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今日、携帯電話やスマートフォン等の各種インターネット接
続機器の急速な普及により、場所を選ばずインターネットを利
用できるなど、子ども達を巡る環境はここ数年で大きく変わり
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ました。これに伴いその便利さと相まって危険性も顕在化し、
福祉犯の被害も問題化しています。
北海道警察の統計によりますと、未成年の福祉犯罪被害の約

Ⅱ．
「ネット非行対策連絡会議講演会」
概要
５Ｐ

３５％が出会い系サイトなどインターネットを介したもので
あり、携帯電話やスマートフォンがここまで普及している現状
を考慮すると、特に注意が必要な状況となっております。
また、子どもたちのコミュニケーション方法も変わってきており、メールからＳＮＳ、ゲ－ム
サイト、ラインの利用など、大人の手が届かないところでの危険をはらんだ問題が指摘されてい
ます。とりわけ、ラインをめぐるトラブルが急増していると言われています。
この通信では、８月に開催しました会議で出された各機関団体の状況や意見の概要と、１１月
に開催しました携帯電話の利便性と危険性を取り上げた講演会の概要をお伝えします。
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「ネット非行対策連絡会議通信」では、会議の概要を広く市民の皆様に知っていただくために発行しています。ご意見
やご要望などがありましたら、こども未来部青少年課（事務局）にご連絡ください。
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《Ⅰ》平成２８年度 第１回帯広市ネット非行対策連絡会議概要
日時
場所

平成２８年８月４日（木） 15：30～16：45
市庁舎１０階 第３会議室

１．開 会
（１）開会挨拶
（２）自己紹介

今 青少年課長

２．議 事
（１）報告事項
①平成 27 年度ネット非行対策連絡会議関係事業について
②平成 28 年度事業予定について
・配布資料をもとに事務局より説明
(ネット非行対策連絡会議の平成２７年度事業内容と平成２８年度事業予定について
配布資料をもとに事務局より説明)
・質疑 特になし

