」とするのが主流であったが，最
近では「セーフティ」の意味を含んだ「セキュリティ」が多く見られるようになってきており，以
前は意識されることの少なかった悪意のある脅威に対する安全対策が必要であり，ここでは，この
立場で考えることにする。
一般に情報安全教育(以下，情報セキュリティ教育)は，情報モラル教育の一環として行われてき
た。しかし，本来の情報セキュリティ教育は，情報モラル教育とは異なる点として，具体的に犯罪
被害の避け方や手口，事例を教えるところにある。実際の犯罪の種類や与えられる罰，実態などの
情報を生徒に与えることによって，具体的な予防や対策を中心とした教育を行うべきであると考え
る。これは，従来の情報モラル教育とは一線を画すものである（ネット安全モラル学会．2013）
。
以下にその具体的な内容を示す。
(1) インターネットで犯行予告を書き込んだら逮捕される。
(2) 脅迫メールを送信すると，脅迫未遂にあたり逮捕される。
(3) 実際の事例を用いて，手口やそれに対する罰などを取り上げる，など。
情報通信手段の使い方一つで，被害者にも加害者にもなりうる今日の情報通信社会において，安
全に社会生活を営むためには，情報セキュリティ教育が必要であるといえる。
しかし具体的な事例や罰則に関する情報を踏まえたうえでの教育が推奨される一方で，カリキュ
ラムの構成上十分な授業時間が確保できていないことや，生徒に恐怖心を植え付けるだけではない
かという理由から，現職の教員からの情報セキュリティ教育に対する拒否反応は強いようである。
２．３ 日本におけるサイバー犯罪
近年ではサイバー犯罪に件数が増加し，社会問題となっている。元来，日本では言語の壁がある
ために，欧米や中国の近隣諸国と比較してサイバー犯罪被害は少ないとされてきた。しかし，ソニ
ーを対象とした一連の情報搾取や，スクウェア・エニックスや任天堂のハッキングによるユーザー
情報流出，三菱東京 UFJ 銀行などネットバンキングに対する攻撃など，世界的にサイバー犯罪が猛
威をふるう中，日本も立派な“サイバー犯罪先進国”であると言える。これは他国が情報セキュリ
ティ教育を行う中で，従来の情報モラル教育を推進してきた結果であり，道徳教育と同様に「良心
に訴える」という教育では不十分であるということを裏付けるものでもある。
警視庁によると『サイバー犯罪(Cybercrime)』とは，コンピュータ技術および電子通信技術を悪
用した犯罪と定義しており，従来のハイテク犯罪と同義語としている。日本では次の 3 つの類型に
区別される。
１．コンピュータ／磁気的記録対象犯罪。
２．ネットワーク利用犯罪。
３．不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反。
サイバー犯罪の特徴としては，匿名性が高いことや，証拠が残りにくいなど犯人逮捕につながら
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ないケースも多い。また，被害が瞬時に広がり不特定多数になることや，時間・場所の物理的な制
限がないことも大きな特徴といえる。
警視庁が発表している 2012 年中のサイバー犯罪の検挙状況等について見てみると，2012 年中の
サイバー犯罪の検挙件数は 7,334 件で，前年比＋1,593 件と，22.7%増えている。図 1 にサイバー
犯罪の検挙件数の推移を示す。

図１ サイバー犯罪の検挙件数の推移

図２ ネットワーク利用犯罪の内訳

図１を見ると，ネットワークを利用した犯罪の件数が増加していることが分かる。不正アクセス
の件数も以前と比較すると落ち着いてきた印象を受けるが，決して少ないとは言えない。図２にネ
ットワーク利用犯罪の内訳を示すが，年々増加の一途をたどっていることが見て取れる（警視庁．
2013）
。

３．ネットワーク情報モニタシステム
３．１ システムの概要と動作
本研究において開発した「ネットワーク情報モニタシステム」の概要を図 3 に示す。監視装置をル
ータ直下に設置することで，ＬＡＮ上を流れている情報をモニタしている。
動作手順を以下に示す。
１．

インターネットと各コンピュータがやり取りする内容をモニタする。

２．

通信内容の良し悪しを一定の基準で解析・分析する。

３．

問題を検出したら通信している端末に警告を表示する。
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図３ システムの概要

