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研修会目標
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理解から行動へ

詳細解説は 
P.1参照



３つのポイント
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生徒の指導/相談相手は 

専門性 ＜ 関係性 
「顔が見えなきゃ知識も意味なし！」

© 2014 NPO PANORAMA.

詳細解説は 
P.1参照



最大のリスクは 

知らないこと 
「実態と危険性を知ることが対策の第一歩！」

詳細解説は 
P.1参照



リスク回避は 

意識 ＋ リテラシー 
「いかに本人の意識を高めるか！」

詳細解説は 
P.1参照



理解
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43.9 
%

80.3 
%

42.6 
%

58.8 
%

92.0 
%

72.6 
%

イマドキの学生の 
連絡手段／調べる手段 

出典：内閣府「平成27年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(平成28年3月)」
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現代コミュニケーション用語
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映像：ラインラップ（LINE用語編） 
https://youtu.be/mA2d-haSoZE

映像

映像はYouTubeで確認ください

https://youtu.be/mA2d-haSoZE
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クラブオフ 

MJK 

フロリダ

部活(クラブ)が休み(オフ)

マ(M)ジ(J)か(K)

風呂(フロ)に入るから離脱(リダ)する

スマホコミュニケーション用語例



常識は非常識

15

⽣徒と皆さんとでは 
⾒えてる世界が違います
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ネット人権問題とは？
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インターネット人権侵害

いじめ・ 
誹謗・中傷

プライバシー 
情報の掲載

脅迫・犯行予告

性犯罪・ 
誘拐・拉致監禁

リベンジポルノ・
児童ポルノ

著作権侵害

捜査対象　
未成年の 

個人情報掲載

差別表現

サイバーストーカー

　 
　 ①いじめ・誹謗・中傷 
　 ②プライバシー情報の掲載 
　 ③捜査対象の未成年者の個人情報掲載 
　 ④リベンジポルノ・児童ポルノ 
　 ⑤性犯罪・誘拐・拉致監禁 
　 ⑥サイバーストーカー 
　 ⑦脅迫・犯行予告 
　 ⑧差別表現 
　 ⑨著作権侵害

ネット人権侵害の類別 詳細解説は 
P.2-3参照



　①プライバシー侵害、個人情報流出 
　　（他人に知られたくないことの暴露(秘密の暴露)、個人情報/画像等を勝手に流す等) 

　②誹謗中傷・名誉毀損 
　　（根拠の有無に関わらない名誉毀損や侮辱、根拠なき噂や悪口の書き込み等） 

　③差別表現 
　　（性差別・人種差別・障害者差別・犯罪者差別・偏見やマイナスイメージの表現等） 

　④ネットを介した犯罪及び犯罪に繋がる行為 
　　（児童ポルノ、リベンジポルノ、誘い出し等に伴う性的犯罪） 

　⑤嫌がらせ行為 
　　（相手が嫌がる性的内容等のメールなどの送受信等） 

　⑥ネットいじめ 
　　（仲間外し、①～⑤に関連する行為によるいじめ等） 
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具体的なネット人権侵害事案例



　 ① SNSの不適切利用(誹謗中傷/問題投稿/差別/いじめ) 
　 ② 高額課金/詐欺（ゲーム/アダルトサイト/ウイルス感染） 
　 ③ 個人情報流出(ウイルス感染/人為的な行為) 
　 ④ 依存症(SNS利用/動画視聴/漫画閲覧の長時間利用) 
　 ⑤ 児童ポルノ/リベンジポルノ
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最近の代表的なトラブル例

代表的なネットトラブル例代表的なネットトラブル例 (人権事案以外含む)



ネット人権問題 
発生状況

21



22　出典：法務省「平成28年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)」

インターネット人権情報に関する人権侵犯事件(開始)

1909名

人権侵犯事件の新規開始件数は 
H24をピークに減少傾向へ→

インターネット上の人権侵犯事件
うちプライバシー

うち名誉毀損



23　出典：警察庁「平成29年上半期におけるコミュニティサイト等に 起因する事犯の現状と対策(H29/10/19)」

コミュニティサイト等に起因する事犯の現状 (警察庁)

1736名 H28年 
過去最多！

コミュニティサイト

コミュニティサイト



24　出典：警察庁「平成29年上半期におけるコミュニティサイト等に 起因する事犯の現状と対策(H29/10/19)」

罪種別の被害児童数の推移(コミュニティサイト) (警察庁)

425名

児童ポルノ

563名

児童買春

児童買春

児童ポルノ

青少年育成条例違反



25　出典：警察庁「平成29年上半期におけるコミュニティサイト等に 起因する事犯の現状と対策(H29/10/19)」

コミュニティサイト等に起因する事犯の現状 (警察庁)

1497名
14歳以上が多い



26　出典：警察庁「平成29年上半期におけるコミュニティサイト等に 起因する事犯の現状と対策(H29/10/19)」

被害児童のコミュニティサイトへのアクセス手段(割合)の推移 (警察庁)

86.