（２）平成 27 年度各機関・団体の取組状況と今後の方向性と意見交換について
《帯広市教育委員会・新井指導主事》
教育委員会として各関係機関と連携を図りながら取組を進めています。最近ではポケモンＧＯについ
ての使い方、特に学校が夏季休業に入り学校以外で自由に生活ができる中で帯広市としては、小・中学
校共通の使用上の注意事項を各学校へ通知しているところです。
また、積極的な生徒指導の関係ということでは、いじめ非行防止サミットでのケータイについての交
流の中では、
「大人が一方的にダメだ！」というのではなく、子ども達が自ら取組を進めるような指導を
しているなどの報告がされました。
平成２８年度においては、内閣府の実態調査を参考に帯広市としてのインターネットの意識調査を実
施します。小・中学校でのインターネット利用状況や利用機器の状況、ネット依存の状況について今年
度中に調査、集計を行い、それぞれの傾向を出しながら対策を検討していきたいと考えています。
《十勝高等学校生徒指導連盟・大西会長》
５月３１日に研修会を開催し管内のケータイ、ＳＮＳに関する現状報告を行いました。その結果、無
制限に学校に持ち込み可能の学校はありませんでした。何かしらのルールを設け自己責任のもとでの管
理、例えば、朝ホームルーム時に担任がケータイを預かり放課後に返す学校や日常的には生徒が自主管
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理しているが、何かの際には学校が一時預かりをするなどの２パターンが行われています。
ＳＮＳに関するトラブルは、年に数回あります。内容は、直接本人には言わず相手の誹謗中傷を書き
込むといったものです。事前に防止させることは難しく、特に１年生に多いという現状が報告されまし
た。道内各高校では生徒に危険度を含めた指導の徹底を進めています。
《全道高等学校 P 連十勝支部・鈴木支部長》
ネット非行に関わる話題は道 P 連の役員会議でも以前から重要課題として話し合われています。管内
の高校でも同様で学校に対し取り組みの強化を申し入れています。ネット利用の増加に伴い、各種会議
でもネット非行防止の取組について毎年のように研修会を実施しています。
その中で指摘されることは、
親の認識が欠けているということです。ケータイを子ども達に与えているのは親であり親の自覚が足り
な過ぎるということです。何か問題が起きたときに、学校が指導していても親の認識と対応が重要であ
ることから今後も各学校から親に対して注意喚起していくことが必要であると考えます。
《市 P 連・高橋副会長》
市P 連社会部が安全安心フォーラムとしてとかちプラザを会場に勝毎の伊東氏を講師にインターネッ
トの怖さについて講演会を開催しました。今年度は、役員研修会で KDDI の大久保氏を招いてケータイ
の怖さに対してどのように付き合っていけばよいのかについて話していただきました。その他、単 P と
しても各小・中学校でケータイについて取り上げているところが多く、エリアファミリーでも取り上げ
ているところがあります。一番危惧していることはやっている時間や時間帯です。やる時間がどんどん
遅くなる傾向があることから帯広市等どこかで利用時間の制限について決めていただけるとたいへん助
かると思います。
《十勝毎日新聞社・伊東局長》
ここ数年間講演依頼が非常に多くなってきています。近年高校１年生に問題が見られるとのことで、
特に１年生を対象にした講演が多くなってきています。学校によっては毎年４・５月に実施していると
