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事務局 

ただ今より「青少年の非行・被害防止対策 リモートパネルディスカッション」を開会

します。それでは、開会にあたり主宰者を代表いたしまして、衛藤晟一内閣府特命担当大

臣よりご挨拶を申し上げます。それでは、衛藤大臣、よろしくお願いします。 

 

（衛藤大臣） 

皆様、こんにちは。内閣府特命担当大臣の衛藤でございます。本日は、青少年の非行・

被害防止対策リモートパネルディスカッションにご視聴いただき、誠にありがとうござい

ます。また、パネリストの皆様、お忙しい中ご参加いただきまして、ありがとうございま

す。 

内閣府では、例年青少年が、夏休みに入る時期である７月を「青少年の非行・被害防止

全国強調月間」とし、関係機関や自治体、また地域の皆様のご協力も頂きまして、青少年

の非行・被害防止を図る取組を推進しています。 

ここで青少年の非行情勢を見ますと、昨年の刑法犯少年の検挙人員は、16 年連続で減少

しておりますが、他方、青少年の被害状況については、SNS に起因して、児童買春や児童

ポルノをはじめとする犯罪被害に遭った児童数は近年増加傾向にあります。 

内閣府では、近年、本月間に伴うイベントとして、どなたにも参加していただける「青

少年の非行・被害防止対策公開シンポジウム」を開催してきた所でございます。今年のシ

ンポジウムは新型コロナウイルス感染拡大防止のために、リモート方式によるパネルディ

スカッションを実施することといたしました。今年は、「インターネット利用による性被害

等から子供を守るため」をテーマとして、パネリストの皆様からさまざまなご意見を頂き

たいと考えております。 

終わりに、パネルディスカッションを通じて、青少年の非行・被害防止についての国民

運動の輪がさらに大きく広がっていくことを祈念いたしまして、挨拶とさせていただきま

す。 

 

事務局 

ありがとうございました。  
これより、リモートパネルディスカッションを開始いたします。まず、パネリストの皆

様をご紹介いたします。  
町田市立町田第五小学校  校長  五十嵐俊子様。  
 

（五十嵐氏） 

よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

NPO 法人イーランチ 理事長 松田直子様。 

 

（松田氏） 

こんにちは。よろしくお願いいたします。 
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事務局 

Twitter Japan 株式会社 公共政策本部長 服部聡様。 

 

（服部氏） 

よろしくお願いします。 

 

事務局 

Facebook Japan 株式会社 執行役員 公共政策統括 小堀恭志様。 

 

（小堀氏） 

よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

本日、コーディネーターを務めていただきます。兵庫県立大学准教授 竹内和雄様。 

 

（竹内氏） 

よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

それでは、ここからの進行は竹内様にお願いしたいと思います。なお、竹内様以外のパ

ネリストの方は、画面オフをお願いいたします。竹内様、よろしくお願いします。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

それでは、よろしくお願いいたします。そしたら、画面を共有して始めたいと思います。

それでは皆さん、よろしくお願いいたします。今日のコーディネーターを務めさせていた

だきます、竹内和雄と申します。よろしくお願いいたします。 

最初に、簡単に趣旨説明をさせていただきます。今日は、青少年の被害防止という観点

で、特にインターネット利用に係る性被害ということをメインに話したいと思います。こ

ういう会議でありがちな犯人捜しをするのではなくて、これからどういう方向性に持って

いったらいいのかというのを、今日のメンバーで考えたいと思います。特に今、コロナ禍

でインターネットの利用は急加速しています。その中で、何が課題でどうしたらいいのか

というのを考えていく、そういうための会議だと思っております。皆さん、よろしくお願

いいたします。 

それで、その前提的な、今の流れを確認するために、私も関わっている内閣府の調査で

すけれども、ネットの利用率を少し簡単に見たいと思います。 

平成 29 年５歳児の利用率が 37％でした。それが６歳、７歳、８歳、９歳、小さい子供

たちは自分でするのはなかなか難しいので、親にやってもらって始めているのかもしれま

せん。それが右肩上がりになっている。これは当然の流れですけれども、一つ少しおかし

いというか目を引くのは、４歳児が実は５歳児よりも多い。これはなぜかなというふうに、
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非常に不思議に思いました。学生たちと調べていくと、これはもしかしたらスマホネイテ

ィブ２世、つまり、スマホネイティブたちの子供たちなのではないか。つまり、お母さん

がスマホを使いこなしている人たちの子供ではないかということなのです。確証はありま

せん。では、平成 30 年のこの子供たちはどうなるか。すると、急激に増えています。たっ

た１年で、４歳児が５歳児になると３割近く増えているのです。そういう現状に、今あり

ます。 

この就学前の子供たちが、もう６割以上の子がネットを使っていて、今、さらにコロナ

禍で増えて、この５歳児は２年たつとここですかね。というような現状にあるということ

を、まず押さえたいと思います。急激な低年齢化が進んでいて、そういう文脈の中の性被

害ということを、今日は考えていきたいと思っております。 

もう少し、子供たちの現状を考えるために、私たちが大阪で２万人に採ったアンケート

調査を、少しだけ現状認識のためにお示しいたします。 

去年の段階ですけれども、携帯電話の所持率は小１でスマホ 17％がどんどん増えていき

ます。中学ではもう８割以上持っていまして、高校ではほぼみんな持っています。もう中

学校でも、ほぼみんな持ちだす時代が増えていくのではないかと。小学校でも、もう半分

以上、過半数を超えています。 

では、普段インターネットに接続しているのはどのくらいのパーセントか。男の子は、

もう小１で７割くらいです。小１、小２、小３とどんどん増えていきます。女の子は、実

はこれよりも少ないです。当初は、ゲーム機から始める子供たちが多いので、男の子が多

いのですが、これが入れ替わるわけです。いわゆるＳＮＳ、インスタ映えとか、子供たち

はよく口にします。あとは、女の子のほうが多いというのが現状です。 

インターネットに接続する機器を調べてみると、最初はゲーム機だったのが、男の子は

中学くらいでスマホに変わります。女の子は、最初タブレットだったのですが、小学校３

年生くらいでスマホに入れ替わる。つまり、インターネットの世界で、子供たちはもう小

学校３年くらいから当事者になっていくということを、私たちは押さえないといけないな

と思っております。 

では、家で一番何をするか。ネット、テレビ、ネット以外の遊び、勉強と、小４はほぼ

一緒で 25％くらいですけれども、これがどんどん、どんどん、ネットが増えてきます。も

う高３になると勉強は８％です。もうネットは、一番するのは 67％。しかし、高３になる

と、家で一番は勉強をしているという、そのあたりは子供たちなりに使いこなしているの

かもしれません。そういうような現状が、今あります。だから、ネットの問題というのは

一部の問題で何か特殊な問題だというところから、これから社会全体の問題になってきま

した。 

だから、子供たちに交通ルールを社会全体で教えていかなければいけないという時代で

す。さらに、全体の問題では予防接種を病にはやったりして、これはネットの問題が病気

かというと、少し語弊があるのですけれども、去年、ゲーム障害に関してＷＨＯが病気に

認定しました。だからまあ、社会全体の問題として、交通ルールの赤信号を守ろうと同じ

ように、子供たちにネットルールを教えなければいけないのではないか。予防接種に替わ

るものは何なのか。そのあたりについても、私たちはこれから考えていく必要があるので

はないかと思っております。 
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しかもまた、コロナの影響で一気に使用が増えました。テレワークをしたり、遠隔授業

をしたり、このリモートパネルディスカッション含めて、私たちはネットのいい面、メリ

ットを享受しました。しかし、新聞でコロナ・被害で調べてみると、例えばコロナで児童

虐待が増えたのではないかという報道であるとか、ＤＶも増えたのではないかという報道

があったり、また悲しいＳＮＳでの誹謗中傷をもとに命を落とすという事件があって、国

の方々もいろいろなことを考えて発信して、これから変えていかなければいけないという

議論が巻き起こっています。一方、表現の自由もあるし難しいというのは、これから今、

いろいろな議論の緒に付いたという、そういう状況にあると思います。 

そういう大きな現状の中で、今日は、校長先生であるとか啓発を行っておられるＮＰＯ

の方とか、ＳＮＳ事業者の方々に参加していただいて、みんなでこれからの方向性を考え

ていきたいと思います。時間も短い時間しかありませんので、今日は現状を共有して、そ

れぞれがどういう対策をしているのかを出し合いまして、最後にこれからに向けてどうか

という３つの観点。そして、時間が余れば、意見交流をしながらと考えております。 

最初に、今日お集まりいただいた４名の方々から、それぞれ自己紹介並びに、今どうい

うことをやっているかという事例紹介をしていただきたいと思います。 

では、私のほうは、いったんこれで、趣旨説明と現状説明を終わりたいと思います。 

続けて、自己紹介、事例報告等を、五十嵐先生、よろしくお願いいたします。 

 