約9割がスマホ

スマートフォン

スマートフォン

86.1%



27　出典：警察庁「平成29年上半期におけるコミュニティサイト等に 起因する事犯の現状と対策(H29/10/19)」

コミュニティサイトにおける被害児童の現状 (警察庁)



28　出典：警察庁「平成29年上半期におけるコミュニティサイト等に 起因する事犯の現状と対策(H29/10/19)」

被害児童数が多いサイト (警察庁)

Twitter 266
Twitter 327

LINE 61
LINE 62

「ひま部」 
「ぎゃるる」 
新しいサービスも



29　出典：警察庁「平成29年上半期におけるコミュニティサイト等に 起因する事犯の現状と対策(H29/10/19)」

フィルタリングの利用状況 (警察庁)
利用なし 90.0%
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ネットがきっかけで知り合った友人との関わり(東京)

出典：LINE(株)「青少年のネット利用実態把握を目的とした調査 - 平成28年度最終報告書」
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❸実際に会った理由

(中学生)

(高校生)

　出典：(左)埼玉新聞（2017/05/28付） 
　　　　(右)埼玉県警察本部「H28中高生の情報セキュリティ意識に関するアンケート結果 (n=17,052名)」

ネットによる出会いの実態 (埼玉県警)
遊びたかった

遊びたかった

興味があった

興味があった

暇だった

暇だった

＜質問＞ 
❶ネットで知り合った人がいるかどうか 
❷その人と実際に会ったかどうか 
❸実際に会った理由

45.9% 
(157)

51.7% 
(854)

14.0%(48)

14.0%(48)

24.2%(395)

14.4%(236)

❸会った理由：「遊びたかった」が最多 
　　中学生：45.9%  高校生：51.7% 
　・他は「興味があった」「暇だった」

中学生 
(n=6,140名)

高校生 
(n=10,912名)

❶ネットで知り合った 31.8% 
(1,955名)

46.2% 
(5,038名)

❷実際に会った 17.5% 
(342名)

32.4% 
(1,634名)



ネット人権侵害 
5つの問題点
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❶匿名性＝誰でも気軽に 
❷拡散性＝あっという間に 
❸回復困難性＝消せない 
❹犯罪容易性＝誰もが加害者 
❺双方向性＝入れ替わる

ネット人権侵害5つの特徴 詳細解説は 
p.5参照



知らないうちに被害者にも 
加害者にもなる

34

映像：鳥取県 YouTube「携帯・インターネットによるいじめの防止」 
https://www.youtube.com/watch?v=DdHAbfFHCHQ

映像

映像はYouTubeで確認ください

https://www.youtube.com/watch?v=DdHAbfFHCHQ
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重大な損害
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3つの危険性 
❶投稿：書いたことは消せない!? 
❷閲覧：誰が見てるかわからない!? 
❸無意識：知らないうちに犯罪者!?



ネット人権侵害対応時の 
5つの原則理解
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❶最大リスク＝知らないこと 
❷全ての問題＝人に帰する 
❸大人の常識≠子供の常識 
❹敷居は低い⇄リスクは高い 
❺答えは複数＝社会変化 × 人の数

ネット人権侵害対応時の5つの原則理解 詳細解説は 
P.22参照
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当たり前が難しい



社会背景
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41画像出典：読売ONLINE、ソフトバンク公式サイト、AppleWatch公式サイト、GIZMODE



42出典：日本経済新聞2014年1月2日付「IT革命から20年　どうなるネット社会の未来 」

社会の変化 詳細解説は 
P.2参照



43出典：総務省「スマートフォン経済の現在と将来に関する調査研究」（平成29年）

スマホ関連サービス・アプリ変遷 (概念図)



44　出典：総務省「通信利用動向調査」

情報通信機器の保有状況の推移（世帯）

2016年世帯保有率 
スマートフォン　71.8%



45　出典：総務省「通信利用動向調査」

81.4%

13-19歳

情報通信機器の保有状況の推移（世帯）



46出典：(左) 総務省我が国の移動通信トラヒックの現状、(右) IHS Technology

日本の移動通信トラヒック／世界のスマホ出荷台数推移

スマートフォン出荷台数 
2005年   0.4億台 
2015年 13.8億台 
2019年 16.3億台 

(2019年は予測)

通信量 
約5倍

＜日本：移動通信トラヒック＞

＜世界：出荷台数＞



通常の携帯電話 
(フィーチャーフォン)