ころもあります。講演時の生徒アンケート結果を見てみますと、それなりに注意喚起できたのかなと思
われますが、現実問題としてどこまで浸透しているのかという思いがあり、伝え方等で反省していると
ころです。
リーフレットに含まれている内容については、
具体例も含めきちんと伝えているところです。
これまで実際に子ども達が様々な問題に遭わないことを願い取り組んできましたが、今後も呼んでいた
だければ行きたいと思っています。
《全道高等学校 P 連十勝支部・鈴木支部長》
高校生向きリーフレットの内容としては、
「ネットトラブルは犯罪につながる大変なことである」とい
うもう少し厳しい内容、書き方としてもよいのではないでしょうか。
《十勝高等学校生徒指導連盟・大西会長》
高校でも誹謗中傷的な内容のものが上がってきたときに話を聞くと、
「悪気は無くほんの軽い気持ちで
した」と子どもも親もいうのですが、それが問題なのです。自分がとった行動がどれ程重いことなのか
という根底のところを意識しないとトラブルはなくならないと思います。
高校生のインターネットの利用率が 91.1%となっていますが、小・中学生の場合はどれくらいなので
しょうか。また、スマホの利用率はどれくらいなのでしょうか。
《青少年課 今課長》
今は小さな子どもでも親のケータイやスマホを使っているということもあり、子ども達が実際
に使える環境としてはかなり高いものと思われます。
《青少年センター》
内閣府による「インターネット利用環境実態調査」によりますと、スマホやノートパソコン、携帯ゲ
ーム機等のいずれかの機器を利用する割合は、高校生 99.1%、中学生 89.9%、小学生 86.2%です。その
うちスマホの利用率は、高校生 93.6%、中学生 45.8%、小学生 23.7%です。
また、
いずれかの機器でインターネットを利用する割合は、
高校生 97.7%、
中学生 80.3%、
小学生 61.3%
です。
《十勝高等学校生徒指導連盟・大西会長》
機器の利用やインターネットの利用はこれからますます増えることが予想されることから、ネットト
ラブルに関する問題については、小学校の段階からしっかりと指導していかなければいけないと考えま
す。
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《十勝毎日新聞社・伊東局長》
子ども達に、
「遊び半分でやったことが後で取り返しがつかないことに発展しかねない」ということを
話してもどれだけ伝わるのか難しいところがあると思います。
《十勝高等学校生徒指導連盟・大西会長》
個人情報の保護が叫ばれて久しいですが、現在のネット社会における被害は今や個人情報保護にまつ
わるトラブルの比ではないように思います。やはりネット被害というのは大変恐ろしいものであるとい
うことを本当に早い時期から指導していかなければならないと思います。
（３）情報提供、意見交換
○青少年のインターネット利用環境実態調査結果（平成２７年 内閣府）
○ネットトラブル未然防止のためのネットパトロール結果（平成２７年 北海道教育委員会）
・配布資料をもとに事務局より情報提供し、その後意見交換に入る。
・情報提供内容についての質問及びその他意見等特になし。
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《Ⅱ》平成２８年度「ネット非行対策連絡会議講演会」概要報告
〔１〕
〔２〕
〔３〕
〔４〕
〔５〕

