
最近よく目にする光景に、スマートフォンを、若
者が指先で器用に使いこなしている姿があります。
スマートフォンは従来型の携帯電話と比べてはるか
に多機能になったことで、トラブルの内容や、その
対処法も複雑化してきています。
そこで今回は、スマートフォンと従来型携帯電話
の違いをご説明するとともに、特に若者の間で人気
を集めている無料通話アプリケーションや SNS で
実際に発生したトラブル事例をご紹介することで、
“なぜ今、スマートフォンなのか ”、“なぜ今、「LINE」
なのか ”を知っていただき、子供たちが加害者にも
被害者にもならないために、我々大人が取るべき行
動は何なのかを考えてみたいと思います。

1 スマートフォンの普及に伴う
インターネット環境の現状

今年 3月に内閣府が発表した「平成 24 年度 青
少年のインターネット利用環境実態調査　調査結
果（速報）」によると、平成 24 年度の携帯電話の
所有率は中学生で 51.6%、高校生で 98.1% という
状況でした（図 1）。そしてその中のスマートフォ
ンの所有率を見ると、中学生で 25.3%、高校生で
55.9% と、高校生においては半数以上がスマート
フォンを所有していることが明らかとなりました
（図 2）。

資料： 内閣府「平成 24年度 青少年のインターネット利用環境実
態調査 調査結果（速報）」

図 1　携帯電話の所有率
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（注） 「青少年の携帯電話の所有機種」は、携帯電話を持ってい
ると回答した青少年をベースに集計
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図 1図 2　出典：政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/3.html

今までの携帯電話とスマートフォンとの違い
そこで、まず知っておかなくてはならないのは、

今までの携帯電話とスマートフォンの違いです。
スマートフォンはよく「通話機能の付いた小型パ

ソコン」と表現されますが、電話帳データやGPS
の位置情報なども保有するため、情報の量や質はパ
ソコン以上かもしれません。それでいて、持ち運び
することによる紛失の可能性が高く、情報漏洩（ろ
うえい）のリスクは極めて高いといえます。また、
AndroidOS を使用するスマートフォンは悪意のあ
るプログラムに感染するリスクが高く、きちっとし
たセキュリティ対策をしていないと思わぬ被害に遭
うことになります。
さらに、スマートフォンの最大の魅力は豊富なア

プリケーションですが、アプリケーションの中には、
スマートフォンに蓄積された利用者情報を外部に自
動的に送るものがあります。
従って、パソコン同様にOSを最新状態に更新す

る、セキュリティ対策ソフトを利用する、セキュリ
ティロックをかける、公衆の無線 LANスポットを
利用する際には ID、パスワードを送信しないといっ
た点に気をつけるだけでなく、信頼できないアプリ
ケーションはインストールしないようにするなどの
注意が必要です。

7割以上が無料通話アプリケーションを使用
現段階で高校生同士が初めに挨拶代わりに交換す

るのは、「LINE」の個人 ID（要するにラインのア
ドレス）だそうです。「LINE」とは、無料通話アプ
リケーションの一種で、同じアプリケーション同士

なら無料で通話ができるというものです。「LINE」
の他には「comm（コム）」「Skype（スカイプ）」「カ
カオトーク」などがあります。いずれも IP 電話で
あるため通話品質はそれほどよくありませんが、利
用者は通話機能よりもチャット機能を主に利用して
います。
ある民間の調査結果 1（調査回答のうち、女子中

