
 
Copyright © 2013 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.    1/7 

 

ｂ 

 

2013年８月 20日 滋賀県総合教育センター 

ネット人権侵害の現場 
～子どもたちをトラブルから守れ～ 

佐藤佳弘 

（株）情報文化総合研究所、武蔵野大学 

 

 

 はじめに 

 

１  ネット人権侵害の現場を見る  

 

 

 

 

 ネット上での人権侵害 

   （１）名誉毀損 

   （２）侮辱 

   （３）信用毀損 

   （４）脅迫 

   （５）さらし 

       －個人情報とプライバシー 

       －個人情報のさらし 

       －プライバシーのさらし 

   （６）ネットいじめ ←「３．ネットいじめの現場を見る」で解説します。 

   （７）児童ポルノ 

   （８）セクハラ、パワハラ 

   （９）部落差別 

 

 

 

 

 

 

   （１）名誉毀損の現場 

       ◆インターネットで中傷され続けた１０年 スマイリーキクチさん 

          http://www.jinken.ne.jp/flat_now/kurashi/2011/11/25/1335.html 

 

インターネット人権マスター講座 

実 習 

講 義 
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   （２）言いたい放題のネットの現場 

      「安藤美姫 出産」で Yahoo 検索や Google 検索 

       ◆例えば「ほぼ２ちゃん速報」 

          http://hobo2ch.doorblog.jp/archives/30387750.html 

       ◆例えば「AKB48 NEWS TIMES」←書き込みはページの下の方から始まる。 

          http://www.akb48newstimes.jp/archives/30401753.html 

          （注意：リンクをクリックすると予期せぬサイトに飛ぶことあり） 

 

   （３）さらしの現場 

       ◆クソガキ事件情報 ←「クソガキ事件情報」で検索すると良い。 

          http://personalsite.liuhui-inter.net/aoiryuyu/01no2jiken.htm 

       ◆クソガキ犯罪者名簿 ←「クソガキ犯罪者名簿」で検索すると良い。 

          http://personalsite.liuhui-inter.net/aoiryuyu/01no2criminaldata.htm 

       ◆女子高生コンクリート詰め殺人事件の全貌 

          http://matome.naver.jp/odai/2135216420298176301 

【女子高生コンクリート詰め殺人事件】1988 年（昭和 63 年）11 月から 1989 年（昭和 64 年）1 月に

かけて東京都足立区綾瀬で起きた殺人事件。加害者が全て少年（未成年者）であった。 

 

       ◆こんなに多いの!【創価学会】噂がある有名人 - NAVER まとめ 

          http://matome.naver.jp/odai/2134400134037956001 

 

   （４）SNSいじめの現場 

       ◆自殺したカナダの少女が YouTubeで告白 ←「アマンダ・トッド」で検索すると良い。 

          http://news.aol.jp/2012/10/13/amanda-todd-suicide-bullying_n_1959909/ 

         －ニュース映像－１分８秒（字幕なし） 

         －アマンダ・トッド（Amanda Todd）さんの映像－８分 55秒（字幕あり） 

 

   （５）部落差別の現場 

       ◆部落の芸能人・有名人- 2 ちゃんねる ←「部落の芸能人」で検索すると良い。 

          http://anago.2ch.net/test/read.cgi/rights/1368836429/l50 

 

      「ゆっくり説明する同和問題」 ←不適切なコンテンツとして削除されることがあります。 

       ※複数あるので、選択すると良いです。←YouTube で「ゆっくり説明する同和問題」  

       ◆同和地区 部落民（８分 26秒） 

          http://www.youtube.com/watch?v=Wr6d3GxOuVI 

       ◆部落地名総鑑 戸籍（８分 15秒） 

          http://www.youtube.com/watch?v=Yx_BmigLqQk 
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       ◆えせ同和行為（７分 52秒） 

          http://www.youtube.com/watch?v=MZSxgHP3L4c 

       ◆行政闘争 同和対策事業（９分 27秒） 

          http://www.youtube.com/watch?v=9YQEKRkN0_I 

       ◆同和教育 狭山闘争（８分 41秒） 

          http://www.youtube.com/watch?v=zG5tXMMW3rU 

 

   （６）その他 

 

 

２  ネット上の人権相談窓口を見る  

 

 

 

 

   （１）プロバイダ責任制限法 

       －誹謗中傷の削除 

       －発信者の身元情報の開示 

 

   （２）早期発見・早期削除の仕組み 

       －インターネットステーション（奈良県） 

       －弘大ネットパトロール隊（青森県弘前市） 

       －広げようネット監視の輪 

 

 

 

 

   （１）インターネット上の人権侵害への対応について（福岡県） 

        http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e04/siryou-inter.html 

         ↑学校の対応方法が具体的に記載されている。 

 

   （２）都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧 

        http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm 

 

   （３）インターネット・ホットラインセンター 

        http://www.internethotline.jp/index.html 

 

   （４）インターネット安全・安心相談（警察庁サイバー犯罪対策課） 

        http://www.npa.go.jp/cybersafety/ 

実 習 

講 義 
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   （５）２ちゃんねるの削除要請の手続き 

       ◆削除整理板（通常の削除要請） 

          http://qb5.2ch.net/saku/index2.html 

       ◆削除要請板（緊急性を要する削除要請） 

          http://qb5.2ch.net/saku2ch/index2.html 

 

