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只今ご紹介をいただきました、内閣府特命担当大臣の宮腰でございます。

本日は、青少年の非行・被害防止対策公開シンポジウムにご参加をいただきまして、本当にあ

りがとうございます。内閣府では昭和54年度以来、毎年7月を青少年を非行から守る全国強調月間

として、関係省庁や関係団体とともに、青少年の非行防止の為の活動を強力に推進して参りまし

た。平成22年度からは、児童買春や児童ポルノといった福祉犯の被害防止の目的も追加をいたし

まして、青少年の非行・被害防止全国強調月間として、更に各種対策を拡充して実施するように

なってきている所であります。

ここで昨年の青少年の非行情勢を見ますと、刑法犯少年の検挙人員は15年連続で減少し、戦後

最小を更新する等の成果が上がっておりますが、一方で青少年の被害情勢については、スマート

フォンやSNSが急速に普及し、青少年を取り巻くインターネット環境が一層多様化する中で、児童

買春や児童ポルノを始めとする被害児童数は近年増加傾向となってきております。

こうした状況を踏まえ、政府では平成29年子供の性被害撲滅を期する為、子供の性被害防止プ

ランを策定し、関係省庁が施策を推進するとともに、昨年7月には同プランの推進を盛り込んだ第

4次青少年インターネット環境整備基本計画を決定し、関係省庁が連携して各種施策を強力に推進

している所であります。

本日のシンポジウムは、子供の性被害の実情に鑑みて、「インターネット利用に係る性被害か

ら子供を守るために」をテーマとして開催をしておりまして、基調講演を始め、パネリストの皆

さんはそれぞれ青少年のインターネット利用の現状や、厳しい性被害防止の知見を有する方々で

あり、有意義なパネルディスカッションが成される事を期待をいたしております。皆様方に置か

れましては、是非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あると存じております。

最後になりますけれども、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事を祈念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきま

す。本日はどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
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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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16

事例紹介①

警察庁 生活安全局 少年課長 村上 尚久

只今ご紹介いただきました警察庁の少年課長の村上と申します。

先程の竹内先生の笑いをとるお話の後に、堅苦しい説明になってしまいますけれども、15分程お付き合

いをいただければと思います。

私の方からは、子供の性被害の現状と対策についてという事で、まず足元の被害の状況についてご紹介

します。
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まず、こちらをご覧ください。SNS に起因する被害児童数の推移です。1番上の頭の数字をご覧ください。

平成30年と29年を比べますと横ばい、それ以前は増加傾向でしたが、全体としては頭打ちという事です。

またこの縦のグラフ、色毎に罪種等を分けていますが、緑については、いわゆる青少年保護育成条例違

反。それからこの次の赤については、いわゆる児童買春。黄色については、児童ポルノ法違反という事です。

全体的な傾向を見てみますと、児童買春あるいはポルノ法違反が前年と比べると、多少減少していますが、

青の部分。いわゆる略取誘拐等の重要犯罪が1.5倍という事で増えている状況です。
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続きまして、学識別です。1番大きな特徴としましては、高校生については残念ながら引き続き増加傾向

が継続してますけれども、中学生については29年30年と比べますと、足元やや減少が見られます。

全体の中に占める割合ですが、高校生の被害が5割強、これは例年通りの状況です。高校生の被害児童

数が増加した要因としては、青少年保護育成条例違反、児童ポルノそれから略取誘拐が増加しています。

また Twitterなどの、被害児童数の多い一部のサイトで、高校生の被害が増加しているという事が恐らく影

響しているのではないかという事です。それから中学生、先ほど竹内先生の基調講演の中にありましたが、

高校生に比べてスマホの普及率がまだまだ伸びる余地があります。実際今上昇傾向にあるわけですが、普

及率が上昇している中で、警察で認知をした数という事ではありますが、減少したという事でございました。

このような現状について、必ずしも安心できるわけではありませんけれども、学校等での情報リテラシー教

育が効果を上げているのではないかという風に受け止めています。
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続きまして、被害にあった児童について、実際に学校で指導を受けていたかどうか。フィルタリングの利用

の状況について尋ねた結果です。学校で何らかの指導を受けていたというのは、青とオレンジ。学校で何ら

かの指導を受けていたお子さんというのは増えてはいます。ただ残念ながら、あくまでも被害に遭ってしまっ

たお子さんという事ですので、指導を何らかの形で受けているお子さんの割合が増えているにも関わらず、

被害児童数は減っていないという状況にあるわけです。

次、フィルタリングですが、フィルタリングについても、この青の「利用していた」の割合がやや増えている。

「契約当時から利用していなかった」、これがやや減っている。それから「契約時には利用していたが、途中

で外してしまった」がやや減っている。これは昨年の法改正で、携帯電話事業者に、店頭でのフィルタリン

グの説明及び有効化措置が義務付けられたわけです。実際被害にあった子供が持っていた携帯の契約の

時点がどこかというのははっきりしませんので、この状況についてタイムラグがあるかと思いますけれども、

フィルタリングの利用状況について、やや改善傾向に見られると。ただし、被害数は横ばいですので、これ

を我々としてはしっかり今後とも見ていかなければいけないと受け止めております。
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次に、SNS で被害に遭ってしまった児童数は、残念ながら Twitter が最多です。Twitter社では、いわゆる

不適切な書き込み等の投稿等を認知した場合、私ども AI を使ってという様な話を伺ってますけども、これ

を削除するという形で対策の方を強化していただいているという風に伺っています。恐らく一定の効果は上

がっていると思っていますけれども、なかなか減少という形にはなっていません。

これは恐らく、先程その削除対象のワーディング。例えば「援交」とか、「円」とか、「ゴム」とか、ああいった、

いわゆる露骨なものについて恐らく削除の対象になっているのだろうと。ただ、なかなか難しいところは、もう

ちょっと婉曲な言い方をして書き込みをするという実態も増えている。要は、従来であれば削除対象になっ

ていた様なワーディングを避けて、また違った言い回しを使う。その辺りはイタチごっこになっているところは

残念ながらあるのかなと思います。

もう1つ、私どもとして問題だと思っている所は、2番目の青の部分のひま部です。基本的には18歳未満を

対象に限定した SNS サービスだという事ですが、この中で一部、例えば大人が中学生、高校生になりすま

して、それによって被害に遭う子供が出てしまうという様な、残念な事例も実際に発生しています。
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続きまして、具体的な被害の実態です。これはTwitter に限らずですが、性被害等に繋がる恐れのある不

適切な書き込みとしてどういったものがあるのか。

要は隠語と言うかワードです。「JK」「お金がない」「金欠」「プチします」「えん募」「円」「パパさん」「デート

援」等。あるいは家出中の書き込みという事で、「家に帰りたくない」「誰か泊めてくれる人いませんか」この辺

りは、なかなか削除のワーディングとして、どこまで削除するかと、恐らくTwitterを始め、事業者サイドも苦労

されているところではないかと思います。

それから一見すると単なる友達募集、「友達になりたい」「ゲームの話できる人募集」ですね。それから自己

紹介。この辺りになると、一体これが不適切な書き込みなのかどうか、なかなか判断するのが難しいという状

況は現実にあります。
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続きまして、自撮りに伴って被害に遭ってしまったケースです。

まずこの1つ目の愛知県の事例です。これは同じ高校の同級生同士という事案でしたが、この男子高校生

が同級生の女子高校生の動画を拡散したという事で、これは児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙しま

した。

それから2つ目ですが、これは先ほど申し上げた様に、大人が女の子になりすまして裸の画像を送信させ

た事例です。被疑者22歳で、小中学生に人気のゲームアプリで知り合った小学校6年生の女の子を装って、

自分のスマホに裸の画像を送信させた。これは強制わいせつ、それから同様に児童買春・児童ポルノ禁止

法で検挙をした事例という事になります。
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続きまして、その他の検挙事例です。これは実際に相手と会ってしまった事例です。

これは56歳被疑者が高校生になりすまし、中学生の相談を受けて個人情報を聞き出して、抵抗できない

状態にして無理やりという事例です。これは先ほど触れました、ひま部の事案です。新聞等でも報道されま

したのでご存知の方もいらっしゃるかと思います。

それ以外にも、営利目的誘拐事件、これは茨城の事案です。アルバイトを探していますという書き込みを

したところ、誘い出され、性風俗店で働かされた事例。

それからこれもSNS で知り合った中学生2名に買春相手を紹介していた事例。この様なケースが実際にあ

るという事です。
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続いて、対策です。警察が把握して認知する状況というのは、残念ながら被害に遭ってしまった後という

