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１  便利なインターネット  

 

 クイズ 

 （１）インターネットは便利だ 

 （２）なぜ便利？なぜ危険？ 

 （３）どのくらい危険？ 

 

２  やって良いこと悪いこと 計 68 

 

 

 

  2.1 カキコの危険－ブログ、LINE、Twitter、Facebook、mixiなど 

  被・加（１）人の悪口（侮辱、名誉毀損）☆ 

    加（２）うそのうわさ（信用毀損） 

    加（３）悪い冗談（業務妨害、脅迫） 

    加（４）うわさの拡散 

    加（５）差別発言 

  被  （６）自分の住所、電話、メアドの掲載 

  被・加（７）プライバシー 

 

  2.2 メール、メッセージの危険－LINE、Twitter、Facebook、mixiなど 

  被  （１）架空請求メール 

  被  （２）宛先間違いメール 

  被  （３）有名人からのメール（サクラサイト商法） 

    加（４）メールのハートマーク☆ 

  被・加（５）５分ルール 

    加（６）既読無視（既読スルー）☆ 

☆の項目について解説いたします。      被 被害者になる危険  加 加害者になる危険 
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  被  （７）当選メール 

  被  （８）お金あげますメール 

  被  （９）なりすましメール 

  被  （10）不審な添付ファイル（ウイルス） 

  被・加（11）デマメール 

  被・加（12）チェーンメール 

  被・加（13）執拗なメール送信（ストーカー）☆ 

  被  （14）フィッシングメール 

 

  2.3 アップロード（掲載、投稿）の危険 

  被  （１）自撮り写真（顔写真、裸写真）の掲載 

    加（２）人の顔写真の掲載☆ 

    加（３）動画（着替え動画、いじめ動画）の掲載 

    加（４）キャラクターの掲載 

    加（５）加工したアイコラの掲載 

    加（６）スキャンしたコミックの掲載 

    加（７）録画したＴＶ番組の掲載 

    加（８）悪ふざけ写真☆ 

  被・加（９）LINEアドレス帳の設定 

 

  2.4 ダウンロードの危険 

    加（１）音楽のダウンロード 

    加（２）映画のダウンロード 

  被  （３）無料アプリのダウンロード 

    加（４）コミックのダウンロード 

    加（５）アブナイ画像のダウンロード 

 

  2.5 サイト利用の危険 

  被  （１）無料サービスに登録（出会い系への釣り上げ） 

  被  （２）ワンクリック詐欺 

  被  （３）クリックだけでウイルス感染 

    加（４）宿題、課題にコピペ 

    加（５）人のＩＤ、パスワードの利用 

  被  （６）有害・違法サイト（自殺ほう助、出会い系、アダルト、闇のバイトなど） 

  被  （７）ショッピング 
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  被  （８）オークション 

    加（９）ネット賭博 

  被  （10）ステルスマーケティング 

  被  （11）情報商材 

  被  （12）クーリングオフ 

 

  2.6 健康・人体の危険 

  被  （１）スマホ中毒、依存症 

  被  （２）電磁波の発がん性 

  被  （３）電磁波過敏症 

    加（４）優先席付近でのスマホ☆ 

  被  （５）目覚まし代わり 

  被  （６）SNS疲労 

  被  （７）スマホうつ 

  被  （８）ストレートネック 

 

  2.7 その他の危険 

    加（１）ながらスマホ（歩きながら、チャリながら） 

    加（２）無断充電（塾で、お店で、学校で） 

  被  （３）友達リクエストの承認 

    加（４）飛行機でのスマホ 

  被  （５）無料ゲームの有料アイテム 

  被  （６）気休めのパスワード 

  被・加（７）盗撮 

    加（８）デジタル万引き 

    加（９）盗み見 

  被  （10）フィルターのないスマホ☆ 

  被  （11）LINE「ふるふる」 

  被  （12）リベンジポルノ☆ 

  被・加（13）乗っ取り☆ 

 

３  まとめ  

 

 正しく使おう 

 クイズの答え 
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出典：『脱！スマホのトラブル』佐藤佳弘、武蔵野大学出版会 

 

 

 

 

●                                    ● 

 

最低限のスマホ安全対策 

 

出典：YAHOO!JAPAN 

  

 

１．登録時に「アドレス帳を利用しない」を選択する。 

２．電話帳を「自動更新なし」にする。 

３．「友だち自動追加」をオフにする。 

４．「友だちへの追加を許可」をオフにする。 

５．「IDの検索を許可」をオフにする。 

６．「メッセージ通知の内容表示」をオフにする。 

７．友人ごとに公開・非公開を設定する。 

８．タイムラインの「新しい友だちに自動公開する」をオフにする。 

９．「知り合いかも」表示を「しない」に設定する。 

＜そして＞ 

１．非公式 LINEアプリ・掲示板を利用しない。 

２．知らない人からの接触には、ブロック機能を使う。 

３．一方的にトークが送られてきた場合は「通報」をクリックする。  

＜参考＞LINE でのトラブルを回避するために 



 
Copyright © 2014 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.    5/6 

 

 クイズ 
 

○ か × で答えましょう。 
 

No クイズ 答え 

１ Ａ子はデブだとカキコした。本当のことだからいいのだ。 
 

２ Ａ子にハート付きメールを送る。Ｂ子もＯＫだから問題ない。 
 

３ 読んだら返事しろ。既読無視は犯罪だ。 
 

４ 愛の深さはメールの数だ。僕はラブメールを毎日出すぞ。 
 

５ 女子会の写真をアップした。楽しい写真だから大丈夫。 
 

６ おふざけ写真をツイッターに投稿。友達と盛り上がろう。 
 

７ 電話もメールもしないから、優先席付近でも電源オンだ。 
 

８ ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞは入れていない。好きなサイトを自由に見たい。 
 

９ 彼氏とベッドインして記念写真。ラブラブだから大丈夫。 
 

10 スタンプをもらえるらしい。ID とパスワードを入力だ。 
 

 



 
Copyright © 2014 Institute of Culture and Information Technology, Inc. All Rights Reserved.    6/6 

 

 

 

 

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 会長、

東久留米市 個人情報保護審査会 会長、京都府・市町村インターネットによ

る人権侵害対策研究会 アドバイザー、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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