学生、女子高校生を抽出して集計分析したもので
す。）でも、無料通話アプリケーションの利用につ
いては、女子中学生 52%、女子高校生 71%が「利
用している」と回答しており、なんと女子中学生の
94%、女子高校生の 97%が「LINE」を使っている
と回答していました。
おそらくこうした無料通話アプリケーションが
持つ、チャット（トーク）機能や、自動的に携帯
電話内のアドレス帳から知り合いの同じ無料通話
アプリケーションに登録した ID を探してくれると
いう機能や、自分の気持ちを表現するのに便利な
イラスト機能（スタンプ）が、大勢の利用者の心
をつかんで急成長しているものと思います。
実は私も妻との連絡は携帯メールより、もっぱら
無料通話アプリケーションのトーク機能を使用する
ようになりました。これなら、相手がメッセージを
読んだ時刻に「既読」と表示されるので、より確実
に伝達できると思うからです。
携帯メールでは、自分が送信したメールを相手側
が受信できたかどうかの確認はできないので、用件
によっては、ひたすら相手側の返信メールを待つこ
とになります。この部分のストレスが無くなるとい
う意味では無料通話アプリケーションはとても魅力
的です。そして軽快なレスポンスと、スタンプによ
る感情表現がちょっと面白いのです。
大人だから「ちょっと便利で面白い」で済みます
が、子供たちは「ちょっと」では済みません。大人
では想像もできない速さで広まっていきます。「ID
交換しよう！」「トークしよう！」「自分のクラスの
グループがある！」「自分も参加しておかないと…」
という具合に。
こうなると、クラス単位や仲の良い友だち数人
単位といった複数のグループができあがるのは時
間の問題です。学級単位のグループトークだって
手持ちのスマートフォンで簡単にできるのですか
ら、はじめは、その便利さと楽しさに子供たちは
夢中になります。
1アスキー・メディアワークスが、角川アスキー総合研究所と共同
で実施した、「魔法のｉらんど」のサイト訪問者を対象に実施した
ライフスタイル調査 http://ascii.jp/elem/000/000/784/784602/
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子供たちがスマートフォンを手放せない心理
一旦グループに参加してしまうと、はじめは楽し
かったはずのトークも、いつしか自分の事は何か書
かれていないか、その場の流れや話題に乗り遅れて
はいないか、気になって仕方がなくなり、いつの間
にかいつもスマートフォンから目が離せない、とい
う状況に陥ってしまう子供もいます。スマートフォ
ンを持つようになった子供が、いつの間にか何人も
の友人とのトークのやり取りを複雑な思いでチェッ
クしています。これが常に下を向いてスマートフォ
ンをタッチしている中高生の一つの側面です。つま
り、単に「面白い」から四六時中いじっているわけ
ではなく、遠ざかっているわずかな時間に取り残さ
れることへの不安を強く感じている子供も少なくあ
りません。
リアルな世界での空気、インターネットの世界で
の空気、両方を意識してその場から浮いてしまわな
いようにいつも気を張っている子供たちは、私たち
大人が「そんなことくらい‥」と思うような事でも
敏感に反応し、常に心理的緊張状態に置かれている
のかもしれません。悲しいことに、そのようなスト
レスの発散のために更にインターネットの世界で他
人を攻撃して傷付けてしまうこともあります。

子供の心情と利用実態を知る環境作りを
学校によっては、ブログや SNS サイトでの誹謗
中傷、なりすまし等によるネットいじめが発生した
場合、保護者と教師の間で対応を協議したり、保護
者会において家庭での注意を保護者に促したり、学
年集会を開き、生徒に直接指導をする等といった対
策も行われていることでしょう。
ただ残念なことに、問題が漠然としすぎていて具
体的な実態をつかめず、どうすればよいかおろおろ
とするばかりということも少なくないのではないで
しょうか。
スマートフォンや携帯電話を子供に持たせないと
いう選択肢もありますが、それでは根本的な解決に
はなりません。子供が興味を示している今こそ、イ
ンターネット社会での正しいルールやマナーについ
て話し合う絶好のチャンスです。「なぜ使用したい
のか」など目的・用途について、親子でしっかり話
し合い、両者が納得した上で使うようにします。最
初は、使用場所や使用時間、使ってよい目的などに
ついて、それぞれの年齢や発達段階に合わせたルー
ルを作っておくことが重要です。また、コミュニティ
サイトの利用には要注意です。性への関心が高まる
この時期には、自ら異性への接触を試みようとする