事です。したがって、もちろんその被害に遭ってしまった子供の保護もそうですし、加害者側の大人、これを

きちんと検挙をしていくという事が、我々の第一の対策です。それに加えて、やはり今ご覧いただいた様な、

生々しい実際の危険性、SNS を安易に利用し、あるいはSNS で知り合った相手と安易に会ってしまう事が、

どの様な深刻な被害に繋がるかという事について、学校、子供たち自身、あるいは学校で指導している先

生方、保護者の方々にきちんと知っていただくという事が、警察として取りうる啓蒙、啓発活動として非常に

重要ではなかろうかという事です。

その様な意味で、警察庁のホームページに、年齢段階に応じた啓発用のリーフレット等を作成して、PDF

という形で学校、あるいは親御さんの方でご活用していただける様に提供しています。

先ほど竹内先生の基調講演の中にもありましたけれども、今後小学生のスマホ利用というのは、恐らく今よ

りも伸びてくるだろうという風に考えています。その様な時に、早い段階からきちんと危険性を理解してもらう

事が大変重要ではなかろうかと考えています。
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また、もう1つこの相談窓口、例えば残念ながら実際被害に遭ってしまった、あるいはまだ被害には遭って

ないのだけど、うっかり書き込んでしまったとか、メールを送ってしまったどうしようといった時にどこに相談す

ればいいのか。なかなか地元の警察署に行って相談するというのも敷居が高いという様な事もあると思いま

す。

そこで、各省庁、関係機関にご協力をいただきまして、「ぴったり相談窓口」というものを警察庁のホーム

ページ上に開設しました。

これは使い方としましては、例えば自分が小学生なのか、中学生なのか、高校生なのか、それから何につ

いての相談、自分の事なのか、親の事なのか、友達のことなのか、こういった事を質問形式で打ち込んでい

きますと、1番適切だと思われる相談窓口を紹介する。この様なポータルサイトです。

併せてこちらにはリーフレットだけを書かせていただいてますが、動画の啓発資料も同様に、警察庁の

ホームページ上で公開、提供させていただいています。各都道府県警察でも同様に、リーフレットとか、ある

いはDVD 等の教材を提供しています。例えばこの福岡県警のDVD については、作成当初から教育委員

会と共同して、授業で使える指導案という形で作成をして、これを実際この画像を見ながら先生方が子ども

たちに授業を行っていて、どういった内容について教えなければいけないか、あるいはどういった内容を定

着させなければいけないかという事について、システマティックにやれるような教材を作成しています。

この福岡県警が作成したものですけれども、利用したいという都道府県は他の県でも使っていただきたい

という事で、複数の県でも今現在活用されています。あるいはこの北海道警察では、地元の大学生にご協

力いただき、やはり同様の DVD や指導案を作成し提供をしています。
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また、先ほど竹内先生から兵庫県での取り組みという事でご紹介いただきましたが、 Twitterの被害が非

常に大きいという事で、サイバーパトロールによって不適切な書き込みを発見した場合、注意喚起文を各警

察の方で貼り付けまして、注意を促す。その様な注意喚起文を貼り付ける事によって、書き込みを行ってい

る子どもたち自身、それからそれに対してリプライをしようとしている大人等に対して、注意喚起をするという

取り組みを、愛知県、兵庫県等において、学生のボランティアにもご協力をいただきながら取り組みを進め

ているところです。

私どもとしましては、この様な取り組みを引き続き進めることによって、今まで以上に子供の性被害の未然

防止に努めていきたいと思っています。

また併せて、SNSの事業者、キャリアの事業者には、学校での出前授業のような形で啓蒙、啓発等にご協

力をいただいている所ではありますが、なお一層の安全なネット、SNS の利用環境の実現というものにご尽

力をいただければという風に併せて期待をしている所です。

私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。



事例紹介②

ＬＩＮＥ株式会社 公共政策室 藤川 由彦
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ＬＩＮＥ株式会社の藤川と申します。よろしくお願いします。

本日は事業者の方の立場から、青少年の安心安全についてご紹介させていただきたいと思います。「青

少年の安心安全に関するLINEの取組みついて」という事でご紹介させていただきます。
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私どもは2000年に設立した会社で、東京の新宿区に本社を所在する企業です。

主なサービスは、コミュニケーションのサービス、アプリ、LINE。あと、AIプラットフォーム、Clovaというものも

やっています。
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このLINEのコミュニケーションアプリの方ですが、簡単に機能を説明しますと、無料ビデオ通話、無料音

声通話、あとはトーク、グループトーク、メッセージのやり取りです。スタンプが送れるという事で認識いただ

いている方もいらっしゃるかと思います。あと、タイムラインという形で、自分の近況情報なんかを皆さんに、

複数の方にお知らせする機能もあります。
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今、最新だと、大体日本で8千万人の方がお使いいただいています。

このアクティブユーザーというのは、単純にアプリをインストールしているだけではなくて、実際にお使いに

なられている方です。大体日本の国民の人口と合わせると6割くらいの方が、毎日とは言わないものの、日

頃からお使いいただいているという状況です。
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これは参考までにですが、大体男性、女性は一緒です。あと、年齢。1番最後は50歳以上となっています。

40歳以上が左側なので、割と年齢が高くてもお使いになられているという事です。会社員の方だとかという

風に照らしても、大体本当に満遍なくお使いいただいている様な状況で、特に今高齢の方もだんだんにお

使いいただいてきている様な状況です。
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安心安全ですが、3つの側面があると私たちは思って取り組んでいます。まずは人間。お使いになる方。

加えて右側、システム。システム側で何が出来るのか。あとは社会、法律、ルールはもちろんですが、あとは

業界全体で何が取り組めるのかといった事も話し合っている様な状況です。
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人間ですけれども、私たち学校に講演という様な形で、出前授業のような事をしています。
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大体年間2500回以上、本当に北の端から南の端、離島まで赴いて子どもたち、もしくは保護者の方々に

ネットの安全に関する講演をしています。
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「あなたがクラスの友達から言われて、嫌だなと感じる言葉はどれ？」という事です。5つ言葉があります。

「真面目だね」、「おとなしいね」、「一生懸命だね」、「個性的だね」、「マイペースだね」、これ誰に言われる

かは皆さん想像で構いません。奥様でも旦那様でも誰でもいいです。

これ何が言いたいかと言うと、人によって嫌な言葉って違いますよねという事が言いたかったのですが、た

だ実は、この5つの言葉、全部悪口ではないのです。相手によって、言われるタイミングによって、嫌だなと

思う事がある。
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それを子どもたちに知っていただきたくてお話ししているという事です。こういった言葉を投げかけられた時

に、相手がどういった気持ちなのかなという事を想像していただきたい。その上で判断してもらいたいという

事です。子どもたちとても繊細なので、非常に過敏に反応して、その後喧嘩になってしまう様な事もあります。

ですので、一拍おいて想像してみてくださいとお話しています。
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もう1点、メラビアンの法則というのがありまして、アルバートメラビアンという方が仰っていた説になります。

人と人のコミュニケーション、どこから情報を得るのか、言葉7%。耳からの情報というのは声のトーンだったり、

声の大きさだったり、早さだったり、これが38%。目からの情報55%。

という事になると、LINE のトークメッセージで言葉が投げかけられるというのは、非常に情報量が少ないと

いう事になると思います。その点を知っていただきたい。

つまりは、先程のなりすましの話があったかと思いますが、要はこの言葉を投げかけている相手はどんな

人なのだろうという事、それを判断するには情報が足りているのかという事を想像してもらいたくて、この話も

しています。
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次の教材です。こんな事も紹介しています。ネットに公開するにはどこに気をつけていればいいのという事

で、こういった画像を見せています。子どもたちに見せると「何がいけないの」といろんな事を言ってきます。

「制服着ている」とか、「友達の顔写っているけど承諾してもらったの」とか。あと細かい所だと「電信柱に住

所出ているよ」とか。要は子どもたち自身に考えてもらいたいという事です。

こちらから言う事をただ聞いてもらうだけではなくて、考えてもらうワークショップをしています。
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こういった子どもたちに考えてもらうワークショップの教材の開発を行っており、
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かつ、学校でもお使いいただける様にネット上でも公開しています。
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先ほど申し上げた様に、単純に「これやってはダメだよ」、「これはもう絶対触らないでね」と言うのではなく

て、子どもたち自身に考えてもらって、かつ新しいサービスがどんどん生まれてきますから、そういった事に

も応用してもらえるようにという風に思っています。
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次、システムの方いきます。

システムですが、私たち先ほど申し上げたタイムライン、公開されているところに関しては、24時間365日モ

ニタリングをして不適切な情報を監視しています。場合によっては削除する事もございます。ただ誤解して

いただきたくないのは、トーク、１対１のやり取りに関しては、私たち法律の言うところの通信の秘密、もしくは

個人のプライバシーを守って、ここは見てはいません。ですので、トークの中身というのは運営者側で見て

いるのではないかと言われる事ありますけども、暗号化して、私たちでさえ見られない様な状態にして管理

しています。
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加えて不適切なトーク、もしくはやり取りがあった場合には、お気付きの時に通報していただける様に通報

