
 

 

 

 

 

 

平成 30 年度青少年の非行・被害防止対策公開シンポジウム 

平成 30 年７月 20 日（金） 
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主催者挨拶 

内閣府大臣官房少子化・青少年対策審議官  福田 正信 

 

 皆さん、こんにちは。内閣府大臣官房審議官の福田です。 

 松山大臣は、残念ながら国会の用務のため出席できませんので、私が挨拶を代読させていただきま

す。 

 本日は「青少年の非行・被害防止対策公開シンポジウム」に御参加いただき、誠にありがとうござ

います。次代を担う青少年の育成は、社会全体で取り組むべき課題です。国、地方公共団体、関係団

体などが、それぞれの役割と責任を果たしつつ、相互に協力しながら、青少年の非行被害防止のため

の取組を進めることが必要です。 

 青少年の非行や被害についてみると、まず昨年の刑法犯少年の検挙人員は、戦後最少を更新しまし

た。一方被害という面では、児童ポルノや児童買春の被害に遭う児童が増加の一途をたどっています。

その背景として、スマートフォンやSNSを始めとする新たな機器・サービスの浸透、青少年を取り巻く

インターネット利用環境が大きく変化していることが挙げられます。 

 こうした状況を踏まえ、政府では｢SNS 等に起因するトラブルや被害の抑止対策の推進｣などに重点を

置いた、新しい｢第４次青少年インターネット環境整備基本計画｣を近日中に決定します。また、この

７月の｢青少年の非行・被害防止全国強調月間｣の最重点課題を、｢インターネット利用に係る犯罪被害

等の防止｣とし、国、地方公共団体、関係団体と地域の皆様とが、相互に協力・連携し、各種取組を集

中的に実施しています。 

 本日のシンポジウムも、この月間の一環として、「インターネットの危険から青少年を守るために」

をテーマとして開催するものです。ここにお集まりの皆様方は、既に青少年のインターネット利用に

係る犯罪被害等の防止について、深い御理解をお持ちと思いますが、社会全体としては、必ずしも理

解が進んでいるとは言い難い状況です。是非皆様方には、本日のシンポジウムの成果と、最新の情報

について、家庭や職場、学校、地域などで話題にしていただき、周囲の皆様にお伝えいただければ幸

いです。 

 最後になりますが、本日のシンポジウムを通じて、青少年の非行・被害防止のための国民運動の輪

が、更に大きく広がっていくことを願いまして、私の御挨拶とします。 

 平成 30 年７月 20 日、内閣府特命担当大臣松山政司 以上、よろしくお願いします。 
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基調講演 

兵庫県立大学 環境人間学部 准教授  竹内 和雄 

 

 皆さん、こんにちは。今日これから 45 分くらい私の話にお付き合いいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。今日は特に、インターネットの問題についてお話ししたいと思います。前半は、

私が基調講演をします。意識合わせのために、子どもたちの実態をリアルにお話しするつもりです。

その後、パネルディスカッションで対策を含めた議論をしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。今日は、子供たちのスマホとかガラケーとかのお話をします。分からないことがあったら、どん

どん隣の方と相談したり、質問したりする機会にしたいと思っています。今日は、①子供のネット使

用の実態、②ネットの危険についてお話しします。 

 

１．子どものネット使用の実態 

 

ここでは「低年齢化」と「動画化」についてお話しします。 

 まず、「低年齢化」について。関西での７万人アンケート（2017）です。小１で既にスマホ持って

いる子が 16％います。そこからどんどん伸びて中１で 74％。小６から中１で 30ポイント以上増え、こ

こで一番トラブルが起きます。聞き取り調査をすると、両親よりも、おじいちゃん、おばあちゃんが

買う場合が多いです。特に父方のおじいちゃん、おばあちゃんが買うことが多いです。 

 次に、毎日ネット接続するのは、この小学校１年生で約５割います。彼らの多くは、３ＤＳ等の携

帯ゲーム機からネット接続しています。学年が上がると毎日接続する割合が増え中１で 87％。高校生

になると 9 割を超えます。女子も男子とほぼ同じような傾向です。 

 一番接続する機器は、男子は、最初は携帯ゲーム機からネット接続していますが、小６くらいにな

るとスマホから接続するようになります。小学生のネット問題を考えるとき、ゲーム機について知っ

ておく必要があります。 

ここで、３ＤＳとＮｅｗ３ＤＳの違いを確認してみます。簡単に言うと、３ＤＳは古い機種で、フ

ィルタリングやネット遮断が無料でできます。それに対してＮｅｗ３ＤＳは新しい機種で、フィルタ

リングされ、ネット接続もできない状態で最初は販売されています。設定を変えるには、親が 32 円を

クレジットカードで振り込む必要があります。保護者の管理下に置けますから、Ｎｅｗ３ＤＳが良い

と思いますが、多くの子供達は中古で３ＤＳを買います。保護者にフィルタリングを設定されたり、

ネットを切断させてしまうと困るからです。その辺り、私たちが知らないということが問題かもしれ

ません。３ＤＳは、ネットも、メールも、カメラ撮影も、買物もでき、YouTube も見ることができます。  

続いて「動画化」について説明します。今の子どもたちの投稿は、動画がメインになっています。  
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例えば 2013 年頃は、いわゆる「バカッター問題」（不適切投稿）が社会問題になりました。コンビ

ニのアイスクリーム置き場やレストランの冷蔵庫に入ったりする写真が投稿され、「拡散」され「炎

上」しました。それが今は、こういう投稿が、そういう若者の不適切な行動が動画で発信され、拡散、

炎上しています。（動画再生） 

 中学生がコンビニのアイスクリーム入れに入っているものです。ご覧いただいているものにはモザ

イクをかけていますが、実際にはモザイクなしでネットに上がっています。もちろん顔が出ています。

マスコミで盛んに報道されているアメフトの問題も動画があったからこそ、あそこまで大きく扱われ

ているのだと思います。動画の訴求力の強さです。 

 子どもたちはミックスチャンネルやツイキャス、ティックトック等の動画配信サイトを積極的に活

用しています。ツイキャス、つまりツイートキャスティングは、スマホ１台で実況中継できます。 

（動画再生） 

 子供たちは盛んにこういうサイトを利用していますが、私たち大人の理解が十分でないことが実は

大きな問題だと感じています。ツイキャスをしているから子どもが悪いというわけではなく、どうい

う利用をしていて、課題を含めて大人が把握、理解できているかが大きな課題だと思います。 

 次に、子どもたちに今大流行しているオンラインゲーム「荒野行動」を説明します。無人島に100人

が降り立って殺し合います。生き残った者が勝ちです。最大５人で協力して殺し合うのですが、ボイ

スチャット（言葉で会話）しながらやっていきます。説明のために、ゲーム実況を見てください。 

（動画再生） 

武器を探しながら、殺し合います。昨日もある中学生に会いましたが、「しゃべりながらやるので

楽しい」と言います。違う家にいながら、ボイスチャットでしゃべりながら、ゲームで落ち合って楽

しみます。それぞれの役割があるので、途中で抜けられません。それが依存の大きな要因になってい

ると指摘する人も多いです。 

 

２．ネットの危険 

 スクリーンをご覧ください。座間の事件の容疑者のツイッターのアカウントと言われているもので

す。「死にたい」とツイッターに書いた子が狙われたと報道されています。女子高生を集めて「死に

たいって書く？」と聞きました。ほとんどの高校生が「うん、書く」「しょっちゅう書く」と言いま

す。どんなときに死にたいと書くか聞いてみると、「テスト死んだ」「道でこけて恥ずかしくて死に

たい」とか、日常的に「死」を使うと言います。また「ああ疲れた」の代わりに、「ああ死にたい」

とか書く、と言います。大人は「死にたい」と聞くとびっくりしますが、子どもたちは「死にたいっ

て書くぐらい普通だよ」と言います。 

 まだ、子どもたちは「『かまちょ』が死にたいって書く」と言います。「かまちょ」とは、「かま
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ってちょうだい」の略です。人の関心を引きたい人を指す、元々はネットスラングです。さらに「か

まちょが裏アカに書く」と言います。説明しましょう。裏アカと本アカがあります。本アカは本当の

アカウント。裏アカは非公式なアカウントです。高校生に「どんな裏アカある？」と言くと、「趣味

アカ」「愚痴アカ」「闇アカ」「鍵アカ」。趣味専用アカウント、愚痴を書くアカウント、自分の闇

の部分を書くアカウント、鍵アカというのは、認めた人にしか見えないようなアカウントを言います。

女子高校生の平均アカウント数（３年前調査）は3.4です。つまり普通の子が普通に裏アカを持ってい

ます。 

 続いてハッシュタグについてです。「#」です。「#ジャニーズ」「#タイガース」等です。「#死に

たい」と書いた子が狙われたと言われています。事件後に、死にたいで検索してみました。そうする

とたくさん出てきました。それぞれに多くのコメントもあります。「どうしたの、何か嫌なことでも

あるの？」「どうしたんだい、人間生きてりゃいろいろあるよ。何があったか話してごらん、長い人

生まだまだこれから。何かしらアドバイスはできるから」等、優しいコメントが続きます。 

 Twitter も対策しています。「死にたい」と今朝検索したら、「あなたの思いをそのまま聞かせて」

と相談センターを紹介します。素晴らしい取組だと思いますが、完全にブロックする方法もあります。

私たちの国の９人の命が失われたのです。そのあたりをしっかり議論していく必要があると思います。

実際、北海道等で座間の事件を模倣した犯罪が起こっています。「座間の事件を参考にした」と容疑

者が話しているとマスコミで報道されています。「死にたい」とはき出せる場所も必要という意見も

ありますが、９人の命を考えると、せめて一時的にでも「死にたい」と書けないようにする選択肢に

ついて議論する必要はあると思います。 

 「ネットで困ったら誰に相談しますか」と中学生に質問しました。「先生」「警察」「親」「友達」

から１つ選んでもらいました。先生は何位でしょうか……。 

正解は４位です。３位は「警察」。警察は個人情報を守ってそうだ、と言います。１位と２位です

が、ガラケー所持者とスマホ所持者で回答が違いました。ガラケー所持者の１位は「親」、２位は

「友達」。一方スマホ所持者の１位は「友達」、２位は「親」。スマホ所持者は「親」には言いませ

ん。 

「なぜ親や先生に話さないの？」と中学生に聞いてみました。答えは、「どうせ知らんし」「暴走

するもん」「親や先生に相談したら、勝手に相手の家に怒鳴り込んだり、学年集会したりする」「そ

うするとかえって事態がややこしくなる」と言います。でも本当は聞いてほしいのです。子どもたち

だけでは実はどうしようもないのです。この辺りについて、私たちは考えなければなりません。 

今の子供たちはいろいろな悲しい現状があるけれども、相談するところすらないし、暴走されるか

らできない。最後に重要な問題提起をします。去年の９月、授業中にタブレットを見ていたところを

注意された高校生が注意した先生に暴力をふるいました。その動画が日本中に広まっています。状況
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をもう少し説明します。…とはいえ私の知識もネット上の情報からですので、正確な情報だとは限り