（五十嵐氏） 

五十嵐です。どうぞよろしくお願いいたします。では、画面を出させていただきます。

私は今、町田市立町田第五小学校に勤めています。本校のことを、少し紹介させていただ

きます。 

本校は、今ようやく端末がたくさん入り始めたという段階です。授業でたくさん使い始

めているところです。間もなく画像が出ると思うのですけれども、目指しているのは、ま

ず自律した学習者を育成する学校にしたいと思っています。一人一人に応じた、特に算数

では個別最適化システムを使った授業をしています。もう１つは、仲間と一緒になって問

題を解決できるような協働する力をつけたいと思っています。クラスを越えて、学年を越

えて、異学年で取り組みを始めているところです。こういった取り組みを通して、将来は

いろいろなことがあって、先が見えない中でも何かを構築するような、創造する力をつけ

たいと考えているところです。 

さて、今日のテーマに関して、情報安全教育はとっても大事だと思っています。本校で

も、夏休みの前のこの時期に、その授業を見ていただいて保護者の方と一緒に学ぶ講座を

設けているのですが、こういう状況です。今年は、授業参観もまだできません。講師の人

をお招きして、体育館に一斉に集まることもできません。実は、この画像は昨日の画像な

のです。専門の方に来ていただいて、今私がいるこの部屋で、リモートで講義をしてもら

って、低・中・高学年別に３日間来ていただいたのですが、講義をしていただいて、それ

で教室でやりとりするといった、初めてこんな形のリモートでの講演をしていただきまし

た。ただ、親に伝えたいことが伝わらないので、この様子は録画したものを、夏休み限定

で、非公開で保護者に見ていただこうと思っています。 

そして、またこの休業中、いろいろなことが進んだのです。子供たちに端末を貸し出し
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て、これは子供が家で家庭学習をしている様子なのですが、ただやっているだけではなく

てオンラインで仲間とつながっているのです。ここでまた、いろいろな力が必要になるこ

とが、私たちも実感しました。 

今までは、危ないから使っちゃいけない。こんな危険なことがあるということを先に注

意していたのですが、今回のコロナを通して、いやいや、子供を守るということは、禁止

することなのか。そうじゃないのではないか、もっと付ける力をしっかりとみんなで共有

しないといけないのではないか、具体的に体験させないといけないのではないかというふ

うに思ったところです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございました。続いて、松田様、よろしくお願いいたします。 

 

（松田氏） 

それでは、画面を共有させていただきます。最初に、少し自己紹介をさせてください。 

私たちは、ＮＰＯ法人イーランチと言います。2003 年に静岡県焼津市において設立され

ました。日頃は、子供たち、あるいは保護者向けに「ネット安全安心講座」というのを、

小・中・高のほうにお邪魔いたしまして啓発活動をやっております。年間 130 回ほどやる

のですけれども、近年は、やはりネット利用、スマホ利用の低年齢化を受けまして、小学

校ではできるだけ低学年でお邪魔したいと思っております。その段階ですので、一方的な

講義を聞いてもらうというスタイルではなく、すごろくとかクイズなどを使いまして、楽

しく学びながら「わが家のルール」を考えてもらうというイベントを開催しまして、こち

らは好評いただいております。 

あと、2007 年からは「学校ネットパトロール」という活動もやっております。これは、

子供たちのインターネット上の活動の見守り活動ということで、日頃から、子供たちがど

ういう書き込みをしているのかとか、どんな画像とか動画を投稿しているかなというのを

見守っておりまして、ちょっとこれは危ないな、心配だなというものが見つかったら、学

校とか教育委員会のほうにご報告して、大きな炎上騒ぎになる前に、未然防止につなげる

とか、あとは個別の指導に役立てていただこうという、そういった活動をしております。 

近年は、スマホ利用の低年齢化ということも心配されておりまして、そちらにつきまし

ては「スマホのある子育てを考えよう」というタイトルで、幼稚園や保育園にお邪魔して、

保護者向けにお話をさせていただいております。今日は、こちらのお話を中心にさせてい

ただこうかと思っております。 

もう少し、現状をお話しさせていただきますと、私たちの活動は 2014 年から始まってい

るのですが、当時はまだ乳幼児のスマホ利用についての全国的調査があまり行われていな

かったものですから、まずは私たち独自で実態調査をしようということで、アンケート調

査から始まりました。それを毎年続けておりまして、これは 2019 年ですので、昨年の結果

をまとめたものを少しご紹介させていただきます。 

近年は内閣府でも、先ほど竹内先生からご紹介いただいたような調査結果のデータがあ

りますけれども、私たちもやってみると、大体傾向というのは同じような結果が出ていま

す。こちらは、０歳で 9.1％ですので、１割弱で内閣府の結果よりは若干多いかなと。で
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も、０歳でも１割くらいは、ほぼ毎日使っているということが分かりました。この緑のほ

ぼ毎日と、水色の週２～４日程度使っているというのを合わせて習慣化しているというふ

うに捉えますと、２歳児を境に大きく利用が広がっているというのが分かります。 

それから、何パーセント使っているかというところに注目しがちですけれども、全体を

見回すと２割から３割のご家庭では、それでも子供に使わせてないというご家庭もあると

いうところは押さえておきたいと思います。 

就学前の未就学児、６歳児の利用は、先ほどの竹内先生のお話とほぼ同じ結果ですが、

約６割はスマホの利用が習慣化したという状況で学校に入学しているという状況です。で

すので、私たちも小学校に呼んでいただいてお話をさせていただく機会では、わりとこう

高学年にお願いしますと。５～６年生を対象にということが多いのですけれども、実はも

う、入学段階でこれだけ使っている現状がありますので、できるだけ早い段階で、低学年

のうちにお話しする機会があるといいなと思っています。 

乳幼児の保護者の方の年代を考えますと、やはり高校生のころからガラケーを使い、社

会人になりスマホを使っているという世代だと思われまして、恐らく、今の保護者の方々

は、まだ学校での「情報モラル」という指導をしっかり受けて、大人になったという世代

ではないのかなと思われるのです。と言いますのも、セミナーの中で、フィルタリングと

いった安全設定のご紹介をすると、「初めて聞いた」「そういうことができるんですね」と

いう声が少なくありません。乳幼児の場合は、利用目的が YouTube のような動画視聴が非

常に多いということを考えますと、そこにかかる制限付きモードなどのご紹介も、今後は

続けていかなければいけないと思っています。 

それから、これも竹内先生の話と若干被るのですが、よく利用時間の調査があるのです

けれども、テレビにインターネットをつないでといいますか、インターネットが視聴でき

るテレビが一般化されつつありますので、テレビというものを見ているのだけれども、見

ている内容は YouTube であったり、ネットのコンテンツを見ている。これは、テレビの見

ている時間なのでしょうか、インターネットを利用している時間なのでしょうか。あるい

は、スマホをつなげていたら、スマホを使っている時間になるのでしょうかというような

質問を頂くこともありまして、そういったメディアのボーダレス化というのが進んでいる

と思います。ですので、利用時間のルールということを一言でくくってしまうということ

が、だんだんそぐわなくなってくる現状があるのかなと思いました。 

それからもう１つだけ、乳幼児の親御さんの意識ですが、セミナーをやってみての、私

の肌感覚なのですが、６年ほど前ですと、子育てにスマホを使うということに関して、後

ろめたいと感じるというお声が結構あったのですけれども、最近ですとあるのが当たり前

で、なぜ駄目なのかが分からないという声も多くなってきたということで、たった６年で

はありますけれども、保護者の意識にも変化が現れているなと思っています。 

すみません、長くなりました。以上です。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございます。そうしたら、服部様、よろしくお願いします。 

 

