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2016 年 10月 11日 松戸市立馬橋小学校 

 脱！スマホのトラブル
～知らなかったでは済まされない～ 

佐藤佳弘（株）情報文化総合研究所、武蔵野大学 

 

 

 はじめに 

 

１  スマホ社会の現状  

 

  （１）スマホの普及状況 

  （２）子どものスマホ所有率（参考資料１） 

  （３）保護者の心配（参考資料２） 

  （４）子どものトラブル状況（参考資料３） 

 

 

２  脱！スマホのトラブル 計 77 

 

 

  カッコ内のページ番号は、書籍『脱！スマホのトラブル』の該当ページです。  

 

  2.1 カキコの危険－ネット掲示板、ブログ、LINE、Twitter、facebookなど 

  被・加（１）人の悪口（侮辱、名誉毀損）（P.10） 

    加（２）うそのうわさ（信用毀損）（P.16） 

    加（３）悪い冗談（業務妨害、脅迫）（P.14） 

    加（４）うわさの拡散（P.18） 

    加（５）差別発言（P.20） 

  被  （６）自分の住所、電話、メアドの掲載（P.12）☆ 

  被・加（７）プライバシー 

 

  2.2 メール、メッセージの危険－ネット掲示板、ブログ、LINE、Twitter、facebookなど 

  被  （１）架空請求メール（P.24）☆（参考資料４） 

  被  （２）宛先間違いメール（P.28） 

  被  （３）有名人からのメール（サクラサイト商法）（P.26） 

    加（４）メールのハートマーク（P.34） 

  被・加（５）５分ルール（P.42） 

 松戸市家庭教育学級 講演会 

☆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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    加（６）既読無視（既読スルー） 

  被  （７）当選メール 

  被  （８）お金あげますメール（P.32） 

  被  （９）なりすましメール（P.30）☆ 

  被  （10）不審な添付ファイル（ウイルス）（P.36） 

  被・加（11）デマメール（P.38） 

  被・加（12）チェーンメール（P.44） 

  被・加（13）執拗なメール送信（ストーカー）（P.46） 

  被  （14）フィッシングメール（P.48） 

 

  2.3 アップロード（掲載、投稿）の危険 

  被  （１）自撮り写真の掲載（P.54）☆ 

    加（２）人の顔写真の掲載（P.52） 

    加（３）ふざけ動画（いじめ動画）の掲載 

    加（４）キャラクターの掲載（P.58） 

    加（５）加工したアイコラの掲載（P.62） 

    加（６）スキャンしたコミックの掲載（P.64） 

    加（７）録画したＴＶ番組の掲載（P.66） 

    加（８）悪ふざけ写真の投稿（P.56） 

  被・加（９）アドレス帳の吸い上げ☆ 

 

  2.4 ダウンロードの危険 

    加（１）音楽のダウンロード（P.70） 

    加（２）映画のダウンロード（P.72） 

  被  （３）無料アプリのダウンロード（P.76）☆ 

    加（４）コミックのダウンロード（P.78） 

    加（５）アブナイ画像のダウンロード（P.80） 

 

  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）（P.86） 

  被  （２）ワンクリック詐欺（P.84）☆ 

  被  （３）クリックだけでウイルス感染（P.90） 

    加（４）宿題、課題にコピペ（P.94） 

    加（５）人のＩＤ、パスワードの利用（P.92） 

  被  （６）有害・違法サイト（P.88） 

  被  （７）ショッピング詐欺（P.102） 
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  被  （８）オークション詐欺（P.106） 

    加（９）ネット賭博（P.100） 

  被  （10）ステルスマーケティング（P.96） 

  被  （11）情報商材（P.98） 

  被  （12）クーリングオフ（P.104） 

 