窓口の設置もしています。
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加えて年齢情報を用いた機能制限という事で、18歳未満のお子さんに関しては、このトークのIDという機

能を使わせない様にしています。

このLINEというサービスが生まれた時に、広くID を交換してしまうケースが非常にありました。 結果としてト

ラブルに巻き込まれたりといった事があったので、18歳未満の方はIDの検索、もしくは自分の ID さえも使え

ない様にしています。

どうやって18歳未満かどうかをどう判断するかと言うと、キャリア方から年齢情報18歳未満か、それより上な

のかと言うところのフラグだけいただいている様な状態です。ですので、お子さんの携帯電話を、携帯電話

ショップで契約する時に、正しく利用者情報を登録してもらわないと、私たちのところまで情報がきません。

なので、契約時にきちんと情報を伝えているという事は、安全にも繋がっているという事を、皆様によく理解

していただける様に、周知活動も行なっています。
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あと、登録時の本人確認。SMS認証、二段階認証。私たちはSMS認証、二段階認証といったものを行って

います。
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加えて、乗っ取りを防ぐ仕組み。これも今までの歴史の中でいろんな事がありました。ですので、乗っ取り

を防ぐ仕組み、これは１端末でしか使えない、こちらに移したらもう前の端末は使えないという様な仕組みを

行って、システム的にいろいろな側面からユーザー保護に努めています。
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最後、社会です。社会に関しては先ほど申し上げた様に、業界でも手を組んで取り組んでいます。普段私

たち業界内では、本当に切磋琢磨して、いろんな競争をしているわけですけども、青少年保護に関しては、

みんなで力を合わせようという形で、業界内で取り組んでいます。
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特に、青少年ネット利用環境整備協議会という団体に関しては、いわゆるコンテンツプロバイダー、

Facebookだとか、Twitterだとか、そういった事業者と手を組んで青少年保護に取り組んでいるところです。

ここにあるのは、開催したイベントの様子です。情報モラル講師の方が各地で活躍されて、その情報知見

を皆さんで共有していただく場といったものも設けています。
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高校生自らに性被害防止について、直球で考えてもらうという様なイベントも開催してまして、実は両方の

イベント、来月にも今年度も開催する予定です。
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高校生に書いてもらって、こういう風にまとめてもらったという様な事もありました。
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最後にSNSの相談窓口の話をさせていただこうと思います。いわゆる10代の方が通信メディア、何を使っ

ているかという事です。

例えば固定電話が0.3、携帯電話が0.6だとすると、いわゆるSNS利用というのは54という数値になるという

事です。要は非常に大きな開きがある、もしくは電話、携帯電話、固定電話の通話というのはあまり使われ

なくなってきているという事です。ですので、相談窓口を設ける時に、電話で相談窓口を設けても、なかなか

若い方は使いにくい。
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なので、LINE を用いた相談窓口といったものを各地の自治体、もしくはNPOの団体等と手を組んで、今

展開しているところです。いじめ、自殺、もしくはそれ以外の社会課題についても、相談窓口、様々な観点

で今活用していただいています。
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長野県の事例ですと、1日1.8人の方しか相談してこなかったところが、LINEで相談窓口を設けたところ、

112.7という事で、数十倍の結果が出たという事もあります。

要は普段使っているツールで、相談をしてもらえる様な環境を整える。要は相談する時のハードルをいか

に下げるかというところを観点にして、こういった取り組みをしているという事です。
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振り返ると、私たち3.11をきっかけにサービスを発足しております。と言うのは、あの時電話が通じなかった。

家族となかなか電話が通じなくて、連絡が取れなかった。その時でもインターネットは使えていたわけです。

ですので、そのテクノロジーを使って、いかに大事な人と繋がっていられるか、その信念に関しては今も同じ

で、
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この 「CLOSING THE DISTANCE」要は距離を縮めるという事を社是として、様々な活動に取り組んでいると

ころです。
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人と人、人と社会、もしくは人とサービス、そういった事をより距離を近づけて、より良い社会になる様に、こ

れからも取り組んで参りたいと思います。以上です。
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事例紹介③

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス事務局長

坂本 新

皆さん、こんにちは。人身取引被害者サポートセンター ライトハウスの坂本と申します。

本日は「ライトハウスが受ける相談と提供する支援」という事で、子供のSOSに気付くにはどうすればいいの

かという事を、15分という短い時間ですけれども、事例を踏まえてお話をしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。
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自己紹介の方をさせてください。私は実は大学を卒業したあと、民間の警備会社の方に20年ほど勤務し

ていました。ここから歩いて5分くらいに本社があるALSOKという会社になります。10年近く海外に駐在をし

ていまして、ここに書いてある中南米、ロシア、中国等々の大使館のセキュリティに関する業務に従事してい

たのですが、ここで多くの性的搾取、主に女性や子供の性産業で働かされている方々を見る機会があり、

いろいろと考える事がありまして、帰国後20年勤めた会社を退職して、国際NGOで1年間勤務をして、その

後ライトハウスの方に転職し、間もなく5年が経とうとしています。
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団体の概要をまずは簡単にお話させていただきます。特定非営利活動法人 人身取引被害者サポート

センター ライトハウスと申しまして、日本国内での主に人身取引の中でも性的搾取の被害者の支援と、こ

の根絶に向けて活動をしている団体です。

2004年の8月に任意団体として発足しまして、2009年にNPO法人化しています。所在地は東京都内に事

務所を構えていまして、住所はスタッフの安全対策上、非公開とさせていただいています。どうしても、この

様な活動をしていく中で、反社とか半グレと言われる、そういったところに関わる事も多いので、その様な対

策とお考えください。支援対象地域ですけれども、日本国内全域としていまして、北海道から九州まで日々

相談が入っている状況です。

主な活動については、3つです。「人身取引被害者、主として性的搾取の被害者に対する支援」と「本問

題に関する予防、啓発」、そして「法制化等を視野に入れました政策提言」、これらを活動の柱としています。

現在スタッフ数は常勤4名、そして非常勤3名、合計7名の非常に少ない人数ですが、このメンバーで活動

をしています。
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人身取引とは、あまり日本国内では聞き慣れない言葉かと思います。ここに書いてあります性的搾取、強

制労働、臓器の摘出、この3つが大きく国連で定義されている人身取引の構成するものですけれども、当団

としては、この性的搾取というところをメインに活動の方を行っています。全世界で約2500万人近い被害者

がいると言われています。
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この中で、日本国内でどういった事案が起きているのかという事ですが、昨年1年、2018年1月から12月末

日まで、ライトハウスの方に寄せられた件数というのが、新規での相談件数241件、241名になります。この内、

先ほどの前のページにありました人身取引、ここに定義される、もしくはこれを疑われる事例というのが、約

103件となっています。

具体的な内訳ですが、1番多いのが、ここ数年メディアなどでも取り上げられています、アダルトビデオの

出演強要被害。これが40名です。性風俗でのトラブル、性的搾取の可能性、自画撮り、援助交際、児童ポ

ルノ等々と続いております。これが去年1年の内訳になるのですが、今年に入って1月から6月までが、実は

既にもう282件の相談が入っていまして、昨年の倍という形になっています。
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ライトハウスが具体的にどのように支援を提供しているのかと言うと、メールと電話、そしてLINEです。こち

らの3つを受け皿として相談を受けています。

本来こういう業務であると、24時間365日受けたいところですが、どうしても7名という少ない人数でやってい

ますので、原則平日の10時から17時ぐらいを目処に相談の方を受けています。以前は、やはりメールとか

ホットラインの相談が多かったのですが、LINEを導入してからは、特に若年層からの相談は、LINEを通じて

入っているものが格段に増えています。

どういった相談、支援をしているのかと言うと、原則我々が支援を提供する際には、1度ご本人とお会いす

るように努めています。ご本人に1度お会いして、ご本人がどういった問題を抱えているのか、その主訴を確

認して、実際にこの様な被害にあった場合、我々のような民間支援団体ひとつで出来る事は非常に限られ

ているので、例えば警察であったりとか、行政の相談窓口であったりとか、もしくは法的な介入が必要であれ

ば法律事務所の弁護士さんに繋ぐであるとか、その困り事によって、適切と思われる社会資源に繋げる。そ

してそこへの同行です。寄り添いの支援をしています。

また状況によっては、例えば風俗で働かされている、辞めさせてもらう事が出来ない、もしくはアダルトビデ

オに騙されて出演契約を結ばされたといった場合に、その加害者側との交渉、これを代理で我々が行う事

もあります。
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昨年10月から東京都の方から若年被害女性等支援モデル事業という事業の委託を受ける事になりまして、