47出典：(株)ジャストシステム「2017年のスマホ普及率」

フィーチャーフォンとスマートフォンの利用推移

2013年10月
2017年3月 

77%

19%

スマートフォン

携帯電話は利用していない

○2008年6月 iPhone 3G発売、SoftBankでiPhone取り扱い開始 
○2011年10月 iPhone 4S発売、auでiPhone取り扱い開始 
○2013年9月 iPhone5s発売、NTTドコモでiPhone取り扱い開始



48　出典：内閣府「平成28年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(概要)」

スマートフォン/携帯電話の所有/利用状況

50.4%

(利用) (利用)(利用)(保有) (保有) (保有)
小学生 中学生 高校生

62.5%

96.5%

27.0%

94.8%

51.7%



49　出典：東京都教育委員会「平成28年度 児童・生徒のインターネット利用状況調査」

通信機器利用状況

62.0%
小学校

中学校
73.7%

95.4%

73.6%

高等学校
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所有携帯電話等種類の変化 (H24-27)

　出典：2016/1/6 神奈川県携帯電話やパソコンによるインターネット利用状況等に関する調査結果（H27年5-8月、19,290人/191校）

機能限定・子供向け携帯 スマートフォン フューチャーフォン・PHS

　　中学生(H24)

　　中学生(H27)

　　小学生(H24)

　　小学生(H27)

　　特別支援(H27)

　　高校生(H24)

　　高校生(H27) 90.9%

30.6%

70.5%

23.0%

中学生・高校生のスマホ保有率急増（大幅な変化）

70.5%

15.1%

23.0%

6.3%

58.5%



25.8%&

56.5%&

45.2%&

0%& 20%& 40%& 60%& 80%& 100%&
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（複数回答）

保有するネット接続デジタル機器（高校1年生と教職員との比較/H27）

������
������

%

【県立高校教職員62名の保有機器】

【全国75の国公立・私立の高校1年生約13,600名の保有機器（総務省調査）】

出典：［上段］総務省「平成27年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」／［下段］ひかりば 平成27年度調査

（n-62名）

56.5%



52出典：総務省情報通信政策研究所「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 

主なSNSの利用率 (2016年 全体・性年代別)



53出典：総務省情報通信政策研究所「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 

主なSNSの利用率 (2012-2016年推移・10代)

(20112) 
Twitter 26.6%

(2016) 
Twitter 61.4%



54出典：(株)ジャストシステム「動画コンテンツの視聴状況」

動画コンテンツの視聴状況

46.0%10代

毎日視聴
している



無免許運転!!
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通信機器利用実態
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57出典：LINE「〈調査報告〉インターネットの利用環境 定点調査(2017年上期)」(17/07/24)

アクティブなネット利用者の実態-全体

（職場・学校を含む週1回以上のインターネット利用者、15-59歳、男女759名）

85%



58出典：LINE「〈調査報告〉インターネットの利用環境 定点調査(2017年上期)」(17/07/24)

アクティブなネット利用者の実態-年代別

（職場・学校を含む週1回以上のインターネット利用者、15-59歳、男女759名）

スマホのみ スマホのみ スマホのみ
スマホ 
+PC

スマホ 
+PC

スマホ 
+PC PCのみPCのみPCのみ

93% 92% 62%



59出典：LINE(株)「青少年のネット利用実態把握を目的とした調査 - 中間報告」(平成28年度)



60出典：LINE(株)「青少年のネット利用実態把握を目的とした調査 - 中間報告」(平成28年度)

情報端末の利用時間
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生徒の安全意識に関する自覚

出典：LINE(株)「青少年のネット利用実態把握を目的とした調査 - 中間報告」(平成28年度)
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LINEで経験した嫌なこと①

出典：LINE(株)「青少年のネット利用実態把握を目的とした調査 - 中間報告」(平成28年度)
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LINEで経験した嫌なこと②

出典：LINE(株)「青少年のネット利用実態把握を目的とした調査 - 中間報告」(平成28年度)
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ネットで体験した嫌なこと / されたら嫌だと感じること①

出典：LINE(株)「青少年のネット利用実態把握を目的とした調査 - 中間報告」(平成28年度)
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ネットで体験した嫌なこと / されたら嫌だと感じること②

出典：LINE(株)「青少年のネット利用実態把握を目的とした調査 - 中間報告」(平成28年度)
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トラブル事例

67



68

＜ニュース映像＞ 

女子高校生が線路に立ち入りか

映像：メ～テレ「女子高生が線路に立ち入りか（2016年3月）」

映像

著作権の都合上、映像は省略させていただきます
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画像：[左]「NEWSまとめもりー」 
　　　[右]「ニュース速報Japan」

学校名掲載

動画掲載

学校名/実名/ 
twitterアカウント掲載

記録

本人特定は早ければ注目されてから10分ほどで・・・



「往来危険罪」 
2年以上の有期懲役
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往来汽⾞転覆等罪（脱線） 
無期懲役⼜は3年以上の有期懲役 