  2.6 健康・人体の危険 

  被  （１）スマホ中毒、依存症（P.112） 

  被  （２）電磁波の発がん性（P.116）☆（参考資料５） 

  被  （３）電磁波過敏症（P.114） 

    加（４）優先席付近でのスマホ（P.110） 

  被  （５）目覚まし代わり（P.118） 

  被  （６）SNS疲労（P.120） 

  被  （７）スマホうつ（P.122） 

  被  （８）ブルーライト 

  被  （９）ストレートネック☆ 

  被  （10）ドケルバン病 

  被  （11）ドライアイ 

  被  （12）やけど 

  被  （13）ぽっこりお腹 

  被  （14）二重あご 

  被  （15）テキストサム損傷 

  被  （16）ファントムリング現象 

 

  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）（P.126、P.128）☆ 

    加（２）無断充電（塾で、お店で、学校で）（P.130） 

  被  （３）友達リクエストの承認（P.134） 

    加（４）飛行機でのスマホ（P.148） 

  被  （５）無料ゲームの有料アイテム（P.136） 

  被  （６）気休めのパスワード（P.144） 

  被・加（７）盗撮（P.142） 

    加（８）デジタル万引き（P.138） 

    加（９）盗み見（P.132） 

  被  （10）フィルターのないスマホ（P.140） 
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  被  （11）LINE「ふるふる」（P.148） 

  被  （12）リベンジポルノ（P.150） 

  被・加（13）LINE乗っ取り 

  被  （14）家計への影響 

 

 

３  子どもを危険から守るために  

 

  3.1 教育機関（学校）にできること 

    （１）学校の教えとネット社会 

    （２）学校ぐるみでのルール作り 

 （３）情報リテラシー教育 

    （４）ネット安全教室 

    （５）ソーシャルメディア利用ガイドラインの制定 

 

  3.2 家庭にできること 

    （１）話しておく、決めておく（参考資料６、７） 

    （２）フィルタリングを使う（参考資料８、９） 

    （３）ペアレンタルコントロール 

 （４）LINEの設定（参考資料 10） 

 （５）異変のキャッチ（参考資料 11） 

 

 さいごに 
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参考資料 

 

◆参考資料１  スマホの所有率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：総務省「平成 27 年通信利用動向調査」 

 

 

◆参考資料２  保護者の心配 

 

出典：「平成 26年度携帯電話に関する保護者意識調査結果について」埼玉県教育局県立学校部生徒指導課 

【調査対象】県内公立小学校、中学校、高等学校の保護者 

（保護者数 ： 小学校 2,417人、中学校 1,260人、高校 502人、合計 4,179人） 

【調査期間】平成 26年６月 27日～７月 18日 
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◆参考資料３  子どものトラブル状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：内閣府「平成 27 年度 青少年のインターネット利用環境実態調査結果」2016 年２月 

    対象：満 10 歳～満 17 歳 

 

 

◆参考資料４  架空請求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参考資料５ 電磁波の発がん性 

 

   WHOによる発がん性リスク一覧（2016 年６月 24 日時点） 

分 類 発がん性 因子となる主な物質 

グループ１ ある たばこの喫煙、太陽光線、アスベスト、カドミウムなど計 118種 

グループ２Ａ おそらくある ディーゼルエンジンの排ガス、PCBなど計 80種 

グループ２Ｂ 
あるかも 

しれない 

携帯電話の電磁波、コーヒー、ガソリンエンジンの排ガス、超低

周波磁界、クロロホルムなど計 289種 

グループ３ 
あるかどうか 

分類できない 

カフェイン、サッカリン、蛍光灯、原油、水銀、コレステロール

など計 502種 

グループ４ おそらくない カプロラクタム（ナイロンの原料）計１種 

    出典：国際がん研究機関（IARC：WHO のがん研究専門組織）ホームページ 

 

＜無視してよい架空請求＞ 

   ●メールで送られてきた架空請求 

   ●ホームページ閲覧時に表示された架空請求 

＜無視できない架空請求＞ 

   ●裁判所の少額訴訟の手続を悪用した架空請求 

    裁判所から「呼出状」が郵送されて来た場合は、放置すると強制執行される恐れがあります。 

    国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談してください。 
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 携帯電話と発がんについての国立がん研究センターの見解（2011年６月 28日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （注）グリオーマ：神経膠腫 

    出典：国立がん研究センター www.ncc.go.jp/jp/information/pdf/20110628.pdf 

 