日
場
共
後
演

時
所
催
援
題

平成２８年１１月９日（水）１４時００分
帯広市職員会館
帯広市生徒指導連絡協議会
帯広市教育委員会
インターネットの安心安全な使い方
～子どもたちを
ネットトラブルから守るために～

〔６〕 講演概要
【講演１】 演 題 ： ネ ッ ト 非 行 ・ 被 害 の 現 状
講師：帯広警察署生活安全課 課長

青

幸弘

氏

〔インターネットの情勢〕
○ケータイ・スマホの所有率は、近年、高校生は横ばいですが、小・中学生のスマホ等の所有率が年々増
加しています。
スマートフォン・携帯電話の所有率(%)
Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

高校生

９７．２

９５．２

９６．７

中学生

５１．９

６０．４

６０．９

小学生

３６．６

４６．１

５０．２

(平成 28 年 2 月 内閣府)
○フィルタリングの利用率は、平成２６年から２７年にかけて横ばい状態です。ただし、全体の利用率は
高いとは言えず、フィルタリングの設定について粘り強く呼びかけていく必要があります。
フィルタリング利用率(%)
スマートフォン

携帯手電話

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２６

Ｈ２７

高 校 生

４７．１

４７．４

３４．４

３９．１

中 学 生

４９．２

４８．８

５３．８

５７．６

小 学 生

３４．１

２７．１

７１．５

７３．７

(平成 28 年 2 月 内閣府)
青少年のインターネット環境整備法において、１８歳未満の者が使用する携帯電話等には、保護者から
不必要との申し出がない限り、フィルタリングサービスを提供する義務がありますので、特別な理由のな
い限り、フィルタリングを設定する必要があります。
○コミュニティサイト等の利用に起因して性的被害を受けた道内の少年は、平成２７年は、被害者全体で
は６３名と前年に比べ１６名の減となっていますが、出会い系サイト以外のコミュニティサイトを利用
して被害に遭った少年の割合は、約９割を超えております。
こうしたことから、各種掲示板やラインなどのコミュニケーションアプリなどの利用状況を十分に把
握し、個人情報を載せない、ネットで知り合った者に実際に会わないなどの注意喚起をしっかり行う必
要があります。
○平成２７年に警察庁が調査したところによると、全国でコミュニティサイト等を利用して性的被害を受
けた少年の約９割が、携帯電話を使ってサイトにアクセスしているという実態が分かりました。ケータ
イは、自分の部屋や家の外など、保護者の目の届かない場所で連絡を取り合うことができるので、犯罪
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被害への入り口となっています。
こうしたことからもケータイやスマホなどのインターネットに接続できる機器についての対策が求
められています。
また、性的被害を受けた少年のうち９割以上がフィルタリングが未設定であり、違法なサイトや有害
情報を含むサイトへのアクセスが自由になっていました。
子どもを犯罪から守るために、フィルタリングは絶対に必要であることが分かります。
〔帯広警察署 福祉犯検挙人員の推移〕
○福祉犯というのは、児童買春、児童ポルノや北海道青少年健全育成条
例違反など、福祉を害する犯罪であって、少年の非行を助長する有害
環境の排除、当該少年の救出保護を目的として検挙しております。
帯広警察署では、例年１０名以上の検挙をしており、今年は９月末
時点で例年以上の２２名を検挙しており、一向に福祉犯被害が絶えな
い状況であり、多くの児童が被害を受けております。
児童が被害に遭う際には、全国的な傾向と一緒で、スマートフォン
やパソコンを使ったインターネットがきっかけとなっているのが大半
となっています。
〔帯広警察署 福祉犯検挙のコミュニティサイト利用状況〕
○平成２８年に帯広警察署で検挙した福祉犯事件の中で、４名の犯人が
コミュニティサイトを使って、被害者と知り合った状況となります。
〔ネット非行・被害の実例〕
① スマートフォンを対償とした児童買春事件
成人の男と中学生の被害者の女の子は、誰でも利用できるようになっていた２ショットチャットを
使って知り合いました。二人は、２ショットチャットから、使いやすいラインにツールを変えて、そ
の後もやり取りを続けました。女の子から「スマートフォンが欲しい」という話が出ました。男は、
スマートフォンを欲しがる女の子の気持ちを利用し、代わりに女の子の体を求めました。その後も、
女の子は、
スマートフォンの契約を続ける代わりに、悪いことだとわかりつつも関係が続いたのです。
結局、女の子が家出をして見つかった際に、警察が女の子から話を聞くこととなり、犯人の男がわか
り、男が検挙されました。
女の子のスマートフォンが欲しいという気持ちにつけこんだ悪質な犯罪でした。
② コミュニティサイトを利用した淫行事件
犯人の男が、
コミュニティサイトを利用して、
家族と不仲になっていた中学生の女の子と知り合い、
女の子を自宅に招きいれて、淫行に及んだ事件です。
成人の男と中学生の被害者の女の子は、ＳＮＳのアプリケーションソフトで知り合いました。
当時、女の子は、家族との仲が悪く、家にいたくないという気持ちをまぎらそうと、たまたま見かけ
た「斉藤さん」という名前のアプリ使用しているうちに犯人と知り合いました。
女の子は、
犯人と知り合った後、
使い慣れているカカオトークでやり取りをするようになりました。
家族関係がさらに悪くなり、
「家出をしたい」という気持ちから、男に相談をすると男から「家に来
てもいい」ということを言われました。
男は、女の子から「家出をしたい」という話を聞き、
「会って話を聞いてあげれば、エッチなこと
ができるかもしれない」という下心から、女の子を誘い、自宅に連れ込んだのです。その後、警察で
今回のことを知ることとなり、男は検挙されたのです。
女の子の家族との不仲につけこんだ悪質な犯罪でした。