（⼈が死亡した場合） 
死刑⼜は無期懲役
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＜ニュース映像＞ 

高校野球部でいじめ疑惑投稿

映像：NNN  news every.「高校野球部でいじめ疑惑投稿（2016年10月）」

著作権の都合上、映像は省略させていただきます
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調査した結果 
「いじめではなかった」が・・・



73
出典：[左]ねとらぼ http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1611/02/news073.html 
　　　[右]PiXLS[ピクルス] http://pixls.jp/I0000905

実名掲載

アカウント掲載

野球部 
選手実名YouTube 

で公開

実名掲載

写真掲載

記録

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1611/02/news073.html
http://pixls.jp/I0000905


他のトラブル事案

74



75

LINEステメ利用事例

出典：東洋経済オンライン2016/11/12  中学生はLINEの「意外な場所」に悪口を書く

○事例：LINEのステータスメッセージ(ステメ)欄に悪口書き込み 

・「いっつもうちについてくるけどマジうざい　 
　　男の前ではいい子ぶっちゃって裏表あるのバレてるよ」 
　「嫉妬深いやつは嫌い」 
　 などとステメ欄に悪口を書き込んでいる。 

画像出典：講師LINEステータスメッセージ欄（研修用に入力）



◉中高の女子生徒ら５人、ツイッターに自分の 
　投稿書類送検「閲覧者増えてうれしかった」 
　（2016.3.25 16:23　産経ニュースより抜粋） 

自分の裸の画像をツイッターに投稿、「児童買 
春・ポルノ禁止法違反（公然陳列）」の疑いで、 
愛知、奈良、大分、鹿児島の4県の14～17歳 
中高生ら5人（女子生徒4人、アルバイト少年1人）を書類送検 

○送検容疑　：スマホで撮影した自分の下半身などの猥褻な画像や動画を 
　　　　　　　ツイッターに投稿、不特定多数が閲覧できるようにしたこと 
○利用ツール：ツイッターのアカウントを匿名で開設 
○背景・動機：「画像を投稿すると、閲覧者が増えてうれしかった」等供述 
○５人の関係：５人の間に面識や交友関係はない 
○摘発状況　：サイバーパトロールで画像を発見し、順次、書類送検
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児童ポルノ：不適切投稿事例

出典：産経ニュース2016/03/25付

児童買春・ポルノ
禁止法違反 
書類送検



出典：[左]バカッター速報「【Twitter】JK、死ぬ寸前でもツイートがやめられないwwwww」 http://baka-soku.blog.jp/archives/66952329.html　（’16/11/30時点） 
　　　[右]おっさんの「口はペテン師 心は詐欺師」「【Twitter】JK、死ぬ寸前でもツイートがやめられないwwwww・・・・の巻」  http://blogs.yahoo.co.jp/nrkasai/17626692.html 77

写真掲載

危険な行為！一生を棒に振るかも！？
記録

http://baka-soku.blog.jp/archives/66952329.html
http://blogs.yahoo.co.jp/nrkasai/17626692.html


出典：[左]ソニック速報「【バカッター】自販機か無銭で飲料を盗む少年達 
　　　[右]YouTube「【Twitterで話題】自販機から無銭で飲料を盗む少年達」

Twitter 
リツート：28,249回 
お気に入り：24,010

YouTube 
視聴回数：43,730回

出典：2ch エクサワロス「【がっぽん】自販機から無銭で飲料を盗む少年達」
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写真掲載

YouTube 
で公開

「窃盗」犯罪行為は即補導！逮捕！
記録



画像：[左]ニュース速報Japan(2016年) 
　　　http://breaking-news.jp/2016/06/21/025154 
　　　[右]ITmediaニュース(2013年) 
　　　http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1307/15/news009.html 79

写真掲載

実名掲載 器物損壊容疑 
建造物侵入 
逮捕

↑2016年 2013年→

歴史は繰り返すのか？？？

逮捕＆損害賠償責任も発生！
記録

http://breaking-news.jp/2016/06/21/025154
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1307/15/news009.html


器物損壊容疑 
書類送検

窃盗容疑 
内定取り消し
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名誉毀損の疑い 
逮捕

画像：「くら寿司で異物」虚偽のSNS投稿で男を逮捕 名誉毀損の疑い 
（ITmedia 2016/3/15付）

不適切投稿 
退学記録



81

クリック(タップ)した際に表示される請求画面例

請求画面が消えなくても慌てない！連絡しない！
❶PCの消えない請求画面例 ❷スマホの消えない請求画面例

画像：Security Navi「ワンクリック詐欺の対処法！iPhone・スマホ・PC版」（https://securitynavi.jp/820）

無視してOK！ 親には報告しておこう！

https://securitynavi.jp/820
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なりすまし／誘い出し