ませんが重要な事件ですので、そう断った上で、もう少し話します。 

ネットでは、「暴力シーンを級友が動画で撮影して、LINE で昔の友達（中学の同級生？）に送った。

その友達がツイッターで拡散した」と言われています。翌日、ネットで知った警察が逮捕し、しばら

くして暴力をふるった高校生は自主退学したと言われています。全く関係ない友達の友達が彼の人生

を変えました。みなさん、どう思いますか。先生に暴力をふるったのですから、逮捕、退学も仕方な

いのかもしれません。 

もう一つ問題提起します。事件が起こった高校のホームページです。ホームページによるとこの高

校はICT教育に力を入れていることがわかります。「文部科学省が推進している ICT教育にいち早く取

り組み」とあります。全生徒にタブレットを配っているらしいです。諸説あるのですが、その配った

タブレットで動画を見ていたのではないかという説もあります。また、配られたタブレットで友達に

LINE で送ったとも言われています。自分のスマホだったという説もあり、真偽のほどはわかりません

が、自分のスマホだったにしても、学校でネットを扱うことに慣れていたことは動かせない事実です。

学校で配布したタブレットが暴力行為の遠因になってしまっているとしたら悲劇です。 

まさに光と影です。子どもたちにICTを活用できる能力をつける必要があります。これはそうです。

これからの情報化社会を生き抜いていく子どもたちには必須です。東京都は「BYOD」、つまり「Bring 

Your Own Device-自分のスマホを授業中に活用する-」をもう始めています。しかし、一方、学校にネ

ット環境があると、今回のような事件が起こることも事実です。皆さんのお子さん、お孫さんは、学

校で自分のスマホを使って勉強できますか？ 授業中にゲームやSNSをしたりしませんか？ 今の子ど

もたちにとって、かなり難しいことかもしれません。 

 スマホを使うか、使わないかの二分法は駄目です。何が危険で、何が便利か。どう考えていこうと

いう辺りを、どこかで整理しなければいけない。ちょうど今、整理しなければいけない時期に来てい

ると思います。いろんなお立場の人がいて、100 か０か、ではなく、30 がいいのか、70 がいいのか。

そのあたり考えなければならないと思っています。一旦私の話は、これで終わりたいと思います。ど

うもありがとうございました。 
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パネルディスカッション前半 

〈コーディネーター〉 

兵庫県立大学 環境人間学部 准教授  竹内 和雄 

 

 竹内： これからパネルディスカッションを開催します。前半で、パネリスト４名の方に、それぞ

れの立場から発表していただきます。休憩を挟んだあとに、私の実態とパネリストの方々の話を受け

て、更に皆さんからの質問を受け付けて、インターネットの危険から子供たちを守るためにどうして

いくかという議論を行いたいと思います。 

 皆さんとともに、この会を残り２時間作り上げていきたいと思います。 

 それでは最初に青少年のインターネット上の被害状況、検挙事例、犯罪被害に遭わないようにする

ための対応等について、警察庁生活安全局少年課長の滝澤様から発表していただきます。滝澤様、よ

ろしくお願いします。 
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〈パネリスト〉 

警察庁 生活安全局 少年課長  滝澤 依子 

    

 御紹介いただきました警察庁少年課長の滝澤です。本日は説明の機会を頂きまして本当にありがと

うございます。 
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 早速ですが、統計から御紹介したいと思います。SNS 等に起因する事犯の被害児童数の推移を示して

います。赤いグラフが SNS に起因する被害児童数で、平成 20年からの統計ですが 29年は 1,813 人で過

去最多となっており、近年は過去最多を更新している状況です。
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 次の表を御覧ください。どのような被害に遭っているかでは、緑が青少年保護育成条例違反の被害、

黄色が児童ポルノの被害、赤色が児童買春の被害であり、このような被害が多くなっています。重要

犯罪も 3.4%に上っており、誘拐などの被害に遭っている子もいます。
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 次の表は、年齢別の被害児童数の推移です。18 歳未満でとっていて、大体被害に遭い始めるのは 13

歳ぐらいから 14、15、16、17 と中高生が多くなっていますが、11 歳以下の子もいます。一番小さかっ

た子は、小学校３年生でした。
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 主な SNS のサイト種別の被害児童数の推移です。聞き慣れない分類にしていますが、SNS にもいろい

ろあります。複数交流系とは、広く情報発信をしたり、友人と交流したりできるところで、Twitter や

LINE などがここに入ります。この複数交流系の被害が多くなってきています。
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 次にSNSにおける被害児童の現状です。被害を受けた子に被害を受けるに至った経緯を聞きました。 

 まず加害者と会った理由です。大体会うことで児童買春等の被害に遭うわけですが、一番多いのは

「金品目的」でした。一方で、緑のところですが「優しかった、相談にのってくれた」これも非常に

多くなっています。 

 被害に遭った子供たちに、学校でSNSの使用方法やインターネットとの付き合い方などについてどの

ような指導を受けていたか尋ねると、「指導を受けたことがない」や「わからない」が５割弱でした。 

 本当は、学校で聞いたり教わったりしているかもしれませんが、少なくとも本人はよく覚えていな

かったり、全然記憶にないが半分程度となっています。
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 フィルタリングの利用状況です。被害に遭った子がフィルタリングをしていたかどうかですが、被

害に遭った児童の８割強は、全く利用していませんでした。契約時からつけていないケースが最も多

く、被害児童の保護者になぜフィルタリングをつけなかったか尋ねると、「特に理由がない」が最も

多く、信念を持ってというよりも、関心が低いことが多いのかと感じています。
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 被害児童数が多いサイトとして、平成 28 年中と平成 29 年中を並べています。「Twitter」「ひま部」

「LINE」「ぎゃるる」、先ほど竹内先生から御紹介があった「ツイキャス」なども、被害の舞台にな

っています。
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 次に、被害実態をもう少し細かく御説明します。SNS に起因する被害で多いパターンは、児童自身が

SNS に書き込みを行い、それがきっかけで、面識のない者と知り合うことになります。先ほども画面で

具体的な話がありましたが、例えば一番上の「援助交際を積極的に募集する書き込み」では、生なら

いくらとか、何かそのようなことを書いていましたが、このような露骨な書き方をしているものもあ

ります。また援助交際を直接求める書き込みではなくても、「自己紹介の書き込み」や「友達を募集

する書き込み」、こういうものはやりがちだとは思いますが、ここに引っ掛けて大人が接近し、やり

取りをするうちに会うようになることも、大変多くなっています。一番下の「家出中の書き込み」、

これもかなりあると思いますが、これも非常に危険なものだと思います。このように書くと「うちに

泊めてあげるよ」と書いてくる人が実際に多く、それで被害に遭うことになります。 

 Twitter に限らず SNS はよく御存知の方も多いかと思いますが、まずこのようなものを公に誰でも見

られる状態で書いておいて、ある程度話がついてくるといわゆる DM と呼ばれるダイレクトメッセージ

に移り、個別の交渉の中で実際の被害の現場に至ることが多いと思います。
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 子供が被害に遭うきっかけは、加害者から接触しているわけですが、どのような方法かSNSのタイプ

別で御紹介します。複数交流系は今言った方法です。子供側からなり大人側からなり、多くの人が見

える状態の中で声をかけたり、かけられるのを待っていたりする中で徐々に接近し、ダイレクトメッ

セージでやり取りすることが多くなっています。ほかに先ほどのツイキャスのような動画配信型。動

画の配信者に対して、視聴者がリアルタイムでコメントを投稿することができます。それでいろいろ

な形で接触していくわけですが、先ほど自ら進んで着替えをする動画なども出ていましたが、例えば、

これを見ている方が言葉をかけて、あおって脱がしていくこともよく見られるパターンで、一つの被

害現場になっていると思います。 

 一つ一つ説明すると、オンラインゲームも「荒野行動」みたいなものも出ていましたし、例えば小

さな女の子向きの見た感じはほんわかとしたゲームでも、そこに大人の男が女の子を装って入ってき

て親しくなるパターンもあり、いろいろな所でいろいろな形で被害が生み出される可能性があります。
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 今問題になっている一つが、自画撮りで子供が裸の画像を送信させられる被害で、手口がたくさん

あります。なぜ送ってしまうのかいろいろな人によく聞かれますが、いろいろなパターンがあるわけ

で、ある程度個人情報を引き出した上で、「脱いで」と要求し、断ると「連絡先と写真を周りにばら

まく」と脅迫するパターンが、典型的であると思います。ほかにも「かわいいよ」とか「好きだよ」

と疑似恋愛的な関係になって、自画撮りさせるものもありますし、先ほど裏アカの話がありましたが、

イケメンモデルや同世代ぐらいの少し優しいお姉さんになりすまして、自画撮り画像を送信させるの

も、手口になっています。
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 検挙事例としては記載のようなものがあります。女子小学生が被害に遭ったものもありますが、SNS

で知り合った女の子に、裸の画像を撮影させたことで、強制わいせつと、児童ポルノ禁止法違反で検

挙しています。下の方は、女子中学生に対する強制わいせつ、児童ポルノ製造ですが、男はそれぞれ

では１対１ではあるのですが、ものすごい数の女子中学生らに対し、仕掛けています。説明しますと、

ゲームアプリの掲示板上に「無料で LINE スタンプあげるよ」と投稿し、女の子が喜んでそれをもらお

うとすると、「ただなはずはないだろう」と脅しにかかり、女の子は裸の写真なんて送れないと躊躇

（ちゅうちょ）していると、犯人の男が今度は同世代の女の子になりすまし、「私も断ったら、あと

でひどい目に遭ったから、言うこときいた方がいいよ」と不安をあおり、裸の画像を送らせる方法で

す。男を検挙しましたが、100 人以上の女子中学生が被害に遭っています。
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 自画撮り以外では、昨年末に神奈川県座間市において、女子高生を含む９人が殺害される事件が発

生しました。非常に衝撃的であったと思いますが、そこまでいかなくても、重大犯罪に巻き込まれる

ケースが多々あります。上に書いてあるのが女子高生に対する未成年者誘拐事件で、SNS で知り合った

女子高生を「慰めてあげる」「迎えに行ってあげる」などと言葉巧みに誘い出して、誘拐する方法で

す。これは、近年出てきているパターンです。 

 それから児童福祉法違反で、宮城県警察が検挙したものを記載していますが、SNS で知り合った女子

高生に対して「背後にヤクザがいる」と言って脅迫し、裸の画像を撮影してその様子をライブ配信し

ました。援助交際で少しお金をもらうつもりの比較的安易な気持ちで、しかも自分の方が優位に立っ

て、大人を転がす気持ちでやっている子も、正直言って少なくないのですが、実際にはこのような被

害に遭い、大人の食い物にされてしまうパターンも多くあります。
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 家庭における対応のお願いという形で記載しています。警察としても広報啓発をしたり、学校関係

者の皆様とともに、非行防止教室の中でいろいろと御説明していますが、大きいのは御家庭における

対応です。保護者の方々が、どのようにお子さんに向き合うのかが大きいと思っています。 

 これからの時代、スマホを全く持たないわけにはいかないと思いますので、その子の成長の過程に

応じて、またその子の個人的な成熟度合いや、ものの考え方によって、フィルタリングをつけていく

のは不可欠だと思います。先ほど申し上げたように、被害に遭った子のかなりは、フィルタリングな

しの状態で被害に遭っています。フィルタリングは面倒くさいイメージもありますが、比較的簡単な

設定もできますし、年代によって少しずつできることを増やすことも当然できますので、子供と話し

合う中で、どのようにフィルタリングをつけていくかは、御家庭として絶対に考えていただきたいと

思います。 

 ルールを作ることもよく言われますが、一方的な押し付けではなかなかうまくいかないことが多く、

いくらでもすり抜ける道があります。子供の方が絶対に詳しいので、心配していることを子供に分か

るようによく話しルール作りをしていくことが、難しいとは思いますが必要であると思います。 

 「すぐに警察に相談する」と記載させていただきましたが、なかなか敷居が高いかもしれないこと

も承知していますが、画像があると、どれだけばらまかれるか分からず、ばらまかれ始めると回収し

きれないところがあるので、早めに相談していただくことが非常に重要であると思います。
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 学校における対応ということで記載しています。子供たちにとって、最も大きな居場所は学校であ

