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第 3 章

現代では、SNSを通じて、世界中の人たちと簡単につながりコミュニケーションできます。しかし、
接する人がすべて自分と友好的であるとは限りません。SNSやネットでよくある危険やトラブルについて知り、

対策や家族を守る方法を学びましょう。



第３章

1.1 SNSなどのネットの楽しみ方と気を付けること

私たちは、インターネットの普
及により、「距離とその移動に必要
だった時間が消えた世界」を手に入
れることができました。

昔は、遠い国の人と連絡を取り
合うには、手紙を書いて何週間も
返事を待ったり、電話をかけるに
しても料金が高く気軽にかけられ
なかったり、あるいは顔を見るた
めに旅行するにしても、大変な手
間とお金がかかったものです。

しかし今では、まるで隣に座っ
ているかのようにチャットしたり、
SNS▶用語集 P.192 で写真を送りあった
り、映像付きのインターネット電
話を使えば無料で顔を見ながらコ
ミュニケーションができます。

そして、IT技術の進歩は言葉の
壁すらも崩しつつあります。まる
で世界が1つになったような時代が
訪れ、人の意識そのものが変わっ
ていくかもしれません。

一方、あなたが世界中の人にメッ
セージを発信するとき、それを受け
取る人々の中には悪意を持った人が
いることも忘れてはなりません。ネッ
トを使ったコミュニケーションは人
と人の意識のつながり合いを容易に
しますが、同時に自分の意識の壁の
中に、悪意を持った人間が入ってき
やすくなるのです。

私たちは、ネットの世界をよく知っ
て「この時代に合わせた、新しい付
き合い方」を作り上げなければなら
ないでしょう。悪意のあるものをしっ

かりと見分けて、善意のコミュニケー
ションの世界を作っていくことが必
要です。なお、SNSやネット上のリ
スクは、学校に通う児童・生徒に対
しては、昨今のGIGAスクール構想
による情報モラル教育▶用語集 P.197 の
効果もあり、一定程度は理解が進ん
でいると思われます。

GIGAスクール構想を推進した文
部科学省が告示している小～中～高
校の学習指導要領によると、「情報
モラル」は学習の基盤となる資質・
能力の1つである「情報活用能力」に

も含まれると定め、SNSやネット上
のリスクについての理解などを含め、
情報モラル教育の重要性が示されて
います。

一方で、児童・生徒の保護者には、
情報モラル教育の重要性やその教育
が求められる背景として存在する
SNSやネット上のリスクを十分に
理解できていない人も少なくないで
しょう。こどもと保護者とのサイバー
セキュリティに関する知識格差を埋
めるためにも、保護者もSNSやネッ
トのリスクは知っておきましょう。

SNSなどのネットとの付き合い方、
守り方を知ろう1
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SNSやネットのコミュニケーションには落とし穴もある

SNS やネットのコミュニケーションは、距離を超えて世界中の人とつながるこ
とができます。なに気ない投稿は、多くの人の共感を得るかもしれませんが、そ
の中には、犯罪に使える手がかりを探している悪意を持った人もいます。どうし
たら悪意をかわしつつ、SNS やネットを楽しむことができますか？

今日は○○ちゃ
んと◇◇へ行っ
てきた

いつも帰りは
このくらい

お気に入りの
カフェです
○○市
△△

？悪意を持つ
者もいる



1.2 SNSやネットの怖さ、こんなことが実際に起こっている

では、SNSやネットではどのよう
なトラブルに遭う可能性があるので
しょう。

SNSなどで、実際に会ったことが
ない同じ年ぐらいの子と友だちにな
り、どこかで会う約束をしたとしま
す。しかし、待ち合わせ場所に行っ
てみると来たのは本人ではなくて別
の人でした。「○○ちゃんが待って
いるから連れて行ってあげる」とい
われ、車に乗せられそうになりまし
た。こんな風に誘拐・略取が行われ
ます。

SNSに家の近くや普段立ち寄る場
所、自分の写真などを上げていると、
その情報からあなたを特定して、リ
アルのストーカーがやってくるかも
しれません。

闇サイトなどを興味本位に覗いた
りしていると、犯罪勧誘といって、
顔も知らない人があなたを犯罪に
誘ってくることもあります。

SNSのグループなどで、周りの
雰囲気に流され、特定の人物のあり
もしない書き込みに同調したり、傷
つけたり、仲間はずれにしたりする

「ネットいじめ」をしたりされたりし
てしまうかもしれません。

交際している相手が、「誰にも渡
さないから」とあなたの裸の写真を
要求してきて、信頼して渡したら、
別れた後にその画像がネットに流出
してしまうかも。それは、「リベン
ジポルノ」といって、相手が嫌がら
せのために、写真をネットに投稿す
る行為ですが、その意図がなくても、
相手のスマホがマルウェア▶用語集 P.203

に感染して流出してしまうかもしれ
ません。その写真は、消えない「デ
ジタルタトゥー」（デジタルの入れ墨）

として、以降あなたの人生に、ずっ
と影を落とし続けることになるかも
しれません。

この他にも、SNSやネットでは、

さまざまなトラブルが発生すること
があります。トラブルのことをよく
知って、決して巻き込まれないよう
にしましょう。
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誘拐・略取