絶対に「教えない」「送らない」「いかない」

SNSやゲームなどで知り合った人からのお願い・誘い 
・「連絡先教えて」「写真を送って」 
・「コンサートのチケットあげるから会おう」

※友達の情報や写真も送っちゃダメ！
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個人情報の流出

個人情報を書き込まない/安易にダウンロードをしない

自分で公開(書き込み)、他人が公開 
不正アプリ、マルウェア等のウイルス感染での流出 



●　チェーンメール 
　・xx人に送らないと不幸になる、送ると幸せになる等 
　→転送しない(自分のところで止める) 
　　※気になる人は転送用の連絡先へ転送する 

●　他にも著作権/肖像権、悪質/不適切サイト等 

84

チェーンメール/著作権・肖像権など
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誤解を招く 
コトバノチカラ
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否定的な意味合い 否定的ではない意味合い

かわいくない かわいくないね 可愛いね

なんでくるの？ なぜ来るのか？来てほしくな
いのに

どの交通手段で来るのか

大丈夫 結構です、不要です OKです

いいよ 不要です OKです

おかしいね 変わっている、変だ 可笑しい、面白い

＜補足＞ 
・同じ言葉でも、否定的な意味合いになる言葉と、否定的ではない意味合いにある言葉がある。 

言葉の二面性
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大きな社会問題 
スマホ依存
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映像：ラップでスマホトラブル回避術10 『気づいたらスマホ中毒』 
https://youtu.be/C7rAjP-6Xfs

映像はYouTubeで確認ください

https://youtu.be/C7rAjP-6Xfs
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寝不足／学力低下
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視力低下／スマホ老眼／スマホたるみ
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肩こり／ストレートネック(テキストネック)

正常なカーブ ストレートネック
首の曲がる角度が大きくなると、首の骨にかかる負荷が増える
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テキストサム損傷(ドケルバン病)／小指が変形
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ブルーライトの影響による睡眠障害（各種疾患へ）
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うつ状態・うつ病による主な症状
●抑うつ気分 
　・気持ちが沈む、ふさぎ込む、滅入る状態が続く 
●興味・喜びの喪失 
　・何をしても楽しめなくなる 
●食欲減退・過多 
　・意図しない体重減少・増加 
●睡眠障害 
　・不眠・睡眠過多（眠くて仕方がない） 
●精神運動制止・焦燥 
　・話し方や動作が遅くなる・じっとしていられなくなる 
●易疲労性・気力低下 
　・疲れやすくなる・億劫で仕方ない 
●罪悪感・無価値観 
　・自分のことを責めてばかりいる 
●思考力・集中力低下 
　・集中できない・まとまらない 
●自殺念慮・自作企図 
　・死について何度も考える・自殺を計画する 
●その他、身体的不調 
　・頭痛・肩こり・胃腸不調（下痢・便秘）、発汗、 
　　息苦しさなど
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● 第一段階：依存傾向の場合(依存症前) 
　・スマホ利用時間/状況をコントロール 

● 第二段階：軽度依存症の場合 
　・第三者を介したスマホ利用時間/状況を制御 
　※家族や専門機関の協力など第三者の介在が必要 

● 第三段階：重度依存症の場合(病的な症状) 
　・依存症治療の病院や専門機関へ相談 
　※アルコール依存/薬物依存と同様の対処が必要 

スマホ依存の対処法



事故
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＜ニュース映像＞ 

歩きスマホ原因か… 
女子高校生、電車と接触

映像：NNN 「歩きスマホ原因か…女子高校生、電車と接触（2016年6月）」

映像

著作権の都合上、映像は省略させていただきます



98（出典）docomo×新宿駅東口での歩きスマホ防止キャンペーン（2014年3月号販促会議）

本⼈はこの広告みないだろうけど

駅と電⾞内の迷惑⾏為ランキング堂々2位！？ 
歩きながらの携帯・スマホの操作 



99（出典）神戸新聞NEXT 2016/5/20付「歩きスマホは「あホ」！三宮に“過激”ポスター」＝神戸市中央区、ポートライナー三宮駅
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もしも江戸時代に 
スマホがあったら・・・

出典：NTT Docomo「歩きスマホ参勤交代/Samurai 」 
https://www.youtube.com/watch?v=3Fm0Zirt8wI

著作権の都合上、映像は省略させていただいております

＜補足＞ 
URLにアクセスするとYouTubeで閲覧可能です 

https://www.youtube.com/watch?v=3Fm0Zirt8wI


スマホアプリ

101
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基本は、電話、電話帳、mail、スケジュール、LINE、ニュース閲覧 
他、メモ機能、天気情報、グーグルマップ、カメラアプリ、クーポン、 
レシピ情報、音楽プレイヤー、防災情報、健康情報、ゲーム 