ろうと思います。学校に行けない子供さんもいますし、いろいろな子供さんがいますが、それでも中

学、高校生活を送っていく上での、その子にとっての大きな居場所は学校であると思います。そこで、

加害者にも被害者にもならない情報モラル教育は、既にずっと行われていますが、具体例なども必要

であれば、こういったところも参考にしていただければと思います。 

 何回か出ていますが、このようなネット関係は、絶対に子供たちの方が詳しいので必要な知識を得

ていくことは重要であると思いますし、先生方で全てを解決するのは難しいと思います。もちろん、

警察だけで全てを解決できることはないので、早めにお互いに連絡を取り、よりよい道を探していく

ことが重要であると思っています。子供たちが先生や警察に相談することは、相当勇気がいることで

すが、もしそのような相談があれば、きちんと応えていかなければいけないと思っています。 

 早口でございましたが、私からは以上になります。 
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 竹内： 滝澤様、御発表ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いします。 

 続きまして、青少年のインターネット上のトラブル相談受理状況と、青少年の助けを求める声にど

う対応すべきかについて、一般財団法人インターネット協会主幹研究員大久保様から発表していただ

きます。大久保様、よろしくお願いします。 
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〈パネリスト〉 

一般財団法人 インターネット協会 主幹研究員  大久保 貴世 

 

 インターネット協会の大久保と申します。 

 私は研究員として活動していて、インターネットトラブルの予防策や事後策などを、講演活動や相

談業務でお話ししています。啓発動画出演も行っています。昨年は、法務省のビデオに出演し、高橋

みなみさんと人権問題についてお話ししました。 

 はじめに、最近の話題の「依存」についてお話しします。先月 6月に Apple社が、スマホ依存対策の

新機能を発表しました。親が子供のスマホのアプリ使用時間を受け取って、遠隔操作で使用時間を制

限できる機能などがあります。アプリの機能ではなく、iPhone の設定による機能として取り入れたこ

とは、とても画期的だと思います。では、なぜそれほど子どもたちはアプリに夢中になってしまうの

でしょうか。竹内先生からの話にもありましたが、アプリはいろいろな面白いことが盛りだくさんな

ので夢中になって止められないのだろうなと、納得しました。
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 SNSには、Instagramや Twitter、ニコニコ動画等があります。SNSの相手は面識のある人が多いと思

いますが、知らない人ともつながりますね。知らないけれど、同じ趣味の人、相談に乗ってくれる人、

そして知らないからこそ、現実逃避できる人です。竹内先生の調査結果で、子どもたちは裏アカを 3.4

個持っていると言っていましたが、2018 年にデジタルアーツが小学校から高校生に調査した結果では、

裏アカウントの所持率は約 40%、内訳では特に高校生の所持率が多いという結果でした。 

 SNS の種類は、「公開」と「鍵付きの非公開」と「端末で見られるもの」の 3 つの種類があります。 

 非公開はどこまでが非公開なのか、分かっているようで分かってないと思います。非公開でも登録

名やプロフィール写真、自己紹介は見えます。フォロワーの数も見えます。フォロー申請して承認さ

れればフォローできるので、自己紹介のところでかなり自分をアピールしている人が見受けられます。 

 非公開の SNSで見ることのできる人が、公開の SNSへ転載するなどすれば、転載を繰り返して炎上す

るというトラブルになりかねません。そのような相談も寄せられています。 

 どうすればよかったのか、インターネット協会に寄せられた相談を７件ほど紹介します。小さい年

齢からだんだん上げていきます。 

 １つ目です。小学校５年生男子の保護者、不審者の相談です。息子が公園でクラスの女の子の動画

を勝手に撮影し、YouTube に載せた。息子さんは親子共有タブレットを使っていて、お父さんの

YouTube へすぐアップロードできる状況にしていた。するとその女の子は、知らない人から誘拐されそ
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うになったので、これはまずいと思い、動画を削除したいが削除方法が分からない、という相談です。 

 お手元の資料にはありませんが、イメージとしてこのような動画が載っており、顔がアップで写り、

公園名が載っていて、〇〇ちゃんと名前を呼び合っている動画です。何が問題かというと、小学校５

年生の子がYouTubeに投稿していいのかというところです。もちろん知らなかったと思います。利用規

約では、13 歳未満の利用をすすめていません。利用可能な年齢を知らなかったのは不注意だったと思

います。親が勝手に使わせたのも不注意だったと思います。そして、動画の削除をする方法が分から

ないというのも、保護者は知っておくべきことだったと思います。すぐに削除すべきことだと思いま

すし、警察に相談した方がよいと思います。 

 ２つ目です。中学１年生女子の保護者で、異性交際の相談です。この子は、小学校６年生からアバ

ターを使い他人と交流するSNSを利用していました。これもイメージですが、男の子と女の子が、かっ

こいい男の子、かわいい女の子、となって相手とやり取りをするのですが、夢中になってしまいまし

た。娘は大人だと偽って成人男性と知り合い、相手と携帯電話のショートメールでもやり取りをして

いました。母親はこのことを知って驚いて相手の携帯電話へ連絡して、娘はまだ子供であることを理

解してもらいました。一旦相手とのやりとりは終わりましたが、しばらくして、また同じようなこと

を繰り返していることがわかりました。母親は、娘は楽しそうにしているから、SNS をやめさせられる

と狂暴になりそうだと言います。スマホは暗証番号でロックされています。娘が知らない人と出会っ

たり、犯罪に巻き込まれないか心配で、将来が怖くて児童相談所にも話しているとのことです。SNS の

相手が素敵に見えてしまうし、自分と同年代の男の子よりも優しい言葉をかけてくれるでしょうし、

夢中になってしまうのでしょう。ただ恐らく、この子の心にぽっかり穴が空いているところがあり、

寂しいから誰かと繋がっていたいのだと思いました。 

 ３つ目は、女子からで、写真の脅しの相談です。裸の写真を送ってしまった後、動画を送ってほし

いと言われて、断ると脅されました。とても多い相談なので、あとのディスカッションの時間で説明

したいと思います。 

 ４つ目は、15歳女子からテレビ電話の強要についての相談です。Twitterでもともと知り合い、LINE

を交換した中３の男子がいて音声で電話をしていたが、途中からテレビ電話になり「着替えが見たい、

おっぱい見せて、早く」などと強引に言われ、見せてしまいました。（このテレビ電話は恐らくです

が、別のスマホやデジタルカメラで撮影していたものと思われます）。相手からスクリーン動画を撮

ったと言われ、消してほしかったら 3000 円、高校生なら出せるよねと言われ、今困っている。その動

画を保存していたかどうか分からないが、知ることはできるか。怖くて仕方がない。3000 円払わない

方がいいですかという相談です。お金のことよりも、このように顔を見せて、自分の姿を見せた相手

からの要望に、どうして応えようと思ってしまうのかを疑問に感じます。 

 ５つ目は、16歳高校生男子からの相談です。Instagramのストーリーという動画を御存じですか。何
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名かいらっしゃいますね。最近、高校生ですごくはやってきています。これは私のInstagramですが、

自分のアイコンをタップすると 15 秒以内の動画が出来て、24 時間以内に自動的に削除されるものです。 

 このような手軽さから、友達同士ならいいだろう、15 秒だし、すぐ消えるし、と動画撮影するので

すが、この相談者の場合は、制服姿の写真だし、自分が分かるからやめてと言っても取り合ってくれ

ない。どうしたらこの意思を伝えることができるか、という悩みです。一方、女子の場合、私生活を

どんどん掲載している子もいて、公開設定ならばいろいろな人に見られてしまうだろうと思います。 

 ６つ目は、高校３年生女子からで、嘘のアカウントを作られたという相談です。なりすましのアカ

ウントを作られて嫌なことが書いてあり、クラスや学校で話題になってしまっている。どうしたらこ

のアカウントを作った人を見つけることができるか。犯人が気になるので探してほしいという相談で

す。犯人がわからない場合は不安ですし、犯人の心当たりがついている場合でも、どうやって聞き出

すかが難しくて悩ましいと思います。 

 最後に７つ目、15 歳女子からの相談で、知らない人とのやりとりです。これは少し長めに話します。 

 Twitterで知らない人からフォロー申請がきて承認したら、DMでお礼言われて、「彼氏いるか」と聞

かれ、話が進み、その人からその人の友達と言われる人の LINEが紹介されました。仕方なく LINEで友

達追加したけれども「会えませんか」となれなれしく呼んできて、空いている日を無理やり会おうと

してきたりしました。（相談者は、相手に自分が空いている日を伝えていることが分かります） 

 だんだんエスカレートして、相手から彼女扱いにされて、部活後予定あるといっても、あとでいい

からとお願いされました。｢お願い、お願い｣と言うので、無視したら、「じゃあもう死ぬね」、自分

のせいで死ぬと言われるのはすごく不安で「死ぬのはやめてください、ばかなんですか」と送ったら、

「そうだよ、俺はばかだよ、クズだよ、みんなに嫌われるんだよ」と一人でしゃべってきました。こ

のしゃべってきましたとは、書いてきたのですが、しゃべるとか話すとかいう言葉を、子供たちは使

います。 

 そしてこの女の子は優しい子なんですね。「誰かに相談した方がいいです」と言ったら、「相談し

たよ、でも誰も相手にしてくれないよ、誰ともうまくいってない」と長々と始めました。何か女々し

い感じですね。ここで死にますということを言われました。怖すぎて「警察に言う」と言ったら「冗

談」と言われ、「また会ってくれるか」の頼みがすごく来ました。すごく怖くなって、相手の LINE を

ブロックしました。でもブロックしたことで、相手が何かするのではないかと怖くなって相談しまし

た。親には相談できない、警察には言いたくない、大ごとにはしたくない、でもやっぱり警察に相談

した方がいいか、これからが心配とのことでした。よく相談してくれたと思います。相談者の気持ち

が手に取るようにわかります。知らない人と安易に友達にならない方がよいと、痛感したのではと思

います。 

 この７件はトラブル相談でした。一方、よくあることでも危険になりそうな話をします。 
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例えば、いろいろな学校で聞かされる話があります。YouTube でダンスの動画をアップすることがよく

ありますよね。これはイメージ映像です。５人が写っています。５人のうち３人が動画を喜んでいて、

２人が嫌がっている。多数決でいったら動画掲載はいいのではないかと思いがちですよね。この動画

にはコメントがついていて、「センターの子可愛すぎんだけれど」と書いてあります。YouTube のタイ

トルに高校名が書いてあるので、もしかしたら怪しい人が学校に来てしまうかもしれません。その時

になって「私は動画掲載を嫌だと言っていたのに」と言われたら、何も言い訳ができませんね。もし

５人全員から掲載の許可を得ていたとしても、個人が特定できる情報を載せることは、危険がつきま

とうものと思います。 

 掲載許可を得ることが面倒と思われがちですが、私の場合は、まわりくどい啓発方法をしています。 

 これは私の母親との Facebook で、盆踊り大会の写真ですが、「一緒に写っている人、町会長や議員

さんに写真掲載の許可を得るのが遅くなったので、夏が終わった頃の掲載となりました」と、許可を

得たことを書いて載せています。これを見てくれた人が、自分も掲載許可を得なければ、と参考にし

てくれたらいいなと思っています。
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 お話しした相談事例からわかることや、どうすればよかったのかを、まとめてみます。SNS を利用で