主として東京都内の10代から30代の女性の支援、こちらの事業を開始する事が出来ました。

本事業では、「アウトリーチ」と「居場所が無い方の為の居場所の提供」、そして「就労支援なんかも含めた

自立支援」、この3つを大きな柱として活動をしています。

アウトリーチ事業については、当初東京都の方からは、都内の繁華街における夜回りを中心でやっていた

だきたいという話だったのですが、我々の方は新宿の歌舞伎町で夜回りを週に1度実施をすると同時に、

ウェブサイト上でのアウトリーチも行っています」。特にここに書いてあるGoogleさんですとか、Twitterさんの

広告を利用して、いわゆる被害、もしくは相談者の方が、スマホなんかを使って、例えば「JKビジネス辞めた

い」であるとか、「AV契約破棄」とか、そういったキーワード検索をしていた時に、我々の相談先がそちらの

方のスマホに広告として表示される様な、そういった取り組みをしています。

この関係で相談者さんの数が増えてきているというものがあります。私が受けた電話でも、LINEにどうやっ

てログインしたかよく分からないので教えてくださいという相談もあったりしました。こういうところも一応丁寧

に対応の方をしています。
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簡単に事例の方を2つ程、お話をさせていただきます。

1つ目はまず児童ポルノ、リベンジポルノの事案です。これは中部地方のとある県になるのですが、元交際

相手による加害です。高校生同士で付き合っていたというケースです。諸般の事情で別れ、男性が別な地

域に引越ししました。その際に、交際時に男性が交際相手の女性の性的な写真を撮影しており、その写真

をもとに、もっと過激な写真を送れなど、様々なエスカレートした要求をしてきました。当初は女性の方はや

むを得ずそういった写真送っていたのですが、それをばら撒かれたくなければ、今度は現金をよこせという

話になってきて、さすがにそれは本人もどうする事も出来なくなって、いろいろな相談先を探す中でライトハ

ウスに繋がったという事案になります。

先程も申し上げましたけど、この様な状況になった場合に、なかなかライトハウスとしても出来る事というの

は限られていますので、本人の了承を得て、こちらは地元の警察の方に繋ぎまして、お話を受けた県警本

部の方が非常に迅速に動いてくださいまして、被害者が住んでいた地域というのは県警本部とはちょっと離

れた地域にあったのですが、そこの県警本部の女性の捜査官が、被害者さんの住まれる所の所轄の警察

まで赴いて、非常に丁寧に対応してくださって、最終的には事件化したという非常に好事例になっておりま

す。
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もう1つは、SNSで知り合った相手による加害というものです。いわゆる出会い系のアプリで知り合ったという

ケースです。知り合った時に女性の方はまだ児童で、相手の方が成人という形でした。 2人で会った際に、

そういった行為をしている最中の動画を男性側の方が撮影をしていたというケースで、女性の方はその動

画の方を消すようにという事を再三言ったのですが、最終的には消してもらえないまま別れました。

その後、しばらく経ってから女性の方が、やはり自分の撮られていた動画は、何処かで悪用されているの

ではないかとか、ネットに上げられてしまうのではないかという、そういう怖さがあって、どこかに相談したいと

いう事でライトハウスに行き着いた事案になります。

これも相手方の情報が全く何もない状況で、唯一あるのがSNSの繋がりという所だけだったのですが、こち

らも現地の警察の方と相談をさせていただいたところ、現地の少年課さんの方が非常に迅速な対応をしてく

ださいまして、加害者の検挙に至ったという事例になっています。

通常こういった相談を受けると、本人たちは警察とかには言わないでほしいという事をよく言うのですが、

その裏には警察に相談した時に、具体的に警察が何をしてくれるのかという事が、まだやはり分からないと

いうのがあるので、我々の相談員等は「警察に相談すると、警察があなたを守るためにこういう事をしてくれ

るよ」とか、そういった具体的な事を伝えてあげることで、だったら相談しようかなという様な、ちょっと本人も

前向きな気持ちになれるという事が幾つかの事例としてあります。
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被害の防止、根絶に向けてという事ですけれども、本来ここには先ほど竹内先生からお話いただいた事と

か、いろいろシステム的なものであったりとか、ルール作りであったりとか、 LINE社さんの様な取り組み、そう

いったものが入ってくるのですが、いわゆるそこのちょっと一歩手前の、本当に根源的なところになるかと思

いますが、我々の方で考えているのは、被害の実態調査と対策という事を考えています。恐らく関係省庁さ

んの中では、既にこういった実態調査とかはされていらっしゃる所もあろうかと思いますが、この辺りの調査

の規模とか内容を深めて、実際のその被害の現状が分からないと、どの様な対策を打つと良いかという事

は分からないかと思いますので、この様な事をしていただけたらと思う次第です。
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あとは児童や青少年が安心して相談できる窓口の整備云々等書いてありますが、やはり5番目です。子供

を性の対象とする事を容認しない社会というものをしっかりと作っていく必要があると思っています。

やはり子供に対して「これをしてはダメ」とか、そういう事を言っても、大概それをやってしまったりとか、本

人もやろうと思ってやるのではなく、気づいたらそういう所に陥ってしまったという状況というのは多々あると

思うのです。そうなると、例えば真面目な子ほど、ダメだと言われたのにやってしまったという事で、本人が

当惑して誰にも相談できない様な状況になっていきます。これがまさに加害者側の狙いであって、被害者

を孤立させていって、結局は加害者の言うことを聞くしかないのだという様な状況に追い込んでいくという事

になると思います。

なので、こういった所から被害にあった児童や青少年、これは被害に遭ってしまうものなのだという位の認

識で、そういった相談があった時には、もう自己責任等々ではなく、被害に遭った子どもたちを徹底的に守

るという組織文化が必要になるのではないかと思います。仮に自分の好奇心等で足を踏み入れたとしても、

そこで被害が発生して本人がそこを抜け出したいと言うのであれば、それを助ける大人の存在が必要であ

ろうかと思います。

そしてもう1つ、非常にこのような問題は日進月歩で、本当にいろいろな形態の被害が出てきていますが、

打てる手がない状況でも、被害者が孤立しないような次の手というのを、ぜひ大人の方が考えていただけた

らと思います。



68

そのような啓発の1つとして、以前ある助成団体さんから助成金をいただきまして、こういったAV出演強要

被害に関する啓発動画と、
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あともう1つJKビジネス、児童買春に関するちょっと短い3分間の動画を作っています。YouTubeで見られま

すので、是非よろしければご覧になってください。一部の県警本部さん等でも、研修なんかでお使いいただ

いています。

実際にプロのクリエイターの方に作っていただいている物なので、非常に高いクオリティになっていると思

います。
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特にこちらのAVのものに関しましては、作った当時3年前ですけれども、渋谷区の区役所の協賛を受けて、

JRの渋谷駅のハチ公口の街頭ビジョン12箇所で半年間ほどランダムに、これの30秒バージョンを流してい

ただいた経緯があります。
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という事で、非常に短い時間での事例共有になりましたけれども、ライトハウスに寄せられる事例の方をお

話しさせていただきました。

ここの皆さんから向かって左から2番目の女性がライトハウスを立ち上げた藤原です。これは2年前です。

内閣府さんと警察庁さんと警視庁さんが中心になって実施をした毎年4月のAV出演強要、JKビジネス等々

の被害防止月間のイベントの写真になります。渋谷駅の前で行ったものです。

では、以上となります。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。
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簡単に説明していきます。

事例紹介④

鎌倉女学院中学校・高等学校教諭 佐藤 正二
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ここで言いたいのは3番目なのですが、うちの学校は鎌倉駅から約7分、それから学校から海まで約7分。

平坦なのです。ですので、東日本大震災のあとは津波の心配があって、今現在学校ではスマホは届け制

になっていて、生徒は全員持って来られます。

あと学校説明会なんかでも、やはり受験生の保護者が津波は大丈夫なのかとか心配があるのですが、設

計上大丈夫になっています。
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今、学校裏サイトというのは、ほとんど話題に上らないと思うのですが、私は学校裏サイトがマスコミで取り

