
皆さん、こんにちは。今日は最初に私から「スマホ時代の子どもたちのために」という題目でお話させてい

ただきます。その後パネルディスカッション形式で対策を含めた議論をしていくという事でやっていきたいと

思っております。せっかくなので皆さんと良い1日にできる様にしたいと思っております。それから今日は、兵

庫県から学生たちも来てもらいました。若い子たちの生の声を皆さんに聞いていただくためです。前に、待

機していますのでよろしくお願いします。

今日はいろんな方が会場におられます。スマホに詳しい方々もいれば、全く知らない方もおられます。何か

わからないこと等があった時は、隣の方に聞いたり、質問をしたりしてください。講演中の雑談や質問、して

いただいて大丈夫です。

最初に、皆さんに今のスマホについてお知らせします。がどれぐらいできるようになっているかというのをお

示ししたいと思います。今かなりスマホの性能が上がっています。 Google翻訳を使った事のある方、手を挙

げてください。ちょっと見てみましょう。無料のソフトですが、かなり精度が高いです。やってみますね。スマ

ホに向かって話しかけたら英訳して指定した言語に翻訳されてスマホから流れます。英語でやってみます

ね。

「私は、今日は内閣府に来ています。」

I am in the Cabinet Office today.

「会場は大入り満員で、とても私は緊張しています。」

The venue is full and I am very nervous.

私、この前韓国に行ったのですが、1回目は通訳を連れて行って、2回目はこれでやりました。

「私はトイレに行きたいです。ここから一番近いトイレを教えてください。」

나는화장실에가고싶습니다. 여기에서가장가까운화장실을가르쳐주세요.

十分通じました。どんな言語が入っているか。オンライン人口の99%をカバーしたと聞いたことがあります。今、

話題なのがカメラ機能を使った翻訳です。カメラで映すとそれがたちどころに翻訳されます。今日の私の資

料を写すとほぼ忠実に訳します。まだ曖昧な部分も一部ありますが、かなり精度が上がってきました。ここま

でくると、子どもたちにスマホを使わせるか、使わせないか、という状況ではないかもしれません。大学生の

就活活動では、まずスマホでエントリーします。社会人になったら、仕事でスマホ活用は必須です。しかし、

残念ながら子どもたちにはまだまだ危険な部分もあります。怖いところは正しく怖がらせて、賢く使わせる。

どういうところが怖くて危険か、その辺りを子どもたちに正確にていじする必要があります。今日はそのあたり

について皆さんと一緒に考えたいと思います。
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自己紹介をします。私は今、兵庫県立大学で教員になりたい学生達を教えています。訳あって、文部科