きる年齢の意味を知る。利用する時には削除方法までを知っておく。子どものパスワードは保護者も

管理する。子どもが知らない人と話したいのには理由があることを知る、などです。 

 この後のディスカッションで、皆さまに期待することなどをお話したいと思います。
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 竹内： 大久保様、具体的な相談事例を含めた御発表ありがとうございました。続いて、インター

ネット上の違法有害サイト、特に児童ポルノ、自殺誘引情報への対応状況、インターネットホットラ

インセンターの通報状況について、一般社団法人セーファーインターネット協会違法有害情報対策部

長の山下様から発表していただきます。よろしくお願いします。 
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〈パネリスト〉 

一般社団法人 セーファーインターネット協会 違法有害情報対策部長  山下 優子 

 

 セーファーインターネット協会違法有害情報対策部長の山下と申します。よろしくお願いします。 

 本日は限られた時間の中ですが、インターネットホットラインセンター及びセーフラインによる違

法有害情報への対策状況を説明させていただきます。前半で、セーファーインターネット協会の活動

内容について、後半で、青少年が関与してしまう可能性のある累計ごとに個別の項目についての取組

状況をお話しします。 

 セーファーインターネット協会は、インターネットビジネスに携わる企業の有志によって、2013 年

５月に設立されました。設立の趣旨等については、お手元の資料を御確認ください。本日の発表では、

セーファーインターネット協会を、SIA という略称でお話しいたします。
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 SIA の組織体制は御覧いただいているとおりです。 

本日は下の真ん中辺りに書かれているホットライン事業についてお話しします。ホットラインは、

インターネットを利用している方が、違法な情報や有害な情報を見つけた場合に、通報できる窓口の

ことです。 

SIA は、本日現在、17 社の会員企業からなっています。 

 では早速、SIA で行っている違法・有害情報に対する活動の概要について紹介します。SIA では、イ

ンターネットホットラインセンターと、セーフラインという二つのホットラインを運営しています。

インターネットホットラインセンターは、本日は、IHC という略称を用いてお話しします。IHC は、警

察庁からの業務委託を受けて運営しています。他方、セーフラインは、2013 年 11 月から、民間資金に

よる自主的事業として運営しています。
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 こちらは、IHC の業務の概要を図で表したものです。まず、インターネット利用者からの通報を受け

付けます。その中から、違法情報であるとIHCが判断したものについては、警察に通報し、国内のプロ

バイダーのものであれば、削除を依頼します。また、フィルタリング事業者やセーフラインに対して

も情報を提供し、児童ポルノに関しては、INHOPE という国際組織を通じて、海外のホットラインとも

連携を取っています。
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 セーフラインでも同様に、一般の方からの情報提供を受け付けています。セーフラインではIHCとは

異なり、児童ポルノ、リベンジポルノ、危険ドラッグなど特に深刻な被害をもたらす情報に関しては、

通報からの把握だけではなく、能動的にパトロールを実施しています。セーフラインにおいても、把

握した違法情報、有害情報については、ガイドラインに基づいて判断し、国内外のプロバイダー等に

削除を依頼します。また必要に応じて、警察及び IHC に通報します。 
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 この二つのホットラインの業務の分担ですが、IHC とセーフラインそれぞれに、運用ガイドラインが

定められています。それぞれの運用ガイドラインで、各ホットラインが対象とする情報の範囲や、削

除要請の手順等が規定されています。そのため二つのホットラインが対象とする情報の範囲は、少し

ずつ異なっています。違法情報、有害情報とまとめて書いていますが、それぞれの運用ガイドライン

が異なるので、IHC で定める違法情報と、セーフラインで定める違法情報とでは、必ずしもイコールで

一致するわけではありません。説明の便宜のため、このような図になっていることについて、ご了承

いただければと思います。 

 IHC では、基本的には、違法情報でありかつ国内サイトに蔵置されているものを対象としています。

セーフラインでは、違法情報のうち国外サイトにあるもの及び有害情報を対象としています。 

 少し細かい話になりますが、このページの右下に書いてあるとおり、自殺関連の情報は違法情報で

はなく有害情報として分類されていますが、2018 年からは IHC でも自殺情報に関しても対応していま

すので、これについてはIHCとセーフラインの双方が対応しています。また、リベンジポルノに関して

は、国内外、違法有害を問わず、セーフラインのみが対応しています。
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 違法情報、有害情報の具体的な内容は、こちらの図をご覧ください。違法情報は、基本的には、画

像や文章など、インターネット上に掲載されている情報そのものが違法であると判断されるものとイ

メージしてください。具体的にはここにあるとおり、わいせつ関連や児童ポルノ関連等が挙げられま

す。IHC は警察庁の受託事業であることから、日本国内で刑事処罰の対象となるものということで、日

本国内の違法情報を主な対象としています。 

 他方、セーフラインは、IHC による公的な活動を補完するために、個人に対する重大な権利侵害、具

体的にはリベンジポルノや国外の児童ポルノなどに関連する情報について、表現の自由とのバランス

に慎重に配慮しながら取り組んでいます。 
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 また SIA は、INHOPE という児童ポルノに関するホットラインが連携するための、国際的な連合組織

に参加しています。 

 こちらは、日本のIHCやセーフラインが見つけた国外に蔵置されている児童ポルノを、国外のホット

ラインに通報するとともに、国外のホットラインが見つけた日本国内に蔵置されている児童ポルノに

ついても、通報を受けています。 
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 これまでにもいろいろと名前が挙がっている Twitter や Facebook、Instagram など大手の SNS や、

YouTube の動画投稿サイトは日本国内にも多くの利用者がいますが、このように日本国内で頻繁に利用

されているサイトであっても、実態としては国外サイトであることが少なくありません。そこでセー

フラインでは、国外のサイトに対しても、こちらに例示した英語の削除依頼書を使用して、直接削除

要請を実施しています。 
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 2016 年の活動実績を掲載していますので、お時間のあるときに御覧ください。 

 青少年に関連する可能性のある項目というところで、ここから、児童ポルノ、リベンジポルノ、自

殺誘引等情報に関する対応について個別の話をいたします。 

 まず児童ポルノについてお話しします。SIA では、IHC とセーフラインに寄せられる通報だけではな

く、セーフラインによる能動的なパトロールによって、多数の児童ポルノを把握しています。国内外

の児童ポルノの掲載サイトに削除依頼をした件数と削除率は資料を御覧いただければと思います。 

 ここで、児童ポルノの掲載方法についてご紹介させていただきます。よく見られる方法としては、

一旦画像アップロードサイトに画像を保存します。画像を保存することによって、その画像を参照す

るための URLが決まります。そして、掲示板などには、直接画像が貼られるのではなく、その URLが貼

り付けられることが多いです。いろいろな掲示板に URLを貼ることで、掲示板上のURLは消されても、

大元の画像が残り続けることがあるので、そのような手法を取られる場合があります。 

 なお、セーフラインが一般からの通報で把握する児童ポルノのうち、数パーセントから１割程度が、

先ほどからお話が出ている自画撮りによるものであり、少なくない状況です。
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 続いてリベンジポルノです。リベンジポルノという言葉は、皆様御存じかと思いますが、念のため

概略を紹介します。リベンジポルノは、元交際相手や元配偶者などが相手と、例えばふられた、けん

かをしたなどトラブルになった際に、その腹いせとして、仲の良かった頃に撮影した相手の性的画像

などを、相手に無断でネット上に公開し、それを拡散させる行為を表す造語です。あるいは、公開さ

れている画像そのものを指す場合もあります。 

2016 年のリベンジポルノの削除に関する実績は御覧のとおりです。 

 掲載サイトは、主にアダルト配信サイトや、一般の動画配信サイト、SNS などに見られる傾向があり

ました。また、先ほど紹介した児童ポルノと同じような方法で拡散されているケースもありました。 
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 2016 年中にリベンジポルノとして相談が寄せられた数、これは相談者の方の人数ですが、2016 年中

は 105件でした。2015 年は 25件であったので、１年間で約４倍に増えた状況です。2017 年は更に増え

ました。ただ私たちとしては、このように相談件数が大幅に増加していることは、リベンジポルノの

被害が増えていることを示しているということではなく、むしろ、セーフラインの認知度が上がった

ために、セーフラインに御相談いただける方が増えたと思っています。 

 リベンジポルノでは、当初はリベンジポルノとして画像が流出した場合であっても、その後リベン

ジポルノを投稿した本人ではなく、ほかのインターネットユーザーの目にとまり、わいせつな画像な

どをまとめたまとめサイトなどに掲載されてしまい、いろいろなサイトに掲載されてしまうこともあ

ります。拡散が進んでしまうと、お一人の相談者について、数百件を超える削除依頼をする場合も出

てきています。 

 以上のことを踏まえて、児童ポルノとリベンジポルノも含めて、以下の三つのことが大切になると

考えています。一つ目は当然のことながら、撮らない・撮らせないこと。二つ目は、撮った場合でも

それを送らない、また求められても断る、そしてインターネット上には決して投稿しないこと。三つ

目として、是非相談していただきたい。大人の方には、子供からの相談を受け入れやすい状況を作っ

ていただきたいと思います。また、万が一ネット上に流出すると、拡散する場合が多いので、できる

だけ早期に、セーフラインにご相談いただければと思っています。  
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 最後に自殺関連情報です。2017年は、IHCではガイドラインの対象外となっていました。セーフライ

ンでは、ここに書いてあるガイドラインに基づき、以下の２類型について、有害情報として削除依頼

を実施していました。 

 2018年に入り、ガイドラインを改訂し、IHCでも１月から対応を開始しました。セーフラインにおい

ても、後ほど見比べていただきたいのですが、自殺関与については、自殺を意味する表現が要件から

外れるなど、少し要件を変えて、範囲を拡大し対応しています。
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 最後に通報フォームを載せていますので、御覧いただき、必要な場合は通報していただければと思

います。 

 時間ですので終了させていただきます。ありがとうございました。
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 竹内： 山下様ありがとうございました。最後に、LINE 株式会社公共政策室公共政策担当の高橋様

よろしくお願いします。 



 44 

〈パネリスト〉 

LINE 株式会社 公共政策室 公共政策担当  高橋 誠 

 

 これだけのメンバーだと時間が押すのはやむを得ないことだと思いますが、15 分間でしゃべれるか、

なるべく追いつくように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

 お手元の資料は、青少年を守るための LINE の取組についての話になっています。 

 会社概要等は後ほど読んでいただきたく、御案内させていただきます。プロフィールはお手元のシ

ンポジウムの中に載せていますが、少しだけ話をさせてください。 

 私は、LINE 株式会社の高橋誠と申します。以前はライブドアという会社で、カスタマーサポートの

責任者を務めていました。例えば今日のテーマにある削除依頼やネットパトロールの部門を担ってい

たので、そちらに関しては知見を持っています。今日入っているチラシに違法有害情報相談センター

のものが入っていますが、私も委員としてここに参加していて、今日同席している大久保貴世さんも

御一緒しています。違法有害情報相談センターになぜ LINE の人が入っているのかと思われるかもしれ

ませんが、私はもともとライブドアでそのような対応を専門にしていたので、そういった知見を持っ

ている人間ということになります。 

 LINE のトークは通信の秘密があるので内容を見ることができませんが、例えばタイムラインという

ものや、LINE 以外のサービスで LINE ブログ若しくはライブドアブログといういわゆる CGM 系のサービ
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スでは 24 時間 365 日のモニタリングを実施していて、随時利用契約に基づく対応を行っています。
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 LINE では携帯電話会社の年齢情報を用いて、システム的に LINE ID の検索ができない制限をしてい

