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０．本研修資料の概要 
 
(1)研修のポイント 
 
 
 
 本研修においては、教職員として生徒に接する際の人権への配慮について理解を深めるため
に、多様な人権問題の中で、深刻化と対処にギャップが生じている「ネットによる人権侵害（ネ
ットトラブル・ネットいじめ）」を主たるテーマにする。高度情報社会の中での生徒のネット利
用やトラブル実態を知り、人権のあり方について、以下のポイントから知識と理解を深める。 
 
 ○「ネットトラブル/いじめ」が、「被害者の人権/尊厳を侵す行為」になっている 
 ○「ネットによる人権侵害」は、「犯罪行為」に直結する可能性が高い事案が多い 
 ○「ネットトラブル・いじめ」には、ネット特有の対応がある 
 ○「高度情報社会」は、人権を侵すしきい値が低くなる（気軽に、安易に人権侵害） 
 
(2)研修テーマの整理 
 本研修では、幅広い人権問題の領域から「ネット上及びネット上の行為に起因する人権問題
及びトラブル」をテーマとする。 
 
＜人権問題の領域＞ 
1 女性 
2 子供 
3 高齢者 
4 障害のある人 
5 同和問題 
6 アイヌの人々 
7 外国人 
8 HIV 感染者・ハンセン病患者等 
9 刑を終えて出所した人 
10 犯罪被害者やその家族 
11 インターネットによる人権侵害（プライバシー侵害や名誉毀損等） 
12 北朝鮮当局によって拉致された被害者 
13 ホームレス（路上生活者） 
14 性的指向 
15 性同一性障害者 
16 人身取引（トラフィッキング） 
17 東日本大震災に起因する人権問題（原発事故避難に伴う差別等） 
 
 
  

掴みどころがない「ネット人権侵害」の実態と対処法を知る 
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１．人権侵害問題 
 
(1)人権侵害 
 ネットによる「人権侵害行為」であり、人権侵害には「①尊厳を傷つける」、「②社会的評価
を低下させる」、「③回復困難な重大な損害を与える」という 3つの問題点がある。 
 
(2)ネットによる人権侵害 
 ネット人権侵害行為の主なものには、「①プライバシー侵害、個人情報」、「②誹謗中傷、名誉
毀損」、「③差別表現」、「④ネットを介した各種犯罪行為や犯罪行為に繋がる行為」、「⑤ネット
いじめ」があり、重大な犯罪行為となるものもある。［表１-１］ 
 

［表１-１：ネットによる主な人権侵害］ 
 

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)、他人に見せ
たくない画像や動画の流出(投稿/転載/メール等での拡散) 
他人の名前/電話番号/住所/メールアドレス等で個人特定で
きる組合せ情報含む情報の書き込み(投稿/転載)、画像や動画
の無断流出 

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(投稿/転載) 
 

③差別表現 性差別・人種差別・障害者差別・犯罪者差別・同和地区出身
者に対する差別表現、偏見やマイナスイメージを広げる表現
の書き込み(投稿/転載) 

④ネットを介した各種犯罪行為 
 や犯罪行為に繋がる行為 

児童ポルノ(18 歳未満の裸の写真)やリベンジポルノ、誘いだ
しによる性的被害(性犯罪被害)、サイバーストーカー(ネット
上のストーキング行為)、自殺幇助、行為の強要・脅し(脅迫)、
金品要求等 

⑤ネットいじめ 仲間外し、①～④に関連する行為により、本人が精神的苦痛
や物理的障害を生じている行為(犯罪行為) 
 

⑥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(内容により
犯罪行為と認定される場合もある) 
 

（出典：各種資料よりひかりば原田光久作成） 
 
 
(3)人権侵害事件とネットの人権侵害事件の推移 
 法務省における人権侵犯事件件数は平成 24(2012)年の 22,930 件をピークに減少傾向にあ
るが(平成 26(2014)年は 21728 件)、インターネットを利用した人権侵犯事件は、平成 13 年
以降は増加傾向にあり、平成 26年は前年比 1493%の増加となっている。 
 平成 26(2014)年のインターネットによる人権侵犯事件のうち、プライバシー侵犯が 51.7%
と半数を占めており、名誉毀損の 24.1%と合わせると 7割以上がこの二つの項目で占められて
いる。［表１-２,１-３］ 
 統計データ上に出てこない相談等なされていないもしくは泣き寝入りしている事案が相当数
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あると考えられることから、実態は不明であるが、平成 22(2010)年以降のスマートフォンの急
激な普及及びスマートフォン保有者の低年齢化が進んでいることから、インターネットによる
人権侵犯事件は、今後も増加傾向で推移すると思われる。 
 

［表１-２：インターネットを利用した人権侵犯事件の推移(表)］ 
 

  H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる人権侵犯 515 786 658 636 671 957 1,429 

 うちﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ侵害 238 391 340 318 355 600 739 
  (46.2%) (49.7%) (51.7%) (50.0%) (52.9%) (62.7%) (51.7%) 

 うち名誉毀損 176 295 211 179 227 342 345 
  (34.2%) (37.5%) (32.1%) (28.1%) (33.8%) (35.7%) (24.1%) 

 その他 101 100 107 139 89 15 345 
  (19.6%) (12.7%) (16.3%) (21.9%) (13.3%) (1.6%) (24.1%) 

（出典：法務省「人権侵犯事件の状況について」） 
 

［表１-３：インターネットを利用した人権侵犯事件の推移(グラフ)］ 
 

 
（出典：法務省「人権侵犯事件の状況について」データよりひかりば原田光久作成） 
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(4)インターネットによる人権侵害の特徴 
 インターネットによる人権侵害には、「①犯罪容易性」、「②匿名性」、「③拡散性」、「④双方向
性(加害者転換性)」、「⑤回復困難性」の 5つの特徴がある。［表１-４］ 
 インターネットによる人権侵害への対応・指導の際には、5つの特徴を念頭に置いて、対応・
指導をすることが求められる。 
 

［表１-４：インターネットによる人権侵害の 5つの特徴］ 
 
①匿名性 ◉誰でも気軽に書き込みしやすい 

・	 匿名性が高いことから悪質・無根拠情報が流れやすく、加害者特定まで
の時間が必要となる。 

・	 見知らぬ第三者が加害者として入り込むこともあり、全体像や実態を把
握するのに時間がかかる場合もある。 

・	 誰が書いているかわからないという状況から、被害者の精神的負担が大
きくなる。 

②拡散性 ◉あっという間に広まる(誤った情報も拡散する 
・	 情報の複製・転載・加工が容易であり、すぐに広まるため、短期で状況
が悪化する。 

・	 状況を知らない見知らぬ第三者を含めて24時間365日攻撃環境が晒さ
れることで、本人との関係性のないネット空間において転載等による二
次被害も生じやすい。 

③回復困難性  ◉消すのが容易ではない 
・	 半永久的にデータとしてネット上に残る(「デジタルタトゥー」ともいわ
れる)。 

・	 24 時間 365 日攻撃を受ける環境にあり、心理的損害が短期に深刻化す
ることもある。 

・	 「拡散性(②)」があり二次被害も生じやすいため、回復困難な事態に陥
る場合もある。 

・	 一度流出した情報の完全回収・削除は困難な状況になっているのが実態
である。 

④犯罪容易性  ◉容易に一線を越えてしまう 
・	 犯罪との表裏一体の環境にあり、誰もが容易に加害者になる可能性があ
る。 

⑤双方向性 
(加害者転換性)  

◉容易に被害者・加害者が入れ替わる 
・	 加害者・被害者が容易に入れ替わる構造にあり、今日の被害者が明日の
加害者になるということも珍しいことではないことから、問題対処にお
いては留意すべき点である。 

・	 いつ自分がターゲットにされるかという疑心暗鬼の心理状態に陥りやす
く、傍観者がネット空間では加害者に転換することも多い。 

（出典：各種資料よりひかりば原田光久作成） 
 
  



Copyright © 2014-2016 Mitsuhisa Harada (hikariba) All Rights Reserved 6 

(5)性的マイノリティ「LGBT」 
 近年、日本国内においても「性的マイノリティ」が一般に認知されてきている。生まれ持っ
た性(体の性)と心で感じている性(心の性)が異なる人、一致しない人、自分と同じ性に魅力を感
じる「同性愛者」、男女ともに魅力を感じる「両性愛者」、性愛的な関係を求めない「無性愛者」
など、社会的に少数派の人たちのことを「性的マイノリティ」という。 
 性的マイノリティーのカテゴリーを表す時に使う言葉として「LGBT」がある。 
 全国の 20～59歳の男女約 7万人を対象とした電通総研が実施した「LGBT調査 2015(平成
27年)」によると、LGBTの出現率は 7.6%、約 40人に 3人の割合である。 
 

［表１-５：性的マイノリティ「LGBT」］ 
 
Ｌ：レズビアン ・	 女性同性愛者。女性で女性を愛する人。 

 
Ｇ： ゲイ ・	 男性同性愛者。男性で男性を愛する人。 

 
Ｂ： バイセクシャル ・	 両性愛者。愛する人が同性の場合も異性の場合もある人。 

 
Ｔ： トランスジェンダー ・	 生まれたときに法律的社会的に割り当てられた性別とは異な

る性別を生きる人。 
・	 自分自身が認識する性別と身体の性別が一致しない人のこと
を指す医学上の診断名「性同一性障害」より広い概念で、ト
ランスジェンダーの人の中には、性同一性障害の診断を受け
ていない人もいる。 
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２．インターネット社会の現状 
 