上げる前から監視していました。それは何故かと言うと、生徒が「先生達の悪口が学校裏サイトの掲示板に

書いてある。それを削除したいのだけれども、怖くて出来ない」という相談がありました。私も削除の仕方が

その時は全然分からなかったのです。その時にネットを調べて、やっと削除の仕方が分かりまして、削除依

頼を出して削除する事が出来ました。この時はネットって便利だなと思いました。今までは図書館に行って

本を調べなくてはいけなかったものが、ネットで簡単に調べられるという事が分かったのです。

それから、この後にネットの裏サイトの掲示板を毎日チェックしていまして、不適切な書き込みがあった場

合に注意を書き込んだりしていました。そうすると、どうしても放課後まで監視されたくないという反発を買っ

た事があります。ただし卒業生が書き込みをしていくと、ちゃんと言うことを聞くのです。私が書き込むと反発

なのですが、卒業生は言うことを聞きます。この違い何なのかなと思っていました。
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それからスクールタイツ委員会というのがあります。これはお手元の資料にはありませんが、現在のネット

上に出ているTwitter上の写真です。これは本校の生徒の後ろ姿です。登下校の写真です。このスクールタ

イツ委員会というのは、本校の生徒をなぜかしら好んでいて、登下校の写真を撮って、それをDVDにして販

売していたのです。そこで問題があると思いまして、鎌倉署とそれから神奈川県のサイバー犯罪捜査課に

支援を仰いで、このサイトを閉鎖させたのですが、また復活したのです。今度はプロバイダーに連絡して、ま

たサイトを閉鎖してもらいました。そういうイタチごっこをしていました。

それから、このスクールタイツ委員会以外にも、東京都近郊の女子校の生徒達の登下校の写真を撮って

売っているサイトがありました。これは東京ストリートガールズというところなのですが、こちらの方もやはり同

じように鎌倉警察署、それから神奈川県警のサイバー対策課の方で相談していたところ、この写真と別件で

逮捕されて、このサイト閉鎖されました。ところが今日の発表の時にちょっと調べてみたら、またこの写真が

売っていたのです。今年の2月の15日まで売っていたのです。今は売られてないみたいです。多分これは

別の人だと思いますが、こういう事があります。

ですから、1回ネットに載ってしまうと削除は凄く難しいなとこれで実感しました。私は生徒に1回載ると削除

が大変なんだと言うのですが、実感するのは初めてです。
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本校は中学校1年生から3年生で、毎年外部講師を呼んで情報モラルの講演をして頂いています。その

講演というのは凄く素晴らしい講演ですけれども、なぜかしら毎年数人の生徒がSNSの指導の対象になるの

です。この指導の対象をなんとか0に出来ないかとずっと考えていました。

その時に、平成24年度なのですが、高校生ICTカンファレンスというのがありました。そこに本校の生徒が

参加して、高校生の代表になって内閣府などに発表しに行ったのです。その時ですが、その話の中で高校

生が中学生や小学生に情報モラルを教えたら面白いのではないかという話が出てきました。そこで私も裏

サイトの監視をしていたので、多分これはいいのではないかと思い、実際に本校でもそれを実施してみよう

かと思ったのです。

本校では、土曜講座という授業があります。これは授業のカリキュラムを自由に設定できるので、新たにカ

リキュラムを考えて、実際に授業をしてみました。
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この授業は、25年度から実施したのですが、やはり教える為にはよく知らなくてはいけないと思いまして、

ネット事業者、それから教えるテクニックが必要だと思い、広告業界の人を呼んで授業をして頂きました。

なぜ広告業界の人を呼んだかと言うと、広告業界の人たちは情報を加工して整理した後、情報を上手く

届けるのです。普通の人たちは情報を発信するだけで、確実に届いたかどうかという確認はしていないので

す。でも広告業界の人たちはちゃんと届く所まで確認します。そこで高校1年生12名に対して授業をして頂

きました。
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これが、中核1年生40名が授業を受けたときの様子です。ここのところはちょうど劇です。これはスマホを知

らない母親です。こちらの方は中学生役で、これからスマホを持っていろいろと失敗する子です。もう1人、こ

こには出ていないですけどお姉さんが居ます。お姉さんはしっかりスマホの使い方を知っています。その3

人の会話で劇を進めていって、中学生たちにこの時はどうしたらいいかと質問をするのです。

それからこちらの方はSNSのグループです。LINEなんかのグループは、リアルにしたらこういうものだという

事を、実際に集まって会話をしながら体験しています。
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この授業をした結果、中1にアンケートを取ってみると40名の生徒なのですが、92.5%がよく理解できた。

となっています。
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それから役に立ちそうだというのもやはり92.5%でした。
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高校生はスマホの設定なんかもよく知っていて、よくSNSを利用しているので使い方をよく知っています。

ですので、教える達人だと思います。

それから、身近なお姉さんが教えてくれるので、中学生によく響きます。また、高校生も教える為にはいろ

いろなことを調べて知識を増やして行きます。高校生は知識を増やすことで理解が深まり、中学生は身近な

お姉さんから分かり易く教えて貰えるので、ちょうど一石二鳥なのではないかと思います。
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次の年からは、高校2年生全員が中学1年生全員を教えていくという授業をしています。この時もやはり同

じ様に外部の事業者と広告業界の方を呼んで講師になって頂きました。

あともう1個、私がどうしてもやりたかったのは、SNS上で炎上を経験させたかったのです。何故かと言うと、

これは1回失敗すればそれから後はしないと思うからです。でも実際にリアルに失敗してしまったり、SNS上

で炎上を経験してしまうと取り返しがつかないので、閉じられた空間で炎上を経験させました。

LINEを使って、炎上させるのですが本校の生徒は真面目な子が多いので、なかなか炎上できないのです。

そこで、各生徒に炎上しやすいようにキャラを設定し、それから最初のストーリーだけ設定します。あとは、そ

こに書き込んでくれと言っておくと炎上するのです。授業の中で炎上を経験してみると、その生徒たちはや

はり怖いという事がよく分かり、自分たちが経験したことを真似して授業を行っている生徒もいました。

それから先程、警察庁の村上さんからお話がありましたけど、福岡県警の動画を使ったグループもありまし

た。



83

あと、授業を作る場合に、必ず自分たちの視点から教えなさいと言ってあります。そして、自分たちの生活

の中でどういう利点があるのか、それからデメリットがあるのか。メリット、デメリットをしっかり教えなさいという

事です。

それから失敗談も教えてくれと言ってあります。例えば文化祭とか体育祭なんかで問題が起きた場合に、

愚痴をTwitterに上げて炎上した事や、クラブのLINEで炎上した事などを経験した高校生たちがいますので、

それをモチーフにして説明してくれと言ってあります。

そうすると中学生は凄く身近な事なので、よく聞きます。先程も言いましたが、本校は中学1年生から3年生

まで外部の素晴らしい講師の先生を呼んで、授業して頂いていますが、炎上などの事例が遠い世界になっ

てしまうのです。ところが自分の身近な先輩達が経験した炎上のことを話すと、やはりそうなのかという形で

スッと耳に入ってくるのです。

そういう意味で自分の失敗談を伝えていきましょうという事を言っています。そうすると、生徒達は劇とか、

クイズなどを使い、失敗談などを入れて素晴らしい授業をしてくれるのです。大人が授業をするよりも、やは

り身近な年齢の子たちが先生になった方が理解が深まると思います。それもなるべく、自分達の失敗談を

伝えていった方がいいと思います。

以上で私の発表終わります。ご清聴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

〈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〉

ＬＩＮＥ株式会社 公共政策室 藤川 由彦

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス事務局長 坂本 新

警察庁 生活安全局少年課長 村上 尚久

鎌倉女学院中学校・高等学校教諭 佐藤 正二

兵庫県立大学 玉置 愛莉

兵庫県立大学 塩津 佳穂

竹内： 皆様こんにちは。よろしくお願いします。

とても良い講演がたくさん続きまして、ご質問も34枚もあり、去年の倍ぐらいです。とても喜んでおります。と

は言え、時間が17時には終わりなさいという事で、時間が30分しか答えられないので、非常に申し訳ないで

すけれども、よろしくお願いいたします。

今回は、全部で5つの質問にお答えします。他にもたくさん良い質問があったのですけれども、時間があり

ません。どうしてもという方は、終わってから残りますので、直接、質問してください。

1つ目は、「LINE相談」に藤川氏。２つ目はライトハウスの坂本氏から「最近の相談内容」。３つ目は「Twitter 

の警告等について」警察庁の村上様から。４つ目は佐藤先生からは「大人のマナーについて。最後は私か

ら「フィルタリングについて」です。では、最初の藤川様、よろしくお願いします。
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藤川： ありがとうございます。