傾向があるので、あらかじめきちんと危険性を教え
ておく必要があります。
そして使い始めた後は、親が子供の利用実態を把
握しておく必要があります。そのために、子供が相
談しやすい家庭環境を作ることが大事です。子供は
その環境の中から、現実社会はもちろん、インター
ネット社会においての不安や悩みを親に相談するよ
うになり、その結果、親は子供の気持ちを理解する
ことができるからです。
そうはいっても現実は、仕事が忙しい、子供のテ
ストの点数にしか興味が無い、生活のサイクルが合
わない、親自身がインターネットに依存している…
等々、なかなか理想に近い生活環境が整わないもの
です。しかし悲しいことにそうした家庭環境の子供
たちが今、危険にさらされています。

2 子供を取り巻く
インターネット上のトラブル事情

＜著作権侵害の事例＞
中学生Aは、自分で作成したブログの記事に時々
他人のブログから気に入ったイラストをコピーし
て公開していました。何度目かに、そのイラスト
を書いた本人から、Aのブログのコメント欄に「い
い加減にして下さい！あなたのしている事は立派
な犯罪です。私のイラストを勝手に使わないで下
さい。今すぐに私のイラストを削除しなければ法
的手段に訴えます。」と書き込みがありました。Aは、
すぐに問題のイラストを削除し、相手のブログの
コメント欄に謝罪文を書き込み、自分のブログを
閉鎖しました。
Aには違法行為をしている意識はなく、「著作権」
というものがあることを知らなかったのですが、「知
らないだけで、加害者になってしまう」可能性があ
るという事例です。その体験から、Aは家族に相談
し、親子でネット上のルールをしっかり学ぶことが
できたようです。

＜なりすまし被害の事例＞
中学生Bは、ある日学校の友だちに呼び止められ、

「ウチの学校の裏サイトにカキコ（書き込み）して
ない？」と告げられました。身に覚えのない Bは、
家のパソコンで調べ、学校裏サイトに自分の名前で
書き込みがされていたことを知りました。「○○が
ムカつく」「実は○○がウザい」等、全く身に覚え
の無いことばかりです。そのサイトの存在は知って
はいましたが、自分の名前を勝手に利用されて、ま
るで悪意を持って自分を陥れようとする人間がいる
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ことに Bは恐怖を抱き、以前のような友だち付き合
いもできなくなってしまいました。誰もかれも疑わ
しく見えてしまったようです。
Bはこの問題を誰にも打ち明けられず、ずっと一

人で悩んでいましたが、その後自ら家族に学校裏サ
イトでの事を打ち明け、家族で相談して「完全無視」
をしよう、そのサイトも見ないようにしようと決め
ました。
「人を信じる」という、人間が生きていく上でと
ても大切な事を悪意に満ちた何者かにネットを通
して奪われてしまったのです。大人にとっては、
大げさな話に聞こえるかもしれませんが、常に集
団の中に身を置く中高生にとって、周りから自分
がどう見られているのか、これはとても大きな問
題なのです。このことを我々大人は理解しなくて
はいけません。
まずはこのことを理解することで、Bのような被

害に遭った子供を救うこと、おそらく加害者と思わ
れる子供を指導することができるのではないでしょ
うか。
子供は、良くも悪くも周りの目にとても敏感です。

そんなことで？と思うようなたった一言で繊細な心
はズタズタに引き裂かれてしまいます。
一見、何の解決もできていないように感じるこの

事例ですが、身をもってインターネット社会の怖さ
を再認識できた事は大いに意味のあることだと思い
ます。ふつうに生活していても、一度ターゲットに
されると執拗に攻撃してくるのが「なりすまし」犯
の特徴でもあります。このような類の嫌がらせには
完全無視が有効なのですが、無視では済まされない
ケースもあります。個人情報などをばらまかれてし
まう例がそれに当たるでしょう。