③ 道外男性との淫行・児童ポルノ製造事件(②の事件と似た事件)
犯人は、九州に住んでいる無職の男で被害者は中学生の女の子です。
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二人は、ライブ配信アプリ「ツイキャス」で知り合いました。やりとりを続けるうちにお互いにラ
インのＩＤを交換し、
ラインとツイキャスを使ってお互いに連絡をするようになりました。女の子は、
家族関係に悩んでいたこともあって、自分の家族の話をするようになり、知り合って間もないうちに
インターネット上の関係で、男と付き合うようになりました。
男は、九州に住んでいる人で、実際に会うのは難しい環境でしたが、マイカーとフェリーで十勝ま
で来たのです。
男は、
女の子から聞き出した女の子の自宅に行き、
女の子を言葉巧みに言いくるめて、
親の隙をついて家に入り、女の子と関係を持ちました。
男は、そのまま数日間、十勝近辺をうろついていましたが、家にいたくないという女の子を家から
誘い出して車に乗せ関係を持ちました。
女の子は家族から届出を受けた警察官に発見され、男は逮捕されました。
証拠品を精査した結果、男は、女の子に自分の上半身裸の写真を撮らせ、男のスマートフォンにそ
の画像を送信させていた事実も判明し、その事実でも検挙されました。
女の子の家族との不仲につけこみ、さらにインターネット特有の広域にわたる事件であり、犯人は、
どんな地域からでもやってくるというものでした。
〔警察による児童の保護活動・・・
「サイバー補導」
〕
インターネットの利用に起因する福祉犯から児童を保護するため、インターネット上に援助交際を求
めるなどの不適切な書き込みを行った児童をサイバーパトロールによって発見し、書き込みを行った児
童と接触して直接注意・指導する「サイバー補導」を推進しております。
北海道でも、ＴｗｉｔｔｅｒなどのＳＮＳでサイバー補導をして、そこから福祉犯の被害者が発見さ
れたものもあります。
〔コミュニケーションアプリによるトラブル例〕
帯広警察署では、ラインやカカオトークなどのコミュニケーションアプリを使用したことにより補導
した案件もありました。
よくあるパターンが、いじめなどで親御さんや生徒本人から警察に相談に来ることがあります。知り
合い同士で連絡する中で、お互いに悪口などでヒートアップし、粗暴なメッセージの送信をしたり、わ
いせつな画像を送信したりということで、補導措置となった案件もありました。
ただこういった内容が発展すると、相手を恐怖させる脅迫、元交際相手のわいせつな画像を送るリベ
ンジポルノなど、犯罪に抵触する可能性もでてきます。
こういったインターネットに係る犯罪者や被害者を出さないためにも、日頃からのインターネットに
係る指導が必要となってきます。
【講演２】 演 題 ： イ ンタ ー ネ ッ ト の 安 心 安 全 な 使 い 方
～子どもたちをネットの被害者にも加害者にもさせないために～
講 師 ： e－ ネ ッ ト キ ャ ラ バ ン 講 師
十勝毎日新聞社取締役デジタルメディア局長 伊東 肇 氏
十勝のネット被害の件数は大きく増加しているわけではないのですが、全くなくなるのではなく意外な
ところでトラブルが広がっているという状況があるようです。今年、十勝ではじめて高校生を対象とした
ＩＣＴカンファレンスがとかちプラザで開催されました。
ケータイやスマホをどうやってうまく使っていくかということを、高校生が学校に関係なくグループで
討議していく場がありました。参加した高校生は３０数名で、６～７名のグループに分かれて討議しまし
た。参加している高校生は、インターネットについてよく考えており、これまで私が話してきた内容ある
いはそれ以上のことに気をつけてきちんと使っているなと感じました。
クラスには、いろいろな状況の子ども達がおり、いろいろな犯罪に巻き込まれたという中では、家庭的
になにかしら問題を抱えている子どもがいるのではと思いましたが、この３０数名の高校生を見ていると
インターネットについてかなり理解し、適切に捉えて対応をしていると感じました。
ただ、小・中学校ではそこまで情報を捉えていないという状況の中で、怖さなどもわからない子ども達
に対して適切に情報を伝えることやどのようにすれば一番適切に伝わるのかを考えなければいけないと
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思います。
インターネットに出ていることがすべて正しいのかということや
子ども達がインターネット上での情報をどのように捉えているのか
ということを考えてみたい。重要なところは、
「インターネットの
情報は、消えない」ということでありソーシャルネットワークにお
いて匿名で書き込まれても個人が特定できるということも押さえて
ほしいと思います。
少し前の例ですが、共働き家庭の方が保育園を申請しましたが、
なかなか入れない、所謂、待機児童問題です。その中の表現として
「保育園落ちた。日本死ね。
」という言葉でインターネット上に書
き込みをして、それが広がったということがありました。