ます。詳細は 40 ページ上の方に書かれています。内容は後でゆっくり読んでいただくとして次にいき

ます。 

 啓発活動も実施しており、2017 年に 2500 回以上、資料の画像のような感じで、毎日のように実施し

ています。今の時期は最盛期で、今日も大勢のスタッフが全国で講演しています。私もここ５年ぐら

い全国を移動しまくっているので、おかげさまで、北海道から沖縄まで、行ったことがない県はない

ぐらいです。 

 どのような講演をやっているのか紹介します。当初は私一人で飛び出して講演活動をしたものです

から、一般的な内容で著作権侵害、プライバシー侵害、写真を撮ったら危ないなど、そのような形で

最初はやってみました。しかし、そのうちこれは余り実情に合っていないとか、こちらをもっとやっ

た方がいいなどと気になるようになりました。2014 年のときには、約３万人に御協力いただいて、ア

ンケート調査を行いました。このアンケートの結果を参考に、我々は教材作りを始めています。 

 どのようなものかというと、静岡大学さんと一緒に作った「楽しいコミュニケーションを考えよう」

という教材です。ホームページで無料配布しています。資料には載せていませんがほかの大学さんと

共同研究した教材もあります。
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 今日は教材を一つだけお試しで持ってきました。お手元の袋の中にこのような小さいカードが入っ

ています。このカードを知っていたという人は挙手願います。どうもありがとうございます。十数名

いましたか。知っている方にはネタが分かっているかもしれませんが、知らない方もいるのでここで

少しやらせていただきます。これは学校では 4,5 人の班になって実施します。今日は２人とか３人組

で、横の方、前の方、後ろの方と組み合わせになりながらやってみたいと思います。 

 このカードを出してみてください。袋からカードを出したら、机の上には並べずに手に持ってくだ

さい。他の人に言わないで内緒で考えます。問題はこれです。あなたが、友達から言われて「イヤだ

な」と感じる言葉は次のうちのどれでしょうか。内緒で１個だけ選んでください。１.まじめだね、２.

おとなしいね、３.一生懸命だね、４.個性的だね、５.マイペースだね、となっています。 

 ２人か３人で一斉に出す形にしたいので、よろしかったら横の方、前後の方で出す場所を確保して

やってください。いいですか、いきますよ。あなたが友達から言われて「イヤだな」と感じるものは

どれでしょうか。せーの、はい、出した。ありがとうございます。 

 このあとに、この言葉が嫌だと思う理由を、何でもいいので話してください。この言葉はうちのか

みさんがよく言うから嫌だとか、うちの旦那が言うから嫌だとか、ほかの人からすれば分からない理

由でも構わないので、なぜそれが嫌なのか理由を教えてあげてください。子供たちにこのようなこと

をお話ししています。「イヤな言葉」は、人によって違います。当たり前ですよね。相手の「イヤな
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言葉」が、自分の「イヤな言葉」と同じとは限らない。これは小学校４年生から中１ぐらいまででや

っている授業です。 

 実際よく考えてみるとちょっと深い話です。皆さん、人から言われて嫌な言葉は言ってはいけない

と聞きませんか。結構ありますよね。人から言われて嫌な言葉をわざわざ言う必要はありません。で

も、そのことが、悪口を言ってはいけない指導になりますか。悪口は、自分が言われて嫌な言葉では

ないのです。聞いた相手が嫌な言葉が悪口ですので、もしかすると自分が言われてうれしい言葉かも

しれないのです。悪口を言っては駄目と指導したりルールを作ったりしますが、本当に子供がそれを

分かってやっているかということに疑問を感じたのです。このような授業用の教材を７種類、しかも

今日は一つの種類の１問だけしかやっていないので、実は裏面もあり、もっと大事な話がこのあとに

ありますが、時間がないので次に進みたいと思います。 

 アンケートを取ってみると、LINE いじめがある、LINE で仲間外れ、LINE でトラブルがあるっていろ

いろ言われています。確かに仲間外れやいじめなどがあると思います。けれども子供に聞くと、LINE

を長時間していることとか、深夜にやっていることが、嫌なこと、つまりやっている本人は楽しいけ

れど、相手をしている方はうっとうしく嫌なことで悩んでいることがあるそうです。 

 それをどうすればよいか。単純に「嫌ですよ」と言えばいいのですが、なかなかそれは言えない。 

 いじめや仲間外れなどは、そもそも人間関係の問題なので、LINE の方で仕組みを作って防ごうとい

っても、なかなか難しいです。どちらかというと 45 分間、50 分間、初めて会う子供たちに、その時間

だけ与えられて話をするときには、自分はそのようなことは思っていないけれど、相手はそのように

思っていて嫌かもしれない。自分は楽しい、うれしい、面白いものを送っているけれど、もしかする

と相手は違うことを思っているかもしれないことを伝え、普段やっているとき、自分は楽しいけれど、

相手はどう思っているのだろうと考えながら使わせることがいいのではないかと思い、このような教

材を作りました。 

 大人向けには、このようなことを話しています。よくルール作りと言います。ルール作りは悪いこ

とではないのですが、ルールを作ることがゴールになっている気がして、それはどうかと思っていま

す。ルールを作ることがゴールではありません。ルールは、作ったあとに親子などでどうしていけば

いいかと話し合って、極論かもしれませんが、最終的になくなることがゴールなのではないかと。
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 他律から自律にということをすごく知らせていますが、小学生ぐらいならば、ルールが 10 割で自律

が０割でもいいかもしれないけれど、中学生でも、他律が 10 割で自律が０割でいいでしょうか。その

まま高校生でも、他律が 10 割で自律が０割で大丈夫ですか。18 歳で卒業した瞬間に、いきなり他律が

０割で自律が 10 割の世界に行ってしまうかもしれません。その段階が、もしかしたら子供によっても

違うかもしれませんが、そこを意識しながら子供とコミュニケーションを取っていかないと、うまく

いかないのではないかと、これは、保護者向けで話しているスライドになります。
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 情報モラル講座は、ネットの特性の部分を主に教えられているように思います。ネットの使い方と

してネットのプライバシーを侵害したとか、ネットにいくと世界中に情報が行ってしまうことだけを

教えていれば、子供がうまく使ってくれるかというと、そのようなわけではありません。土台に日常

のモラルがあり、ネットの特性も理解し、それを含めてどう自分の情報が相手に伝わるのかを想像す

る必要がある。先ほど山下様がおっしゃっていたような、画像を送って友達にいくだけではないので

す。そのあと転送されて、ほかの人にいってしまうかもしれない。そのようなことをどこまで意識し、

想像できるかまでを含めて情報モラル教育ということを、私たち話し手がきちんと意識して伝えてい

かないと、ただ単に知識の伝達だけになってしまいます。知識だけではないのです。意識とか想像力

の方がより大事だということを、普段話しています。 

 そういった講演の最後に、困ったときに先生や親に相談した方がいいよと伝えていますが、なかな

か子供は相談しづらい。以前アンケートで先生に相談したかどうか調査をしたら、ものすごく少なか

ったのです。先生に、子どもが先生に相談した人とネットで出会った人に相談した人とどちらが多い

と思うかと尋ねたら、「見れば分かるだろう、先生に相談した方がグラフの太さがちょっと太い」と、

とある講演会場で言われました。50 歩 100 歩ではないかと応答したらけんかになるので言いませんが、

それを争うのではなくて、子供が相談しづらい状況になっていることを踏まえて、どうすればいいの

かを考えて、LINE で相談みたいなことがいいのではないかということを考えました。
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 情報通信政策研究所から発表されたデータによれば、10 代の通話、SNS、メールの利用時間は、圧倒

的に差があります。そのような状況で、電話の相談窓口を開設しましたといっても、はっきりいって

子どもは電話で相談しないから、状況は良くならないです。そこで LINE で相談窓口ができないか、と

いう発想が生まれ、去年長野で実施されています。実はいろいろな自治体にやらないかと持ちかけま

したが、11 自治体ぐらいと話しをしてうまくいきませんでした。長野で実施することになった際、子

どもが相談するならば平日ではなく夕方の方がよいだろうとか色々と考えて、２週間だけ実施してみ

ることになりました。結果、相談アクセス件数がたった 2週間で 1,579件もありました。昨年のこの相

談窓口は、電話では 1年間で 259件しかなかったにもかかわらず、です。そして対応できた件数は２週

間で 547 件でした。今、SNS と電話はこれくらいの差があるということです。 

 48 ページの上のスライドを少しお話しすると、17 時台の最初の方はトラフィック数がすこし少ない

ですが、これは、子供が家に帰る時間にかかっているからではないかと想像しています。49 ページの

上のスライドですが、性別・学年別でいうと、男子より女子の方が多いです。この傾向はこの後に行

われた他の相談についても同様でした。50 ページの下に相談時間の長さのスライドがありますが、簡

単にいうと約１時間ということが分かりました。電話相談は平均 30 分といわれていますので、それだ

け長くやり取りができることになります。52ページの上の相談内容のスライドですが、SNS相談でいき

なり死にたいとは書かないです。知らない人にいきなり死にたいとは言いません。普段の内容から始
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まります。この相手は信用できるのかというところから始まり、普段の会話をしているうちに、実は

こういったことで悩んでいてという風にだんだん長くなっていく状況が、この相談内容からも垣間見

えるのかと思います。
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 我々がこのような対応をしている最中、去年、9 人もの女性が SNS で相談に乗ることを口実に呼び出

され殺害される事件が神奈川県座間市で起こりました。厚生労働省も自殺予防の観点で急遽SNSの相談

窓口をやることになり、54 ページの上のスライドやや見づらいと思いますが、これもやらせていただ

きました。簡単に言うと、やはり LINE 相談は有効であることが分かったということになります。そし

て文部科学省では、SNS 相談を 27 自治体で実施することになり、今まさしく進んでいる状況です。ま

だ対応していない県についても、実施するにはどうしたらよいかを聞かれますので説明に伺っていま

す。未実施の自治体も実施に向けた対応が進んでいることを紹介いたします。 

 学校単体での相談も実験的に始まっています。熊本で実施事例があるので、紹介したいと思って載

せました。その学校は、田中先生という方がすごく苦労して１月から実施を始めたのですが、この田

中先生、詳しいのが功を奏したのかよくなかったのか、熊本市で４月から LINE 相談を始めるときに、

探しても適任の先生がいなかったのか、何と熊本市教育委員会に４月から異動することになってしま

ったそうです。そのため学校での対応が３月で終了してしまったそうです。 

 最後に付け加えます。今日から、西日本豪雨の LINE 相談を緊急でやることになり、先ほど昼ごろに

リリースしました。１か月間やることになりました。私は準備に関わっていますので、一言 CM で申し

訳ありませんが、西日本豪雨の LINE 相談も今実施しています。 

 先ほどの講演等も含めて、私が伝えたいことの一つに、ネットが分からない方でも対応ができると
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いうことがあります。結局は子供の変化に気付いてあげられることが一番大事かと思っています。子