(1)社会環境の急激かつ大きな変化 
 スマートフォンは 6 年（2010 年～(*1)）、問題が多いとされる代表格の LINE は 5 年（2011
年 6月～）の歴史しかないが［図２-１］、スマートフォンの世帯普及率は 70%超であり、20-30
代を中心に 10代の若年層にも急激に普及したことで、危険性理解が十分ではない利用者が急増
している。子供だけではなく大人も同様のリスク環境にいることを理解する。 
 (*1)国内主要 3キャリアのスマートフォン発売は 2010 年～（iPhone 3G の日本発売は 2008 年～） 

 
(2)知識・リテラシー不足 
 サービスの多機能化、未経験者及び変化のスピードに対応していない（危険性理解が不十分
である）利用者が急激に増加したことにより、トラブルが発生しやすい環境にある。問題への
対策が見えない状況で次々変化することにより対応不能状態に陥っているが、そのことが議論
されることは少ないことが問題を深刻化させている。車に例えると、無免許運転でルールを知
らないの人が運転する車が町中に走り回っているような状況になってしまっているということ
である。パソコンや PHSの一般家庭普及は 21年（1995年頃～）、家庭用電話は 40年超（1970 
年代～）の歴史と培った経験がある。 
 

 
［図２-１：ネット社会の変遷］ 

（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」より原田光久加筆） 
 
(3)サイバートラブルの発生要因（原因となった行為・利用サービス） 
 トラブル発生の要因は「表２-１」の通りである。 
 共通しているのは「SNS」であり、テキスト(文字)情報、動画、写真等の投稿(情報発信)や言
葉の解釈や受け止め方のギャップが原因にある。ギャップは、一方のコミュニケーション能力(コ
ミュニケーションリテラシー)が高くない場合に生じる。 
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［表２-１：ネット利用におけるサイバートラブルの主な区分と発生要因］ 

 
（出典：各種公表情報を元にひかりば原田光久作成） 

 
［表２-２：ネット利用におけるサイバートラブルの主な区分と発生要因］ 

 
（出典：警察庁「平成27年上半期の出会い系ｻｲﾄ及びｺﾐｭﾆﾃｨｻｲﾄに起因する事犯の現状と対策について（H27/10/15）」 
 
 
 携帯電話やスマートフォンの利用において、コミュニティサイトに起因する事犯の被害児童
(18 歳未満)のフィルタリング利用率が 3.7%(H27 上半期)と 5%以下となっており［表２-２］、
フィルタリングの適切な利用によって予防できる事犯もあると考えられる。 
 
(4)(スマートフォン・インターネット)依存症 
 今後の深刻な問題となる可能性の高いトラブルの筆頭が「依存症」である。スマートフォン
やインターネットネット依存症は、アルコール依存症や薬物依存症と同じ症状を示す。手元に
スマートフォンがない、インターネット環境がないことで不安を感じたり、吐き気や腹痛など
体調を崩してしまうこともある。依存症になってしまったら、依存症専門の医療機関で心理面
を含めた治療をしないと完治は難しい。また、依存状態でスマートフォンやインターネット利
用時間が長くなるということは、不適切な利用をする機会が増え、トラブルに巻き込まれたり、
引き起こす可能性も高くなる。不登校の原因にもなるため、未然に防ぐことが大切である。 
 

依存症（依存傾向）・引きこもり → . 3 5 3 4 S

ウイルス感染・個人情報流出 → . 3 5E3210 S3I9 8

ネットいじめ・犯罪行為 → . 3 4N 3 5E3

不適切投稿・迷惑投稿 → . 3 4N 3 3

詐欺・不正請求、高額請求 → . 3 D 3 5 3 E

交友関係トラブル → . 3 4N

性被害・性犯罪 → . 3 4N 3 5 3 6 . L 7

リベンジポルノ → . 3 4N 3 5

乗っ取り・なりすまし → . 3

   誘い出し・誘拐・拉致監禁 → . 3 4N 3 5 3

プライバシー侵害・名誉毀損 → . 3 4N 3 3 5E

著作権・肖像権違反 → . 3 4N 3 3

利用なし 

利用あり 
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(5)スマートフォン依存の問題点 
 依存症になる手前の「依存傾向」の状態においても問題が潜んでいる。小さな画面を長時間
凝視することで眼が疲労し、疲労が蓄積すると眼の調節機能が不調となり、「近視」や「スマホ
老眼(ピントが合わなくなる症状)」といった代表的な症状を発症する。下を見続けていることで
(スマートフォンを利用する際の姿勢)「スマホたるみ」という顔のたるみ症状が出ることもある。
また、慢性的な肩凝りや首の痛み、頭痛などの原因、酷くなると手の痺れや吐き気、目眩を引
き起こす「ストレートネック」という症状を発症することもある。更に症状が酷くなると、副
交感神経の動きを阻害し、緊張状態をもたらすことで自律神経失調症や不眠症に繋がるという
ことも言われている。 
 他にも、親指に症状が出る「スマホ腱鞘炎」、手首や肘に不調をきたす「スマホ肘」、肩凝り、
耳鳴り、偏頭痛の原因となる「スマホ巻き肩」、小指が変形してしまう「テキストサム損傷」、
長時間利用で目に悪影響を与えると言われている「ブルーライト」やブルーライト等に起因す
る「精神疾患発症の確率が高まる問題」などがある。このようにスマートフォン依存は違法行
為ではないが、誰が見ても明らかに「適切な利用法ではない」と言える。 
 そのような状態に陥らないようにする(依存を予防する)有効で根本的な対策は「セルフマネジ
メント」である。自分自身でスマートフォンやインターネットという道具・ツールの利用をコ
ントロールできるか否かであり、その中でも重要なのが「タイムマネジメント」である。時間
のコントロールができれば、依存傾向や依存症に伴う健康被害を受けるリスクは大幅に下げら
れる。 
 
(6)サイバートラブルの事例 
 最近のサイバートラブルの事例については、研修内に映像を交えて紹介する。 
 
 トラブルを引き起こしたり、巻き込まれるきっかけとしては「興味本位」、「自己顕示欲」、「承
認欲求」という要素であることが多く、自らの行動やその行動の結果、引き起こされるかもし
れない問題・リスクについての知識や理解が十分ではないケースも多い。 
 問題発生後、直ぐに反省の弁を述べる児童・生徒もいるが、引き起こされた問題は「なかっ
たことにはできない」。交通事故と同じであるが、物理的被害が生じないケースもあり、事前の
問題認識が甘くなるケースも見られる。スマートフォンやインターネットを利用する際の意識
(道徳/倫理観)と道具・ツールを扱うリテラシー向上が問題発生予防の基礎になる。 
 小中学生が被害者・加害者になるトラブルの典型例、高校生が被害者・加害者になるトラブ
ル典型例は「表２-３」の通りである。 
 
 なお、LINE グループなど友達同士でグループをつくる際、5人いると 6個のグループができ
る場合がある。これは、5 人のメンバーのうち、「図２-２」のように誰か 1 人が抜けているグ
ループが人数分あるために起こる特徴的な状況である。その抜けている人を話題にする際に、
当人が抜けているグループが使われるが、自分が抜けているグループがあるであろうというこ
とも容易に推察できるため、学校や LINE グループなどでは本音で話ができないというコミュニ
ケーション上の弊害も起こっている。 
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［表２-３：小中学生・高校生のトラブル典型例］ 
 

 
 ※高校生は他に、「フリーマーケット(フリマ)での商品・金銭トラブル」、「ネット通販での詐欺」、 
  「アダルトサイトや不正広告による高額請求」もある。 
 

 
［図２-２：5人グループで 6グループできる例］ 

（出典：ヒアリングを元にひかりば原田光久） 
 
(7)10 代の利用実態 
 大人が利用実態(トレンドや変化)を知らず、予防対策が後手になったり、問題発生時の適切な
対応が検討できず、問題を拗らせてしまうなどの問題も発生している。まずは、子供たちの利
用実態に興味を持つことが大切である。 
 10 代のトレンドについては入れ替わりが激しいものでもあるため(毎年のように新しいサー
ビスが登場する)、すべてを把握することは難しいのが実態ではあるが、流行っているサービス
については興味を持ち、基本情報を収集してリスク想定しておくことが望ましい。 
 マイナビティーンズによる「『13-19 歳ティーンに流行っているもの』2016年上半期ランキ
ング」では「1位：SNOW(盛れる自撮りアプリ/顔認識)」、「2 位：SnapChat(送信メッセージ
が消える)」、「3位：メルカリ(フリマ)」となっている。このうち何個知っていただろうか。 
 詳しくは研修内で紹介する。 
 
(8)教職員に対する誹謗中傷等 
 スマートフォンの普及や様々な SNS・コミュニケーションツールの普及に伴い、児童生徒や
保護者による学校や教職員に対する誹謗中傷、噂話がなされるケースも増えている。児童生徒
は、LINE 等の無料通話アプリや SNS のグループでの教職員の誹謗中傷、保護者も同様のアプ
リ・サービスを利用しての指導内容や生徒対応等の誹謗中傷や噂話などがなされているようで
ある。また、児童生徒及び保護者共通で、教職員の休日の行動やプライバシー情報の書き込み
なども発生しており、児童生徒の指導だけではなく、保護者向けの情報モラルに関する情報提

