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　千葉県子どもと親のサポートセンタースクールアドバイザー 
　西東京市社会教育委員、神奈川県県立学校人権研修講師 
　e-ネットキャラバン認定講師（総務省プロジェクト）等

mail: harada@hikariba.com 
Twitter: harada 
Facebook: harada3213 
LINE: mitsuhisa.harada

ひかりば 
原田　光久

2017/10/26　　　　　　　　　　千葉県立磯辺高等学校 
セーフティ教室 (1年生) 

＜危険性を理解し役立つモノへ！＞ 

身近に潜む危険 
～ネット・スマホで人生を台無しにしないために～



                  56 % 
               74 %
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頭の柔軟体操



      1時間後 56 % 
      1日後    74 %
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人の記憶の忘却率



今日のテーマ
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インターネット(環境) + 道具(接続/操作端末)
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便利・楽しい・役立つ 
道具
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便利・楽しい・役立つ 
道具

＜補足＞ 
・インターネット、スマートフォンは便利で、楽しく、生活の役に立つ道具である。 
・一方で、誰でも簡単に犯罪被害者、犯罪加害者になる可能性がある道具である。 
・道具として「いかに正しく使いこなせるようになるか」が求められる社会である。 
　※利用に際しては「自己責任」となる。



この話をする理由
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9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 」

なぜネット・スマートの話なのか？



10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
＜補足＞ 
・インターネットの一般家庭普及元年は1995年、Windows95の登場(22年目)。 
・携帯電話でネット利用が一般的になったのは1999年、iモードの登場(18年目)。 
・スマートフォン普及元年は2010年、国内3キャリアから発売。(iPhoneは2008年～) 
・TwitterとFacebookの日本登場は2008年、Instagramは2010年、LINEは2011年、 
　Pepperは2014年、身に着ける時計型コンピュータAppleWatchは2015年等、急速に変化。 
・変化に社会が対応しきれていない状態である。



クルマ社会であれば 

無免許運転社会 
今そこにある危険を知らないかもしれない・・・
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無免許運転!! 
(意識&リテラシー不足)
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＜補足＞ 
・車社会であれば、無免許運転の人が縦横無尽に走り回っている状態と同じ。 
・車の運転には免許が必要であり、ぶつかれば痛い、壊れるということなどから、危険であるという 
　ことがわかりやすい移動の道具である。 
・一方、スマホは免許不要で操作が簡単。接続するネット環境は、直接的に痛い、壊れるという 
　トラブルに直ぐにはならないため、危険性を認識せずに使用してしまう。 
　※トラブルとして顕在化する時は深刻な事態に陥っているケースもある。



・通信端末(道具)の進化 
・ゲームの進化(VRの活用等) 
・AI・ロボット技術の進化 
・ウェアラブル端末の進化 
　(身に付けるタイプのコンピュータ) 

これからの社会
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 ①最大のリスク＝ 知らないこと 
 ②全ての問題　＝ 人に帰する 
 ③自分の常識　≠ 他人の常識 
 ④敷居は低い　⇄ リスクは高い 
 ⑤答えは複数　＝ 社会変化×人の数



 ①最大のリスク＝ 知らないこと 
 ②全ての問題　＝ 人に帰する 
 ③大人の常識　≠ 子供の常識 
 ④敷居は低い　⇄ リスクは高い 
 ⑤答えは複数　＝ 社会変化×人の数

＜補足＞ 
①歳代のリスク＝知らないこと 
　・①が最も重要である。 
　・「知る＝現状把握」が問題解決の一丁目一番地である。 
　・知らなければ対策を検討することはできない。 

②全ての問題＝人に帰する 
　・道具は使う人次第である。 

③自分の常識≠他人の常識 
　・意外と忘れがちである。 
　・ネット・スマホ問題を考える時は他者視点を忘れない。 

④敷居は低い⇄リスクは高い 
　・誰でも簡単に使える＝誰でも簡単に危険な環境に近寄ってしまう。 
　・便利さの裏には危険性が潜んでいるのはどこの世界でも共通である。 

⑤答えは複数＝社会変化×人の数 
　・共通の絶対解は存在しないが、一人一人の絶対解は存在する。 
　・家庭のルールを考える時の基本。家庭毎、兄弟姉妹がいる場合は子供毎に答えがある。 
　・家庭内でも兄弟姉妹で異なり、他の家庭の子供とは異なるのは自然なこと。 
　



不適切な使い方により発生する問題 
(利用時間/利用サービス/投稿内容/操作方法) 
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6つの社会的問題

❶依存症 
(健康被害)

❷人間関係 

(いじめ・トラブル等)

❸学力低下 
(意欲低下・不登校等)

❹事故 
(交通・転落事故)

❺犯罪被害 
(巻き込まれる/被害者)