それを受けて、野党議員が安倍首相に「ブログにこのように書かれ
ている」と示し、待機児童問題について早急に対処しなければならな
いのではと質問したところ、
「誰かも特定できない、事実かどうかも
特定できないことについては、答える義務はない」旨の答弁をしたと
いうものを見た一般の方々から「自分も保育園に落ちた」といった書
き込みが多数寄せられました。そして、その人達が国会前に集まりました。それに対して与党からも保育
士の手当てを上げるなどの声も上がり国が動きました。
昔は、
「自分はこのようになってほしい」という思いを表にあらわす手段はなかったと思うのですが、
今や個々人がインターネット上で発言をすることによって、国の動きが変わる可能性があるくらいインタ
ーネットというのはパワーがあるということを理解いただけると思います。逆に言うと、何か悪いことを
したということが、日本中だけでなく世界中から非難されるくらいのパワーがある情報を大人も子どもも
個人個人が持っているという環境なのです。たった一言が人の人生を転落させる可能性もあります。ある
いは、これまでできなかったことができる可能性があるという、本当に「両刃の剣」といった道具を子ど
も達は今持っているということがこれからも言えるのではないかと思います。
「みんながやっているからいいじゃないか」ということを感覚的に言いながらついやってしまう。頭で
はわかっているが、みんながやっているから自分も大丈夫という感覚でやってしまう。
「そのような感覚
でいいのか」ということをどのように理解させていくのかが問題です。
ラインを含めて一対一でコミュニケーションすることもできますし、登録して複数で同時にやりとりも
できます。特に一対一でやりとりしていますとインターネットの中だけで世界が完結している感じがして
しまうコミュニケーションツールを使う子ども達が結構います。
例えば、上半身裸の写真を互いに送りあったりしていると、子ども達の感覚では、フェイス・トゥ・フ
ェイスまではいかないまでもそういう感覚で使っている場合が結構多く、好奇心から友達同士で見せ合っ
たりしてしまうと拡散してしまうことがあります。また、送らないまでも見せた相手が持っているスマホ
などで画面を撮ったりして広まっていく可能性も十分にあります。
一つの抑止力として、伝えるものとして、
「書いた文章や撮った写真を親に伝えられるのか」と聞いて
みることも一つです。彼らはインターネットで様々なやり取りをしていますから、時にはカッとしたり、
イラッとしたり感情に任せて対応してしまうことがありますので、感情のままに送信しないように伝える
ことが必要です。
〔ネット依存について〕
スマホと同じような機能を有している音楽プレーヤーもゲームなどをインストールするといくらでも
ゲームをやり続けることができます。また、友達からきたメールに返信を互いにやり取りしているとそれ
も長いことやり続けることになります。ゲームや動画を取り入れていると昔とは違い相当長い時間やり続
けることになり、依存症すなわち「ないと不安になる」くらいの子どもがいます。
反面、勉強でも使っていることがあり、単純に「時間が長いからダメだ」ということには無理がありま
す。実際に長いからダメと上から言いつけるのではなく、何に、どれくらい使っているのかということを
きちんと把握して、
「それは、どうなんだ。
」と踏み込んで説明していかないと一方的に言われた者にとっ
ては、
「これだけ勉強に使っていて、成績も上がっているのにどうなんだ。
」と思ってしまうかもしれませ
ん。時間にだけ視点をあてるのではなく、
「何に、どれくらい使っているのか」というところまで踏み込
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んでいただければと思います。
更に、依存症というところから見てみますと、単に「インターネットやスマホを長く使っているからだ
めだ」というのではなく、それを使って体に害を与えていること。それがないと不安で不安で仕方ないな
ど、実害になっていることも判断の一つになります。
男５００人、女５００人の計１，０００人に「依存症の可能性があるか」という調査をしたところ、男
６．４％、女１０％が依存症に近いという数字が出ており、依存症だと思われる子どもがクラスに数名の
割合でいる可能性があると言われています。この調査の具体的質問例は以下のようなもので、質問事項の
半数位にあてはまると依存症の可能性が高いと言われています。
① インターネットを使っているとすごくワクワクして、次の内容を見たいと思ったことがある
か。 ②ネットで更に満足するために、長く使わないとより満足しないと思ったりするか。 ③使う時間
を減らそうとしてもうまくいかないことがある。 ④控えようとするとイライラしたり不安になったりす
る。⑤最初思っていたよりも長く使ってしまう。 ⑥ネットをやることによって、友達関係とか勉強の関
係でのトラブルを起こすような機会があったか。 ⑦使いまくっているのに体外的には「やっていない」
と言ったことがある。 ⑧嫌なことから逃れるために、ネットを使って憂さ晴らしをしているか。