ストーカー

ネットいじめ

犯罪勧誘

リベンジポルノ・
デジタルタトゥー

△□駅

SNS で知り合っ
た○○ちゃんに

会いに来ました。

○ ○ ち ゃ ん の
パ パ で す。さ
あ、乗って乗っ
て。お う ち に
行こう！

おじさん、
誰？

SNS で得た情報をもとに人物
を特定し、リアルの世界でストー
カーされる場合もあります。

ノリでいじめに加わった結果、悲
しい出来事が起きてしまったら、自
分はそのときどう思うでしょう。

闇サイトなどと呼ばれる怪しいサイ
トで、面識がない者同士が集まって、
犯罪を行うために仲間を探しています。

タタキ（強盗）や
りませんか？　
最小5人で、見
張りをつけるの
で捕まりません
よ。

俺をふった仕返
しに、この裸の
写真を匿名で
ネットにばらま
いてやる！

あいつ、○○
だよね

そういえばあ
いつこの前○
○してたよ

マジきもい

マジかよ

元交際相手に、裸の写真をネット
に投稿されるかも。ネットに広がっ
た写真は消すことができません。

SNS 秘密グループ



1.3 SNSやネットとの付き合い方の基本

SNSには、「いいね!」などの他の
人からの反応や、コメントをもらう
ことができる機能があります。「い
いね!」をたくさんもらえると嬉しい
反面、少ないと気落ちすることもあ
るでしょう。また、否定的なコメン
トが来ることもあるかもしれません。
人の価値観はそれぞれ違うので、そ
れらに一喜一憂したり、振り回され
たりしないようにしましょう。

また、SNSには投稿者にダイレク
トにメッセージを送れる機能がある
ものもあります。知らない人からの
ダイレクトメッセージには注意しま
しょう。とくに、実際に会いたいな
どの誘いが来た場合は親に相談する
などしましょう。

さらに、多くのSNSでは投稿の
公開範囲▶用語集 P.196 を自由に設定で
きます。設定範囲によっては友達以
外の人が見ることがあるかもしれま
せん。従って、氏名、住所、電話番号、
通っている学校などの情報をむやみ
にプロフィールに掲載しないように
しましょう。個人情報▶用語集 P.196 を
悪用されたりする場合やストーカー
などの被害に合うことも考えらます。

SNSの投稿は、情報や話題の提供
など有意義なものです。不特定多数
の人が投稿を見られる設定になって
いる場合は、自分の顔写真や居場所
が特定される場合があるので、投稿
には十分注意が必要です。また、知
らない人だけでなく、友達の顔写真
もむやみに投稿すると個人の特定や
肖像権の問題が生じる場合がありま
すので、慎重に行いましょう。

なお、スマホには、こどもに有害
と思われるサイトを閲覧できないよ
うにするフィルタリング機能や、ア

プリの使用も含めて、こどものスマ
ホ自体を管理するペアレンタルコン
トロールの機能があります。これら
の機能をこどもの年齢に応じて適切

に使うことで、こどもに対するスマ
ホやネットの安全性をより高めるこ
とができます。

個人情報は基本的に
公開しない

個人が特定される情報は
SNSなどに投稿しない

「いいね !」は、人それぞれの主観です。年齢も学校も大人なら仕事も異なりま
す。多様な価値観があることを理解して、「いいね !」の数を気にしないようにし
ましょう。

一度流出した個人情報は、絶対に
ネットから消し去ることができません
し、ときに個人の居場所を特定する情
報になります。悪意がある人にとって、
手がかりになる情報はネットに載せな
いようにします。

自分自身の写真や、日常的な生活圏
がわかる情報を投稿しないようにしま
しょう。友人のみに公開としていても、
その人が共有したら一般に公開される
こともあります。また、デジカメで「位
置情報あり」で撮影していると、見え
なくても写真に位置情報が記録される
ので注意しましょう。

名前：フランソワ
住所：お花の国よ
生年月日：非公開よ
学校：お花畑小学校

○○駅

日常生活圏がわかるもの

普段行かない所に行った

今日も○○
駅です

一昨日ピク
ニック行っ
たよ

「いいね !」が
少ないな・・・

「いいね!」が少なくても気にしない
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1.4 ネットいじめに気を付けよう

ネットが学校や家庭に普及する前
は、いじめは教室など公共の場所で
本人に対して直接行われわかりやす
いものでした。しかし、誰もがスマ
ホを持つ現代において、いじめは
SNSなどのネット上で行われ表面化
しにくいだけでなく、巧妙なものに
なりました。

ネット上で行われるいじめは、
SNSなどに悪口を書き込まれたり、
皆が入っているSNSのグループか
ら外されたりするなど、ネット技術
の進展に伴い形を変えて行われてお
り、大人から見てもわからないよう
なものが多く存在します。

ネットいじめにあった場合や、ネッ
トいじめをされているのではないか
と思った場合は、保護者や先生に相
談することが大切です。また、い
じめられている証拠がある場合は、
SNSの画面ショットなどの証拠を保
存しておくとよいです。

また、GIGAスクール構想により
学校ではネットワークに接続された
端末が配布され、いつでもネットワー
クを利用することが容易になりまし
た。GIGAスクール構想では、児童・
生徒に1人1台の端末を配布し、そ
れらを使いネットワークに接続し、
ICT教育だけでなくさまざまな教科
の学習を促進させるものです。

