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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 
mobile: 090-2520-1620

ひかりば 
原田　光久

2018/07ver.　　　　　　　　　　●●中学校 
（情報モラル・ネット安全教室） 

　  

身近に迫るスマホリスク 
～一瞬で人生を棒に振らないために～
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パートナー : シェルティ 
マーブルくん (♂9歳) 
見た目は若いが人間だと50歳くらい 

　特徴 : 散歩が嫌い、エサ/おやつの時間が好き 
　　　　自分が人間だと思っている！？

    はらだ　  みつひさ 

原田　光久(45) 
教育研究家 兼 事業プロデューサー 
　特徴：人見知り、スイーツ好き 
　趣味：神社巡り、ドライブ

自己紹介

よろしくね！



プログラム

○ はじめに 
○ この話をする理由 
○ トラブル事例と予防策 
○ おわりに
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スマートフォン

今日のテーマ
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道具
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便利・楽しい・役立つ 
道具を使いこなす

目的



危険性を理解する
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今日のポイント



意識 × リテラシー 
+ ルール 

使いこなすために必要なこと(手段)



意識 × リテラシー + ルール
【補足】

ルール
リテラシー

意識

不可抗力

安全性

年齢/時間
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 12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
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小さなな火種
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重大な損害



 15

クルマに例えるなら 
無免許運転社会 

今そこにある危険を知らずに生きる社会



Society 5.0（人間中心に技術活用） 
　 ・IoT/通信端末(道具の進化) 
　 ・VR/ARの進化(ゲーム/防災等) 
　 ・AI/RPA技術(*1)(自動化) 
　 ・ウェアラブル(*2)(操作方法変化) 
　 ・新しい技術/製品の登場(続々) 
　(*1)RPA(Robotic Process Automation): 認知技術を活用した単純業務自動化の取り組み 
　(*2)ウェアラブル: 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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＜トラブル事例①＞ 

女子高校生が線路に立ち入りか

女子高校生が線路に立ち入りか（2016年3月）
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画像：[左] まとめサイトイメージ① 
　　　[右] ニュースサイトイメージ②

まとめサイト

本人特定は早ければ注目されてから10分ほどで・・・

キャプチャ画像

【バカッター】女子高生、線路侵入動画を
Twitterに投稿し炎上ww 現場は地下鉄●●
線●●駅・●●学校の生徒か（映像キャプ
画像あり）

学校名掲載

●●にある地下鉄●●駅で、女子高生が線路内に侵
入した疑いがあるとして、警察が捜査を始めている
ことがわかりました。 

問題の女子高生は、線路に下りた後にホームへ上が
る様子を動画撮影し、Twitterに投稿。決して絶滅
しないバカッターにネット上は騒然とし、瞬く間に
拡散しました。 

Twitterに投稿していたのは ●● 高校に通
う ●● さん。 ●● というIDでTwitterを
利用していまいしたが、現在は既にアカウ
ントを削除しています。

ニュース速報

●●●さん、●●高校のバカッターが●●駅で線路に侵入

掲載イメージ（デジタルタトゥー）

学校名/実名/ 
twitterアカウント掲載

動画掲載



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



何をするかは 

あなた次第
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危険で法律違反！ 
⾯⽩半分で線路に降りたことで 

⼀⽣を台無しにするかもしれないぞ！
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＜トラブル事例②＞ 

ネットデマ拡散で逮捕！

「ライオン放たれた」ネットにデマ拡散で初の逮捕（2016年7月）
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　出典：ねとらぼ 
　　http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1607/20/news140.html

画像：「The Huffington Post」「ITmedia」等の 
　　　　各社Webサイトより

成人は 
実名掲載 
が原則

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1607/20/news140.html
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<偽計業務妨害罪> 

虚偽の噂を不特定多数の者に伝達 
他⼈の無知・錯誤を利⽤して 

⼈の業務を妨害する罪（刑法233条）

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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悪ふざけだったのに 

犯罪者



何をするかは 

あなた次第
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書き込む時は内容はよく考えよう 
軽い気持ちで書き込んだことで 
警察に捕まることもあるぞ！
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本当の情報ばかりではない 

フェイクかも！？



何を信じるかの判断は 

あなた次第
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ネットの情報、テレビのニュースも 
全てが正しいとは限らない 

⼀次情報を確認する癖をつけよう！



もしも江戸時代に 
スマホがあったら・・・
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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


　・99%が歩きスマホは危険と回答 
　・73%が歩きスマホ経験あり 
 ＜歩きスマホによるトラブル＞ 
　・68%が人と衝突 
　・18%が転倒 
　・  3%が駅のホームから転落

 30



 31

ながらスマホで 

犯罪者＋巨額賠償



 32

スマホ操作で自転車事故 

重過失致死罪 
＋3000万円以上の損害賠償 

5年以下の懲役・禁錮 
または100万円以下の罰金



ながらスマホをするかどうかは 

あなた次第
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歩きスマホ・ながらスマホは危険！ 
事故で⼈を死なせてしまうこともある 
⾃分が死んでしまうかもしれないよ！
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知らないうちに 
被害者にも加害者にもなる

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

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=DdHAbfFHCHQ


知らないうちに被害者にも 
加害者にもなる
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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

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


3つの危険性 

　①一度投稿したことは消せない 
　②誰が見ているかわからない 
　③知らないうちにいじめ加害者 
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 37