＜協力＞千葉県立高校教職員の皆さん 
「普段使っているアプリ」

出典：ひかりば「千葉県立高等学校の教職員研修事前アンケート2016」
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知ってますか？



104
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【2017年更新】 

若者が今使っているのはコレだ！ 
若年層向けSNSまとめ7選 
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①B612

出典：LINE(株)公式サイト＜https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2017/1646＞

多彩なフィルター/エフェクト機能付きカメラ

2年5ヶ月で3億ダウンロード

・LINE株式会社により2014年からサービス提供 
・フィルターや350種類以上の顔認識型エフェクト 
・主にアジア・中南米・東ヨーロッパ地域を中心に利用者が拡大 
・2016年12月、「Play機能」追加 (自撮りとメッセージを組み合わせたコマ動画作成) 
・サービス開始から2年5ヶ月で3億ダウンロード突破

https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2017/1646


107出典：SHOWROOM 公式サイト＜https://www.showroom-live.com/＞

②SHOWROOM

人気アイドルの配信を無料視聴/誰でも生配信可能

アーティスト・声優とリアルタイムで繋がれる！

・自分で作成したアバターを介して配信を視聴することが可能 (仮想ライブ空間を提供) 
・ユーザーは20~50代のアイドル好きの男性が多い 
・若者の、「人気になりたい」という欲求に応える 
・人気事務所のオーディションを受けられたり、配信結果によってテレビ出演権を獲得できる

https://www.showroom-live.com/
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新世代型SNS先駆者/一定期間での自動削除機能

③Snapchat

アクティブユーザー1億7800万人/日

・若者に人気のポイント：送信した画像や動画が一定期間で消える 
・ネットトラブルの観点からは証拠が残らないリスクが増大している 
・Snapchat登場後、Instagram等でも同機能を各社が実装
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Instagramでも24時間後に投稿消去機能実装

④Instagram

・写真・動画がメイン、直感的に楽しむシンプルさで人気 
　テキストはほぼ無し、長くても1-3行 
・2010年10月創業、Facebook傘下企業 
・2015年アクティブユーザー3億人(日本810万人) 
　→2017年8億人(日本2,000万人)が利用へ急成長

画像出典：Insta Antenna「【最新】インスタグラム版Snapchat？「Instagram Stories」の機能と活用法」、Google playより
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原型がないほど盛れるカメラ/GIFアニメも作成可能

⑤SNOW

他のSNSと組み合わせて利用

・2015年リリース、「盛れる」カメラ & GIFアニメ作成アプリとして人気 
・マイストーリー機能を使うと一定期間で自動消去 
・2016年にApple、Googleアプリストアでランキング1位、1千万ダウンロード超 
・他のSNSとの連携が容易、Twitter、Mixchannel、Instagram等で利用 
・グループトーク機能やライブ機能も追加
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原型がないほど盛れるカメラ/GIFアニメも作成可能

⑥Mixchannel (ミクチャ)

ただの「キス動画サイト」じゃない！ 
今や高校生の3人に1人が使ってるMixChannel(ミクチャ)がすごい
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ただの「キス動画サイト」じゃない！今や高校生の3人に1人が使ってるMixChannel(ミクチャ)がすごい



113



●2014年10月時点のユーザー数 
　800万人超 
●総配信回数1億回超 
●ユーザーの60%以上が女性 
●コアユーザーは16-22歳 
　（高校生・大学生）

114

⑦TwitCasting（ツイキャス）

リアルタイム動画配信サービス
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MSQRD(マスカレード) egg(エッグ)

Camera360 lollicam(ローリーカム)

Vell(ヴェル) YouCam Makeup

【参考】顔認証アプリいろいろ



プログラム

○ はじめに 
○ ネット人権問題概略 
○ トラブル事例・トレンド 
○ 予防法・トラブル対応の基本

116



【参考/ワーク例】 
投稿トラブル事例の映像を 
用いて考える(基礎編)

117



＜映像から考えること＞ 
①問題点(何が問題？) 
　②改善策(どうすればよかった？) 
　　③予防対策(何をどうする？)

118



・問題整理(事実/想定/伝聞) 
・対応方針/体制/流れ/スピード感 
・ツール/サービス理解 
・対応者/内容/方法 
・時系列の対応記録 
・二次被害想定/外部連携等