しかし、タブレット端末などの配
布により、これらがネットいじめのツー
ルとして使用される可能性も生じま
す。SNSなどへの悪口の書き込みだ
けでなく、パスワード▶用語集 P.200の流
出により、ネット上でトラブルにな
ることなども考えられます。従って、
学校で配布されたアカウントの管理
などもしっかり行うことが大切です。

お前、学校に
来んなよ！

お前なんか
○○だ

マジウザい

いじめは閉鎖された場所で起きやすい

公共の空間では
人の目がある

ネットは他人から
見えにくい

人の目は、ときに抑止力になりますが、
ネットの中は人目が少なく、その分いじ
めは陰湿でエスカレートしがちです。

残念ながら、配布された端末を用いて SNS で他人への悪口を書き込むネットい
じめが問題になりました。同じパスワードの使い回し▶用語集 P.201 により、勝手に
友達のアカウントになりすまし誰が悪口を書いたかわからない事態になるなど、い
じめの早期発見が難しくなってエスカレートする可能性があります。

GIGAスクールでICT教育環境が充実!!

GIGAスクールの端末は、
学校のルールを守り、学習など正しい目的で使う

学校に来るなよ お前なんか
○○だ

閉鎖された
空間は、
人の目が
少ない

コロナショックも影響し、2020 年から急速に推進された GIGA スクール構想によ
り、全国の小中学校では児童・生徒 1 人 1 台の端末普及が実現しました。
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1.5	 モラルを逸脱すると炎上を生む

ネットのニュースなどを見ている
と、「炎上」▶用語集 P.195 という言葉を
よく目にします。

炎上とは、特定の人物がSNSな
どに投稿した内容が不適切であると
して拡散▶用語集 P.195 され、多くの人
から集中的に非難を受けることを指
します。

特定のお店に関するいいがかりや
嘘の書き込み、飲食店などで働いて
いる人が芸能人のプライベートでの
来店を投稿すること、引っ越し業者
が業務上知り得た情報で引っ越した
女性にアプローチをしたという投稿、
あるいは未成年が宴会で飲酒したと
いう投稿などが炎上の例として挙げ
られます。

多くの場合、世間一般の「モラル」
に照らしおかしいと思われるものに
対して炎上は発生します。

問題は、その炎上の結果、炎上さ
せた本人が非難されるだけでなく、
嫌がらせをされたお店が閉店してし
まったり、雇用者である会社が謝罪
したりと、周辺に多大なる影響を及
ぼすことです。本人も非難を受ける
だけでなく損害賠償、名誉毀損で訴
えられ、さらには内定が取り消しに
なるケースもあります。
「炎上」をおこさないためには、投

稿する人が自分の投稿が広く読まれ
ることを意識した上で、世間が自分
の投稿をみたらどう判断するかを考
えた上で批判を受けないような内容
を投稿するか、それに自信がなけれ
ば投稿しないことが必要です。

ネットの炎上を見たら、どうして
そのようなことになったのか、もし、
炎上してしまったらどのようなこと
になるのかを、それを人ごとだと思

わず自分のこととして考えてみてく
ださい。「炎上」はささいなきっかけ
で起こりうるのです。

また、必ずしも「炎上」ではないか
もしれませんが、自分の投稿を多人
数のふりをしてもてやはす「自作自
演」や、他人のふりをするなりすま
し▶用語集 P.200 なども、状況によって
は犯罪や名誉毀損となる場合がある
ことも知っておいてください。

「軽い気持ちでやった。こんな大
変なことになると思わなかった」と
いう言い訳は昔からよく聞きます
が、一回起こってしまったらなかっ
たことにはできません。現実世界と
ネットでのコミュニケーションの差、
SNSの情報拡散の特徴などをよく理
解して、後悔のないネットライフを
送ってください。

投稿

炎上拡散

他のSNSなどに投稿

第三者が投稿・報告

ヤバいん
じゃない？

別のSNSに投稿

別の友人に見せる

SNSの
フォロワーだけに
見せるつもりで
動画を
アップロード

これは
ヤバい！

不適切な動画を投稿

モラルを逸脱することが炎上を生む

芸能人の
カップルが
来ているよ！

気に入らないと、
評価サイトに嘘の

書き込み

お店が閉店 !? 炎上 内定取消

人のプライベートを
公にする

高校卒業の
おわかれ会

王様ゲームで
ビ ー ル を 一 気
飲みなう！SNS に投稿

会社は謝罪名誉毀損

損害賠償業務妨害

違法行為の投稿

①発信者が自分のフォロワー
などだけが見るだろうと安易
に考え不適切な内容を投稿

②投稿を見たユーザーが問題
と感じて元とは違う SNS など
にその内容を投稿

③フォロワーが多いインフル
エンサーが該当の投稿を発見
して批判的内容を投稿

④インフルエンサーのフォロ
ワーなどがさらに批判的投稿を
行い元の不適切な投稿が拡散

⑤マスコミなどに取り上げら
れることによりさらに拡散

といった流れが考えられます。

③の段階にまで至ると、拡散速度が加速度的に増大しなかなか沈静化しません。
炎上が一旦生じると、発端の問題投稿をした投稿者の個人情報まで特定され、また、
元の投稿の拡散も相まって炎上状態が沈静化した後も、ネット上に問題の情報が残
り続けます。