（服部氏） 
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Twitter Japan 服部です。私たち、Twitter というサービスを説明するときに、Twitter 

is what's happening という言葉を使っています。Twitter は、世界中で起きている出来事

とそれにまつわる会話がリアルタイムに繰り広げられる場所となっております。 

Twitter は、一般の人々だけではなくて、政治家、芸能人、本当にさまざまな人が使っ

ています。誰もが自分の思っていることを、自由に伝えられる場所。誰もが発信できて、

それを見ることができる場所。それが Twitter の強みかなと考えております。ただ単に、

人とつながるＳＮＳではなくて、例えば Me Too ですとか Black Lives Matter といったよ

うな、社会的ムーブメントを起こすきっかけとなる場でもあります。 

私たち、表現の自由というのは、非常に重視しておりますが、その一方で、全ての方に

安心してご利用いただけるために、さまざまな取り組みを行っています。ユーザーの皆さ

んが目にする情報。それから、自分について発信される情報をコントロールすることがで

きるツール。そして、安全性向上のための外部のパートナーとの連携。それから、皆さん

が安心して使っていただけるようなルールを策定して、それをしっかりと適用するという

ことに力を入れております。 

私たちの Twitter ルールは、非常に幅広い内容があります。今、ご覧いただいているの

が、その簡単なまとめではありますけれども、本当に「権利侵害」からさまざまな内容で、

「個人情報」「なりすまし」、そして今回のテーマでもあります「児童の性的搾取」といっ

たことも、このルールに含んでおります。 

私たち、「児童の性的搾取」に関しては、非常に厳しい態度を取っております。Twitter

では、児童の性的搾取に該当するコンテンツや、これを助長する行為を一切禁止しており、

非常に深刻な Twitter ルールの違反とみなしております。画像や動画だけではなくて、テ

キストですとかイラスト、コンピューター作成の画像といったものもこれには含まれます。 

こちらの数字は、2019 年の上半期に、私たちが児童の性的搾取の違反で対応した件数に

なります。全世界で 24 万件超のアカウントを、2019 年上半期に児童の性的搾取違反で凍

結いたしました。また、このうち９割以上はテクノロジーを使って、弊社が自主的に発見

したものです。こうした取り組みは、まだまだ足りない部分があると自覚しておりますの

で、これからもテクノロジーへの投資、それから担当者へのトレーニングの向上、そうい

ったことを、我々もより一層強化して問題の改善に努めていきたいと考えております。 

また、利用者の方のリテラシー向上というのは、我々非常に重要と考えておりますので、

例えば、UNESCO と一緒にこういったリテラシーのハンドブックというものも作っておりま

す。ぜひ、こういったものも多くの皆さんに使っていただいて、社会全体としてのリテラ

シー向上といったことにも、我々貢献したいと思っております。 

今日はぜひ、ほかの参加者の方からも、いろいろとアドバイスを頂ければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございました。では最後に、小堀様、よろしくお願いいたします。 

 

（小堀氏） 

ありがとうございます。Facebook Japan で、公共政策をやっております小堀でございま
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す。スライドのほう、よろしくお願いします。 

本日は、Facebook が安全についてどのように考えているか、そして取り組んでいるかを

ご紹介させていただきたいと思います。 

まず、弊社についてご紹介させていただきたいと思います。弊社は、「コミュニティづく

りを応援し、人と人とがより身近になる世界を実現する」ことをミッションに掲げており

まして、これからご紹介する安全に関する機能、取り組みも含め、全ての製品開発や活動

は、このミッションに沿って実施されています。 

弊社の代表的な製品である Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp は、世界中の約

24 億人の方に毎日ご利用いただいております。この数からもお分かりいただけるとおり、

Facebook のコミュニティ規模は非常に大きく、膨大な量のコンテンツが毎日投稿されてい

ます。 

その多様性に富んだコミュニティにおいて、自由に自己表現できる場所であることと、

全ての人が安心して快適に利用できる環境であることとのバランスを取ることは、非常に

難しいことです。そのため、Facebook のポリシーであるコミュニティ規定は、多様な状況

に適応できる原則に基づいて策定されています。また、ポリシーの運用性を確保するため、

Facebook では実際の状況にポリシーを適用し、コミュティの皆様にとって安全を確保する

ために、必要な改善を継続的に講じていく方法を取っております。ポリシーは、説明可能

である必要もあります。ポリシーを分かりやすく、簡潔に説明するよう、最大限努めてお

ります。 

ここにありますように、コミュニティ規定ではさまざまな事項が取り上げられています。

本日のテーマであります、青少年の非行・被害防止に関するところ、性的暴力、子供の搾

取などという内容もポリシーの適用対象とさせていただいております。 

安全を確保する取り組みの一環として、Facebook は利用者が投稿、コメント、写真及び

動画などのコンテンツを報告できるようにしております。ご利用者による報告は、コミュ

ニティ規定の違反の可能性を検知する上で重要な役割を果たしています。専門チームは、

報告の内容を確認し、該当するコンテンツがコミュニティ規定に違反する場合は削除して

います。過去数年間、機械学習、ＡＩ、コンピュータービジョンといったテクノロジーを

積極的に活用して、Facebook 上の悪質なコンテンツ拡散を防止しています。これらの新し

いテクノロジーを通じ、悪質なコンテンツを人間よりも素早く、また利用者に報告される

前に検出することができます。 

また、ご覧のとおり、安全に利用していただくためのツールは、モバイルでもご利用い

ただけます。簡単に利用者をブロックしたり、不適切なコンテンツを報告したりできます。 

日本で若者に人気のある Instagram では、日本でのセーフティパートナーＮＰＯの皆様

の協力を得て、保護者の方向けに、安全に関する機能や取り組みについてまとめた、「保護

者のための Instagram ガイド」を公表させていただいております。このガイドは、どなた

でも Instagram のヘルプセンターからアクセスし、ご確認していただくことができます。 

また、昨年にはセーフティパートナー団体である方々と一緒に、高校生・大学生と

Instagram の安全な利用方法について、共にアイデアを考えるワークショップを開催し、

そのワークショップから出た気付きですとか意見を踏まえた上での、「みんなのための

Instagram ガイド」を作成いたしました。また、ガイドは東京、原宿、竹下通りでも配付さ
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れ、今年の２月 11 日のセーファーインターネットディの週には、原宿駅構内に安全に関す

る機能の啓発を目的として、ポスター掲示をいたしました。 

Facebook にとって、ご利用者の皆様の安全確保は最優先事項です。これからも皆様から

のフィードバックを頂きながら、改善していくことができればと考えております。 

以上になります。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

どうもありがとうございました。それぞれが、それぞれの立場でしっかり対応していた

だいていることがよく分かりました。 

では、ここから皆さんと画面を共有します。ここから皆さんと一緒に、現状を出し合っ

ていこうと思います。では、現状を出し合う前に、ちょっと私のほうで現状共有のための

情報提供をしたいと思います。 

これは警察庁の調査ですけれども、平成 15 年に、ＳＮＳ等に起因する被害数が 1,278

件。これはガラケーで、Mobage、GREE、mixi 等が当時多くトラブルがありました。それで、

彼らも一生懸命頑張ったので、がんと一気に下がりました。この辺は、ものすごく日本は

国を挙げて頑張りました。ここで出会い系サイト規制法が改正されまして、さらに出会い

系はどんどん減っていきまして、結局、もう調査自体がなくなるくらいに減りました。代

わりに増えてくるのが、このＳＮＳなのです。ＳＮＳがぐぐぐっと増えていきます。しか

し、ここで取り組みを頑張ったので減るのです。だから、日本はとにかく要所要所ですご

く頑張っているのです。しかし、ここで一気に増えるのです。ここは、ＬＩＮＥや Twitter

等が、スマホを子供たちが使い出して、どんどん増えていきました。さらに、今、「インス

タ映え」との言葉が社会現象になるくらいの状況になっています。 

要するに、日本の国というのは、みんなで頑張って、企業も頑張って、最初は Mobage、

GREE。Twitter とか Instagram とか、皆さん非常に頑張っています。だけど、今また新し

いフェーズに来て、コロナも来てという状況だということを確認しておきましょう。 

少し話がそれますけれども、この平成 24 年で一気にぐっと反転していく。ここでまた大

きなトラブルが、スマホが登場したのではないかと思います。これは確証ありませんけれ

ども、例えばいろいろなところに出ておりまして、これは文科省の調査ですけれども、中

学生の不登校率です。平成 19 年から頑張ってどんどん減ったのです。しかし、平成 24 年

からぐぐぐっと上がっていきました。これが、この時の中学校の不登校生徒が 9 万 1,000

人から 11 万 9,000 人、つまり２万 8,000 人も増えていると。スマホかどうか分かりませ

んが、社会的に言うと、ここでスマホが登場した。私は、個人的には影響があるような気

がします。不登校生が家にいても、面白いことがたくさんできるようになったのかもしれ

ません。ここは分かりません。そういう背景があるということを、私たちは抑えておかな

いといけないと思います。 

これも警察庁の資料ですけれども、児童ポルノ事犯は自画撮り、児童買春、盗撮とある

のですけれども、自画撮りが一番多い。ネット絡みのことが多いというのが分かっており

ます。ＳＮＳの被害数が多いサイトが、Twitter、ひま部……ひま部とかはなくなったので、

今はある程度集約されていっているのかもしれません。 

そういうトラブルが多いところは、やはり子供たちもたくさん入っているから多い。そ
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れで、いろいろな対策をするけれども、なかなかうまくいかないし、うまくいっている部

分もある。その辺りについて、今日は一緒に考えていきたいと思っております。特に去年、

小学校４年生が誘拐されて、社会が震撼したという状況もありました。そういう現状の下

で、これから皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

続きまして、皆さんが今、それぞれの学校現場、ＮＰＯ、企業の状況、どういう現状を

感じておられるかということをお話いただけたらと思います。 

そしたら、最初は五十嵐先生から、また順番にお願いします。どうぞ。 

 