119
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◉方針と体制：方針や体制が決まっているか、本当にそれで良いか 
◉外部連携　：直ぐに警察・弁護士等関係機関と連携できる状態か 
◉全体像把握：問題の全体像が把握できているか、不明点は何か 
◉事実と想定：事実と想定を混同していないか（想定を事実にしていないか） 
◉因果関係　：問題と原因の整理ができているか（思い込みはないか） 
◉疑問解消　：「なぜ？」が5回続いても応えられるか（同上） 
◉ツール理解：機能/サービス理解が十分か（リスク範囲の想定ができているか） 
◉対応内容　：リスク想定内で必要な対応内容が整理できているか 
◉対応者　　：対応者は適切か（性別/性格/問題内容/関係性を考慮） 
◉実施時期　：いつ誰が対応するか（今それをやらなければいけないのか） 
◉確認内容　：確認すべき内容が整理できているか（面談対応時も含む） 
◉証拠保全　：証拠をしっかりと保全できているか 
◉生徒対応　：被害者の不安解消と関係者との関係構築はできているか 
◉家族対応　：同上（被害者・加害者双方の家族対応は十分か） 
◉時系列記録：対応を記録しているか（いつ/誰が/何を/結果/残課題） 

対応時のチェックポイント例



対策検討の課題

121



自治体・教育現場の対策検討の課題

個別対応が苦手？

122

少

多

地域

学年

(組織)

人数多 
具体的

人数少 
抽象的

地区
学校

学級

グループ
家庭

レイヤーにより対策の個別具体性が異なるが・・・

←公立校・教育委員会（国もこのレベル）

←一部公立校・一部PTA

←私立校・一部公立校（問題発生後が多い）

←※学年生徒指導教員依存
←※担任教諭依存

←（無法地帯？）

←※本質解決レイヤー

支援必要 
(予防/対応学+実対応)
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❶よくわからない 
❷情報教育実施効果 
❸保護者が・・・ 
❹何をやればいいのか？ 
❺学校がどこまでやるのか？

対策検討における現場の課題



特性理解

124



ネット投稿の不思議な心理
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現実社会ではできないことも 

気軽にできてしまう怖さ 
「敷居は低いがリスクは高い」 
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＜問題⾏動を起こしてしまう主なタイミング＞ 

❶使い始めの時（危険性を知らない） 
❷使い慣れてきた時（これくらいはOK？） 
❸承認欲求が⾼まった時（⾒て⾒て！） 
❹⽣活の⼀部になった時（何気なく投稿） 
❺感情的になっている時（冷静さを失う）

詳細解説は 
別紙参照全て記録されているぞ！
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トラブル予防法



●予防教育 

　→本来は家庭教育の範囲 
　　※様々な家庭の教育方針があり、生徒の個性もある 

●社会一般の道具（ツール）＝教育現場でICT利活用が一般化 

　→学校においての一定の予防・啓発・指導が求めらる環境へ 

ところで・・・皆さんは 指導できますか？

128

生徒のサイバートラブル予防・啓発・指導



道具と言葉の使い方の指導 
「○○リテラシー」

129

本⼈がどのように使うか次第 
使いこなせるようにするための 
適切な利⽤法指導は⼤切な役割

指導ポイント



【参考】前提3か条 (初期教育のポイント)

130

　第1条 判断基準を持つ (ルールを決める) 
　　　　　　　・実社会もネット空間も良し悪しの基準は同じ 
　　　　　　　・良し悪しの判断がつかない時はやらない 
　　　　　　　・興味本位でやろうとすることは危険なことが多い 

　第2条 人は違う (違うのが当たり前) 
　第3条 困ったら相談 (何かあったら直ぐ大人に) 

スマホは⼀⼈で使う道具 
＝⾃⼰制御必要＋⾃⼰責任が問われる 

＝⾃⼰制御でき責任が取れる範囲で使う



　第1条 個人(自分/他人)情報の投稿・送信 
　第2条 他人の悪口の投稿・送信 
　第3条 感情的な時の投稿・送信 
　第4条 相手がどう思うかわからないことの送信 
　第5条 見知らぬ人に教えない/会わない 
　第6条 安易な無料ダウンロードしない 
　第7条 裸の写真/動画撮影の投稿・送信 

【参考】やらない7か条 (初期教育のポイント)
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対応時の原則

132

詳細解説は以下参照ください 

P.9-「9.ネットいじめ/サイバートラブル対応」 
P.19-「10.児童生徒との信頼関係づくり」 
P22-「11.予防・対策5つのポイント」 
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１．対応３原則 
　①組織対応の原則：チームプレー 
　②信頼関係の原則：情報出所の秘匿性担保・配慮 
　③事実確認徹底の原則：一部情報を鵜呑みにしない 

２．理解３原則 
　①社会情勢・ツール特性：傾向と特徴 
　②毅然対応・フォロー徹底：対応中～解決後まで 
　③焦らず急ぐ：事態の急変性 

対応と理解の3原則



対応ポイント
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詳細解説は以下参照ください 

P.9-「9.ネットいじめ/サイバートラブル対応」 
P.19-「10.児童生徒との信頼関係づくり」 
P22-「11.予防・対策5つのポイント」 



生徒と向き合う姿勢

135

　①相談しやすい状況をつくる 
　②手を止めて集中する 
　③共感する・味方になる 
　④焦らない 

相談時の姿勢
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　①初動　相談者を待たせない 
　②目線　左目(鼻)を見て話す・適度に目線を外す 
　③関係　当該関係者との関係構築3つの技法(*1) 
　④態度　寄り添う・話の腰を折らない(癖に注意) 
　⑤言葉　否定語は使わない(癖に注意) 
　⑥記録　(極力)聴きながらメモはしない 
　⑦記憶　前回の記録は見返す 
　　(*1)次頁にて補足説明