よくある「炎上」の流れ
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1.6 望まない情報流出、流出したら消すことは難しい

個人情報や写真も、スマホなどの
中から出さなければ大丈夫ではない
かと思われるかもしれませんが、望
まない情報流出の罠は、さまざまな
ところに隠れています。

スマホやパソコンの中に存在して
いるデータは、写真でもメールでも
住所録でも、すべてマルウェアの感
染などによって流出する可能性があ
ります。

自分が、セキュリティについて学
んでそのような可能性を少なくでき
ても、現状では、サイバー攻撃▶用語

集 P.196 を完璧に防ぐことはできない
ので油断してはいけません。

それに、例えば、信頼できる友人
に秘密の写真を共有したあと、その
友人のスマホなどがマルウェアに感
染して流出する可能性もあります。

相手が、自分と同じレベルのセキュ
リティ知識を持ち、実践していると
は限らないですし、また、それを強
要もできません。

さらに、秘密の写真などをクラウ
ド▶用語集 P.195サービスにバックアップ
▶用語集 P.201した場合、データが自分の
手元と他人の管理下に複数存在する
ため、少なくとも2カ所から流出す
る可能性が存在するようになります。
事実、クラウドから有名人の写真が
流出する事件も発生しています。

問題がある画像はなにか、という
ことに関する意識の差でも問題は起
こります。例えば、若気の至りで公
序良俗に反することをして、それを、
その場のノリでSNSに投稿したとし
ます。その写真が大炎上を起こした
としたら、もしかしたらあなたの人
生のあらゆる局面での歩みを妨げる
ものとなってしまうかもしれません。

流出したら問題になることは、し
ない、させない、（助長する意味で

はなく）撮らない、投稿しないよう
にしましょう。
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存在するデータは必ず流出することがあると考える

投稿したデータは一生ついてまわるかも

この前の温泉での
内緒の写真、○○
ちゃんにだけあげ
るね

大切なデータをク
ラウドにバック
アップしておこう

うわぁ、
ありがとう！

あの人あんな
ことするのよ

残念ながら公序
良俗に反する者
は採用できない

公序良俗に反す
る行動をする奴
に娘はやれん

父さん、昔こ
んなことして
いたの……。
恥ずかしいよ

じいちゃん、
昔こんなひど
いことやって
いたんだ

自分が流出させなくても、渡し
た相手がマルウェアに感染して流
出させてしまうかもしれません。

上記は極端な例ですが、たとえ若気の至りが少年法によって許されて、その
後、裁判所などに申し立ててプロバイダ▶用語集 P.202 に情報の削除の依頼をし
ても、ネットに拡散した情報のすべてを消し去ることはできず、人生の節目で
あなたを苛むかもしれません。

まず、問題になることはしないことです。そして、（助長する意味ではなく）
ネットに投稿するものはよく考えてから投稿しましょう。

パスワードの使い回しなどで、ク
ラウドサービスからデータを抜かれ
て流出してしまうかもしれません。

流出

学校で 就活

婚活老後 子育て



1.7 こどもにスマホを持たせるとき「スマホ契約書」の提案

こどもが「スマホが欲しい」と言っ
てきたとき、こどもとスマホの利用
について約束をしていますか？

こどものスマホ利用について、家
庭内ルールを定めた上でフィルタリ
ングサービス▶用語集 P.201 などの保護
手段を利用するとトラブルに遭遇し
にくいことが、総務省が実施した「我
が国における青少年のインターネッ
ト利用に係るペアレンタルコトン
ロールに関する調査結果」で明らか
になっています。この家庭内ルール
を「契約書」という形の約束にしては
どうでしょうか。
「契約書」というと物々しい気もし

ますが「契約」とは、人と人が守るべ
き約束ですから、スマホの利用につ
いての約束を口頭ではなくきちんと
明文化し、それをお互いに確認し合
うことで、親もこどももそれぞれの
約束を強く認識することができます。

家庭内ルールについては、保護者
は「決めている」と思っているのに対
して、こどもはそう思っていない、
という双方の認識が異なるケースが
相当数あることが内閣府の「令和3
年度青少年のインターネット利用環
境実態調査」で判明しています。こ
の調査結果を考慮すると、ルールを
家庭内で確認し合い事前に決めてお
くことは重要と考えられます。

ルールを決める際に「契約書」とい
うフォーマルな形で約束をすること
で、こども自身、1人前として認め
られていると感じやすく、約束を守
ることへの自覚を促すことにもなり
ます。