学省、総務省、警察庁等、政府のいろいろな方と一緒に仕事させていただいています。マスコミ関係でもい

ろいろと発信しています。毎日新聞、日本教育新聞等に連載したりしています。テレビでもクローズアップ現

代等で、子供とネットについて情報発信したりしています。また、今、子どもたちと一緒にいろんな所で「スマ

ホサミット」と称しまして、子どもたち自身がスマホ等ついて話し合う活動を、学生達と一緒にコーディネート

しています。年間50回ぐらい、そういう事をしています。他にも、うちの学生達は年間300回ぐらい小中高校

に実際に出向いてスマホ関連の出前授業をしたりしています。そういう過程で、アンケートを年間8万人くら

いを対象に取っています。今日はそういった中で私が知り得たことを皆さんにお話します。

私は大学教員になって8年目で、その前は５年間は寝屋川市教委の指導主事。その前の20年間は大阪

府の中学校の教員でした。2005年くらいに学校で大きな事件があり生徒諸君が不安定になった時期があり

ました。不登校生が増え、暴力行為が学校で頻繁に起きました。私は生徒指導主事として対策したのです

が、それまで通りの対応をしても学校の雰囲気が全く良くならない。一つ一つの事例を調べると、トラブルの

ほぼ全てに携帯電話が関わっていることがわかりました。不登校はネット依存、暴力行為はネットいじめ

（ネットトラブル？）が原因だとわかってきたのです。そこで対策の方向性を変更し、ネット対策をしました。モ

バゲー、グリー、前略プロフィールとかMixi、アメーバピグ… 。その対策がうまくいったのか、対策を進めると

学校が一気に落ち着いたのです。もちろん、事件で心が傷ついた子どもたちだったので、カウンセリング体

制を充実させたり、合唱コンクール等の行事にも力をいれました。中学生が小学生を遠足に連れて行ったり。

そういう彼らの心がほっとする中で、不登校も40人いたのが0になり、トラブルが減っていきました。こういう事

かと分かったので私は、教員を辞めて市教委に行って、市全体のネット対策をしました。市教委に５年いて、

フィルタリング率が9割を超えた５年で市教委もやめ、その後でも大学教員 になって8年目、です。

より良い講演にしたいので、皆さんに質問です。まず携帯電話の所持についてです。不所持、ガラケー、

スマホから選んでください。不所持は数名、ガラケー所持が1割強、その他がスマホ所持です。わかりました。

最近で一番、ガラケー所持が多いです。

次に子どもたちが良く使うアプリの名前を出します。見たことがある人は挙手してください。

①スノー？ ５割程度ですか？ 最近で一番少ないです。耳をつけたり、鼻を透けたり… 。

②TikTok 7割くらいですか？

③ミックスチャンネル？ ２割？ え？大丈夫ですか？

④Zenly 10人弱？ う～ん。あまり、みなさん、ご存じないようなので、基礎からじっくりお話しします。今日

は頑張りますね。
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今日は皆さんに若い子たちの生の声を聞いていただく為に、大学生を２人連れてきています。大学生諸

君、自己紹介してください。

玉置： 皆さん、こんにちは。玉置 愛莉（たまき あいり）です。私は大学４年生で竹内先生の研究室で勉強し

ています。先ほど、竹内先生の話にもありましたが、子どもたち自身がスマホ等とのつきあい方を議論する

場、「スマホサミット」に私自身は30回以上参加してきました。また、小学校や中学校に実際に訪れて、子ど

もたちにインターネットの使い方やネットモラルの授業をする「出前授業」に50回以上、行かせていただいて

います。今日は私たちの生の声を伝えられる機会を与えていただきありがとうございます。とても緊張してい

ますが、頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

塩津： 皆さん、こんにちは。私は塩津 佳穂（しおつ かほ）です。私も玉置さんと同じで竹内先生の研究室

で勉強している大学4年生です。 私は卒業論文で「ネット上での出会いの危険性」について研究していま

す。今日もしっかり勉強させていただきたいと思っています。 私は 現在、兵庫県警察の方とTwitter パト

ロールをしています。Twitterに子どもたちが不適切な投稿をしていないか、子どもたち対象に大人が良くな

い投稿をしていないか、パトロールしています。 今日は玉置さん同様、緊張していますが、良いお話ができ

たらと思っております。よろしくお願いいたします。
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まず子どもの現状ですが、小中高校生1万7千人対象の調査結果について皆さんにお話しします。

小学校1年生のスマホ所持率は21％です。それがどんどん増えて中学校では8割、高校生はほぼ全員が

持っています。

子どもの現状 ～アンケートから～
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次のグラフはインターネットに日常的に接続している子どもたちの割合です。

小1男子で日常的にネットに繋いでいるのは約47％。自分のスマホだけではなく、保護者のとか、ゲーム

機とか、です。女子は低学年のうちは男子これより少ないのですが、。これは、ゲーム機から接続しているか

らです。ところが小6で男子を上回ります。最初は男子の携帯ゲーム機等からの接続が多いのですが、小学

校高学年で女子のSNS、いわゆる「インスタ映え」ですね、が増えてきます。わかるように、啓発対象によって

扱う題材は異なってきます。

今見てきたように小学校低学年は、実はスマホからの接続ではありません。それがいつごろ、スマホに置き

換わるか？ 今回の調査では、男子で小６、女子で小４だとわかりました。男子の小6、女子の小４。これは

身長が最も伸びる時期でほぼ重なります。つまり思春期に突入するとほぼ同時にスマホを使い出します。種

の保存の欲求が高まる時期です。そういう時期のスマホだから難しいのです。



少し話は戻りますが、スマホの所持率ですが、小１の方が小２より多いです。ここだけ下の学年の方が多く

持っています。これは決して誤差ではなく、別の地域でも同じような傾向です。どういうことかでしょうか。最

初、ゼミ生は「小１で買ってもらったけど、使い方のルールを守れないから解約された」等の仮説を持ってい

たのですが、非常に興味深いことがわかりました。保護者の問題だったのです。若い両親は両方スマホを

持っています。ですから、家に「家デン」、つまり固定電話を買う必要を感じません。固定電話がないと小学

校に入学した子どもにも電話が必要になる。以前はガラケーが多かったのでしょうが、最近はガラケーの販

売がなくなってきています。キッズ携帯も使い勝手がよくわからない、と若い保護者は子どもに専用スマホを

持たせています。… こんなことがわかってきました。つまり、小１の子どもたちは、「スマホネィティブ２世」なの

です。学生の卒論レベルなので、まだ断定はできませんが、すくなくても学生が調査して地域ではこういうこ

とが起きています。その地域ではスマホの所持は、上から下に増えていくだけでなく、下から上へも増えて

言っています。小２、小３がその「潮目」にあたっていて、一番危険だと私は見ています。
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次のグラフは、子どもたちに「ネットで何を1番よくしているか」問うた結果です。