小・中学生のトラブル事例 高校生のトラブル事例
①オンラインゲームでの高額課金・
　ワンクリック詐欺 ①無料通話アプリ(LINE)・SNSでのいじめ

②SNS等での誹謗中傷 ②写真・動画投稿での不適切投稿による
　炎上及び個人情報流出

③個人情報流出 ③SNS・コミュニティサイト経由の性犯罪

④動画の長時間視聴 ④不正な（無料）アプリケーションからの
　個人情報流出・拡散

⑤依存症
（今後、問題が深刻化する可能性がある） ⑤スマホ依存症
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供や啓発なども行った方が良いケースも増えている実態がある。 
 
(9)ネット投稿の不思議な心理 
 ネットトラブルのきっかけの多くは情報発信である。ネットでの情報発信(ネット投稿)におい
ては、実社会ではできないこともネットでは気軽にできてしまう怖さがある。グループメンバ
ーの顔が見えないネット空間においては、同調圧力(*2)(その場の空気を読めという無言の圧力)
が強くなる傾向もあり、個人であればやらないことをやってしまう（一線を超えてしまう）心
理が働くこともある。また、携帯・スマートフォン・PCの画面しか見えておらず、自己中心的
な考えを容易に実行に移せてしまう心理が働くとも言われているが、自らの行動の結果に対す
る責任の大きさの無理解も問題行動の背景にある。 
 (*2)特定のグループにおいて意思決定を行う際に、少数意見を有する者に対して暗黙のうちに多数意見に合わせることを強制 
 することを指す。 

 
(10)サイバートラブル予防法 
 問題の本質は人の意識、使い方であり、「すべての問題は人に帰する」という問題発生の原理
原則を理解することが重要となる。道具(サービス)が良い結果をもたらすか、悪い結果をもたら
すかは使う人の使い方次第であり、道具(サービス)そのものが悪いわけではない。現状の道具に
焦点を当てた教育中心では、問題減少に繋がらないため、道徳的、倫理的な観点から情報端末・
コミュニケーション端末を利用できるように指導することが大切である。 
 スマートフォンもインターネットも自分の身は自分で守れるようにすることが求められ、そ
のためには、危険性の理解と危険行動回避のための判断(制御)するための基準(ルール)が必要と
なる。小・中学生に携帯・スマートフォンを持たせる際には、家庭の教育方針の下、子供の生
活環境や情報リテラシーに応じた「家庭のルール」を設けることで、危険回避に導くことも大
人の役割である。 
 トラブル予防における前提となる考え方を整理した「トラブル予防前提 3 か条」と子供達に
伝えていくことが大切な情報を整理した「トラブル予防対策 10 か条」を「図２-３」の通り紹
介する。 
 
(11)犯罪と表裏一体 
 スマートフォン利用に際しては、画面の向こう側に大きなリスクが潜んでいることを理解し
た上で利用することや指導をすることが大切である。スマートフォン利用において生じる可能
性のある犯罪行為を「表２-４」に示す。 
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出典：文部科学省「いじめの定義（児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査）」 
 

 
 
 ◉トラブル予防前提３か条 
  第一条：実社会もネット空間も良し悪しの基準は同じ 
   ・実社会で悪いことはネット空間でも悪い！ 
  第二条：道具は使い方次第 
   ・危険な道具になるか、依存症になるかはあなたの使い方次第！ 
  第三条：人はみんな違うことを理解する 
  ・人は一人一人違うのが当たり前！ 
 
 ◉トラブル予防対策 10か条 
  第一条：個人情報は投稿しない・送らない 
   ・未成年は個人情報を掲載する必要性は低い 
  第二条：他人の悪口は投稿しない・送らない 
   ・やってはいけないこと 
  第三条：感情的な時は投稿しない・送らない 
   ・やらない方が危険回避につながること 
  第四条：相手がどう思うかわからない前提で送る 
   ・自分と他人は異なる 
  第五条：見知らぬ人には連絡先を教えない・会わない 
   ・犯罪に巻き込まれる入り口 
  第六条：無料だからと安易にダウンロードしない 
   ・悪意を持った大人が一定数いる現実 
  第七条：裸の写真/動画は撮影しない・送らない 
   ・やる必要のないことはやらない 
  第八条：良し悪しの判断がつかない時はやらない 
   ・迷った時の指針 
  第九条：ルールを決めて使う際の判断基準を持つ 
   ・ルールは自分の身を守るためのもの 
  第十条：困ったことが起こったら直ぐに大人に相談する 
   ・「親」に話せないこともあるので「大人」(*3) 
 
    (*3)親に相談できない 3つの理由は、「①失敗を認めない親」、「②威圧的な親」、「③心配性な親」である。 

 
 

［図２-３：トラブル予防前提 3か条と対策 10か条法］ 
※情報モラル教室等で児童生徒向けに伝えていること 
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［表２-４：スマートフォン利用において生じる可能性のある犯罪行為］ 
 

罪状 刑罰 

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 

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 
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出典：文部科学省「いじめの定義（児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題
に関する調査）」 

 

出典：文部科学省「いじめの定義（児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査）」 
 

３．ネットいじめ／いじめの理解 
 
(1)ネットいじめの定義 
 「①サイバー空間において第三者から(*4)、②心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、③
精神的な苦痛を感じているもの」をネットいじめの定義とする。 
 
(2)文部科学省のいじめの定義（平成 18年以後） 「①一定の人間関係のある者から(*3,4)、②心
理的、物理的(*5)な攻撃を受けたことにより、③精神的な苦痛(*6)を感じているもの」が文部科学
省が定めるいじめの定義である。 
 (*4)本人と行為者との関係性は問わない。 (*5)上下関係から並列関係に変化。 (*6)直接的な暴力から道具(PC/携帯電話等) 
 を使った行為も含まれる解釈へ変化。 (*7)行為を受ける側の気持ち・捉え方次第でネットいじめは成立する。 

 
（参考）：文部科学省のいじめの定義(平成 18年度調査より)  
 
 「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児
童生徒の立場(*1)に立って行うものとする。 
 「いじめ」とは「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者(*2)から、心理的、物理的
な攻撃(*3,4,5)を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。 
 なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 
 
(*1)「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視すること 
  である。 
(*2)「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該 
  児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。 
(*3)「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるものではないが、心理的な 
  圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。 
(*4)「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすること等を意味する。 
(*5)けんか等を除く。 

 
（出典：文部科学省「いじめの定義(児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査)」） 
 
（参考）平成 18年度までの「いじめ」の定義 
 
 「いじめ」とは「①自分より弱い者に対して一方的に(*3)、 
②身体的(*4)・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な 
苦痛(*5)を感じているもの。 
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。 
 なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・ 
形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って 
行うこと。 

 
（出典：文部科学省「いじめの定義（児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査）」）  
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(3)「悪ふざけ」と「いじめ」の境界 
 「表３-１」の何れか一つでも「Yes」であれば、「悪ふざけ」の一線を越えており、「いじめ」
の可能性がある。 
 

［表３-１：悪ふざけといじめの境界］ 
 

項目 状況（事象） 確認 
反復性 相手が嫌がることを反復して行っている  
同一集団内 その行為が、いつも、特定の同一集団内で起こっている  
非対等（立場） 行為者に明らかな優位性がある  
故意 嫌がっていることを分かった上で行っている  
傍観者 1 対 1ではなく、周りに傍観者がいる  
 
(4)相違点と共通点 
 「ネットいじめ」と「従来のいじめ」には相違点もあるが、共通点もある。相違点について
は「表３-２」にまとめて示す。 
 「ネットいじめ」は、LINE 等のオンラインコミュニケーションサービスやスマートフォンア
プリ等のSNSツール(Ttwitter/Facebook/Instagram等)、電子メール、携帯電話(スマホ/PHS
含む)、Web サイト(掲示板/ブログ等)、オンラインゲーム等の電子媒体を用いて、相手に屈辱
感、恐怖感、無力感を与える行為をいう。 
 「ネットいじめ」には、問題発生時に「ネット特有の対応すべき事項」があるが、相手の人
権・尊厳を犯す行為である点や、犯罪行為に直結する可能性が高い点など、本質的な面では「い
じめ」と「ネットいじめ」は共通している。 
 「高度情報社会(ネットを日常生活で誰もが活用する社会)」では、人権を侵す「しきい値」が
低くなる傾向が高まり(気軽に、興味本位で安易にやってしまう)、傍観者が加害者になることも
多い。 
 直接的な「ネットいじめ」ではなくとも、ネット上のやり取りでのちょっとしたトラブルが
きっかけになり、「いじめ」や「重大事件」となるケースも増えている。 
 
 ①相違点 
 ・問題発生の「いじめ方（行為）」、「加害者の特定」、「現場」「その他、把握状況」などに 
  相違点がある。 
 ・但し、実社会のいじめとリンクしている場合も多く、問題を単純に切り離して考えるのは 
  危険である。全体像を捉えた上で対応することが原則である。 
 
 ②共通点 
 ・被害者の人権・尊厳を侵す行為である。 
 ・犯罪行為に直結する可能性が高い行為である。 
 ・「いじめを受けた生徒の立場に立つ」原則で対応することが求められる。 
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［表３-２：「ネットいじめ」と「従来のいじめ」］ 
 