契約書の内容は、「ご飯のときに
はスマホを見ない」や「午後10時以
降はスマホを見ない」といった、各

ご家庭における重要なルールととも
に、こどもがネットでトラブルに遭
わないようにするためのルールを書

いておくといいでしょう。
例えば、「面と向かって言えない

ことはSNSでも言わないこと」「SNS

契約書は固いイメージもありますが、ルールをときどき見返すことができる他、
言った言わないにならないというメリットもあります。

なにより相手を責任ある人間としてあつかうことで、ルールを自ら決めたことの
自覚と守ることへの自律を促しましょう。

口約束は忘れてしまいやすい？

契約書を作り、責任ある人として接する

ルールは決めても、口約束だけで見返せないと、あやふやになってしまいがちで
す。結果的に感情的なやりとりを生みます。

もう！
9 時以降はスマホしない
約束でしょ！

そんな約束
したっけなぁ〜？

スマホを渡す代わりにルールを
決めて守りましょう。いいかな？
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には誰に読まれても困らないような
内容をアップすること」といったルー
ルは、SNS上で、友だちしか読まな
いと思って他人に対する過激な誹謗
中傷や名誉毀損を行うことを避ける
ために役立ちます。また、「不特定
多数に見られて困る恥ずかしい写真
は、頼まれても絶対送信したりアッ
プしたりしないこと」といったルー
ルは、ネット上ではよい人に思える
相手に恥ずかしい写真を送ってし
まったのちに、その写真をネット上
で公開されたり、その写真を元に脅
迫されたりするなどの被害に遭うこ
とを防ぐために重要です。

契約書を作るにあたっては、親・
こどもの双方が納得できるように
しっかりと話し合うこと、こどもが
守れるルールを作ること、契約書の
ルールは具体的な内容にすることが
重要です。あわせて、ルールを守れ
なかった場合についても、どうする
かきちんと決めておきましょう（契
約ってそういうものですよね）。
「家庭のルール」を相談して決める

際には、文部科学省が情報モラル教
育推進事業として公開している「話
し合っていますか？家庭のルール」
という保護者向け教材が参考になり
ます。家庭内でルールを作ることの
重要性、ルールを作るときのポイン
ト、そして「家庭のルール」チェック
リストなどがまとめられています。

また、スマホ契約書は一度作った
ら作りっぱなしでは不十分です。こ
どもの成長に合わせてルールを見直
し、契約書を更新していくことも、
実効性のあるルール作りのためには
必要です。

スマホ契約書は一度作ったら作りっぱなしでは不十分です。こどもの成長に合
わせてルールを見直し、契約書を更新していきましょう。

スマホ契約書はこどもの成長にあわせて
適した内容に更新する

家庭のルールを明文化した契約書や
チェックリストを作成することが重要

「家庭のルール」を決めるには、文部科学省の保護者向け教材「話し合ってい
ますか？家庭のルール」にある『「家庭のルール」チェックリスト』が参考にな
ります。

文部科学省「話し合っていますか？家庭のルール」～「家庭のルール」チェックリスト
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/deta
il/__icsFiles/afieldfile/2016/06/07/1371802_3.pdf

2022年5月総務省「我が国における青少年のインターネット利用に係る
ペアレンタルコトンロールに関する調査結果」

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kib
an08_03000375.html

内閣府の調査研究「令和3年度青少年のインターネット利用環境実態調査	第2章第1説（4）」
https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_torikumi/tyou
sa/r03/jittai-html/index.html

第３章SNS・ネットとの付き合い方や情報モラルの重要性を知ろう

第
３
章

プ
ロ
ロ
ー
グ

第
５
章

第
７
章

第
２
章

第
１
章

第
４
章

第
６
章

付
録

65

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/07/1371802_3.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000375.html
https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_torikumi/tyousa/r03/jittai-html/index.html


私たちが普段なにげなく使って
いるスマホは、相当に高機能で、
10 数年前ならばすべて別々の機
器だったものが、まとまって 1 つ
の小さな機器に収まっています。

例えば、電話、音楽プレイヤー、
デジカメ、ビデオカメラ、そして、
GPS▶用語集 P.191 レシーバーなど。

とくに昔は、GPS 衛星からの
電波をキャッチして、緯度経度で
構成される位置情報を測るには、
大きな専用の GPS レシーバーが
必要でした。今はスマホの地図ア
プリを開いて「現在地」を押せば、
即座に自分がいる場所を示してく
れます。

しかし、便利になった代わりに、
油断すると意図せずそれらの位置
情報を公開してしまっていること
もあります。

例えば、スマホで写真を撮影す
るときに位置情報を記録するよう
にしておくと、撮影場所の情報が

「ジオタグ」という形で写真に保存
されます。

ジオタグが記録されている写真
を、写真アプリなどで見返すと、
地図上の撮影したポイントに写真
を配置して見ることができ、時系
列順に並んだたくさんの写真から
わざわざ探さなくても、思い出の
場所で撮った写真を即座に見つけ
ることができます。

これは便利ですが、写真にジオ
タグをつけたまま SNS に投稿す
ると、SNS のサービスによって
はジオタグが削除されず位置情報
がわかる設定で公開されることも
あり得ます。その写真が自宅で撮
影したものであると、世界中に自

宅の場所が公開されてしまうので
す。

また、位置情報は SNS の投稿
時に位置情報を公開する設定にし
ておくと、文字だけの投稿をした
つもりでも、写真を撮った場所ま
で文字で公開されてしまいます。

生活圏の位置情報を公開してし
まうトラブルは、GPS にまつわ
るものだけではなく、普段立ち寄
る店の名前を投稿したり、周りの
風景が映り込んだ写真を投稿した
りするだけで、いともたやすく「撮
影場所が特定される」ことがあり

ます。
そして、これらの「位置情報」も

しくは「位置情報に相当する情報」
は、ストーカーにとっては絶好の
手がかりになります。

ネットは知らない人と「距離と
その移動に必要な時間」を超えて
知り合える場所ですが、トラブル
が発生すれば、それは距離を越え
て現実世界の我が身に即座に襲
いかかってきます。