LINE相談ですけれども、先ほど私講演の中でメラビアンの話をしたかと思うのですが、例えば電話であれ

ば声で相手がどういう状況かと分かるわけです。声のトーンだとか話し方。ただ、LINE相談は先ほど申し上

げた様に、相談者側のハードルは低い分、単語で相談してきます。ですので、メラビアンではないですけど、

その言葉から何が起きているのかという所を想像して誘導していかなくてはいけないわけです。特に子ども

たちが悩んでいる時に、勇気を出してやっと一言相談を始めるわけです。それが「あのさ」とか、こちらから

答えた言葉に対して、応答も凄く短い言葉で。ただ、じっくり聞いていくと凄く大変な事に困っている、そう

いった事が分かってくるケースが非常に多くありました。ですので、相談を受ける側も、やはりある程度のス

キルといったものは必要になります。

今私たちが主にパートナーを組んでいるのが全国SNS カウンセリング協会という協会がありまして、そこで

カウンセラーの育成等も行なっています。もし何かお気づきの事があればご参考にしていただけたらと思い

ます。

そういった形で、SNSを使ったカウンセリング、そのカウンセラーの育成といった事が、今後更にこの事業を

通して多くの子どもたち、困っている人たちが相談できる様な環境作りに必要なのだと思っています。以上

です。

竹内： ありがとうございます。私は各実タイでで「LINE相談」の委員をしていますが、どこでもイタズラもあ

りますよね。

藤川： そうです。いたずらみたいのもあって、でも、ただよく聞いてみるといたずらではなかったり。

竹内： いたずらで相手の様子を見るのです。僕も中学校の教員をしていたのですが、本当はかまってほ

しい子が、最初は「死ね、死ね、死ね」と強烈に威嚇してきます。どれだけ変なことを言っても見捨てられな

いか確認、試しているのです。そういう子が2人になると、「先生、おれ、高校行けるかな？」とか言い始めま

す。だから、だんだん「死ね死ね」が「先生、あのね」に聞こえてきます。末期症状ですね（笑） しかし、「死

ね、死ね」とLINEに書かれたら、相談者が困ってしまいますよね。そういう意味の、試されるのにも対応しな

くてはいけない、その辺りの事ですね。

藤川： そうです。まさにそういう事です。本当に心がザラザラしている状態でご相談してきますから、そう

いったところからスタートします。それに「死ねって言っている」なんて反応したら、もう終わりですから。そこ

から始まるコミュニケーションといったものも、カウンセラーの方には学んでもらわないといけないという様な

状況です。

竹内： だから臨床心理士と、カウンセラーとして長く経験積んだ方が、必ずしもTwitterとかLINEとかの相

談がうまくできるかといったら実はそうではなくて、全然素養のない大学生の方がいい部分もあります。やは

りその子どもたちの感覚、悩んでいるところ、例えばTwitterのトップ画に自撮りの画面はダメだけど、人に

撮ってもらったらいいんだよね。自撮りは自意識過剰なんだよね。ちょっと教えて。
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玉置： 自撮りだったらナルシストではないですが、自分の事が凄く好きという表れになってしまう。

竹内： そういう感じなんだね。「ナルシスト扱いで仲間外れにされた子」に相談されても僕はわからない。

玉置さんはわかるわけだな。僕は20年間教員をしてた経験があるから、子どものことは熟知しているつもりで

すが、ダメなんだな。僕は分からない。こういう意味で、LINE相談の素養がないのです。しかし、そういう部

分以外はかなりわかっているつもりです。つまり、そういう僕とこういう学生達が組むと良いということです。

その話入れられますか。若い子とベテランのカウンセラーの話とか。

藤川： そうですね。ベテランの方でも十分にいろいろな対応をされています。ただ、それこそまさに若い

方の感性といった事も学んでいただきながらという所はあると思います。

あと、1点良い所としては、慣れてくると多くの相談者と同時に相談を受けるような事も出来るようになります。

電話ではないので、応答するわけですから。なので、そこは本当に慣れてくると上手い事できると。

更に、この相談のやり方だとリピーターではないですけれども、翌日どうだったのかといった所も相談してく

れる相談者もいます。そこを上手く、前日どうだったのかという事もきちっと記録を取りながらやらないと、昨

日聞いてくれたのに今日は変な反応みたいにしたら、相談者はがっかりしますので、そこら辺も上手く運用

を整理しながらやると、非常に効果は大きいと思います。

竹内： ID番号で整理するとか、そういう形で。 本当はあと4時間ぐらい聴きたいのですが、次もあります

ので、また何かありましたら言ってください。

藤川様に拍手をお願いします。

坂本様、最近の相談内容と声かけとか、そういう所の傾向についてお願いいたします。どうぞ。

そうしたら坂本様、最近の相談内容と声かけとか、そういう所の傾向についてお願いいたします。どうぞ。

坂本： ありがとうございます。ライトハウスに寄せられる最近の相談傾向と声かけのポイントという質問をい

ただいたのですけれども、先ほど報告もさせていただいたのですが、やはり多いのがアダルトビデオの出演

強要被害です。これは1年前、2年前は年間通して100件、99件という非常に多い相談がありました。現在は

政府の取り組みもあって、今業者側がその辺り自粛している所もあって、件数はちょっと少なくはなってきて

いるのですけれども、ただこれで問題が解決したというわけではなく、新規の相談は相変わらず入っている

という様な状況になります。

主とした手口としては大きく分けて2つ、街を歩いていてスカウトに声を掛けられる。いわゆるモデルになり

ませんかとか、アイドルに興味ありませんかとか、ちょっと話し聞いてもらえませんかという事で、本人はやは

り警戒して断るのですけれども、非常にしつこく食い下がられたりとか、もしくはその場では例えばLINEのそ

れこそIDの交換だけをして、後々、そういったツールを使って非常に言葉巧みに、AVのプロダクション等に

誘導する。そこで執拗な説得を行って契約書にサインをさせるという様な状況というのが現状としてはありま

す。
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それ以外に昨年10月から当団の方で委託により始めた、東京都からの若年被害女性等支援事業の方で

は、先程お話した様に、Twitter ですとか、Googleの広告で、相談先を開示している関係で、いわゆる人身

取引そのものとはちょっと違う、ちょっと間口の広がった相談も増えてきてまして、やはり中学生、高校生から

の相談が増えています。

そういった所で見えてくるのは、やはり家庭に居場所がないとか、なかなか学校に居場所がないとか、い

わゆる非常に孤立している、話が出来る人がいない、そういった所の子どもたちからの声というのが増えてき

ています。「親に虐待されているので家出をしたい」であるとか、「ちょっと今日居場所がないので援交してど

こかに泊めさせてもらおうと思っている」であるとか。これも全てが本当にそういう状況にあるのかどうかという、

確証はないのですが、やはり先程の竹内先生の言っていた試し行動ではないのですけれども、果たしてこ

こは本当にちゃんと話を聞いてくれる所なのだろうかという、試されている部分があるのかなと思うのです。

例えばその一言目に入ってくる相談も、まずはその自分の相談というよりも、「ライトハウスというのは警察

ではないですよね」という様な言葉から入ってきたりとか、「こんにちは」という一言が入ってそこから一両日

何もなかったりとか、こちらも返信はするのです。「こんにちは」と返信はするのですが、そこから何もなかっ

たりとか。たわいもない話を何日も何日も続けた後に、ようやく例えば自宅での虐待があるであるとか、性的

な被害があるとか、そういった相談が出てくる事もあります。

なので、うちの相談支援員がよく心掛けてる事としては、本当に辛抱強く繋がり続けるという事を、どんなに

細い糸であっても、そこで切れてしまうと、そういった子どもたちが更に孤立していく恐れというのがあります

ので、当たり前の事ではあるのですが、本当に傾聴を心がけつつ、大人からすると「何でそんな事をしてし

まったのか」、「なんでそんな写真送ってしまったの、どうして」という事を言いたくなってしまうのですけれど

も、それは子供にとって1番聞きたくない言葉だと思いますので、本当にその心の声が出てくるまで細い糸

を切らずに、いかに繋いでいくかという事が一つの支援に繋がっていくのかなと考えています。

その様な中で、実際に週1回歌舞伎町の夜回り等もしているのですが、主に夜の7時ないし8時ぐらいから

2時間ぐらいかけて、私とボランティアの大学生、大学生は女性が多いのですが、対象となる方と年齢の近

い方が一緒に回ってくださっており、相談先を書いたカードを配布しています。ただ、カードだけだと大概も

らってくれないので、今の時期は汗拭きシートなどをセットにして配っています。冬はホッカイロなどを配って

いますが、カード云々はさておき、「ホッカイロを配っています」とか「汗拭きシートを配っています」というと、

遊びに来ている子、もしくはガールズバーとかの呼び込みをしている子など、みんなもらってくれます。その

ような中で、我々の存在を理解し、ある程度気を許してくれるようになるまで、半年くらいかかったかな、と

思っています。
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先日、はじめて7ヶ月ぐらいでしたけれど、あるガールズバーの女の子に渡して歩き始めたところ、しばらく