      ネットいじめ 従来のいじめ 

いじめ方 

○ネットで誹謗中傷・悪口を書き込む・ 
 仲間外れにする(グループ外し) 
○本人になりすまし評判を落とす 
○被害者の画像や個人情報を 
 インターネット上にばらまく  
○嫌がらせメール等を送りつける 

○暴力をふるう・悪口を言う・無視する 
○悪い噂を広める 
○物を隠す・汚す・傷つける・破損する 
○金品を要求する 
○嫌がらせ行為をする 
 (画鋲を置く/汚物を送る/無言電話等) 

加害者 
○特定が難しい・容易に入れ替わる 
○第三者が加害者に加わる場合もある 
○自覚が乏しい(深刻な問題に発展する) 

○特定は比較的容易・力関係が明確 
○関係や面識のある人が加害者になる 
○加害者が自覚しているケースは多い 

いじめ 
現場 

○ネット空間で行われ実際の場所や 
 時間には関係ない(24 時間攻撃環境) 
○いじめを「見ない」ことはできるが 
 「逃れる」ことはできない 

○主に学校とその近辺の場合が多い 
○関係者と一緒にいる時間に限られる 
○帰宅すれば一時的にはいじめから 
 「逃れられる」安全な空間がある 

その他 
特徴 

○誰でも加害者、被害者になりうる 
○匿名で被害者を擁護できる 
○心理的被害がメインで発見が難しい 
○学校現場・教職員での把握が難しい 

○力関係や立場の弱い者がターゲットに 
 なりやすい 
○物理的(見た目でわかる)被害もある 
○報復リスクから被害者を擁護しにくい 

（出典：各種資料よりひかりば原田光久作成） 
 
(5)いじめのタイプ 
 いじめには「言葉」、「暴力」、「態度」、「物理的損害」、「心理的損害」、「IT(ネット)利用」、「そ
の他」と複数のタイプに分かれている(具体的な事例は「表３-３」の一覧表参照)。IT(ネット)
に関しては、「言葉」、「態度」、「心理的損害」タイプの内容と共通する面があり、タイプ区分だ
けで考えるのではなく、いじめ事案の事実関係を複合的な観点から見ることが大切である。 
 

［表３-３：いじめのタイプと具体的な事例］ 

 
 
 
 

/
I

I
I I I

I
I I

/ / I /
I

T

T
I / I T

��� 
����������	����� �����



Copyright © 2014-2016 Mitsuhisa Harada (hikariba) All Rights Reserved 17 

(6)ネットいじめの特徴 
 ネットトラブルは、インターネット人権侵害の特徴と同様に「①犯罪容易性」、「②匿名性」、
「③拡散性」、「④双方向性(加害者転換性)」、「⑤回復困難性」の 5つの特徴がある［表３-４］。
ネットいじめに対応・指導する際には、5つの特徴を念頭に置いて、対応・指導をすることが求
められる。 

 
［表３-４：ネットいじめ(ネット人権侵害)の 5つの特徴］ 

 
①匿名性 ◉誰でも気軽に書き込みしやすい 

・	 匿名性が高いことから悪質・無根拠情報が流れやすく、加害者特定まで
の時間が必要となる。 

・	 見知らぬ第三者が加害者として入り込むこともあり、全体像や実態を把
握するのに時間がかかる場合もある。 

・	 誰が書いているかわからないという状況から、被害者の精神的負担が大
きくなる。 

②拡散性 ◉あっという間に広まる(誤った情報も拡散する 
・	 情報の複製・転載・加工が容易であり、すぐに広まるため、短期で状況
が悪化する。 

・	 状況を知らない見知らぬ第三者を含めて24時間365日いじめ環境が晒
されることで、本人との関係性のないネット空間において転載等による
二次被害も生じやすい。 

③回復困難性  ◉消すのが容易ではない 
・	 半永久的にデータとしてネット上に残る(「デジタルタトゥー」ともいわ
れる)。 

・	 24 時間 365 日攻撃を受ける環境にあり、心理的損害が短期に深刻化す
ることもある。 

・	 「拡散性(②)」があり二次被害も生じやすいため、回復困難な事態に陥
る場合もある。 

・	 一度流出した情報の完全回収・削除は困難な状況になっているのが実態
である。 

④犯罪容易性  ◉容易に一線を越えてしまう 
・	 犯罪との表裏一体の環境にあり、誰もが容易に加害者になる可能性があ
る。 

⑤双方向性 
(加害者転換性)  

◉容易に被害者・加害者が入れ替わる 
・	 加害者・被害者が容易に入れ替わる構造にあり、今日の被害者が明日の
加害者になるということも珍しいことではないことから、問題対処にお
いては留意すべき点である。 

・	 いつ自分がターゲットにされるかという疑心暗鬼の心理状態に陥りやす
く、傍観者がネット空間では加害者に転換することも多い。 

（出典：各種資料よりひかりば原田光久作成） 
 
 (7)「いじめ」の本質 
 人には生きるための「異質な人(他人)を排する」という本能があり、いきなり「いじめ」の根
絶を目指すことは現実的な対応とは言えない。まずは、いじめ発生の原因とその背景を理解し、
その要素の解消により予防や事後対応することが現実的な対応になる。 
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 「いじめ」の原因として大きな要素を占めるのは、「図３-１」の通り、「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)」である。 
 
 ①の「共感力やコミュニケーション能力」、②の「知識」については、成長過程で家庭教育や
学校教育において身につけていくものであり、学習する機会をいかに提供するかが課題となる。 
 ③の「理性」については環境に左右される要素であり、理性を失う背景を理解しておくこと
が重要である。理性を失う背景は、ストレスやグループでの関係性に依存する。理性を失う要
素の詳細については、「表３-５」に記載する。 
 

 
［図３-１：いじめ発生原因の要素］ 

 
［表３-５：理性を失う要素］ 

 
要素 状況 
心理的ストレス 不安や怒り、憎しみ、憂さ晴らしにつながるストレスの存在、

ストレスの要因となる「ストレッサー」の存在。勉強・教師・
友人・家族に関する嫌なできごと等により理性を保てなくなる。 

支援者の不在 ストレッサーを緩和させる社会的支援者(家族・友人・教師等と
の良好か関係にある人)が不在であることで、理性を保てなくな
る。 

行為の正当化 集団内の異質な者への嫌悪感情、違和感、排除するための行為
の正当化の意識が勝ることで理性を保てなくなる。 

同調圧力とリスク回避意識 グループにおける仲間意識と同調圧力、次なるいじめ被害者と
なることへの恐怖心から理性を保てなくなる。 

注意関心を惹くきっかけ グループ内で関心をひくため、仲間に引き入れるためのきっか
けを求める意識が理性を勝り、理性を保てなくなる。 

その他 ねたみや嫉妬感情、遊び感覚やふざけ、趣味的意識など、前述
した要素が複合的に絡み合い、理性を保てなくなる。 
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犯罪性(高) 

 
【事案】※近年はここの領域での問題多発 
・非公開型の SNS や掲示板での誹謗中傷、 
 メールやコミュニケーションアプリでの攻撃 
・なりすましによる嫌がらせ 
【課題と対策】 
・外側からのパトロールでは早期発見は困難 
・青少年の利用に適していないサイトの問題 
・警察・専門機関連携と必要情報の公開 
 （情報公開による牽制機能強化） 
 
非公開 

 
【事案】※近年はここの領域での問題多発 
・公開掲示板、twitter、動画投稿サイト等での 
 誹謗中傷や問題のある動画・画像の公開 
【課題と対策】 
・パトロールである程度発見可能。二次被害 
 （拡散）防止、削除依頼対応（専門的対応） 
・警察との連携必須（対応躊躇の傾向） 
・加害者への警告と指導、被害者のサポート 
 （特に被害者の精神面サポートは重要） 
 

公開 
 
【事案】  
・非公開 SNS や掲示板、メール、アプリ等にお 
 ける悪口、からかい、ふざけ、仲間はずれ等 
 （個人情報等クリティカル情報の掲載） 
【課題と対策】 
・加害者への対応が困難な場合が多く、加害者 
 を牽制しつつ被害者を支えることが現実的な 
 対応 
・ICT リテラシー向上の応用教育 
 

 
【事案】 
・公開掲示板等での悪口、からかい、ふざけ等 
 （個人情報等クリティカル情報は非掲載） 
【課題と対策】 
・被害者を支えつつ様子を見る対応 
・削除依頼が成立するかはケース・バイ・ 
 ケース 
・ICT 利活用の基本教育＋道徳・倫理教育 
 

犯罪性(低) 
 

［図３-２：ネット上のいじめの整理］ 
 
  出典：千葉大学藤川大祐教授講演資料「スマートフォンの光と影」よりひかりば原田光久加筆 
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４．ネットいじめ／サイバートラブル対応 
 
(1)ネットいじめ防止対策 
 いじめが発生(発覚)する前から「いじめ防止対策」を検討、実効性を検証することが大切なこ
とである。 
 主ないじめ対策案は「表４-１」の通りである。 
 