位置情報を含む個人情報の管
理は、しっかり行いましょう。

GPS、位置情報、ジオタグの管理コラム.1
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スマホによっては購入時
の設定で、写真に位置情報
を記録するようになってい
る 場 合 も あ り ま す。 必 要
なければ機能をオフにしま
しょう。

画像アプリによっては地
図上に写真が表示され、思
い出の場所を拡大すると、
そこで撮影した写真を見る
ことができます。写真を一
から探さなくてよいので便
利です。

写真に付加された位置情
報、投稿時の位置情報だけ
でなく、場所の名前や、場
所が特定できる写真からは
あなたの居場所が分かりま
す。ストーカーにとっては
絶好の手がかりになるので、
投稿前後に必ずチェックし
ましょう。

写真には位置情報が含まれることも

位置情報は思い出を見返すのに便利

位置情報はストーカーの手がかりになる



スマホの代表的なゲームジャン
ルの 1 つに「位置情報ゲーム」があ
ります。スマホの位置情報機能を
活かして、全国の駅巡り、カメラ
と組み合わせて特定の場所にし
か現れないレアモンスターの捕獲、
ご当地アニメキャラクターと写真
撮影といったことができ、人気を
博しています。しかし、カメラを
併用することも多いので、遊ぶと
きは注意が必要です。

まず、屋外では「ながらスマホ」
「歩きスマホ」でゲームをするのは

危険なのでやめましょう。自分は
大丈夫と思っていても、歩きスマ
ホは大変危険な行為です。歩いて
いるうちに車道に出て事故に遭っ
たり、駅のホームから転落するこ
ともあります。また、歩きスマホ
をしている人を避けようとして、
自転車や自動車に乗っている周囲
の人が事故を起こしてしまう可能
性もあります。歩きながらのゲー
ムプレイによる、事故やトラブル
も多く起きています。

ましてや自転車や自動車を運転
しながらのスマホ操作は言語道断
です。運転中のスマホ操作は、道
路交通法によって禁止された行為
で破った場合は罰則・罰金が定め
られています。また、ゲームに熱
中しすぎ気付かないまま私有地に
入り込んでしまうと「不法侵入」に
あたります。危険な場所に入り込
んでしまえば、不注意からケガを
してしまう可能性もあります。危
険な場所には、ゲームのプレイエ
リアが設定されていても、近づか
ないでください。

ただ、位置情報ゲームは使い
方によっては観光振興も期待され、
今後も多くの人が楽しむでしょう。

プレイする際は、交通ルールやマ
ナーを守り安全に遊びましょう。

屋外でのゲームを安全に楽しむ。ながらスマホは×！コラム.2

歩きスマホは自分も周りの人も危険

運転中のスマホはダメ。車は凶器になります

私有地や危険な場所には入らない

第３章SNS・ネットとの付き合い方や情報モラルの重要性を知ろう

第
３
章

プ
ロ
ロ
ー
グ

第
５
章

第
７
章

第
２
章

第
１
章

第
４
章

第
６
章

付
録

67



第３章

インターネットで守るべき法律や
マナーを知ろう2

2.1 アニメ・マンガ・音楽の違法な共有。パクリなどの著作権侵害

インターネットは、基本的にさま
ざまなものを共有する場です。しか
し、著作権者の許可を得ずに、ネッ
トにアップロードされた、映画、ア
ニメ、テレビ番組、音楽、マンガな
どの作品を、そうと知ってダウンロー
ドするのは違法行為です。

また、同様に、上記のような作品
を著作権者の許可を得ずにインター
ネット上にアップロードして配信す
る行為も違法です。

違法アップロード・ダウンロード
▶用語集 P.194 は作品が生み出される環
境を破壊し、結果として新しい作品
が生まれなくなります。コンテンツ
を利用するときは許可を得て公開さ
れているものを利用しましょう。例
えば、音楽の場合はエルマーク、漫
画などの書籍はABJマークがつい
ているサイトは、適法に許可が得
られているサイトです。（エルマー
クhttps://www.riaj.or.jp/leg/lmark/
ABJ マーク https://aebs.or.jp/ABJ_
mark.html）

ネットでよくいわれる「パクリ」▶

用語集 P.200 も基本的には著作権侵害▶

用語集 P.199です。
例えば、他人がSNSに投稿した

写真や文章を、自分のもののふりを
して勝手に投稿することや他人が
ウェブ▶用語集 P.194 で発表した小説や
写真などの、一部もしくは全部を自
分のもののように偽って公開するこ
とも著作権侵害であり、SNSによっ
ては利用規約違反としてアカウント

を停止される場合もあります。
パクリで一瞬だけ注目を集めても、

いずれ身元が特定されるなどして「パ
クった人だ」とネットに記録されて

しまったらいやですよね。ちなみに、
自分のもののように偽らなくても、
勝手に転載したら著作権侵害です。
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お、新作の漫画が
ネットにアップさ
れている。ダウン
ロードしよう！