供が何をやっているかを細かく知ることも大事ですが、分からなかったとしても、子供の変化に気付

いてあげられるはずです。子どもが相談したいと言ってくれなくても、相談窓口があるからここに行

ってみたらと促すとか、そういったことが大事ではないかと考えております。 

 長くなりましたがこれで終わります。ありがとうございました。
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 竹内： 高橋様、ありがとうございました。４人からもっと聞いておきたかったのですが、時間の

関係で一旦ここで休憩に入りたいと思います。お疲れさまでした。
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パネルディスカッション後半 

〈コーディネーター〉 

兵庫県立大学 環境人間学部 准教授  竹内 和雄 

 

〈パネリスト〉 

警察庁 生活安全局 少年課長  滝澤 依子 

一般財団法人 インターネット協会 主幹研究員  大久保 貴世 

一般社団法人 セーファーインターネット協会 違法有害情報対策部長  山下 優子 

LINE 株式会社 公共政策室 公共政策担当  高橋 誠 

 

 竹内： 後半を始めます、よろしくお願いします。質問をたくさん頂き、お答えしたいのですが、

全てに答えられないことを御容赦ください。まずは滝澤少年課長様、高橋様から質問への回答を頂い

て、全体で議論をしたいと思います。残り時間も余りないですが、頑張っていい議論にしていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 まず滝澤様、よろしくお願いします。 

 滝澤： 御質問ありがとうございます。私がお答えするのがふさわしいかどうかもありますが、私

だけが頂いている御質問もあり、その辺りを中心にお答えします。幾つかある中で、中高生のインタ

ーネットを通じた非行の実態ということで御質問がありました。 

 本日 SNSにかかるような被害を中心に話しましたが、非行とは何かということもあり、この SNSを通

じた被害の中で、青少年としてふさわしくない行動に陥っている面も、一方であるかと思います。ま

たそれとは全く別の形で、例えばインターネット上で詐欺的行為を働いたり、不正アクセスをしたり

する若年者、未成年も徐々に増えています。IT 社会が進んでいく中、IT 社会というのがいいのか分か

りませんが、情報化が進んでいく中で、非行の面でも、街頭を深夜徘徊（はいかい）している子供は、

感覚的にも減ってきていると思いますが、そうではなくて、インターネット世界の中で徘徊（はいか

い）している面があるのかもしれないと思っています。これは実証的ではなく、恐縮ですが所感とし

て申し上げたいと思います。 

 学校における SNS の利用について、先ほど被害児童に聞いたところ、「指導を受けたことがない」

「わからない」の項目に占める割合が多かった話をしましたが、学校警察連絡協議会というものを、

いずれの地域にも設置しています。学校の先生方と警察で情報の交換などをする場ですが、こういう

場でもSNSの被害対策について、学校側と情報共有をしています。先ほどの統計的なところで、発生し

ている被害も申し上げていますし、いろいろな広報啓発用の情報で使えるようなチラシみたいなもの

なども、インターネット上でいくらでも使用できる形にもしており、このようなものも含めて、学校
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に紹介しています。 

 学校も私が承知している限り、様々な工夫をされています。地域によりますが、LINE さんや Yahoo

さんなど各企業の方とも協力しながら、詳しい内容でSNSの被害を防ぐ努力をされている学校もありま

す。竹内先生も取り組んでいらっしゃるようなスマホサミットやお互いに話し合う会などで、みんな

で持ち寄って発表するなど、いろいろな形で学校も工夫をされていると伺っています。何事もそのよ

うな面はあるかと思いますが、中には届いていない子もいることを念頭に置いて、引き続きやってい

くことが必要だと思います。 

 夏休みの時期に向けてのインターネットトラブルに特徴があるかとの御質問がありました。インタ

ーネット関係は、夏休みが特にあるかどうかは、月別の把握をきちんとしていないのですが、一般的

には昼夜の区別がつきにくくなってくるので、夜の間にSNSなどで長い話をしてしまう可能性はあるか

と思います。自由時間も非常に増えますし、留意すべき時期の一つであるとは思っています。 

 子供からシグナルが出たときに確実にキャッチするには、という御質問もありました。これもいろ

いろなパターンがあり、その子の普段の姿をよく知っておかないと、何が異常なのかよく分からない

と思います。言い習わされていることだと思いますが、普段からのコミュニケーションを基盤にする

ことが、第一かと思います。その上で直接的に、本当に困ったら相談してもらう土壌を作ることが必

要かと思います。ほかにも、一般的に非行の関係で子供のシグナルに気付くには、例えば、親が見た

ことがない高級ブランド品をいつの間にか持っている、金遣いが荒いようだ、朝になってもなかなか

起きてこないなど、そのようなことは心配事の一つと思いますが、いずれも普段から子供と接する中

で「よく知っている」ことが大前提になると思っています。 

 これは御質問というよりも御意見かと思いますが、親が子供にスマホを持たせる意味が分からない、

なぜ持たせなければいけないのか、連絡手段であれば簡単な子供携帯のようなものもあるだろう、と

いうものがありました。そのような考えの御家庭も当然あってしかるべきだと思いますが、子供の意

見、子供が前向きに考えてどのようなことをやりたいと思っているかということも含めて、家庭で話

し合っていくべきことなのかと思います。みんなが持っているから欲しいというだけでは、親御さん

として納得しきれないところがあるかもしれません。ただ、いろいろな使い方ができる時代になって

きて、一律そうではないことでも、少なくとも数的に見るとそういう時代になってきているというの

が、私の感想です。 

 フィルタリングの仕方を教えてほしいという御質問がありました。それぞれの携帯電話会社のサイ

トなどに、あんしんフィルターの使い方が載っていますし、それぞれの販売店に行けば、よく分かる

ようになっています。「青少年インターネット環境整備法」という法律があり、事業者側には、購入

時にフィルタリングについて保護者に説明する責任があることになっています。購入時ではなくても、

行けば親切に教えてくれると理解しています。 
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 早足ではありましたが、私からは以上になります。 

 竹内： ありがとうございます。とても丁寧に御説明いただきました。「徘徊（はいかい）」とか

「非行少年」がネットの中にいるというお話がありましたが、私も同じように感じています。私が 30

年前教師になったばかりの頃は、「盗んだバイクで走りだす」という歌が流行しましたが、バイクを

盗んだり、暴走したりする少年が多くいました。そういう子どもたちは、コンビニでたむろしていま

した。寂しい子供たちはそういう集団に優しく吸収されて、何となくそこの中で一体感を持っていま

した。それが今はありません。 

 そういうさみしい子たちは今は、ネットの中にいるのですね。昔は短ランとか、モヒカンとか覚え

ていますか。心が寂しい子どもたちの一部は、そうやって自己主張していましたが、今、そういう自

己主張する子はほとんどいません。そういう自己主張ではなく、ネットの中で「死にたい」と言った

りしているのかもしれません。私たちが見なければいけない子供たちの居場所が変わってきた。そこ

に、私たちが関心を持たなければいけない。注意してみないとなかなか難しいです。 

 昔、リストカットして、ちらっと教師に見せる生徒がいました。教師が「何してるの！」と言って

もらいたいからかもしれません。そういう子どもは今、その代わりにネットで「死にたい」と書くの

かもしれません。滝澤様からとてもいい話を頂きました。すばらしかったです。 

 高橋様、続いてお願いします。 

 高橋： よろしくお願いします。私に頂いた御質問について、簡潔にお話しします。 

 御質問いただいた中で、相談窓口の有効性、誰がどのようにやっているのか、相談したい子にどの

ように勧めればいいか、ということが重複して多かったので、そこについてお話しします。 

 まず、窓口の有効性に関してはお手元の資料にも幾つか載せています。電話窓口よりは LINE 窓口の

方が、子供の視点からすると相談しやすいことが、一番有効性としてあるかと思います。LINE の相談

は文字でのやり取りですので、臨床心理士の先生であれば、文字でするよりも当然対面で相談に乗る

方がいいというお考えの方が多く、もちろん我々もそう思っていますが、LINE の相談が駄目かという

と、それもまた違うと思っています。電話窓口は、おととしの長野の事例だと、１年間で259件の電話

相談だったのに対して、１日４時間２週間の LINE で相談 547 件という数字が出ているということは、

それまで０件だったものが547件相談に乗ることができて、その子供たちの中にいたかもしれない重篤

なことに至る可能性があった子どもを救えたのではないかとすると、大きな成果と私どもは考えてい

ます。 

 窓口は誰がどのようにやっているのかという話ですが、私ども LINE の会社の社員が一つ一つ答えて

いるのではなく、相談員と呼ばれる方が対応しています。いわゆるカスタマーサポートではなく心の

相談に乗る相談員が対応しています。本来であれば、全員臨床心理士さんがやれればいいのですが、

それはなかなかお金の面で追いつかないこともありますし、そもそも臨床心理士さんは今全国で 1,000
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名ぐらいしかいないと聞いており、日々スクールカウンセラーなども兼務されて大変お忙しいと聞い

ています。 

 そのため、実際の対応は、臨床心理士さんを軸に据えて、その臨床心理士がベテラン相談員に指導

しながら対応するパターンと、相談の対応の仕方を１、２年長く勉強されて、民間の資格を取得した

方々が対応するパターンと、大きく二つに分けられるようです。 

 先ほどの資料にあった 27自治体がそうですが、何らかの LINEの相談で仕組みを受けるには、我々で

はなく仕組みを受託する会社、その仕組みを作る会社が必要です。具体名でいうと、トランスコスモ

スさん、エースチャイルドさんなど。エースチャイルドさんはアプリでいうと Filii（フィリー）とい

う子供の見守りアプリを作っている会社です。そういう会社が仕組みを作り、相談に乗る相談員がい

る団体や会社との組合せで、自治体は発注などをしています。その方々が相談対応をしています。 

 西日本豪雨の LINE 相談も、全国心理業連合会さんが中心となり全国からボランティアを集めて実施

しています。先月あった大阪北部地震のときもそうでしたが、全て無料のボランティアで、一斉に東

京に来てくれました。西日本豪雨の LINE 相談は、メインは東京でやるのですが、東京以外の拠点でも

実施する予定です。LINE 相談の特徴は、届いた内容に頷いて同意してもそれが相手に伝わらないので、

文字で頷いているとか同意していることを書いてあげないと相手に伝わらないということがあります。

音声の電話相談だと、答えている相談員が回答に困ったときに、それを助けてあげるスーパーバイザ

ーが、例えば紙にアドバイスを書いて助けているかもしれませんが、LINE の相談窓口だと相談員への

アドバイスは対面でできるので、より的確な回答ができる状況にあるようです。 

 今の子供たちは、どちらかといえば、声よりも文字でのやり取りの方が得意みたいなので、そのよ

うな意味では、相談する側も得意であるし、相談を受ける側もやり取りがうまくいって、いい回答が

できることがいいと思っています。答えになっていなければごめんなさい。 

 相談の窓口をどのように知るかということですが、27 自治体では、子供たちに LINE の窓口に接続で

きる QR コードを配布しています。一般の方は分かりません。一般の方が分かってしまうと、対象者じ

ゃないのに相談する人もいるかもしれないですから、子供たちに直接配っています。対象となる自治

体さんで関わっている方がいらっしゃいましたら、子供たちに配っているものを見てくださいねと知

らせるのがいいかと思います。すみません、大久保さん、東京の場合はどうしていますか。 

 大久保： 東京都の受託事業を行っていて、５月と８月に LINE の相談を各２週間実施します。５月

は終了して８月はこれからです。５月の実施に向けては東京都内の中学校３年生向けに QR コードを配

りました。８月の実施に向けては、もう少し広げることをうかがっています。 

 高橋： だから、私は知ることができないのですね。 

 大久保： QR コードは、ホームページにも載っています。 

 高橋： ホームページに載っているのですか。東京都はそういう方法なのですね。県によっては、
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そこはすごく厳戒態勢で、絶対に知らせたくないので、配っている枚数をものすごく厳格に扱ってい