   （６）その他 

 

 

３  ネットいじめの現場を見る  

 

 

 

 

   （１）学校裏サイトでのいじめ 

   （２）なりすましメールでのいじめ 

   （３）動画いじめ 

   （４）SNSいじめ 

 

 

 

 

 

   （１）学校裏サイトの調査 

 

 

       ◆学校裏サイトリンク集（Webカウンセリング協議会） 

          http://www.web-mind.jp/gus/ 

 

   （２）携帯電話、スマホのなりすましメール設定の確認 

 

 

 

       ◆NTT ドコモの設定方法 

         http://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/measure/domain/index.html 

       ◆ソフトバンクの設定方法 

      http://www.softbank.jp/mobile/support/antispam/settings/indivisual/antispoof/ 

講 義 

実 習 

自分の携帯電話・スマホの設定を確認する。 

各電話会社の当該 urlが長いので、ネット検索で目的のサイトを見つける方法がオススメ。 

例えば、YAHOO!JAPANで「なりすまし NTT ドコモ」で検索する。 

教育関係者が申請すれば、閲覧可能になる。ただし、ID・パスワードの発行まで待たされるた

め、研修ではサイトの確認だけにとどめる。 
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       ◆auの設定方法 

      http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/forestalling/mail/anti-spam/fillter/function-09/ 

 

   （３）なりすましメールを送信するサイト 

 

 

       ※複数あるので、選択すると良いです。Fake Mailer が適当です。 

       ◆Fake Mailer ←研修時には削除されている可能性もあります。 

          http://www10.tok2.com/home/Express/cgi-bin/fakemail.cgi 

       ◆Emkei's Fake Mailer  ←外国のサイトです。 

          http://emkei.cz/ 

       ◆Send Anonymous Email ←外国のサイトです。 

          http://www.sendanonymousemail.net/ 

       ◆dead fake ←外国のサイトです。 

          http://www.deadfake.com/Send.aspx 

 

   （４）動画いじめ 

       ◆（兵庫県）ネットに小６男子暴行映像 中３聴取（１分 13秒） 

          http://www.youtube.com/watch?v=aWNpAfAtDgI 

       ◆（神奈川県）小２に暴行、中３を書類送検 ネットに動画（55秒） 

          http://www.youtube.com/watch?v=FVLPbiveKQk 

       ◆（長野県）高校の教室で暴力、ネットに動画投稿（56秒） 

          http://www.youtube.com/watch?v=v2nWRLEyUPg 

 

   （５）その他 

 

 

４  ネット人権侵害の資料、教材を見る  

 

 

 

 

   （１）ケータイとスマホは別物 

   （２）LINE の爆発的普及 

 

 

 

講 義 

自分の携帯電話・スマホのなりすまし受信拒否設定を外して、自分になりすましメールを送信

してみましょう。そして、受信したら返信してみましょう。 
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   （１）インターネットの世界（総務省「情報通信白書 for Kids」） 

       http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/kids/internet/caution/index.html 

 

   （２）インターネットを利用するためのルールとマナー集（財団法人インターネット協会） 

       http://www.iajapan.org/rule/rule4child/v2/ 

 

   （３）「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）（文部科学省） 

       http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/11/08111701/001.pdf 

 

   （４）人権に配慮したインターネット・携帯電話の使い方（茨城県教育委員会） 

     http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/shochu/shido/netkeitai/leaflet.html 

     ホーム > 学校教育 > 小・中学校教育 > 生徒指導 > 人権に配慮したインターネット・携帯電話の使い方 

 

   （５）人権教育啓発冊子「波紋」チラシ（滋賀県教育委員会） 

       http://www.nionet.jp/lldivision/jinken/hamon/hamon33/pdf/4-c.pdf 

 

   （６）その他 

 

 

５  ネット社会を生きる子どもたちへ  

 

 

 

 

   （１）スマホどうする？ 

   （２）LINE どうする？ 

   （３）情報リテラシー教育 

 

 

 

 

   （１）子どもたちをトラブルから守ろう 

   （２）ネット人権侵害の現場を見て 

 

 

 さいごに 

  

実 習 

実 習 

講 義 



 
Copyright © 2013 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.    7/7 

 

 

 

 

佐藤 佳弘（SATO, Yoshihiro） 

東北大学を卒業後、富士通（株）に入社。その後、東京都立高等学校

教諭、（株）NTT データ システム科学研究所を経て、現在は（株）情

報文化総合研究所 代表取締役所長、武蔵野大学 教授。 

ほかに西東京市 情報政策専門員、東村山市 情報公開運営審議会 委

員、東久留米市 個人情報保護審査会 委員、（社）社会情報学会 理事、

NPO 法人 市民と電子自治体ネットワーク 理事、大阪経済法科大学 

アジア太平洋研究センター 客員研究員。 

専門は、社会情報学。1999 年４月に学術博士（東京大学）を取得。 

 

主な著書－ネット社会の理解に役立ちます。参考にどうぞ。 
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「ネット人権侵害の現場～子どもたちをトラブルから守れ～」 
                                                                                  

ご質問がありましたら遠慮なくどうぞ 

 

代表取締役 佐藤 佳弘 

e-mail: icit.sato@nifty.com 

株式会社 情報文化総合研究所 

http://www.icit.jp/ 

223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東 5-52-14  

Tel: 045-544-2189 Fax: 045-544-2134 
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