よい小説ができたから
ネットで公開しよう

面白いな。広まら
ないうちにいただ
いちゃえ

面白いね。いただき！

みんな、新作アニ
メを観たいだろ！
アップするよ！

「違法アップロード・ダウンロード」は著作権法違反！　違
法アップロードは 10 年以下の懲役または 1000 万円以下の罰
金（またはその両方）、有償作品の違法ダウンロードは 2 年以
下の懲役または200万円以下の罰金（またはその両方）＊1 です。

＊ 1：有料の作品が違法にアップロードされているものと知っていた場合

面白い猫
発見

チョー
面白い猫、
大発見！

他人の投稿や作品を盗む「パクリ」

違法アップロード、ダウンロードは刑罰の対象にも……

https://www.riaj.or.jp/leg/lmark/
https://aebs.or.jp/ABJ_mark.html
https://aebs.or.jp/ABJ_mark.html


2.2 ゲームの不正行為はNG／親しくてもプライバシーは守る

ゲームの不正コピー▶用語集 P.202 や
チート行為▶用語集 P.198 はやってはい
けません。規約違反ですし、場合に
よっては犯罪として摘発されます。

「自分1人ぐらいやっていても大丈
夫」という人たちが増えると、ゲー
ムそのものの環境を破壊してしまう
ことになります。

ゲームを作る人はゲームを売るこ
とで利益を上げ、生活をし、また、
新しいゲームを世の中に生み出して
くれます。この利益の循環があるか
らこそ、ゲームを遊ぶ側は楽しい時
間を過ごせるのです。しかし、誰か
が不正行為でこの「利益の循環」を回
らなくしてしまうと、やがてゲーム
を作る人々は生活できなくなり、結
果としてゲームがこの世に生み出さ
れなくなってしまいます。

楽しみのある世界がよいですか？
ない世界がよいですか？ゲームを作
る側も遊ぶ側も信頼関係があれば楽
しい世界ができていくはずです。

信頼関係は普段の生活でも大切で
す。例えばプライバシー。あなたが
席を立っている間に勝手にスマホの
中身を見られたり、親にあなたがパ
ソコンに保存している日記を見られ
たりしていたらどう思いますか。と
くに「信頼している」人にこのような
ことをされると深く傷付きますよね。

親しい仲であってもプライバシー
は大切です。とくにスマホやパソコ
ンはプライバシーの固まりです。親
しいからこそ、プライバシーを尊重
し、信頼関係を守りましょう。
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ゲームの不正行為は犯罪になることも…

恋人や家族の間でもプライバシーは大事、でしょ

おれ 1 人くらい
大丈夫だろう

ちょっとスマ
ホを見ちゃえ。

「PIN コード」は
誕生日だろうし

……

どれどれ、娘の日
記を見るか。パソ
コンで書いている
し……

え～、
そんな～

会社として不採算な
ので撤退します

不正コピー、
チート行為、

RMT ゲーム会社撤退！

利益の循環が
ない

不正コピー、チート行為、RMT（リアルマネートレード）▶用語集 P.191 など、ゲー
ムの販売や運営を妨げたりする行為は、場合によっては犯罪として摘発されますが、
積もり積もってゲームを生み出す会社やシステムの崩壊を引き起こしてしまうこと
も問題です。

その結果、みんなが楽しめる世界が奪われてしまうのです。利用者を信頼してい
る制作者の人たちを裏切ってはいけません。

恋人や親であっても、スマホの中を勝手に見たり、内緒でパソコンを開いて勝手
に日記を見る行為はプライバシーの侵害です。とくにスマホやパソコンはプライバ
シーに関する情報が詰まっています。これを勝手に見られたら、「信頼関係」に対
する重大な裏切りと感じるでしょう。親しいからこそ、プライバシーを尊重し、信
頼関係を守りましょう。

やめてよ！　

お父さん！



2.3 クラッキングはクールじゃない！

インターネット上には、「ダーク
ウェブ」▶用語集 P.198という通常であれ
ばアクセスすることがないようなサ
イトがあります。そこでは、アング
ラなありとあらゆるものを売るマー
ケットが存在し、悪意のハッカー▶

用語集 P.193 によるクラッキング▶用語集

P.196 用ツールの販売や、DDoS攻撃
▶用語集 P.190 のためのゾンビ化した機
器群貸出しなどがされたりしていま
す。

近年、若いこどもたちがここに足
を踏み入れ「インターネットは匿名
だからばれないだろう」とツールを
入手して、ランサムウェア▶用語集 P.203

によるサイバー攻撃や不正送金▶用語

集 P.202 などを行った事例が報告され
ており、行為者が逮捕された例もあ
ります。そのようなサイトで入手し
たツールなどを使う行為の多くは、
不正アクセス▶用語集 P.202禁止法違反、
ウィルス作成罪、業務妨害罪などの
刑法犯に該当する行為です。でもば
れないと思ってやってしまうので
しょう。

果たして、それは本当にばれない
のでしょうか。インターネットは、
当初悪意が存在することが想定され
ていない空間でした。しかし、そこ
に悪意が芽生え、犯罪に利用される
ようになった結果、各国の捜査機関
も日々こういった犯罪に対応する技
術力を向上させています。事件と報
道されるのは、捜査機関が地道な解
析などで犯人を追い詰め特定してい
るからです。匿名だからばれないと
いうことはないのですね。
「有名になりたかった」「腕試しを