［表４-１：主ないじめ防止対策(案)］ 
 

 いじめ全般  

  ネットいじめ（特有の対策） 

発生の予防 学級崩壊への対応。教職員のチー
ムワーク確立。教員の多忙環境の
解消。異質原理に基づく学級経
営。児童福祉の充実。有事の特別
支援体制の整備。部活動での差別
抑制。実効性ある道徳教育等。 

最新状況に対応した継続的な情
報モラル教育。教員研修・教材開
発。保護者への啓発、ルール・マ
ナー作り（支援）等。児童のツー
ル用途・傾向の把握。 

深刻化の 
予防 

教職員間の「ヒヤリ・ハット」の
共有。相談チャネルサポートの充
実。被害者保護の体制整備。保護
者・地域住民との良好な関係。学
校広報の充実。警察等の専門機関
との連携。隠蔽リスクの確認・回
避対策。 

学校ネットパトロール。教職員
間、職員会議等での「最新情報・
利用状況（ネット、ツール）」の
共有と整理。問題投稿・行為への
対応。 
※昨今の社会状況においてネットパトロー
ルの効果は低下している。 

深刻化後の
対応（問題発
生後） 

即時の被害者ケアと学習権の保
護。加害者への指導・フォロー・
司法的対応。支援スタッフの派遣
等。 

被害者の専門的ケア、証拠保全後
の問題投稿の削除。加害者への問
題行動の専門的指導・フォロー・
司法的対応。 

危機的状況
への対応 

緊急対策心理チームの派遣。広報や法律の専門家の協力。検証委員会
の設置等。 

   出典：千葉大学藤川大祐教授作成情報よりひかりば原田光久加筆 
 
(2)書き込み対応 
 ①書き込み内容の確認（事実確認） 
 ・誹謗中傷等の相談・事案が発生した場合、まずは内容を確認する。 
 ・確認の際に書き込みのあった掲示版やブログ等のURLを控え、書き込みをプリントアウト 
  等で内容を保存する。 
 ・デジタルデータでの保管でも良いが、事件性が高い内容の場合、後々の警察への被害届け 
  提出などの手続き対応を勘案すると、プリントアウトが望ましい。 
 ・保存しておくべき内容は、「原文(投稿内容)」、「発信日時」、「掲載URL」、「スレッド番号 
  (掲示板等)」、「投稿者のアカウント情報(ユーザーID)」、「サービス名(運営事業者名)」、 



Copyright © 2014-2016 Mitsuhisa Harada (hikariba) All Rights Reserved 21 

  「問題認識している事項等(削除依頼等したい事項)」である。発信日時が画面に含まれない 
  場合は、プリントアウトした紙に手書きで記載する形式でも良い。 
 
 ＜パソコンで見られないもの（携帯/スマートフォン専用サービスの場合）＞ 
 ・携帯電話・スマートフォン等から当該掲示版等へアクセスし、「スクリーンショット」で 
  保存したり、デジタルカメラ(他の携帯電話のカメラ)で撮影するなどして内容を保存する。 
 ・撮影した画像は、可能な限り「プリントアウト」もしておくと良い。（理由は前述の通り） 
 
 【一口メモ】 
 ・生徒・保護者には「内容の確認」と伝え、「事実確認」とは言わないようにする。 
  ※「疑われている」と感じてしまうような表現を使わないよう注意する。 
 
 
 ②削除依頼 
 ・サービス運営管理者への「削除依頼」、「削除依頼の仕方」は「それぞれのサービスにより 
  異なる」ため、まずは「利用規約」等に記載されている削除依頼方法を確認する必要が 
  ある。サービスのトップページに「管理者へのメール」「削除依頼はこちら」「お問合せ」 
  など表示されているところを探し、管理者に連絡をする。 
  
 ＜削除依頼の際の注意事項＞ 
 ・個人のパソコンやメールアドレスは使わず、学校等のパソコンやメールアドレスから 
  から行なうことが適当である。 
 ・削除依頼を行なうメール等について、必ずしも個人の所属や氏名を記載する必要は無い。 
  掲示板等のサービス管理者には悪意のある人もおり、個人情報を悪用される場合もある。 
 
 ③掲示板やブログ等のプロバイダへ「削除依頼」 
 ・②で削除されない場合や、サービス管理者の連絡先が不明の場合(連絡が取れない場合)は、 
  プロバイダ(掲示板やブログ提供会社が利用しているサーバ運営会社)へ削除依頼を行う。 
 
 
 【一口メモ】 
 ・対処法が分からない場合は、無理に対応しようとせず、専門機関・団体へ相談の上、 
  対応することが二次被害を発生させないためには重要。また、現在「２ちゃんねる」は 
  は運営体制が不透明であるため、削除依頼が機能せず、個人で削除依頼することは、 
  二次被害に繋がる場合があるため、誹謗中傷や人権被害が明らかな場合は⑤の対応を 
  行なうようにする。 
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【参考】掲示板等の管理者・プロバイダへの削除依頼メール文例 
 ・分かりやすく簡潔に書く。必要以上に丁寧にする必要は無く事務的な記載で良い。 
 ・削除が必要な対象URL、書き込みNO(スレッド番号等)、削除理由は必須 
 
 
［件名］【削除依頼】誹謗中傷の書き込み 
［本文］ 
 掲示板名 ：○○○ ※名称等がある、複数サービスを運営している場合など 
 掲示板URL   ：http://qb5.2ch.net/saku2ch/index.html（←例）  
 スレッドURL  ：http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/haken/132xxxx/10-20（←例）  
 書き込みNO. ：10-20 
 違反内容 ：○○○ ※具体的な書き込み内容を記載 
 削除理由   ：※下記参照（実際には各サービスに適した記載方法にて対応） 
  上記の掲示板内に、個人を誹謗中傷する書き込みがあり、貴社（貴サービス）が定め 
 る「利用規約第 xx 条 xx 項（禁止事項）」に抵触しています。また、当人が大変迷惑して 
 おり、更に書き込みが行なわれると、犯罪に発展する可能性もあります。 
  貴サービスの利用規約等に基づき、当該書き込みの削除を行なうようお願いいたします。 
 
 
＜削除依頼しても削除されない場合＞ 
④依頼内容の再確認 
・管理者やプロバイダへの削除依頼をしても削除されない場合、送信した削除依頼やメールに 
 不備が無かったか内容を確認する。不備があった場合には、必要な情報を追加し、削除依頼 
 メールを送信する。削除に必要なURLや書き込みNO（スレッド番号）などの記載が無かっ 
 たために、削除されていない場合もある。 
 
＜不備が無いのに削除されない場合＞ 
⑤警察や弁護士等に相談 
・警察や法務局(地方法務局)、弁護士に相談して対応方法を検討する。 
・適切な対応のために、教育委員会等が中心となり、日頃から各地域に応じた学校と警察との 
 協力体制の構築を検討しておくことは有効な手段の一つである。 
・弁護士に相談する際は、IT トラブルに詳しい弁護士であるかを確認することを忘れないよう 
 にする。 
・参考までに東京及び大阪の弁護士の連絡先を後述する。 
 （参考）神奈川県では、学校において削除依頼を行なったにも関わらず、悪質な書き込みが 
     削除されない場合は、警察本部内に設けられた専用窓口を通じて連絡を取り、削除 
     依頼の方法などについて指導・助言を行なっている。 
 
■法務局・地方法務局（法務省人権擁護局） 
 法務省の人権擁護機関である全国の法務局・地方法務局では、インターネット上の悪質な書
き込みがなされ、被害者から相談を受けた場合、掲示板等を管理するプロバイダ等に対して、
削除依頼する方法や発信者情報の開示を請求する方法など、事案に応じて適切なアドバイスを
してくれる。また、被害者自らの対応が困難である場合、代理で削除要請等を行なってくれる
場合もあるため、学校での対応で解決できない場合などは、相談してみるのも有効である。 
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 ○「法務省人権擁護局」で検索 
   http://www.moj.go.jp/JINKEN/ 
   ※電話以外にも、Webフォーム、携帯Webフォームから相談可能 
 
 ＜連絡先電話番号＞ 
 ・法務省人権擁護局 常設人権相談所 
  全国共通人権相談ダイヤル： 0570-003-110 
  子供の人権 110番： 0120-007-110 (フリーダイヤル) 
 
■警察への相談 
 ○犯罪性が高い場合、直ぐに最寄りの警察署へ相談を！ 
 
 ・東京都の最寄りの警察署を探す場合  → 「警視庁 警察署一覧」で検索 
 ・神奈川県の最寄りの警察署を探す場合 → 「神奈川県警察 警察署一覧」で検索 
 ・埼玉県の最寄りの警察署を探す場合  → 「埼玉県警察 警察署一覧」で検索 
 ・千葉県の最寄りの警察署を探す場合  → 「千葉県警察 警察署一覧」で検索 
 ・茨城県の最寄りの警察署を探す場合  → 「茨城県警察 警察署一覧」で検索 
 ・栃木県の最寄りの警察署を探す場合  → 「栃木県警察 警察署一覧」で検索 
 ・群馬県の最寄りの警察署を探す場合  → 「群馬県警察 警察署一覧」で検索 
 ・山梨県の最寄りの警察署を探す場合  → 「山梨県警察 警察署一覧」で検索 
 ・その他の道府県で警察署を探す場合  → 「○○県警察 警察署一覧」で検索 
  ※北海道は「北海道警察」、大阪府及び京都府は「大阪府警察」「京都府警察」となる。 
 