3 消費者教育の重要性と必要性

このように私たち大人の目に見えないところで悩
み、苦しんでいる子供たちをこれ以上増やさないた
めにも、より一層のインターネット社会における情
報モラルと情報リテラシー（何が真実で自分に有益
な情報なのかを正しく見極める能力）の重要性を訴
える時に来ています。
東京都消費生活総合センターでは、学校におけ

る消費者教育を推進するために、平成 2年度から、
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童・
生徒及び教員向けの消費者教育読本、ビデオや
DVDなどの多彩なコンテンツを制作してきました。

そして、平成 18 年度からはWeb 版の消費者教育
読本を、平成 21 年度からは指導書も作成し、イン
ターネット特有の匿名性、事業者の雲隠れや詐欺
まがいの行為などの危険性について学べるように
しています。
また、平成 24 年度作成の中学生向けWeb 版消
費者教育読本「インターネットのトラブルから身を
守れ！　ネットでキャッと大作戦」では、取り扱っ
ている事例の一つに、「サクラサイト商法」があり
ます。「サクラサイト商法」とは、SNS への書き込
みや懸賞サイト、占いサイトなどの利用をきっかけ
に、言葉巧みに有料のメール交換サイトに誘導して
高額利用をさせる詐欺商法のことです。芸能人のマ
ネージャーになりすます手口のほかにも、射幸心を
煽ったり、不安を煽ったりと手口はさまざまですが、
いずれもお金を騙し取るのが目的という点で共通し
ています。
芸能人のマネージャーになりすます手口の場合、
ある日突然「自分が担当しているタレントが最近元
気がないので、相談にのってあげてほしい。」といっ
たメールやメッセージが個人宛に送られてきます。
受け取った人は、マネージャーと信じて、また好奇
心から言われるままに有料のメール交換サイトに登
録して、しばらくはメールのやり取りを楽しんでし
まいます。メールのやり取りのためにはポイントを
購入しなければなりませんが、マネージャーを名の
る人からは「お礼はあとで支払います。」といわれ、
ポイントを購入してメールのやり取りを続けてしま
い、騙されたと気づいたときにはマネージャーから
の連絡も途絶え、約束のお礼ももらえずじまいにな
るといったケースです。
当該教材では、この事例を取り上げ、中学生に
も分かりやすく具体的に紹介しています。サクラ
サイト商法の実情を知ることで被害に遭う前に踏
みとどまる賢さが必要であること、また有料サイ
トを利用するということは「自分が契約をする」
という自覚が必要であることが学習できる教材と
なっています。
ほかにも、インターネット社会における子供たち
特有のトラブル事例や、学校だけでなく家庭での取
り組みの重要性についても学習できる内容となって
います。
この機会に、是非とも情報モラルと情報リテラ
シーを学び、大人も子供も安全で本当の意味で充実
したインターネットライフを楽しんでいただけるこ
とを願っています。
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インターネットは、今や子供たちの日常生活や遊
びのツールとしても欠かせないものとなっていま
す。
新作では、スマートフォンを中心にSNSのコミュ
ニティサイト、オンラインゲームなどを題材に子供
たち特有のトラブル事例を紹介しています。また、
インターネットの特性、自制心や情報セキュリティ
の必要性などを子供たちが楽しみながら学習できる
ように作成しました。
また、学校などでも活用できるよう指導書（授業
展開例・ワークシート例付き）を作成し、本Web
版読本と学習指導要領との関係、根拠となる法律の
解説や関連事項を掲載しました。

☆保護者向けにも特別に…☆
保護者向けの項目として「家庭で話し合って考え
てみましょう」を設け、複雑で分かりにくいインター
ネット特有の仕組みの説明とともに、子供との関わり
合い方や家庭でのルール作りなど、今後の家庭での取
り組みのヒントにしていただけるようにしました。
子供たちがインターネットの特性を正しく理解
し、適切に使用していくためには、学校だけでなく
家庭での取り組みも重要となります。ぜひご活用く
ださい。
※  Web 版読本及び指導書はPDF版でダウンロードで
きます。

