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～家庭で考える通信機器の持たせ方～
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セーフティ教室 (保護者)
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<公開用> 
※一部資料を加工しています※



視点
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何が見えますか？

＜参加者向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています



認知力の違い (視点の違い)
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人(脳)の記憶や解釈の違いで 
見えるものが違う

＜補足＞ 
・「大人の常識、子供にとっては非常識」 
　※大人の常識が必ずしも子供の常識ではないという現実を理解する。 
・大人と子供の視点、体験・経験、環境の違いがある。 
　※大人の学生時代にスマホは無かった＝前提となる環境が異なっている点に留意。 
　※SNS等のネット空間は「子供の居場所」になっているという事実も理解する。

＜参加者向け共有資料＞ 
著作権等の関係で映像や画像等一部省略しています



子供たち話をしたこと
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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。 
・「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。
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道具

＜補足＞ 
・「道具」という観点では、包丁もスマホもゲームも同じ。 
・「道具」は使う人の使い方次第である。 
　※使い方次第で安全か危険かが決まる。 
　※道具を持たせる目的、使う目的を考える、考えさせるのは家庭(保護者)の役割。 
　　＝家庭教育が重要。 
・使う時には「ちょっとまて！」と一呼吸置き、やって良いことかどうかを考える。



社会背景
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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 」

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。



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



 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大人の常識≠子供の常識 
　・意外と忘れがちである。 
　・ネット・スマホ問題を考える時は子供視点を忘れない。 

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)



問題発生の背景
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問題発生の要素
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①危険性の理解不足 
　　＝自ら危険な世界へ踏み入れる(興味ある世界) 
②利用者の意識とリテラシー不足 
　　(使いこなす力の不足)＝誤った使い方 
③利用実態の認識不足 
　＝対策できない 



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！」

＜補足＞ 
・危険回避に必要なことは「本人の意識とリテラシー(使いこなす能力)の向上」が重要である。 
　※使う人の意識をいかに高め、使う人のリテラシーを高めていくか次第である。



子供を守る
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  ①フィルタリングで守る 
  ②ルールで守る 
  ③見守る 

子供を守るための「3守り」
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①フィルタリングで守る
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フィルタリングは3タイプ

　出典：警察庁パンフレット「STOP!ネット犯罪」(2017年版)



 ・ルールは目的からブレイクダウン 
 ・ルールは親子一緒に考えて作る 
 ・作ったルールは友達にも共有する 

②ルールで守る
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 ・ルールを守れているか 
 ・日々の生活に変化はないか 
 ・使いこなせているか 

③見守る
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前提3か条
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　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) 

スマホは⼀一⼈人で使う道具  
＝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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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）

ネット投稿の不思議な心理
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知ってますか？

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



ルールづくり 
5つのポイント
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　①目的設定 
　②心構え 
　③現状把握 
　④基本設定 
　⑤利用シーン
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5つのポイント



①目的設定
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何のために？  
ルールは⼿手段！

＜補足＞ 
●目的からブレイクダウン、ルールをつくるのが目的ではない。何のためか？ 
・ルールを作るのが目的ではないことを認識した上で取り組むことができる。 
・ルールとして決めるべき必要事項の絞り込みができる。 
・何のためのルールかを理解することで、意味のあるルールにできる。 
・ルールは手段、身を守るための(利用者にとっての)判断基準である。



②心構え
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傾聴、常識識を疑う、  
親⼦子⼀一緒に

＜補足＞ 
●「傾聴スタンス」「常識を疑う」「共同作業(親子一緒)」の心構えを持つ 
・傾聴スタンス：まず子どもの意見を聞いて受け止め、頭ごなしに否定しない。 
　　　　　　　　　※子供の要望を踏まえ、子供の性格や家庭の教育方針と擦り合わせる。 
　　　　　　　　　※子供が何故欲しがるが、何をやりたいと考えているかを知る機会にもなる。 
・常識を疑う： 「親の常識、子どもにとっては非常識」と考え、感情的にならない。 
　　　　　 　   「他の家庭とも基準が違って当たり前」と考え、友達の家庭ともルールを共有する。 
・共同作業：      ルールづくりは「親子の共同作業」。機器の機能や用途も共に学ぶ。 
　　　　　　　　※要望や方針を擦り合わせ、利用実態に即した内容にする(実態理解も深まる) 
　　　　　　　　　※一方的に決めるよりもルールを守る意識が高まる。 