❻犯罪加害 
(引き起こす/犯罪者)
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この数字は？
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56.8 %
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56.8
モバイル端末の保有状況 (個人)

※2人に1人

%

出典：総務省「平成28年通信利用動向調査」
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93.0%

高校生の保有状況

%

出典：インテルセキュリティ×MMD研究所共同調査「高校生のスマートフォン利用実態調査」

79.5%

3.8% 3.1%

14.8% 5.7%

2016年 
(n=921)

2014年 
(n=793)

93.0%

79.5%
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スマホ利用で起こったこと

知らない人から友達申請があった

ネットにアップして欲しくない写真や個人情報をあげられた

ワンクリック詐欺の画面が出てきた

迷惑メールが送られてきた

ネット上に友達のアップして欲しくない写真や個人情報をあげた

ネット上に嫌なことを書かれたり、嘘の噂を立てられた
ネットで知り合った人と実際に会った

有料サイトに勝手に登録され、請求された
自分の写真・個人情報を送るように強制された
ネット上に嫌な事を書いたり、嘘の噂を立てた

暴力的・わいせつな画像や動画を見た

ウイルスに感染した

わいせつなバナー広告などが出てきた

有料スタンプやポイントをもらうためアプリDL/会員登録をした

課金や有料アプチの購入など親の許可を得ずにした

他人とインターネットで繋がった

その他
特にない

答えたくない
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自分を守る3つの方法
じぶん ほうほうまも
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知る(学ぶ)

危険から身を守る３つの方法
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知る(学ぶ)
危険から身を守る３つの方法

決める
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知る(学ぶ)
危険から身を守る３つの方法

決める

守る
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危険性を 
知る(学ぶ)

今日は・・・

き  け  ん  せ  い
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インターネット(環境) + 道具(接続/操作端末)
かんきょう せつぞく/たんまつそうさ

道具
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便利・楽しい・役立つ 
道具
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道具
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道具



使い方を間違えると・・・
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使う人の使い方次第で 

犯罪
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炎上
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トラブル/恐怖
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いじめ/犯罪



3つの伝えたいこと

36



37

　　①自己責任の世界
　　②道具は使う人次第
　　③人はみな違う
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トラブル予防法



トラブル予防(リスク回避)は 

意識 × リテラシー 
「いかに利用者本人の意識を高めるか！」



前提3か条
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　第1条 判断基準を持つ (使うルールを決める) 
　　　　　　　・実社会＝ネット空間(良し悪しの基準は同じ) 
　　　　　　　・良し悪しの判断がつかない＝やらない 
　　　　　　　・興味本位＝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 (何かあったら直ぐ相談) 

スマホは⼀一⼈人で使う道具だ！  
＝⾃自⼰己制御必要＋⾃自⼰己責任が問われる  
＝⾃自⼰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 

やらない7か条
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トラブル事例

＜参加者・児童向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています



43

＜ニュース映像＞ 

歩きスマホで電車と接触！

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

＜参加者・児童向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています
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歩きスマホが江戸時代にあったら

出典：歩きスマホ参勤交代/Samurai Smartphone Parade(docomoOfficial / YouTube) 

＜参加者・児童向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています



45（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）

本⼈人はこの広告みないだろうけど

駅と電⾞車車内の迷惑⾏行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  



46（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



歩きスマホをするかどうかは 
あなたの使い方次第
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ながらスマホは⾮非常に危険  
使う時は⽴立立ち⽌止まって！  

事故を起こしたら数千万〜～数億の損害賠償も
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＜ニュース映像＞ 

線路立ち入りとその後

映像：メ～テレ「女子高生が線路に立ち入りか（2016年3月）」

映像

＜参加者・児童向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています
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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 
　威力業務妨害罪：3年以下の懲役 
　　　　　　又は50万円以下の罰金
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往来汽⾞車車転覆等罪（脱線）  
無期懲役⼜又は3年年以上の有期懲役  

（⼈人が死亡した場合）  
死刑⼜又は無期懲役



＜ニュース映像＞ 

いたずらで逮捕！
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映像

映像：ANN「警察官の前で“白い粉”…逃走を撮影の夫婦逮捕(2017/09/08」

＜参加者・児童向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています



偽計業務妨害罪 
3年以下の懲役 

又は50万円以下の罰金
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<偽計業務妨害罪>  

虚偽の噂を不不特定多数の者に伝達  
他⼈人の無知・錯誤を利利⽤用して  

⼈人の業務を妨害する罪（刑法233条）



何気ない投稿が 
人生を左右するかも！？
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映像：「ならずもの(不成者)」一般財団法人マルチメディア振興センター

＜参加者・児童向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています



何を投稿するかは 
あなたの使い方次第
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個⼈人情報の投稿はキケン！  
写り込みで家を特定、本⼈人特定は簡単  