過去のアメリカでの例ですが、スマホを渡すときにルールを決めて渡したらうまくいき広まったという
事例が出ていました。スマホを使いすぎる子どもというのは、結果として日本だけではなく世界のどこで
もが同じだということです。日本で作っているスマホに載っているゲーム等が日本特有の問題なのではな
く、インターネットを使っている人は皆このような傾向だということです。特定の場所に限ったことでは
なく、こういうものを使えばこうなるんだということがわかると思います。
愛知県では、夜９時からスマホ禁止にしたらうまくいったという事例がありますが、これには、地域的
に取り組むことに差があるようで、うまく行かないところもあるようです。
兵庫県の灘高校や東京の麻布高校の場合、校風はかなり自由でスマホも自由に使える状態にあったのが、
ついついやってしまう生徒が多くなっていき、生徒と先生が話し合って独自のルールを作りました。学校
によっては登校したら一度学校に預けるといった対応をとっているところもあるようですが、やはりきち
んとしたルールを作ったほうが守れるのではないかと思います。
大樹高校では、生徒たちが八つの決め事を作って生徒の中でそれを守るように活動しています。ただ、
３年生が卒業して新入生が入ってくると最初から決まっているものを守れと言われるとなかなかうまく
いかないため、定期的に中身を生徒に話しているということがあるようです。
使いすぎるという問題は、子どものせいだけではないこともあり、いろいろな端末機器を適切に使うル
ールを作ることが大切ではないかと思います。ルールを作るということも一つですし、生徒に話し合わせ
ることでうまくいっている場合もあるということです。逆に、親に言いたいことですが、家の中で何のル
ールも決めずに買い与え、後は何も言わないというようなことは一番問題なのではないかと思います。
ネット依存がなかなか無くならず、ソーシャルネットワークの書き込みによるいじめや写真を撮って載
せるといったこともあるようです。あるタレントのブログにひどい悪口を書き込みして逮捕された１８人
の中の一人に女子高生がいたということが新聞に載っていました。書かれた内容が問題で、女子高生だか
らとか若い子だからとかで逮捕されることはないということはなく、書き込みの内容がひどければそうい
う結果になるということです。この場合、女子高生はかなりの調査をした上で書き込んだのではなく、ネ
ットの中の盛り上がりの中でそれを信じ込んでしまったのか、あるいは単にいっぱい書き込んであること
にのっかって書いただけなのか本質はわからないのですが、会ったこともない人についてひどい書き込み
をすると逮捕されるということです。
最近、ラインの中で起きた小さなトラブルの例です。ラインを使っているグループの仲間で映画を見に
行くことになりました。映画館や集合場所などについて話し合っていたところ途中から入ってきた子が
「自分も行くよ。
」と言ったとき、はじめからいたグループの一人が、行く手段などについて話し合って
いたため「なんで来るの？」といったところ、
「それじゃ、行かないよ。
」ということになりました。書い
た子は、どういう手段で来るのかという意味で書いたことが、受け取った方は、
「なんで来るんだよ。
」と
受け取ってしまったという事例もあります。やり取りは、瞬間的にやっているので、この場合ももう少し
時間をとって考えたやり取りをするよう気をつけることが必要でした。
この例をＩＣＴカンファレンスに参加している高校生に話したところ、
「自分たちは送る前にきちんと
読み直し、確認してから送りますから絶対大丈夫です。
」と言っていました。これは、高校生の彼らは、
生まれながらにスマホを使っているので、意外とそういうものに気をつけている人がいるということだと
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思いますが、現実にはそうでない人もおり、まだこのようなトラブルが起きる可能性もあるといえます。
〔ネットいじめ、個人情報の漏れ、ネット詐欺等について〕
アメリカでもネットいじめで自殺するという事例があります。これは、大人がインターネットで自分の
意見を発信するアプリがあり、その中で１４歳の女の子がいっていることに注目が集まった例です。
１２～１４歳の若者達は、それ以上の世代の人達と比べると４割増しで攻撃的な発言をしてもよいと思
って行動してしまうことがあるようです。これには脳の発達に関係があり、判断力の不足により行動して
しまうということです。女の子は、それを防ぐプログラムを作ろうと思いました。いじめに関係する言葉
「死ね、うざい、うざ」といったものを登録しておくと、このプログラムが入っているスマホでは、送る
前に一度「いじめに関係する言葉が入っているが、送ってもいいか。
」というコメントが現われる仕組に
して実験的にやったところ、コメントが出てきた９３％がそのコメントをやめたという結果が出たという
ことです。これを使うことによって、それまでそのような言葉を使う割合が７割あったものが６．３％に
まで下がったという結果が出ました。
このことについて、スマホを扱うメーカーでは、今後このプログラムを検討しているようだと報道され