東京都消費生活総合センターからのお知らせ

平成24年度　新作教材の紹介

【取り扱う項目】
　 ＜１＞契約について考えてみましょう

　　　　　　　　契約、SNS、サクラサイト商法　など
　 ＜２＞情報セキュリティについて考えてみましょう

　　　　　　　　情報セキュリティ、不正アクセス禁止法、スマートフォンの特性　など
　 ＜３＞ネチケットについて考えてみましょう

　　　　　　　　ネチケット、肖像権、著作権　など
　 ＜４＞家庭で話し合って考えてみましょう
　　　　　　　家族でのルール作り、インターネット依存症、ファイル共有ソフト　など

指導書

◆　新作　消費者教育読本Web版　◆

中学生向け　「インターネットのトラブルから身を守れ！ネットでキャッと大作戦」

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/kyoiku/web/chu02/アクセスはこちら
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ナビゲーターの奇妙なロッカー風ラッパー「ブル
ブルラッパー」がテンポよく解説していきます。
 （平成21年3月制作）

【出演】CGアニメーション /19 分
【監修】 原田　由里
　　　（有限責任中間法人ECネットワーク理事）

高校生を対象に、インターネット特有の匿名性、
事業者の雲隠れや詐欺まがいの行為などの危険性
を意識できるようなトラブル事例を取り上げてい
ます。
全項目とも学習モードで事例紹介を、チャレンジ
モードでより理解を深めることができます。特に
ショッピングやオークションでは、リアルな擬似体
験ができる実用的なものとしています。
高校生の関心が高い軽音楽バンドを基調に、Web
版読本の学習モードとチャレンジモードのすべてを
学習することで視聴できるライブ演奏が変わるな
ど、楽しみながらWeb版読本に取り組める仕掛け
を設けました。
また、学校の授業でも読本を活用していただける
ように、指導書（ワークシート例・授業展開例付
き）を作成し、根拠となる法律の解説や関連事項を
掲載しました。「高校生向けWeb版消費者教育読本」
と併せて、ご活用ください。

アクセスはこちらです
 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
center/kyoiku/web/kou02/　

＜インターネット関連教材の紹介＞

【取り扱う項目】
＜インターネットショッピング編＞
＜インターネットオークション編＞
 ・契約について
 ・インターネット取引における法規制
 ・インターネット通販と特商法
 ・ネットオークションについて など　
＜オンラインゲーム編＞
 ・オンラインゲームについて
 ・ソーシャルゲームの特徴、課金　など
＜その他 インターネット関連事例編＞
 ・著作権法、肖像権　など

【取り扱う項目】
１．「携帯電話」編

・迷惑メール・チェーンメール
特に学校裏サイトの怖さを紹介

２．「ネット対応型携帯ゲーム機」編
・巧妙なフィッシング詐欺、架空請求の
事例紹介

３．「オークション」編
・コンサートチケットをおとりにした
トラブル事例

★☆インターネット通信販売やインターネットオークションなどについて学習できます☆★
◆高校生向けWeb版読本「放課後セッション！！（インターネット編）」

★☆中学生向けDVDもあります☆★
◆ネットのトラブル、ブルブル！―インターネットに振り回されないために―
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身の回りの「ヒヤリ・ハット」あなたは大丈
夫ですか？

高齢者の身の回りの事故は年々増加しています。
事故の多くは、住み慣れた場所で発生し、何気な
いことでも重大な事故につながっています。高齢者
の場合、「大したことない」と思ったケガが、重症
化してしまうこともあります。
本編では、“ 体 ” と “ 物 ” それぞれの原因による
ヒヤリ・ハット事例をもとに、日常生活にひそむ危
険から身を守る方法を、少年忍者「ヒヤリ ハット
リくん」と一緒に学んでいきます。高齢者の方だけ
でなく、家族の方、見守る地域の方、また教育教材
として、ぜひご活用ください。