る県もあります。一般の方に知られて、トラブルにならないよう配慮している県は、子供たちに配っ

ているので、子供にここに相談してねと促してあげることが答えになるかと思います。 

 長くなりましたが以上になります。ありがとうございます。 

 竹内： とても分かりやすい説明で、ありがとうございました。フィルタリングについて、少しだ

け御説明します。「ブロック解除」と「時間制限」について。会場にいらっしゃるデジタルアーツの

工藤様からいただいた資料を少し改変したもので説明します。まずは「ブロック解除」についてです。

例えば、子供がパズドラをしたくても、フィルタリングをかけるとブロックされます。困った子ども

は保護者に「パズドラできないんなら、フィルタリングをはずして」と懇願して、解除されるケース

が多発していました。しかし、今は個別のアプリごとに保護者の判断でフィルタリングを外すことが

できます。たとえばこんな感じです。ブロックされたら、子どものスマホ画面にブロックされた通知

画面が表示されます。その画面上で、子供が親にお願いできるのです。「みんなやってる、これだけ

やりたい」と書き込むと保護者にメールが送られます。親子で「何でパズドラやりたいの？」「話に

ついていけない」「じゃ、しょうがないね」等の会話をしてこれだけ認めます。それで保護者が自分

の端末で許可すると、子供は晴れてパズドラができる。なかなかいいでしょう。このような形で 100：

０じゃなくて、これは認めるけれど、これは認めない。と個別のアプリごとに話し会います。親子で

話していくのが重要なのでしょう。 

 今一番お勧めは、この時間制限で、スマホを使えない時間を設定することができます。前に映して

いるのは、夜９時から朝６時までできない設定です。これは任意にできます。そうすると例えば夜 10

時にスマホを開こうとしてもできません。「制限時間内だからスマホを使えない」趣旨の通知画面が

表示されます。ここでも保護者にお願いできます。「今日は 11 時までやらせて」等です。ここでも親

子で話し会います。「今日だけよ」とうふうには認めるとその日は使うことができます。このような

形で、親子で話しあってルールを決めていくのです。 

私が保護者にお勧めしているお話を少し披露しましょう。設定を９時にしようと思ったら、最初は

あえて「８時まで」と言います。「お母さん、８時なんて無理。10 時にして！」「10 時なんてダメ」

「じゃ９時！」というふうになります。そういう駆け引きが重要です。 

 最後に、余り時間もありませんので一言ずつお願いします。すばらしいメンバーが集まりました。

会場にもすばらしい方々がいらっしゃいます。私たち大人はいろいろな人がいます。結局どうしてい

けばいいでしょうか。過渡期であり、いろいろな問題が起こっています。私たち大人は結局どうして

いけばいいのか。大きな質問ですが、どなたかから御意見を頂けますか。滝澤様、お願いします。 

 滝澤： 大人がやるべきことは幅広くはいろいろありますが、まず警察としてやらなければならな

いことは、きちんと取り締まるべきものを取り締まる。加害者になるような大人に、自由に好きなよ
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うにやらせないよう、犯罪になるものを取り締まっていく。これは絶対やらなければいけない、最低

限やるべきことだと思っています。被害は起こってしまえばなかったことにできないので、防止でき

るに越したことはないだろうと思っています。 

 先ほどから話が出ていますが、子供たちが危険な目に遭わないようにするとともに、自分で考える

力をつけて、そこから大人になって様々な社会の中で生きていける形にもっていくことが、恐らく重

要であると思います。そのために、学校の先生方が情報モラル教育全体ということで取り組んでいら

っしゃるところですが、そうした中で、子供自身が自分で考えられるようにサポートをしていくこと

は、一つ重要なことであると思います。そういう意味で学校が果たすべき役割は大きいですし、そこ

に警察として、いろいろ協力しているところです。 

 同じような話になってしまいますが、学校だけではなくて、警察、相談に対応されているいろいろ

な機関の方を含めて、みんなで子供が被害に遭わないように、万が一遭ってしまったら、被害ができ

るだけ小さいうちにそこから抜け出せるように、ドーナッツ状に支えていくことが重要であると考え

ています。 

 私は高校生の子供が１人いますが、そのような立場からすると、保護者として果たしていく役割は、

大人としてとても大きいことの一つであろうと思います。 

 竹内： 犯罪には断固として取り締まる。しかし、子供自身が考える機会も十分に持たせていくと

いう二面がいるのではないかということでした。ありがとうございました。ほかはどうでしょうか。

大久保様、どうぞ。 

 大久保： お手元の資料の 19 ページのスライドを出していただけると助かりますが、皆様に期待す

ることで、指導者として、先生として、地域のリーダーとして、できることはないかと私たちも模索

しています。 

 先ほど LINE の高橋様から、相談員同士で文字のやり取りを工夫しているという話がありました。言

葉のことをお話ししたいと思います。私たちはインターネットに詳しくなくても、私たちの一言がス

トンと落ちるような、効果的な、具体的な言葉が大切と思っています。後ほどお話ししますと言って

おりました3つ目の事例について考えてみましょう。相手に自分の裸の写真を送ってしまい、動画を送

れと言われて断ったら脅された、という相談です。もしこのような相談を受けた場合、どうしたらよ

いか、伝える言葉を覚えておいた方がいいかと思います。心理カウンセラーから、メールの場合も、

口頭の場合も、このように伝えるといいですよとアドバイスをもらいました。その中から６つ挙げて

みます。会話調で助言したり質問したりします。 

 まず、１つ目「それにしても、何で写真を送っちゃったのかしら」と言います。 

 それにしても、という言葉が出るのは、あなたの話をすごくよく聞いたからこそ出る言葉です。一

生懸命私の話を聞いてくれているんだ、ということを感じてもらいます。 
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 ２つ目、少し安心させます。この子は写真を送ったけれど、動画は送りませんでした。「動画は送

らなくてよかったですよね」と言います。 

 ３つ目、自分のことで精一杯で精神ボロボロの状態です。相手の目線に立って「相手が急変したの

はどうしてだと思う？」と聞いて、相手がどうしてそうなったのかと頭を切り替えさせます。 

 ４つ目、私は変な人に騙（だま）されてしまったんだと自分を責めますが、それについて「そうい

う人もいるんですよ」と言います。ということは、私だけではなくてほかにもそういう人に言われて

悩んでいる女の子たちがいて、私だけではないのだと思ってくれます。 

 ５つ目は、私はこれまで恥ずかしくて言えなかった言葉です。「あなたにとって大切な人と出会う

ときがくるよね」と言います。こうやって将来に向けて希望をもってもらうのです。 

 そして最後、6 つ目は「今回相談してくれてよかったけれども、もしうまくいかなかったらまた相談

してください」と言って、これからも相談をお待ちしていることを伝えます。 

 このような言葉を、私たちは引き出しの中に持っていて、今回はこの言葉を言おうと使います。実

際にこの言葉を伝えたら、泣いてしまいましたという例もあったので、言葉は重要だと思いました。 

 学校の先生が、子どもたちから相談された時の初めの一言とか、その印象がすごく大切ですので、

子供たちを守るためにできることは「言葉」や「一言」がとても重要だと思います。 

 本日の参加者より、SNS の言葉の意味が分からなくて何を言っているのか分からなかったとか、トラ

ブルの事例をここで初めて知るけれどもこれからどうやって知ることができますかという御質問があ

りました。そのように言われて気付くのでは遅いのですが、このような講演資料を○月○日の講演資

料としてホームページで公開して、見てもらう方法もいいかと思いました。 

 それから、インターネット協会で公開している｢その時の場面集｣というものがあります。LINE、

Twitter、YouTube、スマートフォンの基本設定、アプリの制限方法、フィルタリングのかけ方、個別

設定など、使わないと分からないことを、その画面を出しながら説明するマニュアルのことです。 

 YouTube の違反報告する場合、Twitter のパスワードを忘れた場合など、分かりやすく具体的に書い

ていますので、指導者の皆さまにぜひ参考にしていただければと思います。 

 竹内： ありがとうございました。言葉を覚えるぐらいに子供たちへの言葉について考える。とて

も示唆に富んだ言葉だと思います。ありがとうございました。山下様、お願いします。 

 山下： 発表の際、最後に時間がなくて説明を飛ばしてしまったのですが、資料 36、37 ページを御

覧ください。IHC の公式サイトとセーフラインの公式サイトそれぞれから、通報フォームに飛ぶことが

できます。そのほか Yahoo!検索による通報への誘導を行っており、例えば Yahoo!検索で「児童ポルノ」

であるとか、「リベンジポルノ」であるとか、そういった関連の言葉を検索すると、検索結果のとこ

ろに、セーフラインへの通報を誘導する情報が出てくるようになっています。今日の話を聞いて、IHC

やセーフラインの名前をすぐに覚えて帰っていただくのは難しいかもしれませんが、児童ポルノやリ
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ベンジポルノなどを検索すれば、そこから通報フォームに飛ぶことができることだけでも覚えて帰っ

ていただければと思います。大人ができることの中の文脈でいうと、通報できる場所もあることを教

えていただければと思います。 

 私も小さな子供がいるので、これから子供にどうやってインターネットに接する機会について、今

個人的に悩んでいるところでもあります。そもそもインターネットを使わせるか使わせないかとか、

実際使うようになったときにはどのようにフィルタリングをしていくのかなど。まだ子供は２歳なの

でそこまで切実に直面していないのですが、これから直面していくものだと思って今から色々と考え

ています。 

 ただインターネット社会は、これからもっと普及していくと予想されますが、それは誰も経験のな

い世界であり、大人も子供も手探りであろうと思います。実際に子供が使うもの、特にアプリやゲー

ムは、子供同士の情報交換で、子供が一番詳しいことは避けられないと思います。大人は、適宜子供

と情報交換し、時には教わって、子供との対話を大事にしながら一緒に考えることが大切だと思いま

す。また大人も「新しいものだから、よく分からないものだから、駄目」というのではなく、どのよ

うなものなのか知ることを怖がらずにやっていくことが必要かと思います。 

 竹内： 一人の親として手探りに考えていかないと。その中でも、例えば通報フォームなどもある

ということでした。ありがとうございました。高橋様どうでしょう、大人として。 

 高橋： 大人として。難しい質問です。順番的に最後だったので考えてしまいました。大久保様が

言われたことがすごく私も刺さってしまいました。先月、大阪北部地震の相談の現場にいるときに子

供からの相談もありました。「こんな大きい地震が起こっちゃってこのあとどうなるのですか」とか

「私たちどうなるのですか」って。そのときに、大久保様がしたかったことと、まさしく同じことを

言っていたので、おお、と思いました。「これだけ不安で仕方がなくて寝られないのですが、どうし

たらいいですか」と言う人に対して、「そういう人もいるのですよ、だからあなただけじゃないんで

す、だから心配しないでください」というところがすごく大事なのかと。傾聴する。傾聴してあげる

ことが LINE の場合は分からないので、それをきちんと示してあげて、その意見をきちんと受容してあ

げられるようなことを、私も学びました。 

 それは普段の子供に対する向き合い方でも、同じようなことがあると思います。我々のスタンスは、

フィルタリングもそうですし、ルール作りもそうですが、それを制限のために使うことではなく、親

子のコミュニケーションを作るために活用してほしい。ルールもフィルタリングも、制限のために使

うのではなくて、活用するために。それはずっと同じような話が出ていると思うので、そういったこ

とも考えています。親子のコミュニケーション、若しくは同じことを言いますが、子供の変化にどう

やって気付くのかは、大人の役割として大事だと思います。ありがとうございます。 

 竹内： ありがとうございました。私の回し方が悪くて、もう終了の時間にきてしまいました。も
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っとお話したいのですが、なかなかうまくいかなかったです。申し訳ありません。今日のご意見をま