（五十嵐氏） 

今お話にあったように、本当に低年齢化、ネットの利用率がもう右肩上がりに増えてい

るのは、学校でも実感しています。問題は、やはりその使い方なのだろうなと思うところ

です。例えば、スマホを持たせるきっかけのほとんどが、塾とかお稽古事に行くときに、

保護者とのコミュニケーションを取るという目的で初めて持つのですけれども、それが実

際に持つようになると、ゲーム、動画、ＳＮＳというように、どんどん、どんどんとその

レベルで広がっていくのです。 

このことについてすごく興味深いのが、高校１年生を対象にした PISA2018 調査の結果

にすごくつながっていると思うのですけれども、これは日本の教育を考える上で、すごく

外せない現状なので、少しだけ触れさせてください。 

日本のＩＣＴ活用の現状というのは、OECD 諸国、37 カ国の中で最下位でした。数学的リ

テラシーと科学的リテラシーは、世界でトップクラスをキープしたのですけれども、読解

力が低下しました。この読解力というのは、今回の調査からコンピューターを使った調査

になったのです。この調査から新たに加わった定義が質と信憑性を評価する、それから矛

盾を見つけて対処するという問題の正答率がすごく低かったということなのです。 

つまり、日本はＩＣＴ活用をしない国ナンバーワン、コンピューターを使って宿題をし

ない国ナンバーワン、そして学校以外の場所で、デジタル機器で遊びに使うナンバーワン

という現状になりました。つまり、日本の子供たちは小さい学年のころから、既に、日常

的にデジタル機器に触れて使いこなしているにもかかわらず、学校での学習と学校外での

学習が、子供たち個々のデジタル機器とリンクしていないということなのです。使いこな

しているリテラシーというのは、単に遊びの範囲の中にとどまっているということを、ま

ずは小学校段階から変えなければいけないと、今、実感しています。 

先ほど申しましたように、初めて持つきっかけが、塾やお稽古事で、保護者との通信手

段なのに、どんどんとＳＮＳのトラブルや課金ゲームとか、そういうことが起こっていく

ので、うまく活用する方法を知らない子供たちがいるということはとても心配です。先ほ

ど紹介したように、学級指導で情報安全教育を行ったり、道徳で情報モラルを扱ったりす

るのですけれども、やはり実体験を通して学ぶ場がないと、危ないから禁止するというだ

けでは学べないと思っています。危ないということをどうやって理解して、どうやって安

心して体験できる場で、実体験で学べるのかなというところを、今、心配に思っています。

以上です。 

 

コーディネーター（竹内氏） 
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ありがとうございました。「危ないでは無理だ」という言葉が、非常に印象的でした。 

松田さん、今、現状をどのように捉えられていますでしょうか。よろしくお願いします。 

 

（松田氏） 

私たちの活動は、園とか学校へ伺って、講演活動を愚直に積み重ねているという活動で

すけれども、やはり対策の落としどころとしては、ルールを作りましょうというご提案に、

どうしてもならざるを得ないという状況です。 

ルール作りの内容としては、中高生になっていろいろな課題が出てきた時に、初めてル

ールを作りましょうということになっても、それまでの習慣を変えるというのは大変難し

いという状況があります。ですので、スマホ、インターネットに関しては、やはり使い始

めがとても大切だと思っておりまして、それがもし乳幼児期であるならその時点から、子

供の成長に合わせたルール作りをやっていく必要があるというのを改めて感じています。 

中学生、高校生になりますと、それが学習とのバランスとか、ほかのスポーツとか部活

動といった活動とのバランスということになってくるのだと思うのですけれども、乳幼児

期であるなら、その時期というのは心とか体の土台をつくるという大切な時期ですので、

外遊びであるとか自然体験といった、そういったほかとの遊びとバランスを取る目的であ

ったり、睡眠時間をしっかり確保するといった生活リズムを守るという目的で、その段階

ではルール作りを考えていただきたいと思っています。 

それから、一つデータをご覧いただきたいのですけれども、親の利用時間と子供の利用

時間の関係というのを、私たちの調査で示したものがあるのですけれども、全体的に右側

のオレンジ、ピンク、紫の１時間、２時間、２時間以上といった長時間利用のお子さんの

数というのは、縦軸の親の１日の利用時間が伸びるにつれて、長時間利用の子供も増えて

くるという傾向が見えたのです。ということは、大人もまず子供のお手本になるような使

い方をしなければいけないということ。親の利用の環境とか利用方法が、明らかに子供に

影響があるのではないかということが言えるので、まずは私たち大人が子供のお手本にな

っているかなというところを、ルール作りの時に振り返る機会にしてほしいなと思ってい

ます。 

保護者の心構えとしては、長年この活動をやっていると思うのですけれども、子供たち

の刹那的な流行に振り回されることなく、何がはやってもそれをしっかり乗り越えられる、

相談し合える親子の絆というのを日頃から作っていくことが大切ということ。それから、

自律的な使い方というのは、先ほど五十嵐先生のお話にもたびたび触れられていたのです

けれども、同じように、自分で自分をコントロールできる自律心、それから書き込みとか

投稿の先に何が起きるのかという創造力です。この自律心と想像力というのは、スマホ時

代の子育てのキーワードになってくるのかなと思っております。 

以上です。ありがとうございました。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございます。親の使用が子供の使用に影響を与えている。これはものすごく

興味深いデータでした。ありがとうございました。 

では、服部様、続いてよろしくお願いいたします。 
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（服部氏） 

ショッキングな出来事が起きたり、あるいは先ほど竹内先生からご紹介ありました、児

童のネット犯罪の数が増えているといったニュースを見るたびに、私たちも大変心を痛め

ております。一方で、今回ステイホーム、在宅勤務ですとか、在宅学習を経験されて、お

子さんも大人の方々もインターネットの距離が一層縮まったのではないかと思います。そ

れを通じて、世界中でアイデアや情報を共有したり、コミュニティをつくったり、新しい

人たち、あるいは新しい視点を見つけるための学習ツールとして、ソーシャルメディア、

インターネットの価値というのを、多くの人に再認識していただけたのではないかと思っ

ております。 

どうしても負の側面ばかりが強調されてしまって、実際に使っていない方が食わず嫌い

的に「ＳＮＳは怖い」「インターネットは怖い」というイメージを持たれているという側面

も否定できないかなと思っております。また、例えばｅスポーツみたいなものも、今、注

目されていますけれども、なんとなく「インターネットは駄目だ」というような思い込み、

「スマホは怖い」という思い込みもあるかと思います。実社会で起きていることが、やは

りそのままネットでも起きる。ネットで起きていることも実社会で起きる。そうであれば、

ネットと実社会を切り離すのではなくて、両方一緒に考える必要があるのかなと思ってお

ります。 

ネットだけのリテラシーだけではなくて、実社会で起きたことはネットでも起きるし、

実社会でやっていけないことはネットでもやってはいけない。そういった教育、幅広い層、

マルチステークホルダーでリテラシー教育をこれから考えていく必要があるのかなと考え

ております。以上です。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございます。実社会とのつながり、実社会で駄目なことはネットでも駄目だ

という、その辺りが必要だということが非常に印象的でした。ありがとうございます。 

では、最後に小堀様、よろしくお願いいたします。 

 

（小堀氏） 

ありがとうございます。このコロナの影響下で、Twitter さんもそうかもしれませんけ

れども、ユーザー数が増えたりアカウントの数が増えているのは事実でございます。これ

は、やはり家にいる時間が増えてきたということと、先ほど五十嵐さんのお話にもあった

のですが、オンラインでの授業が行われてきたり、また、例えば我々社会人の側でも在宅

勤務の割合が増えているということがあって、ネットの滞留時間だとか、ネットの利用時

間というのが増えていると思っています。特に、松田さんや五十嵐さんのお話にもあった

のですけれども、子供の利用時間が増えているということから考えると、それだけ子供が

ネット犯罪に巻き込まれるようなリスクが高いのではないかと思います。 

ということで、我々の事業者も含めて、学校の現場ですとか、先ほど保護者の時間だと

かありましたけれども、保護者だけではなくて、学校・保護者・事業者を含めた対策とい

うのが必要ではないかと思っています。 
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子供が安全に安心して移動できるようにということで、子供に携帯、もしくはスマホを

安易に渡してしまっていると。子供は子供で、デジタルネイティブなので、我々大人が思

う以上にそれを上手に使いこなしているというところ、その辺りをどうやって、先ほど言

った三位、つまり家庭・学校・事業者を含めて守っていくということが、今後重要になっ

てくるのではないかと思っています。 

先ほどお話にありました、Twitter の服部さんとも一緒ですけれども、TikTok を運営さ

れている ByteDance さんだとか LINE さんだとか、今、若者に結構人気があるソーシャルメ

ディアの事業者の方々と一緒に、健全なソーシャルメディア利用に向けた啓発というのを、

業界全体で社会的責任を果たすべく、また、いろいろな問題、先ほどの服部さんのお話に

もありましたけれども、ソーシャルメディア上の共通な課題というのは幾つかあると思っ

ています。その対策を強化するために、昨今、ちょうど一般社団法人ソーシャルメディア

利用環境整備機構を立ち上げたところで、私もそこの主たるメンバーとなって活動させて

いただいているところでもあります。以上です。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございました。今、皆さんが、とても一生懸命やっておられることがよく分