賃貸住宅の契約トラブルを避けるためには、
契約時と退去時の確認が大切です！！

賃貸住宅は店舗や情報誌だけではなく、インター
ネットで簡単に情報を入手できる時代になりまし
た。また、シェアハウスなどのライフスタイルに合
わせた住まい方の選択肢も増えています。
一方、「入居時に預けた敷金や保証金が退去時に

返還されない」などの賃貸住宅に関するトラブルは
後を絶ちません。本編ではトラブルにならないため
のポイントをまとめました。家を探し始める前に、
ぜひご覧ください。

ちょっと待った！その契約　賃貸住宅の契約トラブルを防ぐために

問
い
合
わ
せ
先

★ 新作教材の内容及びDVDの複製申し込みについて・・・・・
　 東京都消費生活総合センター　　　　学習推進係　  03-3235-1157

★ DVDの貸し出しについて・・・・・
　 東京都消費生活総合センター　　　　図書資料担当　03-3235-1179
　 多摩消費生活センター　　　　　　　図書資料担当　042-522-5119

◆　新作　消費者教育DVD　◆

ヒヤリ ハットリくん只今参上 !!　～ 高齢者の身の回りの危険を防ぐでござる ～

【時間】23分
【監修】東京都健康長寿医療センター　髙橋 龍太郎
【出演】中川 琥太郎　高畑 翼　長谷 妙子　川本 浩司
 四塚 正広

【時間】22分
【監修】 鹿野・岡田法律事務所　弁護士　岡田 修一
【出演】 青柳 文太郎　麻里奈　関谷 迅市　真田 伶美
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後援：東京都教育委員会、東京私立初等学校協会、一般財団法人東京私立中学高等学校協会

消費者教育講座
■ 対　象 教育現場で消費者教育を実践いただける方ならどなたでも
 　都内小、中、高等学校、特別支援学校の先生、栄養士、
 　部活動の指導にあたる先生など
■ 日　程 平成 25年 7月 25日～ 31日、8月 1日～ 23日の
 期間中（お盆は除く）
 全 16講座　（2会場で同講座を開催）
■ 会　場 東京都消費生活総合センター　多摩消費生活センター　
 ※「消費者問題教員講座」の名称を
 　「教員のための消費者教育講座」に変更しました。

お申し込みは、電話・FAX・電子申請で　http：//www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
問い合わせ先：　東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進係　TEL 03-3235-1157

　◇　実践！学校での法教育ワークショップ　～労働関係を題材に～
　◇　実践！五感を使って行う食育ワークショップ
　◇　実践！快適な住まいを考えるワークショップ
　◇　実践！ライフサイクルゲームと生活設計のワークショップ
　◇　実践！Web版消費者教育読本による消費者教育「ネットでキャッと大作戦」
　◇　体験！子供たちがネットではまるゲームとSNS（スマホを体験）

ポイント1. ワークショップなどの手法を生徒の立場で体験！
　　　　　 消費者教育のヒントを得ることができます。

　◇　消費者教育推進法と消費者教育の実践事例
　◇　若者の消費者トラブル　～消費生活センターに寄せられる相談事例から～
　◇　知って守ろう安全な暮らし　～青少年に多い製品やサービスなどの事故事例から～
　◇　東日本大震災の教訓に基づいた防災対策

ポイント2. 消費者教育のもとになる知識を提供！
　　　　　 相談事例や体験に基づき、わかりやすく説明します。

　◇　知っておきたいクリーニングの知識と衣類トラブル
　◇　食品表示をどのように読みますか
　◇　家ができるまで　～家を選ぶ、建てるときに知っておきたい知識～

ポイント3. 衣、食、住の講座も充実 !
　　　　　 画像や写真などを用いて、具体的に説明します。

詳細は
募集要項（チラシ）
をご覧ください！

すぐに役立つ！

教員のための
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