見てわかるように、男女ともYouTube等の動画を多く見ていますが、男女で他はかなり違います。男子は

ゲームが多いですが、女子は学年があがるほど、SNSが増えていきます。高３女子は71％がSNSと答えてい

ます。また小学校のうちは勉強と答える場合も多いです。タブレットを使ったもので、ネットを通して双方向の

やりとりができます。「正解すると派手に褒めてくれてうれしくなる」「間違ったら説明してくれたり、復習用の

問題をだしてくれたりしてとてもわかりやすい」とは小学生の言葉です。
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次のグラフは、平日１日にどれくらいネットするかを問うた結果です。4時間以上ネットを使う子が、小4で

13%もいます。高1男子は37%。全然勉強していません。しかし、高2、高３とその率が減ります。受験勉強で

しょうね。女子も男子とほぼ同じですが、男子との違いは高2、高3でも割合が減らないことです。女子の場

合、「受験よりSNS」なのでしょうか。娘さんや、女の子のお孫さんを持っている方は、今からスマホの使い方

を教えとかないと非常に危険です。

ある大手の予備校と一緒に、「浪人してから成績が伸びる子、伸びない子」について調べています。まだ

調査過程ですが、一番は小さい頃の読書体験。あらゆる教科の基本なのでしょう。今のところ2番目はスマ

ホとしっかりつきあえる子。うまくつきあえない子は、せっかく予備校で勉強しても、家に帰ってスマホばかり

していたら成績が伸びるわけありません。今、各自治体が全国学力状況調査の点数を上げるために躍起で

す。多くが研究授業や教材開発、教員研修等に励んでいますが、実際はそういう対策よりも携帯電話対策

が重要だとわかりつつあります。きちんとデータと示すことができるように頑張ります。



竹内： 今の見ていてどう思いましたか、玉置さん。

玉置： 私は、神戸市で小学3、4年生対象にスマホ等についての出前授業に中心になって取り組んでい

ますが、彼らの話題の中心はYouTube等の動画とゲーム。私自身、正直、小３にはまだ早いのではないかと

思ったこともありますが、小３でもほぼ全員がやっている場合がほとんどです。

竹内： 3、4年で？

玉置： そうです。3、4年生で自分のスマートフォンではなくても、保護者のスマホを借りたり、ゲーム機を

使ったりするのが当たり前に鳴ってきています。

竹内： 特別の地域の特別な子どもたちじゃないの？ 三宮駅近辺とか？

玉置： いえ、全然関係なく、どの地域でもそう感じます。

竹内： すごい事ですね。では、塩津さんはどう思いましたか。

塩津： 私も、多くの場所に講演や出前授業に行って子どもたちと話す機会があるのですが、やはり友達と

家に帰ったらずっと LINE をしているとか、ずっとゲームをしているとか、もう手放せないという子がたくさん

いると感じています。

竹内： 高校生はどうですか？ 塩津さんは「ネットの出会い」の研究をしていますが、どうですか？

塩津： そうですね。高校生はもっと多い印象です。Twitter パトロールをしていて、結構不適切な投稿、児

童買春とか援助交際とか、そういうのを目的とした投稿があるのですが、通報できる対象というのが18歳未

満なので、困ることがあります。

竹内： 18歳未満がわからないと通報できない。そのあたりが今後の課題かもしれませんね。

その辺りを見てみましょう。SNS起因の性被害等が１番多いサイト、どこだと思いますか。警察庁のウェブサ

イトを見てみるとTwitterだとわかります。警察庁のサイトを見てみましょう。警察庁のサイトがわざわざTwitter 

と個社名を書いているというのはめずらしことです。全体の被害のうち4割ぐらいがTwitter起因です。

Twitter は、昨年度、ここでご指摘させていただいたのですが、今すごく頑張ってしっかり対策をされまし

た。18歳未満のこういう危険な書き込みや、18歳未満を対象とした被害に繋がりそうな書き込みは削除やア

カウント凍結等の対応をしています。つい先程ネットで見たのですが、凍結したのは、全世界で45万件。そ

のうち日本で凍結したのが13万件です。こういう取組の一部を、うちの学生達が兵庫県警察と一緒にさせて

いただいています。非常に意義のある活動です。

塩津： 大学生が不適切と思われる投稿を検索して発見して、それを兵庫県警の方に報告させていただい

て、兵庫県警の方たちがその注意喚起メッセージを送るという活動を今一緒にやらせてもらっています。
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竹内： こういう兵庫県警との取組が始まっています。愛知県から始まったものですが、こういう取組が全国