して後ろの方から別の女の子が来て、「それ人身売買やっている人たちが配っているやつでしょ」という事を

言われて、人身売買をやっているわけではないのですけれども、そういった反応がきて。ようやく活動そのも

のが認められてきたなという事と、慣れてきた子は、 、我々を見ると「汗ふきシートください」と言って向こうか

ら近づいてくる、そんな中で信頼関係が出来てきて初めて相談という所に繋がるのかなと思う次第です。

すみません。長くなりましたが以上です。

竹内： それだけの事を7人でやっているのですか？

坂本： そうですね。実際にスタッフの方は、正面の相談業務が非常に多いので、実際に今行っているの

はスタッフでは私がメインで行っていて、あとはボランティアさんで回している様な状況です。多い時だと5、6

人くらいで回って、少ない時は本当に私1人で回っている事もあります。

竹内： ボランティアがやってくれている部分も多いという事ですね。皆さん、大きな拍手お願いします。

続きまして、Twitterの警告等について村上様の方よろしくお願いいたします。

村上： 先ほど基調講演の竹内先生のお話、それから私の方からはTwitterの不適切な書き込みに対する

対応として、兵庫県警、愛知県警と一部の県警で、注意喚起の書き込みをしているというご紹介をさせてい

ただきました。

これをもう少し具体的に申し上げますと、例えば子供が援助交際を求めるような書き込みをした場合、ある

いは大人がその子供をある意味誘うような書き込みをした場合。Twitterのハッシュタグ機能で、例えば「援

交」とか、「ゴム」とか、そういう言葉を検索すると、その言葉が載っている投稿を閲覧できるわけですが、例

えば子供が援助交際を求めるような投稿をしていた場合に、それに対して「あなたの投稿は性被害に巻き

込まれる恐れのあるものですよ」という事を警察の方で書き込みする。

あるいは大人が子供を誘うような投稿をしていた場合には、その投稿に対して「あなたの投稿は、性犯罪

に繋がる可能性がありますよ」という様な注意喚起を警察の方で書き込む。このような取り組みを一部の県

警で進めています。
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では、どれくらい効果が上がっているのかという事ですけれども、なかなか評価の仕方は難しいと思いま

す。ただ、愛知県警の方で先導的に実施をした際に、この注意喚起の書き込みをするようになってから、同

種の書き込みが数分の１になったと。これはどういう事かと申しますと、当然投稿をしている子供、大人から

すると、要は見られているという意識が生じるわけです。そうすると、これはまずいという事でその様な投稿が

大幅に減った。

ただし悩ましいのは、ではどういう投稿をすると注意喚起文が貼り付けられるかというのがだんだんと分

かってくると、それを避ける。ですので、例えば「援交」とかそういうダイレクトの言葉ではなくて、「友達募集」

などの言葉を使う。それともう１つの内容を加えてそういう目的を持っている人からすると分かるような投稿を

してしまうという事で、そこは若干イタチごっこになっているところはありますが、少なくともそういう露骨なもの

については、こういう注意喚起を貼り付ける事によって、かなり効果が上がっている状況ではないかと思って

います。

竹内： ありがとうございます。サイバー補導とかも成果が上がっていると聞いたのですが。

村上： 今仰ったサイバー補導というのは、Twitterを含めてネット上にそういう書き込みを見つけた場合、

これは警官だったり、あるいは補導職員の方だったり、要するにその書き込みを投稿した子供、当人とやり

取りを続けて、例えばどこで何時に会うという様な約束になるとその現場に出かけて行って、もちろんその書

き込みをした子供が来る場合もありますし、来ない場合もあるわけですけども、来た場合にはその現場で補

導するという様なやり方です。なかなか難しいのは、そういうやり取りを実際に現地で書き込みをしたお子さ

んと会うまで、正直言って手間暇がかかるという事と、実際に来るか来ないかは行ってみなければ分からな

いという様なところがあります。

そういった意味で、確かにそこで補導できれば大変効果はあるのですが、ピンポイントなやり方になってし

まいます。先程からご紹介している注意喚起の書き込みというのは、もう少し幅広く入り口の所でセーフティ

ネットの様なものを張るという取り組みであり、若干重点の置き方が違います。

竹内： ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。警察も本気でやっているなと感じてお

ります。

では、佐藤先生、「大人のマナーについて」の質問がありました。よろしくお願いします。
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佐藤： 難しいですね。「子どもたちにマナーやルールを守ることを説明した時、大人が守っていないと言

われる事がある」これ確かにそうなのです。実際に大人達の行動を見ていると、電車の中でほとんど守って

いない人が多いと思います。

またこれとは違うのですが、本校で学校までの通学路というのが生徒達は決まっていて、生徒達は通学路

を守らなければならないのです。ところが教員は守らないでショートカットをします。やはり生徒から、「先生

何で守らないの」という事があります。その時は仕事だからと言っているのですが。これは本当に難しい問題

だと思います。私は、大人がどうして使うのかという事を、まず考えさせてみたほうが良いと思います。例えば

仕事で使うこともあると思うのです。どうしても緊急なんかの場合に。

あと私もやはり思うのですが、大人もマナーを守って欲しいので、保護者に対してこのような勉強会を開催

する事があるのですけども、ところが聞いてほしい保護者には来てもらえません。リテラシーの高い保護者

は来てくれるのですが、実際に受けさせたい人たちは来ません。そういう事は本当に多いので、私の方は生

徒の方を先に教育していこうかと思って授業を行っています。

ですから、もし出来るなら難しいと思いますが、大人のそういう教室みたいなものが作れればいいなと思う

のです。今の高校生とか中学生に関しては事業者の方がいろいろ出張授業をしていて、いろんな講演会を

行って凄くリテラシー上がってきていると思うのですが、大人に関してはそういう場がないと思うのです。多分

仕事なんかで忙しいと思うのですが、そういう場を設けてあげるとか、また大人と子供が相談し、何かルール

も作っていこうという事をしてもいいと思います。

竹内： なるほど。大人に子供が教えても面白いのかもしれませんね。僕も中学校の教員ですけど、1番聞

いてほしい親は入学式の次に来るのは卒業式なのです。最近は卒業式も来ないと言うか。ですから入学式

は非常に重要です。大切なことはそこで話すようにしています。スマホ関連は、中学生では遅いので、小学

校の入学式で話します。すでにほとんどが所持してしまっているからです。小学校の入学式でやっておか

ないと過程でのルールづくりができない。ありがとうございます。皆さん拍手お願いします。そうしたら、もう時

間もあまりないので、私の方でフィルタリングについて簡単に私からお話ししたいと思います。

いろいろフィルタリングあるのですが、フィルタリングを実際に画面見た事ある方どれくらいおられますか。挙

手お願いします。半分以下ですか。では工藤さん（デジタルアーツ（当時））からもらったものを僕が一部改

変したもので説明します。
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まずはブロック解除について説明します。フィルタリングを設定すると、いろいろなものがブロックされてア