 
 
【一口メモ】 
・最寄りの警察署での対応に不満・不安を感じる場合、別の警察署に相談するのも一つの 
 選択肢となる。近年はネット犯罪に詳しい担当者が増えているため、一度警察に相談した 
 が、対応が不十分だったと諦める必要は無いし、躊躇する必要も無い。 
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【参考】主な相談窓口連絡先 
 

 
出典：各関係機関公開情報よりひかりば原田光久作成（法律相談先は掲載について確認済み） 
 
※上記以外にも自治体や各種団体が相談窓口を開設している場合もあり。 
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５．子供(児童生徒)との信頼関係づくり（リレーション構築のポイント） 
 

(1)専門性より関係性(根底からの信頼感) 
 いじめ防止のための予防対策や指導、問題発生時の対応や指導において、「感情交流(根底から
の信頼感)」が大切である。「この先生(相談相手)は自分の味方である」、「親身に聴いてくれる人
である」という信頼関係の構築が対応の大前提となる。信頼関係を築くことで、本音を聴きや
すくなり、問題の本質が見えやすくなる。 
 児童生徒の支援に関わる立場の人は、「専門性よりも関係性が重要」であることを理解するこ
とが大切である。 
 
(2)関係構築のための 3つの技法 
 関係構築のために「①傾聴」、「②復唱」、「③質問」の 3つの技法を用いる。 
 
 ①傾聴(受容・支持) 
 ・一旦、話しも態度もすべてを受け止める。相談員は自我を抑え、心を無にした状態で相談 
  者に向き合い、相談者が話す内容や態度のすべてを受容することで理解を示し、相談者の 
  承認欲求を満たす。 
 ・相談者に何を言っても良い、相談相手が味方である(寄り添っている)ということを態度で 
  示すことで相談者との信頼関係を構築すると同時に、相談者を勇気づけることにつながる。 
 
 ②復唱(明確化・要点理解) 
 ・要点を明確にした上で復唱する。復唱により内容の明確化、意識化が図られる。 
 ・相談者も相談員も問題を明確にし、認識齟齬が生じないように(思い込みで話を進めない 
  ように)、言語化することが大切である。 
 
 ③質問(会話) 
 ・会話することが相談者の援助になるようなやり取りをする。 
 ・一方的に話をさせないように気をつける(取り調べのようにならないようにする)。 
 ・質問に際しては、好奇心で聞かず、話をすることを嫌がるようなことは後まわしにする。 
 ・しつこく問い詰めるようなことはしない。 
 ・相手が話をしやすいようにYes/No(はい/いいえ)で答えられない聴き方をしたり、相談者 
  の会話に関連のあることから聞くなどの対応で、問題の核心に迫ることができるようにな 
  り、問題解決に近づく。 
 
(3)対応時の 7つの留意点 
 対応時には、「①初動」、「②目線」、「③関係」、「④姿勢」、「⑤言葉」、「⑥記録」、「⑦記憶」の
7つの留意ポイントがある。 
 
 ①初動 
 ・相談者を待たせず、直ぐに気持ちよく対応する。 
 
 ②目線 
 ・対面の場合、しっかりと相手の目を見て対応する。 
 ・但し、凝視されると圧迫感を感じたり、緊張したり、追い込まれるように感じるため、 
  目線は適度に外したり、相手のタイプに合わせて柔軟に対応する。 
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 ③関係 
 ・「(2)関係構築のための 3つの技法」を参照。 
 
 ④態度 
 ・話を聞く姿勢や表情、頷き方や頷くタイミングに留意する。また、尋問・詰問的な聞き方 
  ではなく対話形式になるように意識する。背もたれに寄りかかる、足を組む、腕を組む、 
  相談者の話に被せる、自分の意見・考えを押しつける、舌打ちをするなどは、「日頃の癖」 
  が出るので注意する。 
 ・対面の場合、前屈みで話の要所で大きく頷くことで聴いてくれているという感じも出る。 
  (実際に聴いていれば自然とこのような対応になる)  
 
 ⑤言葉 
 ・否定的な言葉や相談者を評価するような言葉は避ける。 
 
 ⑥記録 
 ・対面の場合、話を聴きながら目の前でメモすることは極力避ける方が良い。 
 ・メモが必要なことはキーワードを書き留めておき、内容は相談後に追記する。 
 ・相談員(対応者)が複数名いる場合は、記録者は相談者の目線から外れる場所で記録する。 
  但し、多くても 2-3 名程度までとし、大勢で圧迫感を感じさせたり、筆記の音が気になる 
  ような書き方や、キータッチの音が気にならないように意識する。 
 
 ⑦記憶 
 ・継続対応の場合、前回の相談記録(面談記録等)は事前にしっかりと読み返しておき、相談内 
  容を思い出しておく。 
 ・事前に相談記録を読み込んでおくことで、話を進める際にスムーズに進められるのと同時 
  に、相談者に理解をしてもらっていると感じさせることになり、心を開きやすくなる。 
 
(4)相談時の 4つの制限 
 児童生徒との相談においては、「①秘密の制限」、「②時間の制限」、「③愛情の制限」、「④決定
の制限」の 4つの制限が必要となる。 
 
 ①秘密の制限 
 ・相談対応において秘密保持は大前提である。 
 ・秘密が保持されないと信頼関係構築は不可能であり、本音の対話もできないため、問題の 
  本質に行き着くことはない。 
 ・本音で対話ができる信頼関係を構築するために、秘密保持は最低限必要なことであること 
  を理解する。 
 
 ②時間の制限 
 ・1回の相談では最大 60分を目安に時間を制限し、最初に時間について伝えておく。 
 ・長時間になると疲労したり、いつ終わるかわからないという不安になることもある。 
 ・疲労や不安感がますと話しにも集中できなくなる。 
 
 ③愛情の制限 
 ・恋愛感情を持たない、持たれないように意識する。 
 ・親身に相談に乗っていると、相談者や相談員に恋愛感情が芽生えることもあるが、恋愛 
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  感情が芽生えると客観性が薄れ、事実誤認をしやすくもなる。 
 ・教職員の職場環境は一般社会とは異なり特殊であることを意識し、児童・生徒との不適切 
  な環境に陥らないよう常に自らを律することも大切である。 
 
 ④決定の制限 
 ・重要事項については相談中に即断しないようにする。 
 ・相談時は感情的になったり、気持ちが揺れ動くため、判断を見誤る場合がある。 
 
(5)親に相談できない 3つの要因 
 いじめに遭っていることを親に相談できない子供には、相談できない理由がある。親が「①
失敗を認めない」、「②威圧的」、「③心配性」である場合、子供が親に相談できないこともある。 
 
 ①失敗を認めない親 
 ・親の顔色を伺ってしまい、相談できなくなる。親の思い通りにならないと説教をされたり 
  することを嫌う。 
 
 ②威圧的な親 
 ・自分を責めるようになり、親にこれ以上迷惑を掛けられないという思いから、相談できな 
  くなる。 
 ・親の暴力（夫婦間のDV含む）、親の異性問題などを見ていたり、「こうすべきだ」という 
  べき論や「こうしなさい」という命令口調で、子供の話しを最後まで聞いてくれず、親の 
  考えを一方的に押しつけられることを嫌う。 
 
 ③心配性な親 
 ・親に心配させたくない、干渉されたくないという思いから相談できなくなる。 
 ・ちょっとしたことで動揺したり、小さなことをしつこく言われ続けたり、大騒ぎをする親 
  の過干渉や親が心配することを嫌う。 
 
(6)保護者の子供に向き合う姿勢 
 保護者の子供に向き合う姿勢次第で、問題発生の予防や問題解決の促進に繋がる場合がある。 
 
 ①相談しやすい状況をつくる 
 ・子供は親の顔色を伺っていることを前提に対応する。 
 ・親が心に余裕を持ち、優しい微笑みを浮かべているときは、子供は親に相談してくる。 
 
 ②手を止めて集中する 
 ・家事や仕事の途中でも一旦手を止め、子供の側に座り、子供の話を最後までしっかりと 
  聴くことが大切である。 
 ・話を途中で遮って親が意見は言わない。 
 ・直ぐに手を止められないときは、「今やっている○○が終わるまで○分待っていてね」と 
  具体的に何が終わった後かおおよその時間を含めて子供に伝える。 
 
 ③共感する・味方になる 
 ・話を聴くときは、頷きながら共感すること、子供の味方であるという言葉をかける。 
 ・つらかった話であれば「つらかったんだね」と共感することが重要である。 
 ・「あなたの味方だよ」という言葉をかけることで、子供が本音を語り出すこともある。 
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 ④焦らない 
 ・話を 1回、1日ですべて聞き出そうとせず、じっくりと話を聞くスタンスで対応する。 
 ・子供は自分の都合の良い話しかしないこともある。 
 ・何度も話をしていれば矛盾点が出てくることもあるが、矛盾点を詰めるようなことはせず、 
  最後まで話を聴く。 
 ・何故矛盾が生じることを語っているかについて検証をすることは必要である。 
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（参考１）子供の自殺の心理と自殺する前の兆候  
 
(1)自殺の心理 
 ①ひどい孤立感 
 ・「誰も自分のことを助けてくれるはずがない」「居場所がない」「皆に迷惑をかけるだけだ」 
  としか思えない心理に陥っている状態。 
 ・救いの手が差し伸べられても自分の殻に閉じこもってしまう。 
 