かりました。少し私のほうで聞きながらまとめましたので、共有したいと思っております。 

まず、五十嵐先生のほうからは、きっかけは保護者との連絡用にしているのが、結局、

ゲームになってしまっているのではないか。ＩＣＴの活用が最下位という結果を受けて、

もう「危ない」では無理だと、有効活用に舵を切っていく状況ではないか。ただ、やはり

それでも不安もいっぱいあると。 

松田さんのほうからは、中高生はトラブルが起きてから対策しているので、やはり乳幼

児からの対策が必要ではないかという問題提起がありました。それから、保護者利用が子

供に影響を与えているという、衝撃的なアンケート結果も出てきました。子供には自律し、

想像力を持たす必要がある。 

服部さんのほうからは、在宅勤務で利活用して、国全体、社会全体がネットの良い面、

メリットを享受した。先ほどの話で言うと、その中で今トラブルもある。そのトラブルに

関しては、20 万以上の削除もしているようなことも一方でやっている中で、そういういろ

いろなことについて、積極的な情報発信が必要で、ｅスポーツであるとかそういうものの

可能性。それから、実社会とリンクしたものをやっていけばいいのではないかという言葉

がありました。 

小堀さんのほうは、ユーザーアカウント数がどんどん増えて、いろいろなものを含めて

24 億人が利用しているという声もありました。子供の利用時間が増え、犯罪のリスクなど

あるので、学校・保護者・事業者、社会全体で、業界 Twitter さんなどと一緒にやってい

るということがあったので、ぜひこの辺りをみんなで一緒に考えていけばいいかなと。社

会全体でやっていく時期だというのが、非常に心強い声を聞きました。 

では、続きまして、皆さん、どのような対策をやっているかというのをお聞きしたいの

ですけれども、今それぞれが、どういう立場でどういうことをやっているかということを、

それぞれお願いいたします。 

そしたら、今度は小堀さんのほうから、よろしくお願いします。 
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（小堀氏） 

やはり、我々は２つのアプローチがあるかなと考えています。１つは、普及・啓発だと

か出前授業。例えば、子供の教育現場に出向いてお話をするとか、または事業者が説明す

るというソフトのアプローチが１つあるかなというのと、あとは、我々もう１つ、ハード

面、要は機能で何とかカバーすることができないかということを考えることが必要かなと

思っています。 

後者は、やはり我々のような事業者が責任を持ってやっていくべきことかなと思ってい

ます。我々、Instagram は「インスタ映え」という言葉を使っていただいているところも

あって、特に若い方は非常に Instagram の利用が多くて、先ほども少しお示しさせていた

だいたのですけれども、どんな内容が果たしてコンテンツの削除の対象になるのかだとか、

その基準というのを、我々一般にコミュニティ規定というものを公開し透明性を担保した

いのですが、なかなかご利用者全てにその規定詳細までご覧いただいてはいないという現

実もあります。 

あとは、規定を気にして投稿していただくようなご利用者の方が多ければ多いほどあり

がたいのですが、やはり一部心無い……心無いというと変ですけれども、心無い方からの

投稿がある場合は、ご本人もそうですけれども、内容を見ていて「ちょっとこれひどいな」

というような、一般のご利用者の方からの報告ということも、我々非常に、そのコンテン

ツの削除だとかいうことに対しては注意を払っているところです。 

あとは、技術で、ハードでどうやって守っていくかというところに注力すると、やはり

子供と悪意のある大人がつながってしまうというリスクも避けなければいけないと思って

います。また、興味本位に未成年者に対してアクセスしようというような大人に対しては、

子供側、要はアクセスされる側のほうでもアカウント設定による公開範囲についてですが、

この投稿は非公開にするだとか、特定のアカウントでどうも怪しい人がきたということで

あれば、ブロックすることによって自分たちの身を守ること。また、我々事業者サイドも、

子供宛てにメッセージを送ろうとしている悪い大人に対してメッセージを制限する、つま

りフォローしている人のみがメッセージを送れるというような設定を追加するような対策

も行っています。 

ですので、ソフトの面、またハードの面、そこもまたそれぞれの立場でいろいろな施策

を打っていくということは必要なことではないかと考えております。以上です。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございます。ソフト面、ハード面のことを、これから強化していきたいとい

う話が出てきました。Twitter さん、追加でよろしくお願いいたします。 

 

（服部氏） 

我々も Facebook さんと、懸念ですとか課題は基本的に共有しております。やはり、どの

ようにして我々自身が利用者の皆様の安心安全を守っていくか。それから、そうした取り

組みをお手伝いできるためのツールを提供できるか。そこは、非常に我々としても、今後

より一層注力していきたいと思っております。 
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例えば、弊社の場合、利用規約で 13 歳未満の利用は禁止となっております。これをより

一層強化するために、つい最近ですけれども、新しいアカウントを作成するときに、生年

月日を入力していただくという新しいプロセスを導入いたしました。これによって、13 歳

未満のユーザーが誤って Twitter アカウントを作ってしまうようなことも避ける一助にな

ればいいなと考えております。 

また、冒頭の自己紹介のときに紹介しました Twitter のルールやポリシー、こういった

ものも、我々は常に見直しを行っています。外部の有識者、専門機関といった方々による

諮問機関を作っておりまして、そこからフィードバックや推薦、プレイヤーなども受けつ

つ、常に Twitter のルールの見直しなども行っております。 

利用者の安心安全と表現の自由、このバランスをいかにどう取っていくかというのが、

我々にとって非常に大きな課題ではありますけれども、少しでも皆様に楽しく使っていた

だくための仕組みを作っていきたいと考えております。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございました。表現の自由とのバランスという話がありました。これは、非

常に難しいですよね。子供を守る、一方で表現の自由がある。ちょっとこれは、またあと

で議論しましょう。 

そうしたら、対策について、松田さん、どうですか。 

 

（松田氏） 

啓発をやっている上で感じていることですけれども、この外出自粛のコロナ禍を受けて

ですが、赤ちゃんのママから、外出自粛中に自分自身、お母さん自身がスマホでの動画の

視聴であるとかＳＮＳに頼ってしまって、よくないなと思いつつ、どうしたらいいか分か

らない、やめられませんというご相談を受けたこともありました。 

コロナ禍のこの期間というのは、本当に特別な時期だったので、あまり自分を責めるよ

うなことはせずに、今だから、多少スマホに頼ってしまっても仕方がないと割り切ること

もあってもいいのかなというふうに、その時はお答えしました。ただ長時間、ママがスマ

ホばかり見ていて、赤ちゃんのほうを見ないと、赤ちゃんはさみしい気持ちになってしま

うので、赤ちゃんがお昼寝している時とか、夜寝てから存分にスマホタイムを楽しんでみ

てはどうですかというお話をしました。 

子育て期に、このコロナの時期を乗り越えるというのは、恐らく、子育てを手放してし

まった時期の私たちからは想像がつかないほど、大変だったのかなと思うのです。ですの

で、その子育ての大変さに寄り添うという姿勢を忘れないということが、啓発活動の第一

歩かなというふうに思います。 

それから、小中学生の保護者の方からは、やはりこの自粛中、ゲームのお時間が増えて

しまったというお話はあちこちで聞きました。ただ、ゲームばかりやって困っているんで

すよと言いながらも、不健康な感じを受けないご家庭も多いのです。恐らく、そういった

ご家庭は学校が再開したら、それ以前の生活に戻っていくのではないかなというふうに想

像ができるのです。そう考えると、一斉休校があろうとなかろうと、スマホ利用時間が問

題になるご家庭というのは、それ自身が問題なのではなくて、そもそもルールを作って、
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それを意識して守れるご家庭と、ルール作り以前の大きな問題を抱えているご家庭という

のが実はあって、その両者は分けて啓発の形というのを、今後考えていく必要があるので

はないかと思いました。以上です。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございました。特に、コロナ禍での子育てで悩んでいるお母さんとかがおら

れて、そことの兼ね合いも難しいという声を聞きました。 

最後に、五十嵐校長先生、どうですか。対策という面で、お願いいたします。 

 