③現状把握
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⼦子供、環境、機器、  
トラブルトレンド等

＜補足＞ 
●子供の性格・興味、リテラシー、環境、機器、トラブル発生状況の実態を知る。 
　（＝子供が置かれている環境・トラブル発生の状況を知る） 
・社会の変化、使用機器によるトラブル状況をキャッチアップする。 
・わからない状態で使わせていることが最大のリスクであることを理解する



④基本設定
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フィルタリング設定、  
ルールの定期⾒見見直し

＜補足＞ 
●フィルタリングの設定(利用)やルールの見直しを前提に考える。 
・保護者としての基本的な役割を果たす(＝フィルタリング等の設定する)。 
・最初に標準＋Wi-Fiフィルタリングの設定、ブラウザ、アプリ利用環境の設定をする。 
・通常利用のサービスにおいてフィリタリング利用で不都合は生じないことを理解する。



⑤利用シーン（6+1）
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内容は具体的に！  
イメージできますか？

＜補足＞ 
・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(平日/休日別) 
　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・トラブル時に誰に相談するか等) 
　(＋１) ペナルティ ＝ どうする(ルール違反時) 
　※半年に一回は見直す前提、今のレベル/利用状況を基準に考える。



具体的な 
5つのステップ
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　①事前準備 
　②情報交換 
　③協議・調整 
　④合意・契約 
　⑤運用・検証
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5つのステップ



①事前準備
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⼦子供の定義  
⽬目的整理理

＜補足＞ 
・「子どもの定義」をする 
　※性格、趣味、交友関係、日常の生活サイクル(行動)、リテラシーを整理する 
・携帯・スマホ等保有(持たせる)目的を整理する 
・家庭の教育方針(通信機器保有方針)を整理する 
・親として「何が必要か(機能・サービス)」利用シーンを基に整理する 
・親として「子どもが何をやりたいと思うか？必要と考えそうなことは何か？」を整理する 
・使う機器や機能に関して社会で問題になっていることが何かを確認する 



　◉ルールの目的を履き違えない 
　　・子供を危険から守るため（知識不足、自己管理不足を補う） 
　　　＝利用者の正しい利用判断をサポートし、安全性を担保するため 
　　　※全て自分で判断、コントロールできるのであればルールは不要

ルールづくり・補足①
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②情報交換
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傾聴、現状把握

＜補足＞ 
・ルールを決める目的(意味)を子どもに説明する 
　※成長とリテラシー向上に伴いルールを見直すことも伝える 
・子どもが要望を聞いて整理する 
　※何故欲しいのか？何をやりたいか？そのために必要なこと(機能・サービス)は何か？ 
・子どもの要望を踏まえて親としての基本的な考えを伝える 
　※基本一旦は子どもの意見を受け止めた上で考えを伝える 
・社会や身近で問題になっていることや現状のリテラシーについて話をしながら確認する。 
　※ネットいじめやネット依存などの問題についても話をする。 
・ルールを守れなかった際のルールも話し合う。



●現状確認やリテラシー確認のポイント 
　○尋問・詰問口調にならないようにする 
　　→イラっときたら深呼吸・・・ 

　○何が社会で問題になっているのかを原因含めて理解しているか？ 
　　→最近見たニュースや身近で起こったトラブルを意識しているか？ 

　○自分(だけ)は大丈夫だろうと思っていないか？ 
　　→トラブルに巻き込まれない、引き起こさないと思っていないか？ 

　○問題発生時に誰に相談をするのかを直ぐに答えられるか？ 
　　→それがなぜかを理解しているか？ 

　○基本的な社会のルールやマナーを理由含めて理解しているか？ 
　　→理解している場合は、我が家のルールにする必要はないが、 
　　　理解できていない場合は、ルールとして決めておいた方が良い
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ルールづくり・補足②