 ②無価値観 
 ・「私なんかいない方がいい」「生きていても仕方がない」という考えを持ってしまっている 
  状態。 
 ・幼少期の虐待等で、愛される存在として自分が認められた経験がないことが影響する。 
 
 ③強い怒り 
 ・置かれている状況を受け入れることができず、やり場のない気持ちになっている状態。 
 ・怒りが他者に向けられることもあるが、自分自身に向けられた時に自殺の危険が高まる。 
 
 ④苦しみが永遠に続くという思い込み 
 ・どんなに努力しても解決せず、苦しみが永遠に続くという思い込みにとらわれて絶望的な 
  感情に陥っている状態。 
 
 ⑤心理的視野狭窄 
 ・自殺以外の解決方法が全く思い浮かばなくなる心理状態。［「補足資料 1」参照］ 
 
 （出典：文部科学省） 
 
 ※自殺の心理については「補足資料 1「『死ぬくらいなら辞めれば』ができない理由」参照 
 
(2)自殺する前の兆候 
 ①自殺未遂をする(自傷行為) 
 ・リストカットを繰り返す。 
 
 ②死や生きる辛さの言葉(自殺のほのめかし) 
 ・「死にたい」、「生きていてもいいことがない(辛い)」という言葉を口にする。 
 
 ③死後の世界への興味 
 ・死後の世界について聞いてくる。 
 
 ④自殺の方法への興味(自殺計画の具現化) 
 ・死ぬための具体的な方法を尋ねる。自殺マニュアルや死後の世界の本等の関連本を買う。 
 
 ⑤身辺整理(別れの用意) 
 ・身辺をきれいに片付けはじめる。大切にしていたものをあげてしまう。 
 
 ⑥親への気遣い 
 ・親の体調の心配や育ててくれたことへのお礼を言ったりする。 
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 ⑦見慣れないものがある(自殺計画の具現化) 
 ・ロープや紐、カッターなど、普段見慣れないものやノートが無造作に置いてある。 
 
 ⑧心の病 
 ・学校に行くのを渋る、自分を責める、眠れない、食べられない、心身の不調を訴えても 
  検査では異常が見つからない等 
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（参考２）携帯・スマートフォンを持たせる際の保護者(大人)の役割 
 
１．前提条件 
 
(1)保護者のスタンス  
 知らないことも多い携帯・スマートフォン社会、「学習・実践」で家庭の基礎力・実践力を向
上させることが大切である。学んで終わりではなく、学んだら(知識を身につけたら)、まず自分
でやってみる、実行してみることが大切である。 
 
(2)基礎知識 
 子供に携帯・スマートフォンを持たせる際には、リスク回避の前提、社会の状況及び子供社
会の実態や子供の心理を理解し、保護者の義務と役割を果たすことが基本である。 
 
 ①最大のリスク 
 ・知らずに使う(使わせる)ことの危険性を理解する。 
 
 ②社会状況の理解 
 ・スマートフォンの急激な普及と早い環境変化、未来予想は不可能である前提で考える。 
 
 ③フィルタリング・機能制限サービス（フィルタリングについては後述あり） 
 ・18歳未満は保護者の義務、現状のフィルタリングの盲点を理解する。 
 ・Wi-Fi 回線利用の際は、別途フィルタリングサービスを利用・設定することが必要である。 
  ※機能・アクセス制限、スマホアプリのダウンロード制限 
 ・携帯各社で呼称や提供サービスレベルが異なるが、ほぼ同じ内容のサービスが提供されて 
  いる。基本サービスは無償で提供されている場合が多い、一部機能は有償提供となって 
  おり、必要なサービスの内容と利用料金の要否は確認をする必要がある。 
 
 （携帯各社のフィルタリング・機能制限サービス呼称例） 
 ・docomo：「フィルタリングサービス」「あんしんモード」「iPhone 機能制限」 
 ・au：「安心・安全サービス」「安心アクセスサービス」「ティーンズモード」「web利用制限」 
 ・SoftBank：「ウェブ安心サービス」「スマホ安心サービス」「Yahoo!あんしんねっと for  
  SoftBank」「あんしん設定アプリ」 
 
 ④ルール 
 ・好奇心旺盛で自制心が弱い子供を守るために必要なこと(大人も同様)と理解する。 
 ・ルールは保護者が一方的に決めて守らせるのではなく、子供と一緒に利用シーン等を考え 
  話し合いによって調整しながらルールを作成し、自ら守る意味を理解するようにする。 
  ※ルールを基準に判断・行動制御、自分自身で制御ができるのであればルールは必要ない 
 
 ⑤流行 
 ・低年齢化が進んでいるため、中高生で流行っていることにも興味を持つゲーム、SNSなど 
  魅力的な様々な無料アプリが次々登場する社会であり、自らも試しに使ってみるなど子供 
  達の世界を知ろうとすることで有効な対応法を検討することができるようになる。 
 
 ⑥見守り 
 ・放置・放任せず、子供の利用状況や周辺環境に興味を持ち、見守ることが大切である。 
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＜フィルタリング機能についての 2つの義務(補足)＞ 
①携帯電話事業者の義務：18歳未満の携帯・スマホ利用に際してのフィルタリング提供義務 
 （青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第 17 条 1 項） 
・2009 年 4月 1日より携帯電話事業者は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用 
 できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」により、青少年(18 歳 
 未満の者)が利用する携帯電話・スマートフォンの契約をする場合、保護者からフィルタリン 
 グサービスを不要とする申出がない限り、フィルタリングサービスを提供することを義務 
 付けられている (第 17条 1項)。 
 
②保護者の義務：使用者が 18歳未満であることの申告義務 
 （青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第 17 条 2 項） 
・保護者についても、青少年に使用させる携帯電話の契約時に、使用者が青少年であることを 
 携帯電話事業者に申告する義務がある (第 17条 2項)。保護者は店頭でフィルタリングの 
 説明をよく聞き、フィルタリングを利用するかどうかについて、よく考えた上で責任を持っ 
 て判断をすることが大切である。 
 
＜フィルタリングの基本機能イメージ図＞ 

 
＜Wi-Fi・アプリ環境のフィルタリングイメージ図＞ 

 
（出典：デジタルアーツ(株)） 
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２．ルールづくり 5つのポイント 
 
(1)目的・目標明確化 
 ルールをつくる目的は「子供を守るため」である。ルールをつくるのが目的ではない。 
 目標は家庭と子供の実態に即した内容とし((2)の情報整理と共に設定)、目的からブレイクダ
ウンする。 
 
(2)情報整理 
 必要な理由と機能を整理する。教育方針、親の考え、機器の普及、トラブル発生状況の実態、
子供の性格、興味、リテラシー、生活環境により定めるルールの内容は変わる。 
 
(3)対話・調整 
 子供との相互理解と建設的協議をすることが実効性のあるルール作りにつながる。前提とな
る基本条件やルール設定の目的を説明し、フィルタリングの設定(利用)やルールの見直しを前提
として、今必要なことを洗い出す。 
 子どもとの対話に際し、大人の姿勢・心構えとして大切なことは、「①傾聴スタンス」、「②常
識を疑う」、「③共同作業(親子一緒)」である。 
 
(4)ルールの作成 
 ルールを作成する際には、利用シーン(6+1)に応じた具体的なルールを作成することが大切で
ある。自治体や学校単位で設ける「共通ルール」の限界を理解し、家庭の事情を勘案したルー
ルで子どもの安全を守れるようにする。 
 
＜利用シーンの 6+1＞ ※①～⑤：使っても良い「○○」 
 ①時間  ＝  いつ・何時から何時まで 
 ②場所  ＝  どこで(自宅(リビング/自室)、屋外(学校/塾/公園/店舗等)) 
 ③相手  ＝  誰と(家族/友達/知り合い等の通信/連絡可能相手の範囲) 
 ④機能・サービス ＝  どのような機能/サービス 
 ⑤使い方  ＝  どのように(投稿・撮影OK/NG、閲覧限定等、貸さない等) 
 ⑥相談者・対応法 ＝  どうする(緊急・トラブル時) 
 (＋１) ペナルティ ＝  どうする(ルール違反時)  
 ※見直し前提、今の子供のレベルで考える 
 
(5)ルールの運用 
 決めたルールは紙に書き出し、見える場所に貼るか、わかる場所に置く。決めた日付、次回
見直し予定日等を記入し、親子双方がサインをすることで、一方的に決めたことではないとい
うことを意識させる。定期的、環境変化や内容不備による改定は前提とし、最低でも半年に一
回、もしくは成長や生活環境が変化したタイミングで見直す 
 ルールを決めた後、やり取りをする友達や保護者にもルールを知らせておくことでトラブル
を未然に防ぐことができる。 
 ルールを守れなかった時の取り決め(ルール)も含めて運用を徹底することが大切である。 
 
(補足)失敗事例 
 利用実態(環境)にそぐわないルールで、例外扱いが恒常化する場合は、ルールが機能しなくな
る。例外が発生することもあっても構わないが、例外ばかりにならないように意識することも
重要であり、例外ばかりになるようであれば、ルールの見直しも検討する。 
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 見直し自体は悪いことでない。子供の安全を守り、リテラシー向上に繋がるものであれば、
より良いルールへと積極的に見直していくことの方が望ましい。 
 