⾒見見知らぬ⼈人には会わない！  
なりすまし被害も多い



何をするか・どうなるかは 
あなた次第
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危険・法律律違反！  
⾯面⽩白半分の撮影・投稿で逮捕され  
⼀一⽣生を台無しにするかも！？
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他にもこんな事例が・・・



◉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]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



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 59

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


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 60

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



道具は使う人次第 
（使い方の問題）
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危険なことに巻き込まれるか否かは  
スマホを使う⼈人次第だ！  
考えて賢く使おう！  

（便便利利な道具  or  危険な道具）
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ネットいじめ

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

https://www.youtube.com/watch?v=DdHAbfFHCHQ
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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

https://www.youtube.com/watch?v=DdHAbfFHCHQ


知らないうちに被害者にも 
加害者にもなる
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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：知らないうちに自分が 
　　　　　　いじめているかも！？

加害者になるかどうかは 
あなたの使い方次第 

＆ 
受け手の解釈次第



無かったことにはできない！

67

⼀一度度ネットに書き込んだことは  
消すことができない  

交通事故を揉み消せないのと同じ  
後悔しないようにしよう！

ネット上の行動は・・・



犯罪と表裏一体
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何気ない投稿が犯罪に繋がる  
誰もが被害者・加害者になる  
きっかけとなるのがスマホ  

⼀一⽣生を台無しにしないように！

ネット上の行動は・・・



○脅迫罪（刑法第222条） 
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金 
○名誉毀損・侮辱罪（刑法第230条、第231条） 
・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 
○強要罪（刑法第223条） 
・3年以下の懲役 
○恐喝罪（刑法第249条） 
・１０年以下の懲役 
○傷害罪（刑法第204条） 
・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
○児童ポルノ提供等（児童買春、児童　ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条） 

・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金 
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○信用毀損・偽計業務妨害（刑法第233条） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
○威力業務妨害罪（刑法第234条） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
○(列車)往来危険罪（刑法第125条） 
・2年以上の有期懲役 
○往来汽車転覆等罪（脱線）（刑法第127条） 
・無期懲役又は3年以上の有期懲役 
・（人が死亡した場合は）死刑又は無期懲役 
○私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 
　（通称：リベンジポルノ被害防止法、リベンジポルノ対策法） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

70



トラブルに巻き込まれるか 
犯罪者になるかどうかは 
あなたの使い方次第
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誰もが簡単に犯罪者になる  
実社会もネット空間も同じ  
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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

＜参加者・児童向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています

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



今、自分の手を見た人！！ 
やりすぎ注意！！
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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



依存症になるかどうかは 
あなたの使い方次第
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やりすぎ注意！  
法律律違反ではないが  
正しい使い⽅方ではない



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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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承認欲求が⾼高まった時（⾒見見て⾒見見て！）  
❹⽣生活の⼀一部になった時（何気なく投稿）  
❺感情的になっている時（冷冷静さを失う）

記録されるの忘れてるけどね
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危険なことは 
他にもある！
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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 
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チェーンメール/著作権・肖像権など
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SNS等 
(投稿・メッセージ)

誘い出し・誘拐・
拉致監禁

不適切投稿 
・違法行為

依存症

ウイルス感染 
個人情報流出

性被害・性犯罪

プライバシー 
侵害・名誉毀損

ネットいじめ 
・犯罪行為

詐欺・不正請求
高額請求

著作権・ 
肖像権違反

交友関係 
トラブル

乗っ取り・ 
なりすまし

リベンジポルノ・
児童ポルノ
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コトバノチカラ
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かわいくない
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かわいくない (⇧)
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なんでくるの
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なんでくるの？
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大丈夫 
いいよ 

おかしいね
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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。 
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何気ない投稿で 
友達と喧嘩になるかも！？
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感覚の違い
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ちょっと 
教えてください



　　　  ❶まじめだね 
　　　  ❷おとなしいね 
　　　  ❸おもしろいね 
　　　  ❹個性的だね 
　　　  ❺マイペースだね

友達に言われて「嫌だなぁ」と思う言葉はありますか？
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人も色と同じ

他人のものさし、自分のものさし


それぞれ寸法がちがうんだな



（出典：あいだみつを）

友達との違いを知る 
相手の気持ちを考える 

違って良い、違うのが当たり前



<参考> 
トラブル時の対応

103



各種専門の機関を有効活用！

104

探せば⾒見見つかる  
平時に確認！

別紙、「インターネットトラブル・いじめ(人権問題)等の主な相談窓口連絡先」参照 
http://www.hikariba.com/document/cyber-trouble171105.pdf

http://www.hikariba.com/document/cyber-trouble171105.pdf
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まとめ
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　　①自己責任の世界
　　②道具は使う人次第
　　③人はみな違う
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 【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=