各地で行われるとよいと思います。塩津さん効果はどうですか。

塩津： 5月頃から始めましたが、100件ぐらいグレーな投稿が見つかりました。最終的に県警の方から注意

喚起メッセージを送られたのは30件ぐらいです。

竹内： 効果は上がっていますか。

塩津： そうですね。１対１のやり取りというのを遮断できるので、効果は大きいと思います。

竹内： 課題は？

塩津： アカウントが凍結されたり、自分でサイトを削除したりしたとしても、また新しいのを作る場合が何回

も繰り返されてしまいます。それが問題です。あとは私たちと同じぐらいの大学生の子の投稿というのが凄く

目立つのですが、18歳未満しか通報できないので、課題だと思っています。

竹内： 18歳未満しか対象にできない。18歳以上だとそれが対象にできない。

塩津： そうです。

竹内： その辺りが問題かもしれません。私、今朝去年と同じキーワードで「＃援交 原宿」で調べてきました。

ありました。まだ同じものが。この書き込みからは18歳未満を特定できません。「ゴム6000、生10000」… 売春

の価格提示でしょう。

塩津： 18歳未満という表記が無いので、これだけだと法に触れるかどうかというのが判断しかねるので、通

報できないので残り続けます。

竹内： こんな書き込みが Twitter でみんなが普通に見られる状況って異常です。日本は文明国なんだか

ら、何とかしてほしいと個人的には思っています。Twitterだけが悪いのではありません。法整備とか、そうい

うことを含めて私たちの社会は考えなければならないところまできています。東京の警察の方と話していたら、

「東京は価格崩壊している。供給過多」という話になりました。笑っていられない状況です。Twitterも対策を

頑張っていますけど、Twitterだけの問題では絶対ないです。「難波、ホ別ゴムあり2万円」。警察の方による

と「ホ別」とは「ホテル代別」という意味らしいです。「ホテル代別に2万円必要です」という意味らしいです。こ

ういうテクニカルタームを子どもたちが知っているというのはどう考えても異常です。Twitter Japanのサイトに

は以下のような記載がありました。「アメリカの法律に準拠し、明確な児童の性的搾取案件は削除する」。私

は法律については専門外で、よくわかりませんが、売春を連想する先程のような書き込みを削除できるよう

な法律を日本で作る必要があるのかもしれません。日本の法律では違法だろうと言ったら、「ん？」という様

な反応がいろんな方々から返ってくるわけです。
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Twitter社の問題というより、日本の問題でしょう。だから、日本が国として売春を明確に違法にしたり、ネット