３．携帯・スマートフォンを持たせる時期と機能 
 
(1)いつから、何を使わせるか？ 
 家庭の方針・環境(必要性)次第である。まずは家庭の状況を整理することがポイントとなる。 
 「家庭として子供の携帯・スマホ保有についてどのように考えているのか」という家庭の方針
が基盤にあり、「(子供が欲しがっている場合)欲しい理由は何か？」、「今、子供に持たせる必要
性(必然性)があるのか？ないのか？」、「家庭の事情は大丈夫か？(毎月の利用料が発生、一定の
管理監督責任も生じる)」、「子供の習い事や友達との関係性においての必要性があるのか？(必要
性を感じる状況か？)」といった要素から判断する。 
 従って、「いつから、何を使わせるか？」という問いへの答えは一つではない。家庭で持たせ
る必要があると判断した時が持たせる時期(タイミング)であり、必要と判断した機能を使わせる
ことになる。 
 
＜参考：通信機器を持たせる際の基本的な流れ＞ 
01 家庭の方針の確認(通信機器保有/利用に対する考え) 
02 今、子供に持たせる必要性判断(保護者側の理由の場合もある) 
03 子供の欲しがっている理由(なぜ欲しいのか？使いたい機能/サービスは？) 
04 子供の理由を聞いた上での必要性判断(「友達が持っている」は理由として不十分) 
05 必要な機能・サービスの確認（子供が興味を持っている周辺も使う可能性を検討） 
06 制限範囲(持たせるタイミングに応じて制限範囲は変わる(制限が必要な場合)) 
07 利用料金の確認(携帯/スマホの基本料金含む) 
08 子供の要望を満たしているレベル感の確認 
09 家庭の方針に合致しているかの確認 
10 子供の知識/リテラシーの確認 
11 家庭の方針に伴う基本ルールの確認(ex.無料サービスのみ、ダウンロードは親の許可等) 
12 必要なルールの検討・調整(子供と一緒に話し合い、今は制限をかける機能等の理由を説明) 
13 ルールの決定(決めたルールは書面化もしくは確認ができるように記録として残す) 
14 通信機器の契約・利用開始 
15 ルールの運用・見直し(一定期間及び生活環境変化等で見直す) 
 
 ※検討・確認の際に不明な点は調べる・学ぶ 
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（参考３）主な相談窓口連絡先 
 

 
 
※上記以外にも自治体や各種団体が相談窓口を開設している場合もあり。 
 
 ＜講師概略・お問合せ先（個別の質問受付はこちら）＞ 
 
    ひかりば 代表 原田 光久  ＜harada@hikariba.com＞ 
    Mobile：090-2520-1620   http://www.hikariba.com/  
    Facebook：harada3213  Twitter：@harada  LINE：harada3213 
 
 2012 年から e-ネットキャラバン認定講師、2014 年から神奈川県教育委員会県立学校教職員向け人権研修講
師、2015 年から千葉県子供と親のサポートセンター教育相談員研修講師、2016 年から千葉県同センターのス
クールアドバイザー、2016 年埼玉県ネットアドバイザー研修会講師など務める。 
 教職員向けネット人権研修やトラブル（問題）発生時の対応研修・解決支援や情報モラル教育、社会人向け情
報マーケティング&セキュリティ基礎研修（SNS 活用・バイトテロ対策等）、各種コミュニケーショントラブル
の予防・情報発信教育コンテンツ開発をサポート。山梨県笛吹市立小学校の PTA においてルールづくりの環境
整備も継続的にサポートしている。 
 他、2003 年から組織問題解決の専門家として、問題のプロファイリングから、経営戦略策定及び事業プロデ
ュースにマーケティングストラテジストとして携わっている。1973 年生まれ、一児（中 2）の父。 
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（参考４-１）いじめチェックシート（子供の様子チェックシート）① 
 
◉子供チェックシート（いじめの早期発見のサイン） 
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（参考４-２）いじめチェックシート（子供の様子チェックシート）② 
 
◉教職員の自己チェックシート（日々の指導の振り返り） 
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（参考４-３）いじめチェックシート（子供の様子チェックシート）③ 
 
◉保護者用チェックシート 
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（参考５）学校において生じる可能性がある犯罪行為等について 
 
（出典：文部科学省「早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について（通知）」） 
（25 文科初第 246 号 平成 25 年 5 月 16 日／文部科学省初等中等教育局） 
いじめの態様（※） 刑罰法規及び事例 

ひどくぶつかられ
たり、叩かれたり、
蹴られたりする。 

暴行（刑法第
208 条） 

第 208 条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若し
くは 30 万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

事例：同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする。 

傷害（刑法第
204 条） 

第 204 条 人の身体を傷害した者は、15 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処す
る。 
事例：顔面を殴打しあごの骨を折るケガを負わせる。 

軽くぶつかられた
り、遊ぶふりをし
て叩かれたり、蹴
られたりする。 

暴行（刑法第
208 条） 

第 208 条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若し
くは 30 万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

事例：プロレスと称して同級生を押さえつけたり投げたりする。 

嫌なことや恥ずか
しいこと、危険な
ことをされたり、
させられたりす
る。 

強要（刑法第
223 条） 

第 223 条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3
年以下の懲役に処する。 
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人
に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 

3 前 2 項の罪の未遂は、罰する。 
事例：断れば危害を加えると脅し、汚物を口にいれさせる。 

強制わいせ
つ（刑法第
176 条） 

第 176 条 13 歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
6月以上 10 年以下の懲役に処する。13 歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者
も、同様とする。 

事例：断れば危害を加えると脅し、性器を触る。 

金品をたかられ
る。 

恐喝（刑法第
249 条） 

第 249 条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10 年以下の懲役に処する。 

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項
と同様とする。 

事例：断れば危害を加えると脅し、現金等を巻き上げる。 

金品を隠された
り、盗まれたり、
壊されたり、捨て
られたりする。 

窃盗（刑法第
235 条） 

第 235 条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10 年以下の懲役又は 50 万円
以下の罰金に処する。 
事例：教科書等の所持品を盗む。 

器物損壊等
（刑法第
261 条） 

第 261 条 前 3 条に規定するもの（公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊
及び同致死傷）のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は 30
万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

事例：自転車を故意に破損させる。 

 
（次頁へ続く） 
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（前頁より） 
 
いじめの態様（※） 刑罰法規及び事例 

冷やかしやからか
い、悪口や脅し文
句、嫌なことを言
われる 

脅迫（刑法第
222 条） 

第 222 条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し
た者は、2年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処する。 
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し
た者も、前項と同様とする。 
事例：学校に来たら危害を加えると脅す。 

名誉毀損、侮
辱（刑法第
230 条、231
条） 

第 230 条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわら
ず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する。 

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなけれ
ば、罰しない。 

第 231 条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 
事例：校内や地域の壁や掲示板に実名を挙げて、「万引きをしていた」、気持ち悪い、
うざい、などと悪口を書く。 

パソコンや携帯電
話等で、誹謗中傷
や嫌なことをされ
る。 

脅迫（刑法第
222 条） 

第 222 条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し
た者は、2年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処する。 

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し
た者も、前項と同様とする。 
事例：学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る。 

名誉毀損、侮
辱（刑法第
230 条、231
条） 

第 230 条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわら
ず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する。 

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなけれ
ば、罰しない。 
第 231 条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 

事例：特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上のサイトに実名を挙げて「万
引きをしていた」、気持ち悪い、うざい、などと悪口を書く。 

パソコンや携帯電
話等で、誹謗中傷
や嫌なことをされ
る。 

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） 

第 7 条 （略） 

2～3 （略） 
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以
下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。（略） 

5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、
又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。（略） 

6 （略） 

事例：携帯電話で児童生徒の性器の写真を撮り、インターネット上のサイトに掲載する。 
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（資料公開情報） 

 
ひかりば公式サイトURL → http://www.hikariba.com/ 

 
・研修・講演で投映・配布した資料のデータは、上記webサイト上で一定期間、関係者向けに 
 閲覧等できるように設定しております。 
・保管場所は上記枠線内の「研修・セミナー資料」(リンク先ページ)となります 
・限定公開資料はパスワードが設定されています。研修・講演参加者及び教育関係者限定(教職 
 員及び行政関係者)で個別にパスワードをお知らせしております。 
・当該資料のインターネット等での一般公開はお控えください。 
・教育機関内の教職員研修等の教育目的での利用については自由にご活用ください。 
  

              サイバートラブル・人権研修テキスト（抜粋版）  

         —―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―—―  

            2014 年     6   月     1  日   第 1刷発行  

            2016 年  12  月 13日   第 11刷改訂（抜粋版）  

            著者・発行者      原田  光久（ひかりば）  

            （価格      5,000円（税抜））  

         【研修・講演内容及び配布資料に関する質問・お問合せ先・講演依頼等】  

            ひかりば   原田光久  

            E-Mail：harada@hikariba.com     

            Tel：090-2520-1620  

            URL：http://www.hikariba.com/  

            Facebook：   /harada3213      Twitter  ID：  @harada      LINE  ID：  mitsuhisa.harada  

            ※情報提供含めてお気軽にご連絡ください。  

            ※質問等の回答については 3営業日程度お時間を頂戴することがございます。  

こちらをクリックして 
ダウンロードページへ移動 
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