（五十嵐氏） 

２つ紹介します。１つは保護者への啓発、もう１つは子供自身が安心してネット上のコ

ミュニケーションを取る取り方を学ぶ、実体験の場を設定したという２つです。 

１つ目については、先ほど紹介したとおりです。毎年、この時期に情報安全教室を子供

たちと一緒にやっています。今年は、コロナの感染予防のために、ズームで講師の先生と

教室をつないで、同時中継でやらせていただきました。 

さらに本校では、初めてスマホを持たせる保護者に面談しているのです。学校への持ち

込みは、原則禁止ですけれども、昨今、いろいろな事情があって、どうしてもこういう事

情でということもあるのですね。最近、変わってきたのは、今まではフィルターの必要性

とかルールをという話をしていたのですけれども、先ほども話題になったのですが、自ら

親がアプリを入れることで、子供をコントロールできる。そういうものが出てきて、夜は

何時ごろの設定とか、そういう具体的なものも出始めましたので、これはいい傾向だなと

思っているところです。 

それからもう１つ、子供たちが体験する場ということですけれども、実際にこれを見て

いただきたいのです。休業中のことですが、休業中に、希望する家庭に通信機付きの端末

を貸し出して、オンライン学習を実施したのです。そして、６年生は学習で使うというこ

と以外に、自由にコミュニケーションできるという場をあえてつくってみました。もちろ

ん、担任はそれをしっかりと見守っているのですけれども、あえて何だかんだ禁止事項を

言わないで、子供たちが自由に運用できるようにということを任せてみたのです。すると、

すごいことがあったのです。 

結構、最初はいろいろなことを投稿し始めるのですけれども、そういう自分勝手な投稿

に対して、自分たちで自発的にルールを作ろうとする動きが出てきたのです。お互いに勝

手な書き込みとかは、やはりこういうふうにしなきゃ駄目なんじゃないかとか、自分事と

して、もっと良い運用をしていこうよということがすごく高まってきたのです。自由には

責任が伴うということ、たとえ匿名でも書いた人は誰か、ログで調べたら分かるというこ

とも教えたのですね。何度か教師がアドバイスに入る場面もあったのですけれども、子供

たちは体験を通して学んでいって、危ないからといって禁止するのではなくて、教師が見

守る安心できる場で、現実に則した体験から学ぶ場というのは、本当に大事だなというの

を、今回、実感したところです。 

 

コーディネーター（竹内氏） 
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ありがとうございました。私のほうで、少しまとめたいと思います。 

皆様から、いろいろな課題を持って、いろいろな対策をしていることがよく分かりまし

た。少しまとめましたので共有したいと思います。 

まず、小堀さんのほうから、ソフト面とハード面があって、啓発事業、出前授業と、あ

と機能で守る、この辺りが事業者の責任として重要だと。この辺を共にやっていきたいと

いうことで、特に一般からの悪意のある大人対策、ブロックの仕方を教えるとか、何かそ

のあたりがポイントかもしれないというお声がありました。 

服部さんからも同じようなことで、ツールを提供したりする。13 歳未満は、新しいアカ

ウントに生年月日を入れるようにして、誤って入れないようなそういうことで、ハード面

で守っていく。Twitter ルールは、有識者を入れて常に見直しながら、表現の自由とバラ

ンスを取る。この辺りが、これから社会全体として、私たちと一緒に考えていくことでは

ないかということで、とても心強い問題提起がありました。 

松田さんのほうからは、コロナ禍で母親自身が、スマホ利用が過多になっていたり、保

護者の割り切りも必要だよと言ってあげたという、この辺りがネットの問題の奥深さがあ

るかなと感じました。子育ての両立も必要だし、寄り添う気持ちが必要で、でも、とは言

えルールが必要だというあたりが、とっても印象的な言葉でした。 

五十嵐先生のほうから、保護者啓発を、毎年、持たせる時に保護者面談をする。これも

一つの大きなやり方かもしれません。フィルタリングの時間とか、スクリーンタイムです

かね。そういう時間制限などの説明をしたりする。また、子供たちにスマホを使わせてみ

ると、自発的なルール作りが始まったというお声もありますので、何かこの辺りが一つ大

きな可能性、これはまたあとの議論の中で、お話ししていきたいと思っております。それ

ぞれが、それぞれの形で対策をしているということが、お互い知らずにやっているので、

この辺りを融合して考えるというのが、一つ重要なのではないかと思いました。 

そうしたら、最後に課題。それぞれ皆さんが、どのようなことを課題として持っておら

れるかというのをお話ししたいと思います。そうしたら、五十嵐先生からよろしくお願い

します。 

 

（五十嵐氏） 

先ほどもお話ししましたように、今回臨時休業になったので、学校から端末を貸したこ

とで、本当に子供たちは自らいろいろなことを経験しました。このオンライン学習から、

私たちはいろいろなことを学んだので、もう、子供たちが自分たちでどういうふうに使っ

ていくかを考えられるようにするためには、どんな力を付けてあげなければいけないかと

いうことを、大人が真剣に考える時代に来たのではないかと思っています。 

そして、先ほども言っていただいて、すごく心強かったのですけれども、ハード面に関

わる専門家の方たちは、子供たちが安心して思う存分に活用できるインターネット環境を

構築していただけたら、すごくありがたいです。ソフト面では、いざというときのための、

危険の事前の知識、危険を回避する方法、悪いことをすると分かるんだよという抑止、そ

ういった基本を家庭と学校が一緒になって学んでいくということが大事です。 

また、トラブルが起こったときは、すぐに相談できて、対応できる体制というのも整え

ていかなければいけないなと思っています。もう社会全体で、未来の社会を担う子供たち
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を育てていきたいなと思っています。以上です。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

非常にいいですね。社会全体で、学校ができること、企業ができることをそれぞれ分け

ながらやっていく。そこに私たちも交ぜてほしいですね。大学の教員と一緒にやる。何か

今回、やれたらいいですよね。ちょっと口が滑りましたね、ごめんなさい。 

では、松田さん、課題として感じておられること、お願いいたします。 

 

（松田氏） 

今日は、私のほうは子育ての話が主になってしまったのですけれども、想像力という話

を、先ほども触れました。そうすると、想像力はどういうふうにしたら育まれるのでしょ

うかというご質問をいただくこともあるのですね。 

例えば朝、天気予報で今日は夕方から雨になりますと耳に入ったら、先回りをして傘を

渡したりとか、かばんの中にそっと折り畳み傘を忍ばせるということはせずに、「今日は夕

方から雨が降るのね」ということだけ声がけをして、その先に、雨にぬれないためには自

分で何をすればいいのかという、想像して行動をきちんと起こさせるような、子供の背中

をちょっと押してあげるようなことをしてあげる。無理なくできることだと思うのですけ

れども、そういうことでも子供たちの想像力というのは育んでいかれるのかなというお話

もします。つまり、スマホの話というのは、機器の使い方とかそういった話の前に、乳幼

児期においては、子育て分野の一つのカテゴリーとして入る時代になったのかなと思って

いるところです。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございます。子育てのうちの一つということが出てきました。それでは続き

まして、服部さん、課題として、今思っておられること、よろしくお願いいたします。 

 

（服部氏） 

短期的には、どうしても今、風潮として何かあれば、すぐインターネットが悪い、すぐ

ＳＮＳが悪いというような傾向が少し見られるのかなというふうに懸念しております。 

確かに、我々自身にも改善すべき点はありますし、まだまだいろいろな問題もあるとは

思っておりますけれども、例えばソーシャルメディア、スマホ、これはあくまでツールで

あり、実際にそこで起きていることそのものに対する取り組みがなければ、なかなかこの

問題は解決しないのではないかと思っております。 

ですので、やはり短期的には、そういった課題がどこにあるのかをしっかりと見直すこ

とが必要なのかなと思っております。それを長期的に解決していくためには、やはり事業

者だけではなくて政府、教育現場、家庭、そういったさまざまな方の取り組みによる教育

が必要と思っております。 

先ほど、竹内先生からもコメントがありましたように、ぜひ我々も事業者間だけではな

くて、ほかの分野で活躍されている方と一緒に取り組みをしていきたいと考えております。

以上です。 
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コーディネーター（竹内氏） 

心強い言葉を強い言葉。何かやりましょうか。というか、やらないといけませんよね。

誰かの責任で、「あかんぞ」ではなくて、みんなの責任でできることをそれぞれがやるとい

うことが、何か少し見えてきたような気がしました。ありがとうございます。また、後ほ

どその話をしましょう。 

そうしたら、小堀様、よろしくお願いいたします。 

 

（小堀氏） 

ありがとうございます。ぜひ、私たちも交ぜていただきたいと思います。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ぜひぜひ、やりましょう。 

 