の記載を禁ずるとかすると Twitter社にもっと強く要望できるはずです。グローバル社会だからこそ、日本と

して海外の企業に日本の基準を堂々と示す必要があります。

次に学生諸君に質問です。ネット上で知り合った人と実際にあったり、出会い系で彼氏、彼女を作ったりと

か、実際に聞いたことありますか？

玉置： そうですね。Twitter の中で、例えば好きな歌手が一緒だったりしたら出会うという事はよくあります。

竹内： 高校生とか中学生とかも多いですか。

玉置： そうですね。高校生でも全然聞く話です。

竹内： マッチングアプリ等で知り合った人と交際している人とか、友達にいますか。

塩津： 私の友達にもマッチングアプリで知り合って、それからずっと付き合っているという子もいます。

竹内： 大学生で君たちの周りで何割ぐらいがネットで知り合った人と、つきあうまでは行っていなくても、実

際に会って交流していますか？ 言える範囲で。

塩津： 私の感覚で言うと、3割ぐらいはネットで知り合っているのかなという感じです。

竹内： 3割！ 玉置さんは？

玉置： 私も3割から4割ぐらいかなと思います。

竹内： 僕らの頃は合コンだったけど、合コンとそのマッチングアプリはどちらが安全だと思いますか。

玉置： 私はマッチングアプリの方が安全かなと。

竹内： え？ どうして？

玉置： 合コンだと、その日に行くまで相手の事を全く知らない状態だと思うのですが、マッチングアプリ

だったら、あらかじめメッセージのやり取りで相手の事がなんとなく分かるので。

竹内： でも、ちょっと素朴な質問。それ来たらおじさんかもしれない。その対策はどうなの。

玉置： いや、その実際に会うまでの過程が大事だなという風に思っていて、メッセージのやり取りだけだっ

たら、相手がもしかしたら偽っているかもしれないですけど、その後に、まずは実際に電話してみて。

竹内： 電話で声を聞く。

玉置： 電話で声を聞いて確かめるのと、あと最近よく聞くのはビデオ通話です。

竹内： ビデオ通話で見たら相手がおじさんだったら分かるね。そういう対策をするわけか。どういう場所で

会いますか。

玉置： それは自分の近くの。

竹内： 1対1だと怖いよね。
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玉置： そうですね。できるだけたくさんの人がいるところが、と思っています。

竹内： コンサート会場とかが多いというのはそういうですね。会場の皆さんに念のためにお話ししますが、こ

の子たちは決して「アバズレ：ではないです。物凄く真面目な学生たちで、こういう所まで来る子たちです。

そういった上で、質問です。マッチングを登録しているのは、大学生の何割くらいですか？

玉置： よくわかりませんが、マッチングアプリ登録している子は3割くらいですかね。

竹内： 3割ですか。みなさんに、割とよく使われているアプリをお見せしましょう。GPS と連動していまして、

その人と自分の距離が分かります。私は男性なので緑で表されます。出会いを求めている女性が赤で表さ

れる。個人のアプリが前の例のようになっていて、ここを押すと、この人の写真がみることができます。しかし

お金が必要です。「今から会いましょう」と書いて、「送信」を押すと、この人にメッセージが送られます。塩津

さん、どう思いますか？

塩津： やはりこういう気軽さが受けているのだと私は思います。この軽い、明るい感じのアプリのイメージも

重要です。出会い系サイトと聞くと、真っ黒なおどろおどろしい感じをイメージしがちですが、こんな風に

あっけらかんとしてたら、何となく気が緩んでしまうのかもしれません。

竹内： 私たち、昭和な人間にしたら、マッチングアプリと言うけど、出会い系との違いがわかりません。

塩津： 出会い系とはまたちょっと違った感覚です。

竹内： どう違うの。僕らは一緒だと思うのだけど。

塩津： マッチングアプリというのは、本当に友達を探したりとか、なんて言うのか。

竹内： 少し違うのか。僕は何回聞いても名前が違うだけだと思うけど。この子たちを否定するのは簡単。

「そんなのダメだろう。君たちが小学生に講演するなんて滅相もない」と言うのは簡単です。しかし、実際に

今の大学生には漫然とそういう空気が流れている。それを教えてくれているわけです。ありがとうね。この子

たちは非常に真面目な子たちです。日本には、実は彼女たちより真面目じゃない子もいっぱいいるから、

私たちはこの辺りから目を逸らしたらいけない。それから、今日の朝教えてもらったのですが、zenly。これど

ういうアプリか説明してあげて。

玉置： zenlyというアプリでは、自分の位置情報を相手に伝える事ができます。友達が今どこにいるかという

のを、アプリだけで確認できるものです。

竹内： これ玉置愛莉さん、彼女がここにいるから、この子が今どこにいるか分かるわけです。それで彼女ス

マホの充電が今69%という事まで分かってしまうのです。

玉置： 確認します。69％です。

竹内： 合っています。僕いろんな友達がいまして、日本中に。例えば、この「あづみ」という子はうちの大学
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竹内： 合っています。僕いろんな友達がいまして、日本中に。例えば、この「あづみ」という子はうちの大学