ネットいじめは 

犯罪行為
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ネットいじめも中身は犯罪行為！ 

　①誹謗・暴言(悪口)：侮辱罪 
　②中傷(根も葉もない噂)：名誉毀損罪 
　③脅迫行為：脅迫罪 
　④強要/恐喝行為：強要罪/恐喝罪 
　⑤自殺を決意させる：自殺関与・同意殺人罪 
　⑥脅迫して自殺させる：殺人罪 

　　他：暴行罪/傷害罪/傷害致死罪、器物損壊罪、窃盗罪/強盗罪など 



加害者になるかどうかは 

あなた次第
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知らないうちに加害者に 
いじめは受け⼿の解釈次第 

いじめは犯罪⾏為



○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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・ネット投稿や投稿、投稿に関する言動の結果、起こり得る犯罪はこんなにあることを知っているか？



○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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・ネット投稿や投稿、投稿に関する言動の結果、起こり得る犯罪はこんなにあることを知っているか？
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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

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://youtu.be/C7rAjP-6Xfs
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寝不足／学力低下

＜補足＞ 
・スマホ依存になる人は、睡眠時間を削って使うことも多く、寝不足になりがちである。 
・寝不足になると学校に来ても眠くて授業を聞けない→わからなくなる→テストの点数が取れなくなる 
　(学力低下)→学校がつまらなくなる→学校にこなくなるという負のスパイラルに陥りやすい。
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視力低下／スマホ老眼／スマホたるみ

＜補足＞ 
・スマホ老眼＝小さな画面、同じ場所を見続けることでピント機能が働かなくなる。 
　20代、30代で老眼と同じ症状になってしまっている。10代でもチラホラ・・・。 
・スマホたるみ＝下を見続けていることにより老け顔になってしまう。 
・米国ではスマホ依存によるコミュニケーション障害を示す「Phubbing」という新語も生まれている。
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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

＜補足＞ 
・ストレートネック＝慢性的な肩こり、首の痛み、頭痛などが症状として出る。 
・症状が酷くなると手のしびれや吐き気、めまいなどの症状が現れることもある。 
・副交感神経の動きを阻害し、緊張状態が続くことで、自律神経失調症や不眠症に繋がる可能性がある。
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テキストサム損傷(ドケルバン病)／小指が変形

＜補足＞ 
・親指の腱鞘炎や小指の骨の変形など身体的障害が生じることがある。 
・他、スマホ肘、スマホ巻き肩、耳鳴り、偏頭痛の原因となることもある。
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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）

＜補足＞ 
・ブルーライトは紫外線の次にエネルギーが強いため、目の疲れや痛みといった、直接的なダメージを 
　眼球に与える。知らず知らずのうちに目に悪影響を与えてしまっている。
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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(予防) 
　・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 
　・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(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



依存症になるかどうかは 

あなた次第
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やりすぎ注意！ 
法律違反ではないが 

正しい使い⽅ではない
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スマホ認知症 
使い過ぎが招く危険！



スマホ認知症になるかどうかは 

あなた次第
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＜補足＞ 
・スマホ認知症＝「脳の機能を低下させてしまう病態」をいう 
　※正式な病名ではない（認知症専門クリニックの奥村医師により便宜上名付けられた呼称） 
・物忘れや感情のコントロールができない、自分らしさを失う等、認知症やうつ病と同症状が起こる 
・長引くと本当のうつ病になる危険性、老後の認知症の危険性がある高まる 
・予防法は「生活習慣の改善」、「ぼんやりタイム」を設けることが予防のカギ 
・（生徒向けのキーワード）「あなた次第」 
　依存症や認知症になる使い方をするかは自分で決めること、決められること

ぼんやりタイムで 
うつ病や認知症予防 

依存症も予防できるよ！



他にもある 

スマホの危険 
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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！会いに行かない！

SNSやゲーム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！



●　個人情報の流出 
　・自分で公開(書き込み)、プロフィール公開 
　→個人情報は書き込まない、プロフィール欄に記載しない 
　・不正アプリのマルウェア等のウイルス感染による流出 
　→無料だからとやたらにダウンロードしない 
　→メールの添付ファイルをやたらと開かない 
　　※拡張子を見れば怪しいものがわかる時がある　 
　　※ウイルス対策ソフト導入も予防になる
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チェーンメール/著作権・肖像権など

●　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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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。 
・自分が思っている通り、相手が受け止めてくれているとは限らない！ 



プログラム

○ はじめに 
○ この話をする理由 
○ トラブル事例と予防策 
○ おわりに
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意識 × リテラシー 
+ ルール 

安全に使いこなすために必要なこと(手段)



道具を安全に使えるかどうかは  

あなた次第！
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危険回避のキーワード 
頭に⼊れてね！ 

みんなに考えてもらいたいこと
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●●中学校のみんなは 
レベルがあがった！

▼
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これまでの話を 
記憶しますか

▼

　 はい 
▶いいえ
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これまでの話を 
記憶しますか

▼

▶はい 
　 いいえ



 【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 
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今日はありがとうございました！ 
今後の安全な利用に役立ててもらえれば嬉しいです。 

質問はいつでもOKです!

みんなおつかれ～ 
ボクも疲れたよ～

mailto:harada@hikariba.com?subject=