（小堀氏） 

ソーシャルメディアは、Twitter さんだけではないので、ぜひ我々も交ぜていただきた

いと思っています。 

やはりコロナの環境下で、コミュニケーションという形態はまた一段と変わりつつある

かなというふうに思っています。やはり、携帯が常に身の周りにあるように重要になって

きてみたりだとか、我々はこうして、今日もオンラインでラウンドテーブルをやっていた

りだとか、世の中が変わりつつある中、当然技術の進歩に伴う我々サイド、例えば先ほど

お話がありました事業者もそうですし、家庭、あとは学校、及び先ほど服部さんの話にも

ありました政府だとか、こういったステークホルダーが、利便性の裏側にあるリスクをど

ういうふうに認識していくか。さらにそのリスクをどうやって軽減していくかということ

を考えることが必要かと思っています。 

一つ、五十嵐さんがいいことおっしゃられたのは、我々もよく考えなければいけないこ

とですが、何々しては駄目というルールになれば、必ずそのルールに反対して、その逃げ

道を探そうとするのですが、では何々しようとポジティブな、例えば子供たちと議論する

中で何とかしてみようという話が出てくるとすると、そこはやはり積極的にやっていくよ

うな話になるかなというように思っています。 

ですので、そういった積極性だとかワークショップを通じて、自分たちで考えて、自分

たちでこうしていこうというようなことを、我々も後押しができればいいなと考えていま

す。以上です。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

どうもありがとうございました。すごくまとめる前に、まとめが見えてきたような気が

します。少し、皆さんのご意見をまとめてみたいと思います。Twitter についても Facebook

についても、同じような課題を感じておられてということが、よく分かりました。ちょっ

と今、ご発言をまとめてみました。 

課題として、五十嵐先生のほうからは、いろいろな経験をした中で子供たち自身が考え
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るようになっているので、今度は大人が考える番だと。特にソフト面で、家庭や学校に持

ち帰って彼らにどうさせるか。ただ、それだけでは分からないので、企業にハード面を教

えてほしいと。これは非常に大きな問題提起ですね。「Facebook なんかくるな、Twitter な

んかくるな、やめろ」みたいな大人が多い中、もう教えてほしい。そうですよね、一緒に

やっていかなければいけないという声が出てきました。そのためには、大人も想像力、子

供にも想像力を付けさせることが必要だと。「今日、夕方から雨が降る、どうする？」と考

えさせること、ネットも同じだよと。「こんなときはどうする？」ということを、想像力を

持って彼らに考えさせる。そういうソフト面、それを気付かせるためのハード面みたいな

ものが必要ではないかということでした。 

服部さんからは、インターネットの問題だけではなく、リアルの問題でもあるので、課

題がどこにあるか。ネットが悪いで済ませたら駄目だと。服部さんも自分たちの課題でも

あるとおっしゃったけれども、みんなで見直しながら、さまざまな参加者で協働していこ

うと。教育・啓発・開発、いろいろなことができるのではないか。 

小堀さんも基本的に同じような感じで、コミュニケーションはこれからどんどん変化し

ていくので、技術の進歩の、みんなことを集めるとおっしゃいましたね。協働が必要なの

ではないか、何々しては駄目ではなく、何々しようというふうな形にやっていけばいいの

ではないかというような声が出てきました。 

私も、皆さんと話をしていまして、とても前向きな気持ちになれたような気がします。 

最後にちょっと、もう時間もないのですけれども、皆さんに出てきていただいて、ビデ

オでもう一度参加してください。最後に、このメンバーでお話をしたいのですけれども、

短期的、長期的に、では、私たちはこれから何ができるのか、どうしたらいいのかを考え

ていきたいのです。 

まあ、答えが出たような気がしますけれども、まず短期的に何ができるのか。どなたか

らでも、ご意見、どうですか。では、小堀さん、先ほどの話をもう一回言ってください。 

 

（小堀氏） 

そうですね、できれば今、三位一体、事業者と学校と保護者だという話がありましたの

で、例えば政府を入れるかどうかは、今後検討しなければいけないと思うのですけれども、

やはり先生の所の学生さんをお借りして、教育現場に行っていただいて、例えば授業を模

擬的にやる。そこに、我々も協力しながらやってみて、例えば技術はこうなっていますだ

とか、そういう話をしてあげるような機会をつくらないといけないのではないかと思って

います。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

なるほど、なるほど。まず、産官学で何かやりましょうか。 

 

（小堀氏） 

それがスモールスタートで、恐らく何か気付きも、また出てくるかなと。 

 

コーディネーター（竹内氏） 
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そうでしょうね。やる中で何か分かると。 

 

（小堀氏） 

それを大きくしていくのか、まあうまく展開できればいいなと思っています。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

なるほど、五十嵐さんも一緒にね。五十嵐さん、その話、どうですか。 

 

（五十嵐氏） 

いいですね。それは最高です。子供たちが社会に出て、そういう危険な目に遭う前に、

学生さんたち、技術の専門の人たちがそういう場を作ってくだされば、学校で学べる。だ

けど今、情報活用能力は子供だけではなくて、本当に我々も知らないですから、教えてほ

しいです。そういう場をつくりたいですね。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

私たちも知らないですものね。だから、松田さんも一緒に考えたところで、みんなで五

十嵐さんの所にまず行って、小さいですがステップで始めて、それを広げていくという。 

服部さん、何かご意見どうぞ。 

 

（服部氏） 

私の言いたいことは、全て小堀さんに言われてしまっているのですが、ぜひ弊社も一緒

にやらせていただければと思います。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

そうですね。何かできることを、それぞれの人がやりながら、私たちのニーズはここに

ある、だからやってくれというかね。「いやいや、これだよ。いや、もっともっと低年齢化

ではこれだよ」みたいなことを。松田さん、どうですか。 

 

（松田氏） 

私たちも、技術で守るというのはとても大切ですけれども、やはり新しい技術について

いけない部分もあるので、事業者の方に教えていただきながら、先生方も今、本当にいろ

いろな課題山積で大変だと思いますので、我々ユーザーの力と言いますか、地域の人間も

上手に活用していただいて、一緒にみんなで子供を守るために取り組んでいけたらいいな

と思いました。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

特に、今日の議論は子供の性被害という、非常に大きなショッキングな、去年のＳＮＳ

の女児の誘拐事件。だから、あれもいろいろな課題があって難しい問題でもあります。そ

こで、私が１つ非常に気になったのは、その当時の被害の子が、本当かどうか分かりませ

んけれども、家も学校も嫌いだというふうに第一報で出たと。やはり、リアルの中に問題



 - 22 - 

があり、課題がある子が出ていく。そこを、私たちも考えなければいけない。 

ただ、そこだけではなくて、企業としての責任として、ハードで守る部分も非常に必要

で、Twitter は 91％、ＡＩで見つけたのですか。それをもっと自慢したらいいのに。 

 

（服部氏） 

ただ、まだまだ、ちゃんとできてないところもありますので、そこはより一層改善した

いと思います。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

そのとおりですね。だから、１人でも被害が増えないようにやらないといけないのが、

それはもちろん、Twitter、Facebook、Instagram にもあって、私たちにもあります。ただ、

UNICEF の方がおっしゃっていたのですけれども、スマホ、ネットは道路と一緒と思ってい

ると言うのです。道路、高速道路を使わせなかったら事故は起きないけれど、そういうわ

けにはいかない。だから、子供たちに教えながら考えていかなければいけない。そのため

に、ゼロにはできないけれども、できるだけ大人が、もう最大限やらなければいけないと

いうようなことを、私たち言われて「なるほどな」というふうに、今、思っています。 

ただ、口が裂けても、「減ったからいいや」とは、私たち教育者としても言えないですし、

もちろんゼロにしたいというのはそうですよね。 

ネットの研究者が、悪質な投稿をするのは 0.1％だから大したことはないと言ったので、

私、けんかしたのです。これはものすごい可能性で、１人も見捨てないという、そういう

形が重要ですよね。そのために、ネットのことが非常に重要だと。五十嵐先生、そのあた

り、どうぞ。 

 

（五十嵐氏） 

本当にそうだと思います。今、こうやってお話しいただいて、子供のころからそういっ

た情報活用能力、言語能力、課題発見・解決能力という、今、学習の基盤と言われている

力なのですけれども、その中でまさに情報活用能力というのは全ての基本で、そこからい

ろいろな力が育っていくのだと思いますので、今のご意見はすごく心強いです。皆さんと

一緒に連携して、ばらばらではなくてやっていきたいです。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

そうですね。何かやりましょう。ありがとうございます。 

短期的なことは分かりましたけれども、もう１つ、もっと広い視点で、長期的な視点で

どういうことができるのか、何をしなければいけないのかというのを、一言ずつお願いし

ます。格好いいこと言えなくてもいいので、長期的に、もっと長いスパンで、こういうこ

とがいるのではないかというのをお願いしたいと思います。松田さんからどうぞ。 

 

（松田氏） 

今日もずっとお話しさせていただきましたとおり、本当に子育ての道に、スマホとかイ

ンターネットというのは、我々の子供の時代とは違って、生まれた時からずっと一緒にあ
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る環境で育っていきますので、小さいころの土台をしっかりつくってあげると、その後の

ブレというのは少なくなってくると思うので、より土台づくりというところが大事になっ

てくるのかなと思っています。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ネットの性被害といったら、ともすれば高校生とか大学生にいくけれども、もう乳幼児