ていました。
インターネットは、人と人が介在するというか出会う中で、２０代であっても６０代の振りをすること
ができますし、男であろうと女の振りもできます。そういったことで様々なトラブルが増えていきます。
トラブルでは、性的なトラブル、暴力を受ける、金銭的なトラブルに発展するなど不特定な人々と出会
う中でのケースがあり、児童ポルノの事例が増えていることが新聞記事に載っていました。これは、自撮
りという自分で自分を撮った写真を加害者に送ってしまうことが全体の４割以上にも達しているといわ
れます。なんでそのような写真を送るのかと普通は思いますし、逆に、そのようなことをするのには何か
問題があるのではないかと考えると思いますが、おそらくほとんどは、一般的な普通の子ども達が、家庭
内で何らかのトラブルがあって、たまたま優しくしてもらったからといった理由でのケースや例えばスポ
ーツをしている写真を送ってくれればコンビニで売っているアプリ用のプリペイドカードをあげると誘
い出し、徐々に深い要求をしてくるといった場合もあります。そして、途中で断ると、それまで送った写
真をネタに「こんなことをしているとバラすぞ」と脅され、更に写真を要求されるといったケースの被害
も増えているようです。
最近、写真で細かく検索し場所を特定できるものがあります。写真自体が個人情報を紐解く一つの資料
となるということです。
スマートフォンの写真も位置情報等をつけて撮ったものを検索すると、かなり詳しい位置情報がわかる
といったものがあります。通常ですと、スマートフォンの位置情報を使うという設定をしている人がほと
んどだと思います。つまり、位置情報をつけて写真を撮るとほぼ正確な位置がわかるということで、意外
に簡単にその場所がわかるということです。インターネットで検索すると様々な情報がかなり詳しくわか
るということです。子ども達が普段使う中で、このような位置情報を使うことはほとんど無いと思います
が注意喚起することも大切なことなのではないかと思います。
札幌の衣料品店で起きた事例ですが、店に苦情を言い、店員を土下座させてその写真を撮りツィッター
に載せたところ、写真を撮って送った本人の本名や住所、年齢、家族構成などがインターネットに載った
ということがありました。本名を使っていなくても書き込みをしたことだけで大量の個人情報がわかり漏
れてしまうということです。
一度載せられた個人情報は決して消されることはなくいつまでも残り続けるということやたくさんの
大人もＳＮＳを常にチェックしているものであるということも日頃から意識し注意していくことが大切
です。
最近ネット詐欺による被害も報告されています。その一つにワンクリック詐欺による不当請求がありま
す。これまでは、パソコンやスマホ等の操作中にいきなり料金を請求されるケースがほとんどでしたが、
最近はファイルを暗号化し、使えない状態にして金銭を脅し取ろうとするものが社会問題になっています。
また、サイト退会の際にも不当な要求をされたり機器を操作中にシャッター音が鳴って写真を撮ったかの
ように見せかけて脅すケースもあり、やり口が巧妙化しています。
このような被害に遭わないためには、フィルタリングやウイルス対策が不可欠ですし少しでも怪しい箇
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所があると思われるメールは開かない注意が必要です。また、アダルト系や出会い系などのサイトやアプ
リには、不当請求のワナが潜むものです。興味本位で使わないように注意が必要です。
インターネットに潜む危険として、著作権や肖像権の侵害問題もあります。年齢を問わず多くの人が利
用している動画共有サイトで、子ども達がアニメや映画を無許可でアップロードしてしまい、著作権侵害
となるケースが起きています。公開だけでなく、違法だと知りながらダウンロードすることも(個人で楽
しむ範囲であっても)２年以下の懲役や２００万円以下の罰金が科せられる犯罪行為となります。また、
ＳＮＳで自分のプロフィール欄に有名人の写真を利用する、友人の写真や動画を許可なく掲載するといっ
たことは肖像権の侵害に当たるので注意が必要です。
以上のような事柄の他にも青少年がインターネットを利用する上で気をつけなくてはならないことは
たくさんありますが、日頃から意識しておかなければならないことは、
「その内容が何の問題もなく掲示
できるものであるかどうか」ということや「一度上げたら二度と下ろせない」ということは一番覚えてお
くべき基本概念です。
今の子ども達は、デジタルネイティブ即ちインターネットが生まれながらにして手元にあるのが当たり
前という環境の中で育ってきた世代であります。そのような環境の中でネット被害に遭わないためには、
やはり使い方にある程度の制限が必要だと思います。使う時間も一つの基準ではありますが、
「何に、ど
れくらい使うのか」ということなどにも十分話し合いルールを決めていくことが更に重要になってくると
思います。
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