図４ システムの動作

端末への警告発信の動作を図４に示す。ある端末から「個人情報の入力」や「誹謗中傷にあたる
可能性のある発言」が行われたことを想定して，警告を発信する動作を示している。
本システムにおいての機能としては，警告を発信するだけのものであり，フィルタリングのよう
なブロック機能は想定していない。これは，先に述べたように，従来のネットパトロールやコンテ
ンツフィルタリングなどの一方的な遮断が，生徒から学習の機会を奪っていると考えているためで
ある。
３．２ システム設計の留意点
システムを構築するにあたっての留意点を以下に記す。
3.2.1 言語の選定
システムを構築する際の使用言語として C/C++を選定した。C/C++は複数のプログラミングパラダ
イムをサポートする，マルチパラダイムプログラミング言語である。他の言語と比較してハードウ
ェア寄りのプログラミングが可能であり，スクリプトなどの組み込みにも利用され，応用の幅が広
いと考えたためである。
3.2.2 プライバシー保護への配慮
監視システムを構築するにあたり，情報をモニタリングするという形式を用いているため，プラ
イバシー問題は避けて通ることができず，個人情報の取り扱いには十分に注意する必要がある。そ
のため，本システムではテストモードの導入を検討しており，テストモード以外の通常運用におい
てはログを記録しないように設計している。
さらに秘匿性を向上させるための配慮として，第三者が監視せずにコンピュータが自動的に判断
し処理を行う形式をとっている。一定のアルゴリズムにより解析処理を行うことによって，監視者
の存在しないクリーンな環境を構築した（大谷．2009）
。

- 119 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

３．３ システムの制作
制作したシステムの概要を示す。後のデバックと拡張を考慮して，機能ごとに部品化して作業を
進めた。
3.3.1 パケットモニタ・パケ
ット解析
ネットワーク上を流れるパ
ケットデータを取得し，復元・
解析を行うという仕様でシス
テムを考案し，
その作成に取り
組んだ。
図５は実行したプログ
ラムが流れてきたパケットを
取得して表示しているところである。

図５ パケットモニタリング

3.3.2 自然言語処理システム
自然言語処理（natural lsnguage processing）とは，人工知能
や言語学の一分野であり，我々が日常的に使用している自然言語を
コンピュータに処理させる一連の技法を指す。データベースに登録
してある情報を自然言語として変換する処理や，反対に機械言語と
して変換するといった処理が行われる。NTT DOCOMO の「しゃべっ

図６ 処理の概要

てコンシェル」や，KDDI の「おはなしアシスタント」などでこ
の技術が利用されている。システムの中枢となる言語解析処理
部における基本的な処理の流れを図６に示す。ユーザーの入力
したテキストに対してプログラムがデータベースと照合を行
い，マッチするものがあれば警告を発信するというもので，実
際に動作しているものが図７になる。処理のアルゴリズムとし
て，ポピュラーな自然言語処理技法であるプロダクションルー
ル（production rule）を取り入れた。プロダクションルールは
「もし～ならば～である（if then）
」という形式のルールを積
み重ねることによる知識表現形式である。これにより「誹謗中
傷」に当たる可能性のある単語や「個人を特定できる情報」に

図７ 実行画面

準ずるキーワードをトリガとして警告の発信を行っている。
3.3.3 IME 関連の操作
IME とは Input Method Editor の略称であり，Windows のシステム上で英語や日本語などの入力
を行うために必要なソフトのことを指す。Editor といっても実際には編集ではなく変換するための
プログラムである。Windows では IME であるが，Macintosh では IM，X Window System では XIM と
呼ばれているため，統一された略称はなく，プラットフォームが変われば当然プログラムは動作し
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ない。図８に IME を操作し『不適切と思われる表現』の指摘を行うプログラムの実行画面を示す。
また，図９にはデータマッチング用のデータベースを示す。

図８ IME 操作プログラム

図９ データベース

メインプログラムの開始時にサーバプログラムと通信し，不適切表現の記述されたデータベース
のダウンロードを行う。それ以降はユーザーからのキーボード入力を監視し，随時データベースと
マッチングを行う流れとなっており，マッチングした場合にはメッセージボックスにて警告を発信
している。マッチングの判断として先に述べた自然言語処理のプログラムと同様の処理を行う。

４．まとめ

ここでは，日常的に運用することで情報モラルや情報セキュリティの内容を補完することのでき
る
「情報倫理や情報安全に関する教育に資するネットワーク情報モニタシステムの開発」
を行った。
昨今，情報モラルの重要性が叫ばれてはいるが，携帯電話やＰＤＡ端末が普及する中で，パソコ
ンに導入する情報モラル教育システムの有用性を疑問視する意見もあると推察される。しかし，小
学校や中学校では学内での携帯電話の利用は許可されておらず，インターネットへ接続する際には
学校内のコンピュータを使用しなければならないため，開発したシステムの設置は有効である。
また，高等学校においては工業科や商業科はもちろんのこと，普通科においても，近年の情報科
教育の必修化によって以前よりも学校内のコンピュータが利用される機会は増えているため，本シ
ステムが利用される機会は多い。
従来のフィルタリングなどのブロック機能を提供せず『不適切発言を検知し警告を行う』という
限定した機能ゆえに，利用の意義を問われる可能性も捨てきれないが，これは生徒に学習や気づき
の機会を与えるためのものであり，情報モラル教育の内容を補完するためのシステムであるため，
教育的な有用性は高いと考える。
今後の課題としては，プログラムの動作が Windows 環境に依存しているので，マルチプラットフ
ォームに対応したものに組み替えていく必要がある。
また，
現段階では誤検出が少ないとは言えず，
問題のない部分で警告が表示されてしまうこともあるため，データベースの改善を図ることを検討
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している。
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