クセスできなくなってしまいます。パズドラを開こうとすると「コミュニケーションゲーム」というカテゴリーなので

ブロックされてしまいます。子供は「パズドラはみんなやっているからできないのは嫌だ」と言うわけです。

お母さんは困ってしまって、フィルタリングを解除してしまいます。しかしちょっと待ってください。このフィル

タリングでは、お子さんが保護者にお願いできます。「みんなやっている、これだけはやりたい」と書くと保護

者にメールが送られます。そうしたら親子で相談するわけです。 「パズドラくらいやらせてよ！」「でも、テスト

の点悪くなるんじゃないの？」「成績落ちたら止めてもいいからやらせてよ」という風に相談した上で、お母さ

んがそのメールで承認します。これをカスタマイズと言うのですが、許可したらその後、ずっと子どもはパズド

ラができます。しかし、やっぱりうまくいかないときは、保護者は再度、フィルタリングを設定することができま

す。こうやって１個１個考えていったらいいわけです。例えば皆さん先ほど説明したスノーはどうでしょう？

LINEどうですか。LINEもフィルタリングしたらできないです 。LINEは最近もう業務連絡かな？ じゃ、認め

る？ 一緒に考えるわけです。子供と相談しながらルールを決めていくわけです。ではさきほどの出会い系

サイトはどうですか？ 出会い系、ダメですよね。さっき中身をみましたからね。でも皆さんもし、見たことなく

て、子どもに「みんなやっている、これぐらいやらせて！」と言われたら、そうなの… となってしまいますよね。

だからこそ、大人が知っておかなくてはいけないのです。学生諸君、君たちの親は知ってる？

塩津： 親はあまり知らないかなと思います。

竹内： やりたい放題だね。そういう事なのです。ただ、彼女が大人になったらキミマチやらせないよね。そ

ういう事です。この世代が大きくなっていくと、だいぶ変わってきます。 あと最近のおすすめはこれです。時

間制限。最初は真っ白なのですが、禁止の時間が設定できます。これは「夜9時から朝6時まで禁止の設定

」です。例えば夜の10時に子供がスマホを使おうとしたらブブーと「端末利用禁止時間」です。

しかし、これにもお願いできるのです。「今日は11時までやらせて、お母さん」「何で？」「今日は金曜日だ

し、明日クラブもないしテストも終わったしいいじゃん」「そうか。じゃあやらしてあげよう」と親子で相談して設

定を書き換える。すると11時までできるようになる。こういう相談しながらやっていくという事が実は大事なわ

けです。大人が急に「コラ、止めろ」と言っても聞かないです。玉置さんどう思いますか？

玉置： どうにかして他の機器を使ってやろうと上手く逃げます。

竹内： 逃げるよね。だから納得する様な話し合いが重要なのではないかなと思います。 例えばちょっと

前まではAndroidではできましたが、iPhoneはできなかったのです。しかし最近、iPhonはスクリーンタイムが

設定画面から設定可能です。スクリーンタイムで時間制限ができます。暗証番号で保護者が子どものスマ

ホを管理できるのです。こういう事を大人がこういう会で学ぶのが重要です。大人と子供が学んでいく。

藤川さんは今LINEにおられますけど、前はEMAで日本のフィルタリングの中心として活躍されていました。

付け加えをお願いします。
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藤川： そうですね。フィルタリングって例えば自転車で例えたら、自転車って乗り始める時に補助輪付

けて親が教えてあげるじゃないですか。スマートフォンってどの状態かと言ったら、必ずしも小さい自転車で

もなければ、補助輪が付いている状態でも恐らくないのです。それであれば、何をしてあげられるのかという

事を考えて、じゃあ小さいうちは補助輪を付けたりという事になるのだと思います。そこは、それこそ本当に

親子で話し合って、あなたの為にやっているのだという事も言えるのかもしれないですよね。認識も合わせ

て、その成長段階に応じてこれが必要なのかどうかときちっと判断してもらいたいなと思います。

竹内： そうですよね。最初ガラケー時代にフィルタリングが出た時、僕はこう言っていました。いきなりスマ

ホにフィルタリングを掛けず子どもに渡すのは、26型の自転車に赤ちゃんを乗せる様なもので非常に危険

だと話していました。今のスマホはもっと性能が上がったので「大型バイク」です。赤ちゃんが大型バイクに

乗って高速道路を逆走している。そんなイメージです。その辺を私たちは考えていかなかればなりません。

最後に学生、今日の感想を一言ずつ言ってください。

塩津： 私は「ネットの出会い」に関する研究を今やっていますが、その研究をしてて驚いた事が、「児童

売春」という言葉ではなくて、「児童買春」という言葉が使われているということです。「春」というのは売るもの

ではなくて、大人によって買われてしまうものだと気づきました。子供を騙してしまう大人、悪い大人というの

はたくさんいます。Twitterパトロールをやっていて切に思います。でもそれと反対に、今日こうやって講演し

てくださっている方とか、こうやって来て下さっている方とか、凄く頷いて話聞いてくださっている方とか、本

当に温かい気持ちで子供たちのことを考えてくださっています。たくさんおられます。だから、子供と大人が

どうやって分かり合っていくかが重要です。フィルタリングの事に関しても、スマホのことに関しても。子供と

大人、双方がお互いを理解しようとしないといけないと思います。今日はいい話を聞かせていただきまして、

ありがとうございました。

竹内： では、玉置さん、どうぞ。後、言いにくいね、どうぞ。

玉置： 私自身は今日実際にこう思っているとか、生の声を大学生として伝えさせていただいた時に、大人

の方のリアクションを見て、まだまだ子どもたちの感覚と大人の感覚はズレがあるなと感じました。子どもたち

とたくさん関わっている中で、アプリとか仕組みとかだけで考えるのではなく、どうして子どもたちがそのアプ

リをするのか、どういう思いでやっているのかという奥深くまで私たちが考えることが大事だと思いました。大

学生は大人でありながらも子供の部分もあるので、私たち大学生が、子供と大人のギャップ、ズレとかを埋

める人材になっていかなければならないと強く思いました。今日は本当にありがとうございました。

竹内： ありがとうございました。最後に私がちょっとだけまとめにかえたいなと思います。
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竹内： 今日の事で分かったのは、予想以上のスピードで低年齢化していて、非常に複雑になっています。

小学生、中学生、高校生、大学生、それぞれ違う課題があるので、どれから手を付けたらいいのか分からな

い。ただ、共通している事も僕はいくつかあると思っています。

１つ目は子どもたちだけの問題ではなくて、大人社会の問題が子供に反映していること。私たち大人が社

会として考えていかなければいけないと強く思いました。実は私、先日、愛知県警で性被害にあった女の子

達にワークショップする機会がありました。塩津さんたちと一緒にやったのですが、前半は産婦人科の女医

さんが性感染症や避妊についてかなり具体的に話されました。コンドームのつけ方まで教えます。そのあと、

私がネットの危険について話しました。そのとき、この新聞記事を被害児童に見せました。この男性が「掲示

板で知り合った女の子に騒がれて殺されてしまった」と話す通り、ネットで知り合った女の子を殺してしまっ

たと言われています。「この２人、釣り合わなくないか」と聞いたら、「こういう男の人でもずっと相談に乗って

もらっていたらかっこよく見えてくる」と多くの女の子が話してくれました。「ネットのマジック」です、とも。「私

の話なんか、先生も親も真剣に聞いてくれない。ネットの人は一生懸命聞いてくれる」と言いました。非常に

驚きました我が、そういうことなのでしょう。彼女たちの心の隙間に、ネットの男性は巧妙に入り込もうとしてい

るのかもしれません。最年少は小学５年生でした。小5です。小5にコンドームの付け方教えたらダメでしょう。

「寝た子を起こす」という言葉が頭に浮かびましたが、彼らはもう「寝た子」ではありません。実際に性被害に

あっています。隣に保護者がいて一緒に聞いていました。これは今は、警察しかできません。でも本当は学

校でも手をつけていかなければならないテーマになりつつあります。まだ時期尚早かもしれません。「ネット

の人は優しい」「私の相談なんか誰も聞いてくれない」、愛知県の子たちの声です。坂本さん。寂しい子たち、

どうですか？

坂本： そうですね。座間の事件なんかもまさにそうで、ネット以外に繋がる場所がないという子たちがそう

いう所で被害に遭っていると思います。

竹内： 「ネットをやらすな」「ネットは罪悪だ」「ネットがあるからダメなんだ」という人は多いです。だけど彼

らにはそこにしか相談相手がいなかったと述懐します。大事なことは取り上げるのではなくて、それよりも上

質の相談相手になる。その辺りしか、そこしか私たちの答えはないです。「スマホやるな」ではなくて、「何か

あったらおっちゃん聞いてあげるよ」という姿勢が必要です。今日はいろんな方がおられて、携帯電話を

持っておられない方やガラケーの方も多数、おられます。今日の話聞いて、私もスマホ持とうかなと思った

人いたら持たなくていいです。今更無理です。問題はそこではありません。スマホのことが分からなくても、

全然、大丈夫です。大事な事は、「相談乗って上げるよ。おっちゃん、おばちゃん相談乗ってあげるよ。話

を着てあげるよ」。そういう気持ちさえがあれば良いのです。デジタルは難しい。でも大切なのは心。スマホ

の問題は「心の問題」です。間違いないです。
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竹内： 私が中学校にいた時は、心がしんどい子は「盗んだバイクで走り出」していました。子たちが変形

服着て、モヒカンとかいました。わかりやすい時代です。そういう悲しい心根の子達はもちろん今もいます。

そういう子達は、派手な格好はせずに、ネットの中にいます。こちらから迎えに行ってあげなければいけませ

ん。

藤川さんが仰っていたように、自転車には「三輪車」「コマ付き自転車」「お母さん離さないでの特訓」、日

本中そういう「自転車教授法」という文化があります。でも、スマホにはまだありません。私たちは、みんなで「

スマホ教授法」という文化を創っていかなければならない時代になってきました。大人だけで無理だという事

がよく分かりました。しかし子供だけでも無理です。子供と大人が一緒に考えて社会全体で考えていく。「ス

マホ教授の文化作り」が必要です。今日はスタート切れたのではないかと思います。自分の所の学生を褒

めるのはちょっと申し訳ないのですが、やはりこの大学生ぐらいの大人と子供の中間ぐらいの意見を聞きな

がら、やっていくというのがいいのかもしれません。どうもありがとうございました。
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