 

◆参考資料６ 家庭にできること（話しておく） 

 

 

 

 

    出典：佐藤佳弘『脱！スマホのトラブル』武蔵野大学出版会、P.82、2014 年６月 

 

 

◆参考資料７ 家庭のルール例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：佐藤佳弘「インターネット社会と人権」平成 28 年度 西朝霞公民館人権教育講座、2016 年９月 27 日 

 

 

◆参考資料８ 携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービス 

 NTTdocomo KDDI SoftBank 

Android sp ﾓｰﾄﾞﾌｨﾙﾀ/ﾌｧﾐﾘｰ

ﾌﾞﾗｳｻﾞ for docomo 

安心アクセス 

for Android 

スマホ安心ｻｰﾋﾞｽ 

iOS sp ﾓｰﾄﾞﾌｨﾙﾀ/ﾌｧﾐﾘｰ

ﾌﾞﾗｳｻﾞ for docomo 

安心アクセス 

for iOS 

ｳｪﾌﾞ安心ｻｰﾋﾞｽ/Yahoo!あ

んしんねっと for SoftBank 

 

 

 

 

 

 今回の IARC の調査結果でも通常の携帯電話による通話が悪性脳腫瘍であるグリオーマの

発生につながるという十分なエビデンスはないが、携帯電話とグリオーマの発生について、今

後も慎重に調査を進めていく必要がある。ただし 1640-2000 時間にもおよぶ累積通話時間が

大きい群では、グリオーマの発生のリスクがあることが報告されており、過度の携帯電話によ

る通話は避けたほうがいいと考える。子供は成人に比べて携帯電話によるエネルギーの脳へ

の影響が 2 倍以上という報告もあることや、20 歳未満の子供が長時間携帯電話で通話した場

合の発がんへの影響についてはまだ報告されていないため、小中学生・高校生の携帯電話の

使いすぎは注意すべきである。 

（１）18歳未満は契約行為ができない。 

（２）スマホの契約者は保護者である。 

（３）子どもに貸し与える。「あなたの所有物ではない」 

（１）悪口、うわさを書かない。 ≫いじめ 

（２）自分や友達の写真を投稿しない。 ≫個人情報 

（３）知らない人に返信しない。 ≫犯 罪 

（４）悪ふざけ写真を載せない。 ≫炎 上 

（５）使う場所・時間を考える。 ≫マナー 

（６）普段は位置情報をオフにする。 ≫プライバシー 

（７）食事中、入浴中に使わない。 ≫依 存 

（８）無断でアプリをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしない。 ≫不正アプリ 

（９）歩きスマホをしない。  ≫事 故 

（10）音楽・映画をダウンロードしない。≫著作権 

（11）ID、パスワードを人に教えない。 ≫不正アクセス 

（12）お金を請求されたら相談する。 ≫詐 欺 
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◆参考資料９ 被害児童のフィルタリング率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参考資料 10 LINEでのトラブルを回避するために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：佐藤佳弘『脱！スマホのトラブル』武蔵野大学出版会、P.68、2014 年６月 

 

 

◆参考資料 11 ネットトラブルの兆候 

 

 

 

 

 

 

    出典：佐藤佳弘「インターネット社会と人権」平成 28 年度 西朝霞公民館人権教育講座、2016 年９月 27 日 

 

  

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。  

（１）食欲がなくなる。 

（２）寝坊するようになる。 

（３）学校に行きたがらない。 

（４）笑顔がなくなる。 

（５）ため息をつく。 
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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、総務省 自治大学校 講師。 

他に、西東京市 情報政策専門員、東久留米市 個人情報保護審査会 会長、

東村山市 情報公開運営審議会 会長、東京都人権施策に関する専門家会議 

委員、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 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、オー

ル京都で子どもを守るｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用対策協議会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、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。（すべて現職） 

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。 

    

 武蔵野大学出版会 
  2,000 円＋税 

 武蔵野大学出版会 
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  源 
   1,238円＋税 
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 脱！スマホのトラブル～知らなかったでは済まされない～ 
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