相談時の7つの留意点



　①傾聴　受容・支持　一旦受け止める 
　②復唱　明確化・要点整理　認識合わせ 
　③質問　会話　Yes/Noで答えにくい聞き方
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関係構築の3つの技法
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　❶秘密　本音対話の大前提 
　❷時間　最大60分 
　❸愛情　一線を越えないように 
　❹決定　重要事項はその場で決めない

相談時の4つの制限
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　❶感謝　話をしてくれたことへの感謝の意を表す 
　❷自信　不安を感じさせない 
　❸着席　必ず座る(クレーム時も効果的) 
　❹位置　相手の左側に座る(目印は心臓) 
　　　　　　　　※人により落ち着く位置は異なる場合もある

相談対応時の4つのポイント

自分

テーブル
相談

自分

テーブル

相談

＜左斜め前＞ ＜左側＞ ＜左斜め前＞

自分 相談

テーブル



親に相談できない3つの理由
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　①失敗を認めない親 
　②威圧的な親 
　③心配性な親 

【参考】親子の信頼関係づくりの技法と留意点
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　❶問題発生時の体制/対応方針の策定/共有 
　❷養護教諭/スクールカウンセラーとの情報交換 
　❸専門機関の連絡先リスト化/リストの定期更新 
　❹専門機関担当者との情報交換/緊急時対応相談 
　❺地域との関係構築 
　❻生徒/保護者/教職員への啓発/学習機会提供

平時から取り組んでおくべきこと
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ネットいじめ対応の留意点



異質な人を排除しようとする意識 
　①共感力やコミュニケーション能力不足 
　　・適度な距離感の取り方ができない 
　②知識の欠如 
　　・やってはいけないことの無理解・教育不足 
　③理性の欠如 
　　・理性を失ってしまう環境に置かれる 

◉理性を失う要素(背景) 
○心理的ストレス　　○支援者の不在　　○行為の正当化 
○同調圧力とリスク回避意識　　　　　　○注意関心を惹くきっかけ 
○その他(妬みや嫉妬、悪ふざけ意識等)
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いじめの本質と要素の理解

家庭教育・学校教育で会得 
→学習機会の提供

周辺環境に影響 
→背景理解



ネットいじめ対応留意点

ネットいじめの特徴を頭に入れた上で対応する
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①的確な背景・全体像の把握 
②被害者本人が安心できる場(空間)の確保 
③慎重かつ迅速な対応 
④事案確認と加害者特定のための証拠の保全 
⑤証拠保全後の「削除依頼」対応 
⑥加害者特定後の加害者ケア 
⑦当事者との信頼関係の構築 
⑧保護者対応、専門機関や地域との連携 
⑨再発防止のための指導



いじめと戦争はこの世から消えない（少なくとも今すぐには） 

　◉「いじめやめようぜ！」「いじめ撲滅！」 
　◉「戦争反対！」「戦争やめよう！」 

　啓発/呼びかけ/デモは世界各国で何万回、何十万回と行われているが 
　いじめも戦争も繰り返され、今もどこかで行われている現実がある 

　＝いじめを受けている側(視点)からいじめを無くそうとしても 
　　なかなか無くならないのは何故だろうか？ 

　→いじめをしている側(視点)から考えてみることも必要なのでは？ 
　　何故いじめるのか？その要素を解消することで止めることは可能 
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【参考】いじめの本質 (私見)



今日のまとめ

146



����	�����
����
����
��������

生徒の指導/相談相手は 

専門性 ＜ 関係性 
「顔が見えなきゃ知識も意味なし！」

© 2014 NPO PANORAMA.



最大のリスクは 

知らないこと 
「実態と危険性を知ることが対策の第一歩！」



リスク回避は 

意識 ＋ リテラシー 
「いかに本人の意識を高めるか！」
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理解から行動へ



151

 【問合せ先/質問受付】 

ひかりば 
　　　　で検索してください 

 代表者:   原田 光久（はらだ みつひさ） 
 email：   harada@hikariba.com 
 mobile：   090-2520-1620 
 twitter：      harada  
 Facebook： harada3213 
 LINE：          mitsuhisa.harada 

質疑応答 
この場で質問しにくいことは 

個別にご連絡ください 
（相談/質問は無料ですのでご安心ください）

mailto:harada@hikariba.com?subject=