から始まっているということを、私たちは認識しなければいけないと、そういうことです

よね。ありがとうございました。五十嵐先生、どうですか。 

 

（五十嵐氏） 

もう本当に、身近に接しているからこそ、遊びの中だけではなくて、学校の学びもそう

ですし、家での学びもそうですし、日常的にもっとどんどん、どんどん、活用して、そう

いう活用の仕方で子供たちの力が伸びていくと思います。今度の PISA の調査では外国を

追い越すくらいになってほしいと思います。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

本当ですね。そのために国を挙げてやっていく中に、学校の教員もあれば、ＮＰＯもあ

れば、ＳＮＳ事業者もあって、批判する対象ではなくて、一緒に頑張っていく対象として

みんなでやっていこうということですよね。ありがとうございました。 

小堀さん、お願いします。 

 

（小堀氏） 

事業者の立場で言うと、今は Instagram とか Facebook ですけれども、我々はまだまだ引

き続き新しいサービス、製品をぜひ世の中に出していきたいと考えています。ただ、それ

らを出していく途中には、興味を持って使ってもらう、楽しんでもらうという反面もある

のですけれども、きちんとしたリスクヘッジをみんなでやっていくということは、将来的

に重要かなと。なので、我々が商品やサービスを提供する前には、やはりいろいろな方と

事前に議論できるような場があるといいですね。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

なるほど。だから、そういう議論を、フラットに、普通に「なあなあ」と言えるような

仕組みを社会としてつくったらいいというか、そういうことですよね。 

 

（小堀氏） 

そうですね。一概に、「これは駄目だ」「やっぱり駄目だ」というわけではなくて、では、

これが入ったときに、どういう影響が出て、どうなりそうかというような分析が必要にな

ると思います。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

両面を考えながら、なるほどね。そうですよね。今までは、「スマホ使うな！」というゼ
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ロと、「いいじゃないか」という 100 と、もうねじれのうちで永遠に直交しなかったのです

けれども、30 くらいなのか、70 くらいなのか、50 くらいなのか、その辺りをこれから見

極めていく必要があるということですね。 

 

（小堀氏） 

多分、そのバランスだと思います。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

そうですね、バランスですよね。30 を 50 にするためには、これを入れたらいいねとい

うのを、社会全体で考えていく時期になったということですかね。ありがとうございます。 

服部さん、どうですか。 

 

（服部氏） 

今日の議論の前半で何度でも、若年層がスマホネイティブ、デジタルネイティブという

話が出てきました。若い世代には、こうして我々もどんどん教育をやっていこうという話

が出ていますけれども、恐らく教員あるいは政治家、我々のような企業も、より今後意志

決定に関わっていく世代が、どんどんデジタルネイティブとのギャップが広がってくるこ

とを避けなければいけないと思っています。ですので、子供への教育というのはもちろん

ですけれども、これはやはり社会全体に対して教育をやっていく必要があると思っていま

すので、そこは我々としても、ぜひ皆様と一緒に取り組んでいきたいと思っております。 

これは、青少年に被害をもたらす加害者側に対する教育というのも大事だと思いますの

で、決して青少年にだけ何かをすればいいというわけではないと思っています。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

なるほど。社会全体に分かるような何かを、そうですね。子供を守るためには、社会全

体を。結局、社会の問題ですものね。だから、そこをやっていこうということで。ありが

とうございました。 

ちょっと私、タイムキープが下手くそで、とても長くなってしまいましたけれども、最

後に、簡単に感想でも何でもいいので一言ずつ言って、今日は終わりたいと思います。 

五十嵐先生、一言ずつ言って終わりましょう。どうぞ。 

 

（五十嵐氏） 

もう本校の子供たちは、臨時休業中に学びのデザイナーになってしまったのです。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ほお、いい言葉ですね。 

 

（五十嵐氏） 

頑張らなくてはと思っています。先ほどのお話のとおり、社会全体で、戻るのではなく

て、コロナを通して、新しい時代をみんなでつくっていかなければいけないと思います。 
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コーディネーター（竹内氏） 

学びのデザイナーの子供に教えてもらいながらですね。 

 

（五十嵐氏） 

はい。子供のほうが詳しいです。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

そうでしょうね。教えてもらいながらやっていくことが必要だと。 

松田さん、どうぞ。 

 

（松田氏） 

今日は、貴重な場をありがとうございました。本当に社会全体でという、一員であり続

けたいと思います。シニア層の方との橋渡しであったり、子供たちの声を届ける役割であ

ったり、自分たち民間としてできる役割を、今後も模索しながら頑張りたいと思います。

ありがとうございました。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございました。では、小堀さん、お願いします。 

 

（小堀氏） 

今日は、このような機会を頂きまして、ありがとうございます。現場の先生だとか、日々

出前授業だとかご苦労されている方々と、直接お話しすることができて、我々事業者とし

ても今後どうするべきかということを、また、Instagram は特に今、日本で非常に人気が

あって、さらに今、開発チームを昨年から日本に置いています。ですので、我々が現場で

聞いたこと、問題と思っていることを、そのまま直接フィードバックすると、Instagram の

機能として返ってくる、反映される可能性がどんどん高くなってきていますので、そうい

ったもののスピードを、もっと事業者サイドでも上げていって、ぜひそのギャップを埋め

られるように頑張っていきたいと思います。今日は、どうもありがとうございました。 

 

コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございます。ギャップを埋める努力が必要だと、いい言葉ですね。ありがと

うございます。では、最後、服部さん、どうぞ。 

 

（服部氏） 

今日は、素晴らしい議論でとても役に立ちました。どうもありがとうございます。ぜひ、

この１回で終わることなく、２回目、３回目、そして、どんどんいろいろな人を巻き込ん

で、大きなムーブメントにしたいと思っておりますので、ぜひ、これからも引き続きよろ

しくお願いいたします。 
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コーディネーター（竹内氏） 

ありがとうございます。とてもいい議論ができたと思います。ただ、この４名が、ここ

でやったで終わらせずに、何か小さく始めて、だんだん大きくしていくというか、「ムーブ

メント」という言葉を、最後に服部さんに言っていただきましたけれども、そのような形

にできればと思っております。最後にまとめたいと思います。 

大人の対策が必要です。法整備なのか、システムなのか分かりませんが、ハード面です

ね。産官学を上げてやっていこう。何か小さく始めて、Facebook と Twitter とイーランチ

と私の所の学生が、寄ってたかって五十嵐先生の学校に行こうというようなことも出まし

たけれども、冗談抜きで縦割りを越えてやれたらいいかなと思っております。 

警察なども、少年課と何々課が、部署が違うからとかいうようなことが昔はあったので

す。今はもう、一生懸命やりながら一緒にやったりもしています。そういう縦割りを越え

た対策が必要かなと思いました。 

あと、子供への対策として、啓発活動を一緒にやろうと。保護者支援、保護者が非常に

キーワードだと。特に、子育て世代がキーワードだということも出てきました。自転車の

場合は、３輪車からコマ付きで、「お母ちゃん、離さんといてや」と、何となく社会全体に

こういうシステムがあります。スマホにはまだないのです。だから、その辺を、私たちは

社会全体で、北海道から沖縄まで、大体「お母ちゃん、離さんといてや」です。私もそう

でした。私も娘にやりました。でも、ちょっとこれはアメリカで見たのですが、みんなそ

うなのかは分かりませんけれども、アメリカのお母さんは前で持っているのです。おかし

いじゃないかと思って学生に見せたら、「いやいや、アメリカはアメリカのやり方あってい

いやろう」と。アメリカは、背が高いから前と違うかと。だから、何を言いたいかという

と、自転車一つとっても、それぞれ地域のやり方がある。ここは日本なので、アメリカの

まねをする必要はないし、町田第五小学校は隣の学校のまねする必要はない。自分の学校

で、まず子供たち、自分たちでルールを作る必要があるのだろうと。 

だから、ネット問題は、まだ文化ができてない。文化づくりだと思います。家庭、学校

だけでは無理だということが、よく分かりました。企業だけでも無理だというようなこと

が分かりました。国、行政だけでも無理でしょう。だから、社会全体で今日が何か。今日

の議論が全てではなくて、たまたま集まった５人の英知を集めて、今日は一生懸命、皆さ

んで議論して、素晴らしい議論ができたと思いますが、その何かのきっかけになればと思

います。 

時間が延びてしまって、非常に申し訳なかったのですけれども、非常に興奮するいい議

論ができたと思います。今日は、何かのきっかけになればと思います。どうもありがとう

ございました。 

それでは、久保宮さんにお返ししたいと思います。どうぞ。 

 

（事務局） 

皆様、それぞれ有意義なご意見、ありがとうございました。以上をもちまして、「青少年

の非行・被害防止対策 リモートパネルディスカッション」を終了とさせていただきます。

本日は、誠にありがとうございました。 