の学生です。「あずみ」はどこにいるかと言うと、うちの大学の兵庫県立大学にいて、今勉強しています。こ

の子が今何をしているかという事が全部わかるわけです。 これどういう風に使うの？玉置さん。

玉置： これは誰でも見られるわけではなくて、お互いに許可し合った友達内で見る事ができるものです。

竹内： だから彼氏が持っていたら、彼氏がどこにいるか全部わかるわけです。玉置さんは、これを使ってい

る妹と喧嘩して止めさせたって聞いたけど？

玉置： 実際に妹がちょっとトラブルになってしまった事があって。

竹内： どんなトラブル？

玉置： 妹は友達に遊びに誘われた時に断ったのですが、家族で遊びに行くと言いにくくて、バイトだからと

嘘をついたのです。実際に遊ぶ日にちになった時に、妹は違う場所にいたので、友達から「バイトじゃない

でしょ！」と喧嘩になってしまったそうです。

竹内： ZENLY、君たちの年代はどれくらいやっていますか。

玉置： このアプリ大学生の中では、ほぼ普及していないです。

竹内： 大学生は普及していない？ 高校生、君の妹の高校生ではどのくらい。

玉置： 高校生くらいになると8割くらいはやっていると言っていました。

竹内： 君たちも高校生が分からない。大学生が高校生を分からない。54歳の僕が高校生をわからないの

は当然ですね。私は高校生にとってはシーラカンスだね。だから僕が彼らに言っても、何も響かない。

ZENLY、小学生はやっていますか。

玉置： 小学生はまだ、やはりスマホを持っている率も低いので、やっていないと思います。

竹内： 高校生かな。

玉置： 高校生が中心です。

竹内： 素朴な疑問ですが、充電がどうして表示されるの？

塩津： 例えば、今ちょっと相手と連絡したくないなという時に、ちょっと電源が落ちてて、って言えますが、こ

うやって表示されるとその技が使えません。

竹内： あるある。そうしたいとき。

塩津： ですが、相手の充電が分かっていると、電源落ちてるのは嘘なんだと分かってしまったりというデメ

リット。

竹内： という事です。 熊本の子は、高校生集めて聞いたら、熊本は250人のうち半分がZenlyを使っていた

と言うのです。大阪はのある高校は、ほぼ全員使っていた。地域差もあるのかもしれません。
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だけど、今そういう様な状況にあるという事を、私たちはまず知っておかないといけない。

今日は皆さんの意識合わせの為に、象徴的な事例を聞いていただきました。今日はこれからいろいろお

話を、いろんな方々にしていただきますけども、ポイントは私２つあると思います。 現状を聞くと、私たち昭

和は、なんだか怒りのようなものがこみ上げてきますよね。「そんな事をしたらダメでしょう！」 でも、言っても

仕方がない。私たちがどう思っても、彼らは実際にやっている。そういう彼らの行動をまずは認めたうえで、

一緒にどうするべきか考える。そういう姿勢が必要だと思います。

ポイント2つ目、彼女ら大学生と私よりずっと若いが、高校生や中学生の事は分からないことも多い。だか

ら、若い当事者の意見をしっかりと聞き取る。聞き取った上で、しっかり一緒に考える。そういう姿勢が必要

です。親子でルール作りをと言っても、その親が知らなかったら全然わからないのですよ。今日はその辺り

を考えたいと思います。

では、最後に学生諸君、一言ずつ今日来ている方々に何かメッセージを言って、この会を終わりましょう。

どうぞ。

玉置： 私自身も先程のZenlyというアプリは、妹に最近聞いたところなのですが、1ヶ月か2ヶ月前からやって

いたという事を聞いて本当に驚きました。私自身も、高校生にギャップがあって、ここから社会人になった時

に、このまま子どもたちについていけるのかなというと不安に思っています。なので、今日たくさん勉強させ

ていただきたいと思っています。ありがとうございました。

竹内： 彼女の妹はお姉ちゃんがいたから、今zenlyを止めたわけです。喧嘩して止めさせたんだよね。最初

はどうだった。「危なくない、こんなのいいでしょう」を止めさせたわけだね。何分くらいかかったの。すぐ止め

ましたか。

玉置： 1日かけて、朝からずっと説いたので。夜には。

竹内： 夜には止めた素敵なお姉ちゃんですね。では、塩津さん、思った事を言ってください。

塩津： 私、先程のZenlyというアプリを見て、使い方次第で凄く良いアプリになると考えました。例えば、親

御さんが子供に持たせて、今どこにいるかを把握したり、痴呆症の老人に持ってもらうとか… 。 そんな感じ

で、スマートフォンは使い方次第でとてもべんりにもなります。使い方を自分で上手い方に持っていくのか、

悪い方に持っていくのか、そういうところを考えるのが大事かなと思いました。

竹内： 上手い事まとめるね。僕の言おうとしている事、言われてしまいました。そういう事ですよね。私たち

が考えなくてはいけないのは正しい使い方。塩津さんは将来、パートナーに旦那さんにはZenly持たせる？

塩津： できれば持たせなくていい人と出会いたいです。

竹内： お時間来たので、ここ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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