とめてみました。私の画面を見せてください。 

滝澤様が犯罪は断固として取り締まる。警察に取り締まってもらわないとなかなか難しい。でも子

供自身が考えられるようにもっていきたい。実は私、つい先日、愛知県警の企画で、「自画撮り被害

をなくすにはどうするか」を高校生達と議論する機会がありました。「彼氏に送ってと言われたら送

ってしまうかも…」という子もいれば、「それダメだと思う」という子も…。そういう議論が今、必

要なのだと思います。これまで学校ではこういう性的なことを扱ってきませんでした。私もいろいろ

な教育委員会の方とご一緒させていただいていますが、「寝た子を起こす」と心配されます。私の感

じでは、子どもたちはすでに十分に「起きて」います。例えば、小学校ではなかなか「裸の写真」と

いう言葉はなかなか使えません。しかし、現実問題として、話し会ったり、説明したりする必要があ

るのであれば、その辺りは、私たちが考えていかなければといけないと、改めて思いました。 

 大久保様のお話も刺激的でした。それにしても「また相談してね」ということを私たちは学びなが

ら、例えばそのときの場面集などもネットにあるので、私たちも共有していきましょう。 

 山下様からも通報フォームのご説明がありました。それは私たち大人も学ばなければいけないこと

だと思います。今日はこの会場に、いろいろな方がおられます。みんなで学んで、みんなで名刺交換

する良い機会です。まずは大人がつながってやるのが大事だと思いました。更に、一人の親として、

手探りに子供たちと一緒にやることが必要です。「まず共感してあげて、受容してあげて、救うこと

が重要で、子供の変化に気付くことが重要である」。非常にいい御指摘を受けました。その辺りを考

えて、私たちはこれからどうしていけばいいのか。 

最後に一言ずつ言っていただいて、最後に私がまとめて終わりたいと思います。会場の皆様の御質

問を聞く時間が取れず申し訳ないのですが、私たちは残っていますので、何かあればどんどん言って

ください。それでは、どなたからでもいいので、最後に一言お願いします。 

 滝澤： 本日は説明の機会を頂き、ありがとうございました。会場にいらっしゃる皆様も、警察は

日頃からお世話になっている皆様ばかりだと思っています。この問題は今に始まった話ではありませ

んが、ここ数年大きな問題であり続けていて、直ちに解決できる気配もなく、皆様と一緒に取り組ん

でいくことが必要であることを、改めて意を強くした次第です。引き続きどうぞよろしくお願いしま

す。 

 竹内： 滝澤様ありがとうございました。皆さん拍手をお願いします。では大久保様お願いします。 

 大久保： 竹内先生が最後に言われた「共感してあげる」という言葉、そのとおりだと思いました。

そのためには、ある程度子供たちのアプリを自分たちで使ってみるのもいいかと思います。荒野行動

とかInstagramとか使ってみることで、これは面白くてやめられないなと思うかもしれません。使って

みたらからこそ、アドバイスの説得力が増すものです。もし使い方が分からなかったら、子供に「ア
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プリの使い方を教えてほしい」と聞けば、子供は喜んで優越感を持って教えてくれるのではないでし

ょうか。教えてもらうその場で、こうやって使っているんだなと見ることもできるので、子供の力を

借りながら、自分で試して、そして共感して、子供たちと一緒に行動することができればと思います。 

 竹内： 大久保様ありがとうございました。皆さん拍手をお願いします。では山下様お願いします。 

 山下： 本日はこのような場所で、説明の機会を頂きありがとうございました。私どもセーファー

インターネット協会のホットライン事業は、インターネット上に情報が載ってしまったあとにどのよ

うな対応をするかが活動のメインになるので、ホットラインに通報する必要がないことが一番とは思

いますが、そもそもホットラインに通報する必要が生じないように、大人も子供と一緒になっていろ

いろ考えながら活動していければいいと思っています。今日はいろいろな方のお話を伺えて、私自身

も大変勉強になりました。本日はどうもありがとうございました。 

 竹内： どうもありがとうございました。大きな拍手をお願いします。高橋様お願いします。 

 高橋： 今日は貴重なお時間を頂き、ありがとうございました。LINE 株式会社としても、そういっ

た取組を進めて５、６年がたち、本当は専門外のはずなのに、なぜネット企業の人が教育について語

っているのかと、私も話しながらどうしてかと頭にはてなマークがついているぐらいですが、そうい

った取組に当たり、いろいろな勉強をし、LINE 相談という話に現在は進んでいます。ほかのことも

LINE でできることはないのかと常に考えています。子供とのコミュニケーションを縮めるにはどうし

たらいいか。私ども会社は「Closing the distance」といって人と人、人とサービスを縮めるのを会社

のミッションとしています。まさしくそういうところにもつながる話です。子供とのコミュニケーシ

ョンをどうやったらうまくいくかということを考えながら、これからもいろいろな取組をしていきた

いと思います。今日はお時間を頂き、ありがとうございました。 

 竹内： ありがとうございました。とても示唆に富んだいいお話だったと思います。最後に一つだ

け、大きな問題提起をして終わりたいと思います。これは 2013 年のデータで、ネットの時間と得点で

す。ネット使用が１時間以下の子の、国語の点数が全国の中学３年生 79.3 です。２時間以下、３時間

以下、４時間以下、４時間以上、４時間以上は悲惨で９点も低い。しかし、全くしない子は、実は２

時間する子より低いのです。これはなぜでしょう。 

次に数学Ａ。１時間以下、２時間以下、３時間以下、４時間以下、４時間以上、４時間以上と得点

はどんどん落ちていきます。しかし全くしない子は、やはり２時間以下の子よりも低いのです。なぜ

でしょう。全くしない子が上がっていたら、子供に言いやすいですよね。「ネットやったらあかん

ぞ」。しかし実際は全くしない子の得点が低い。誰か御意見を。どうぞ。 

 参加者： 自分にルールを課して。 

 竹内： すばらしい、皆さん。「自分にルールを課して」と言われました。皆さん、拍手をしてく

ださい。岡山だったかの高校生にこれを見せたら瞬時に言いました。「１時間以下の成績が一番高い



 66 

けれど、その子たちは『１時間しかしない』のではなく、『１時間でやめれる人だ』と言いました。

つまり高橋様が先ほど言われたように、「自律した子」なんです。自分でルールを作って、自分で守

れる子が一番になるわけです。もしかしたら、全くしない子は、わからない問題があっても検索でき

ないのかもしれません。ゲームができなくて、ストレスがたまっているのかもしれません。実際のと

ころはよくわかりませんが、禁止だけでは駄目なのでしょう。 

ある高校生はこうも言いました。「それか、怖いお母さんがいる家庭だ」。つまり、やりすぎたら、

保護者が怒ってあげる必要がある。「中３受験期で４時間やるなんて信じられない」「そんな４時間

もやらせてる親の顔がみたい」と言います。 

 そうなのです。だから子供には、「ダメなことはダメ」と言ったらいいのです。物分かりがよくな

る必要なんて全然ないです。「４時間なんかだめ」「荒野行動で 10 万円課金なんてダメ」と言ったら

いいのです。ただ、荒野行動だったらなかなか止められません、面白いです。そこを理解しながら考

えていくことが、私たちのこれからでしょう。 

 だから私たちは、１時間で止められる子に育てるにはどうしたらいいか。ある時期は、親が無理や

り止めさせたらいいのです。赤ちゃんに考えろと言っても、考えられませんよね。他律から自律へ

徐々に進んでいく、そのためのスマホだと思えば大丈夫でしょう。ただ、なかなかネットは止められ

ません。ネットに対抗するには何がいいか。私は、兵庫県青少年課と一緒に、毎年、姫路港の沖の離

島で「ネット断ちキャンプ」を開催しています。ネットが止められない子を連れて行く４泊５日のキ

ャンプです。一日１時間だけネットをしていい場所を作りますが、ほとんどの子が行かない。みんな

でトランプする方が面白い、すいか割りする方が面白いと言うのです。リアルの圧勝です。 

 つまり、上質のリアルは、ネットに勝ちます。だからネットよりも面白いことを見つけてあげるこ

とが、私たちの大事なこと。一緒にやる、親子でドライブするとか。先生ならいい授業をする、いい

部活をする。家なら楽しい家庭を作る。その辺りが重要であると思います。 

そのためにもまず、ルールが必要です。自転車の場合は三輪車、コマ付き、「お母ちゃん離さんと

いて」と後ろを持ってあげて乗る練習をする…。日本中どこでもこういうルールです。けれどもネッ

トにはまだそのルールがありません。そういうルールを作るための、一つの文化作りを、私は今日は

したのだと思います。 

 ネットで面白いものを見つけました。これです。アメリカのお母さんが、自転車に乗る子供を前で

引っ張っています。私が「これは変でしょう。自転車は後ろから押すものだ。前なんかけしからん」

と言ったとします。どう思います？ 「ほっとけ」という話です。そうです、ほっとけという話。ア

メリカはアメリカのやり方があっていいのです。日本は日本のやり方があっていい。アメリカのお母

さんは背が高いから、前かもしれません。たまたまこれがそうであるかもしれません。重要なことは、

それぞれの地域でやり方が違っていいのです。 
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 ある識者がアメリカの LINE、WhatsApp ですが、子供の無料通話アプリを勝手に見るから、日本の親

も勝手に見るべきだと言っていました。私はこれは間違いだと思います。アメリカのお母さんは、子

供に来たラブレターを勝手に見る場合もあるそうです。そういう文化の延長線上として、LINE なども

見ているのかもしれません。もし、日本のお母さんが子供に来たラブレターを勝手に見たら、山下様

どうなります？ 

 山下： 大げんかでしょう。 

 竹内： 大げんかですよね。私には娘がいますが、二度と口をきいてくれないかもしれません。日

本には日本のやり方があるのです。ネットにはまだないから、ネットの文化を今から作っていかなけ

ればいけない。自転車のやり方と同じように、文化作りが必要です。 

 でも考えなければいけないのは、大人だけでは絶対無理です。よく分かりました。荒野行動を知ら

ない。ミックスチャンネルを知らない。TikTok を知らない人が子供に言っても、子供は「はあ？」と

なります。でもなかなか分からない。だから先ほど大久保様が言われたように、子供に聞いたら子供

は教えてくれます。けれども、子供だけでも駄目です。子供も止められないのです。だから大人と子

供が一緒になって、それぞれ社会全体でルール作りをしていく必要があります。 

 今日はすばらしいパネリストの方とすばらしい会場の方と良い議論ができたと思います。パネリス

トの皆さん、御起立いただけますか、それでは皆様、大きな拍手で終わりたいと思います。ありがと

うございました。 
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