
数理・データサイエンス・AI 教育プログラム 2021.08.06 

情報倫理に関するアンケート調査 
（令和 3 年度、教育学部 1 年生） 

 

1．アンケートの実施 
数理データサイエンス AI教育プログラム（令和 3～7年度）の事業

として情報倫理に関するアンケートを実施しました。その結果をご報

告します。アンケートは Google formsで実施し、学生は、情報倫理

に関する 15 の質問項目について、「推奨される選択肢」と「推奨され

ない選択肢」の二択で回答した。 

実施日 令和 3(2021)年 8月 6日（金） 

対象者 教育学部 1年生(2021 年入学生)56名  回答 55名(98%) 
 

アンケート内容は、田中孝治・園田未来・池田満・堀雅洋「情報モラル行動における知識と行動の不一

致に関する心理実験的検討」日本教育工学会論文誌 40,153-164 (2016)による。 

2．集計結果 

推奨されない回答が多いものとしては、「パスワードの使い回し 33%」「チェーンメールの転送

31%」「パスワード記憶機能の使用 31%」が多く、ついで、「優先座席付近での電源オン 22%」「個

人情報取扱いの未確認 18%」となっていた。 

質問内容 推奨される

回答（人） 
推奨されない

回答（人） 
推奨されない 
回答の割合 

質問 1 チェーンメールの転送  38 17 31% 

 

質問 2 優先座席付近での電源オン 43 12 22% 
質問 3 ディジタル万引き  48 6 11% 
質問 4 歩きスマホ  46 9 16% 
質問 5 肖像権の侵害  52 2 4% 
質問 6 不正アクセス  54 1 2% 
質問 7 違法ダウンロード 52 4 7% 
質問 8 ウイルス対策ソフトの未更新 51 4 7% 
質問 9 データ紛失対応策の未実施  50 5 9% 
質問 10 パスワードの使い回し  35 18 33% 
質問 11 パスワード記憶機能の使用  38 17 31% 
質問 12 検索情報の信憑性未確認  51 4 7% 
質問 13 架空請求の支払い 53 2 4% 
質問 14 未登録アドレスへの返信 55 0 0% 
質問 15 個人情報取扱いの未確認 45 10 18% 
 

アンケートの内容 
各状況について、あなたがどのような対処しますか、該当する方を選

んで答えて下さい。 
項目 状況 対処（回答） 

1 チェーンメ

ールの転送 

「被災地に支援物資を送るために募金が必

要です。ひとりでも多くの人に協力をお願

いしたいので，できるだけたくさんの人に

メールを転送して下さい」という依頼メー

ルを友人から受け取った 

◯ 被災地支援には賛同するが，依頼メー

ルは転送しない 

◯ 被災地支援に賛同したいので，依頼メ

ールを転送する 

2 優先座席付

近での電源

オン 

満員電車の優先座席付近に立っていると

「優先座席付近では携帯電話やスマートフ

ォンの電源はお切り下さい」というアナウ

ンスが流れた 

◯ 電源をオフにする 

◯ 電源をオフにしないでそのままにし

ておく 
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3 ディジタル

万引き 

学校の帰りに立ち寄った書店で，図書館や

インターネットでは見つからなかった情報

が載っている本を見つけましたが，購入す

るためのお金が今は手元にない 

◯ 自宅にお金をとりに戻って，その本を

購入する 

◯ スマートフォンや携帯電話のカメラ

で必要な部分だけ撮影する 

4 歩きスマホ 買い物に出かけて繁華街を歩いていると

き，スマートフォン（または携帯電話）にメ

ールの着信があった 

◯ 通行の邪魔にならないところで立ち

止まってメールの内容を確認する 

◯ 通行の邪魔にならないように歩きな

がらメールの内容を確認する 

5 肖像権の侵

害 

自分で撮影した写真を SNS にアップロード

して公開しようとしたところ，友人の顔が

はっきりと写っていた 

◯ 写真を公開してよいか友人に確認し

てからアップロードする 

◯ 写真を公開してよいか友人に確認し

ないでアップロードする 

6 不正アクセ

ス 

メールアドレスをユーザ ID として用いる

SNS を利用して友人と連絡を取り合ってい

ます。友人が自分の生年月日をパスワード

に設定していると言っていた 

◯ その友人の生年月日を知っているが，

ログインできるか試さない 

◯ その友人の生年月日を知っているの

で，ログインできるか試してみる 

7 違法ダウン

ロード 

見たいと思っていた現在上映中の映画本編

の動画ファイルが個人サイトでダウンロー

ドできるようになっていた  

◯ 動画ファイルをダウンロードしない 

◯ 動画ファイルをダウンロードする 

8 ウイルス対

策ソフトの

未更新 

自宅のパソコンにインストールされていた

ウイルス対策ソフトの使用期限が切れたた

め新しいウイルスに対応できなくなった 

◯ 新しいウイルスに対応できるウイル

ス対策ソフトをすぐに更新する 

◯ 今までのウイルスには対応できるの

でウイルス対策ソフトをすぐには更

新しない 

9 データ紛失

対応策の未

実施 

同級生の氏名・住所・電話番号を学校のパソ

コンで入力して名簿ファイルを作成したの

で，家に持ち帰って印刷できるように USBメ

モリに保存しようと思った 

◯ 名簿ファイルに閲覧制限をかけてか

ら USB メモリに保存する 

◯ 名簿ファイルをそのまま USB メモリ

に保存する 

10 パスワード

の使い回し 

パスワードの設定が必要なウェブサイトを

複数利用している 

◯ それぞれのウェブサイトに異なるパ

スワードを設定する 

◯ 複数のウェブサイトで同じパスワー

ドを設定する 

11 パスワード

記憶機能の

使用 

家族で利用しているパソコンで会員サイト

にログインしようとすると「パスワードを

記憶させますか？」の表示が出た  

◯ パスワードを記憶させない 

◯ パスワードを記憶させる 

12 検索情報の

信憑性未確

認 

インターネットで検索した情報を利用し

て，調べ学習をした 

◯ 他の情報源（新聞や書籍）も確認して

から，その情報を利用する 

◯ 他の情報源（新聞や書籍）は確認しな

いで，その情報を利用する 

13 架空請求の

支払い 

スマートフォンでインターネットを閲覧し

ています。気になるリンクにアクセスする

と「入会が完了しました」と表示され，入会

金を請求された 

◯ 入会金を払わない 

◯ 入会金を払う 

14 未登録アド

レスへの返

信 

「メールアドレスを変更しました」とだけ

書かれたメールを受信した。誰からのメー

ルか分からない 

◯ 何も返信しない 

◯ 発信者を確認するために返信する 

15 個人情報取

扱いの未確

認 

新しいアプリをインストールしようとする

と，利用条件の説明画面と「同意する」ボタ

ンが表示された  

◯ 利用条件の説明内容を確認してから

「同意する」ボタンを押す 

◯ 利用条件の説明内容は確認しないで

「同意する」ボタンを押す 

 