③協議・調整
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要望、必要性、  
必要な判断基準

＜補足＞ 
・要望を踏まえて何が必要か？そのために決めるべき必要なこと(機能)は何かを整理する。 
・双方の考えを基にギャップを調整・協議する。 
　※お互いに譲歩できることは必要に応じて調整しつつ、納得できるまで徹底的に話し合う。 
　※親も某かのルールを決めると話が進めやすい（但し、絶対に守れることにすること） 
・利用シーン「6+1」を参考に具体的なルール案を作成する 



＜参考＞「６＋１」の利用シーン(判断基準) 
●①～⑤：使ってもよい「xx」 

　①時間　　　　　　　　　【いつ・何時】 
　②場所　　　　　　　　　【どこで】 
　③相手　　　　　　　　　【誰と】 
　④機能・サービス　　　　【どのような】 
　⑤使い方　　　　　　　　【どのように】 
　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）
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④合意・契約
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確認儀式、可視化、  
関係者へ共有

＜補足＞ 
・合意できたルールを紙に書き出す。 
・決めた日付、次回見直し予定日を記入し、親子双方サインする。 



⑤運用・検証
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決めたら実⾏行行、  
定期改定・適宜改定

＜補足＞ 
・決めたルールは見える場所に貼る(もしくはわかる場所に置いておく)。 
・最低でも半年に一回、成長や生活環境が変化したタイミングで見直す。 
・やり取りをする友達にもルールを知らせる(親同士も可能であれば共有する)。 
・ルールを違反時のルール運用を徹底する。 
　※例外が発生することもあるが、例外ばかりにならないように意識する。 
　※例外ばかりになるようであれば、基のルールを見直すことも検討する。 



　1.共通ルールには限界がある（公的機関が定める限界） 
　　・内容は社会的に最低限のことだけ、我が子の安全には不十分 
　　・共通ルールの上に我が家のルールをつくることが大切 
　2.家庭のルールは家庭の数だけあって良い（百人百様） 
　　・家庭ごとにルールは違う(教育方針/性格/生活習慣/リテラシー…etc.) 
　　・違うことを恐れる必要はない 
　3.決めたルールは書き出し掲示・定期的な見直しも実施 
　　・最終的に親子で合意した事項は書面に起こす 
　　・生活の変化や実態に合わせ、半年に1回程度はルールの見直しを行う 
　　　※自分でコントロールできるようになったことはルールから外す 
　４.家庭間で情報を共有する 
　　・各家庭で決めたルールは子供の交友関係の中でシェア 
　　・子供の実態理解にも繋がり、家庭間トラブル発生の予防にもなる

ルールづくり・補足③
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補足
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　・携帯・スマホは親の持ち物であり、子どもは借りて使うことになる 
　・18歳未満はフィルタリングを利用することが法律で決められている 
　・知らない番号やアドレスからの連絡には出ない（返事をしない） 
　・ネット上でしか知らない人と会わない（会いに行かない） 
　・ネット上の情報には正しくない情報も流れている 
　・個人情報（名前、住所、連絡先、自分の写真）や自宅など場所が 
　　特定できる写真はネット上にアップしない 
　・他人が写っている写真を勝手にアップしない 
　・歩きながら・自転車に乗りながら操作をしてはいけない 
　・電車やバスの車内では通話はしない 
　・病院内では電源off（指定されている場所はOK） 
　・映画館内では電源off、映画の録画は法律で禁止されている 
　・他人の嫌がることをやらない、悪口は書かない、送らない…など
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基本的な考え方／社会のルール・マナー(例)



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、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)

47

ルール作りの流れ(チェックポイント)



<参考> 
トラブル時の対応
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各種機関を有効活用！
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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


まとめ
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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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 【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=