したかった」「小遣い稼ぎで」そうい
う言い訳をしても、その行為は単な

る犯罪です。有名になったところで、
その悪名がネットに刻まれるだけで
誰も尊敬はしてくれません。実名が
流出してその後の人生にずっと影響
し続けることだってあるのです。

それよりも、腕と技術力で多くの
人々をハッピーにし、ネットの偉人
として名前を刻む方が「かっこいい」
のではないでしょうか？
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クラッキングツールに手を出さない

インターネットだからばれないと思うのは……

インターネットだから
ば れ な い だ ろ う。ク
ラッキングしちゃえ。
映 画 ダ ウ ン ロ ー ド し
ちゃえ

ネット経由だから安
全だ！　クラッキン
グしちゃえ！　不正
送金しちゃえ！

いろいろなツールあ
るよ。24 時間サポー
ト付きだよ

毎度あり！

アイツだ！　
タイホー!!

ダークウェブ
ランサムウェ
アを売ってく
ださい

なにこれ？
ファイルが見ら
れない！　
身代金よこせ !?

現実世界でもネットでも、広く知られている「安全でない場所」や「怪しい場所」
は、当然のことながら捜査する側もよく調べ、必要ならば対策を講じています。「匿
名性が高い」はずなのに「捕まったこと」が記事になるということは、なにを意味
するでしょう？ネットでも危険場所には近づかないようにしましょう。

本人は軽い気持ちで始めているつもりでも、クラッキングはさまざまな法律や利
用規約に違反します。そして、見つからないと思っていても、現実世界に生きる私
たちは、現実世界に生きている痕跡を完璧に消すことはできません。



昔から、事件・事故のときに拡
散したり、都市伝説のように長く
語り継がれたり、出所が不確かな
デマはありました。人から人への
口伝えで拡がるので、自分が聞い
た話を再度確かめようと思っても、
すべて遡って大本の発言者までた
どるのは至難の業でした。

ところが、インターネットが普
及した現代では、デマは「距離と
その移動に必要だった時間が消え
た世界」で、恐ろしいスピードで
拡散します。しかも、SNS などの
場合「何人の人がその情報を共有
したか」ということが数字でつい
て回るので、それが何万人にもな
ると、デマであっても妙な信憑性
があります。その代わり、ネット
ではソース（発信源）▶用語集 P.198 を
たどることができますので、怪し
いと思って調べると、元の発言を
した人が、発言を消して逃げるこ
ともあります。

また、一見正確のように思える
ネット上のニュース記事も、情報
操作を目的としたフェイクニュー
ス▶用語集 P.201 である場合もありま
す。他の情報と比較してみる、発
信元を調べてみることも大切です。

これらネット上のデマなどはマル
ウェアへの感染誘導や、フィッシン
グ詐欺を狙った可能性があります。
場合によっては、誰かを傷つけ名
誉毀損となるものかもしれません。

したがって情報が勢いをつけて
手元に飛び込んできても、その勢
いに飲まれて拡散に加担せずに、
情報の信憑性を確認する余裕を

持ちましょう。さらに、災害時に
は現場の混乱などから本業の人
でも間違った発信をしてしまうこ

とも考えらますので、焦らず情報
の正確性を確認しましょう。

デマに踊らされない！コラム.3

参考情報 ：総務省監修
「上手にネットと付き合おう！〜安心・安全なインターネット利用ガイド〜」 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/
「インターネットトラブル事例集」https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/
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昔から出所が不確かなデマはあった

○○が××
しますよ

そりゃ、こいつ
だって。あれ？
どっかいった！

おまえ、それ、
誰に聞いたんだよ

オイ！
○○が××
するってよ

かつてのデマは、人間がしゃべるスピードでしか拡散しませんでしたが……。

現在は、ネットの特性で「拡散数」を伴ってデマが加速して飛び込
んできます。しかし、その数を真実かどうかの尺度にしてはいけませ
ん。元ネタが嘘だったり、意図的に流布してから消して逃げたりする
こともあるからです。

スゲーよ、こんな
ことあったよ！

で、それは誰が
いっていたんだ
い？○○だってよ

発言を消して
逃げた！

そりゃ、
おめえ……

あれ？

拡散スピードの大幅アップ

ちょっとこれ
サイコー！

拡散よろしく！
http://www.

xxxxxx
○○アプリ

この情報は信頼できるのか？
・発信している者は信頼がおける

人物なのか？
・拡散するべきかどうか？
・マルウェアやフィッシング詐欺

への誘導ではないか？
・誰かのプライバシーを侵害して

いたり、傷つけたり、生命の危
機に陥らせたりしないか？

・本当に「自分」が拡散する必要が
あるのか？

・公的機関の人が言ってたという
けど、本当なのか？

情報はよく吟味することが必要

ネットではデマが加速して飛び込んでくる

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/


サイバー犯罪というと、それな
りの年齢の悪意のハッカーを想像
するかもしれませんが、実は非常
に幼いこどもたちが行い、その結
果児童相談所に通告されたり、書
類送検されたりしている例もあり
ます。

コンピュータやスマホを使う際
には、見てはいけないウェブサイ
ト▶用語集 P.194、危険なサイトへの
アクセスを防ぐフィルタリングを
利用するだけでなく、どういうこ
とをしてはいけないのか、そうい
う行為は法律に違反する場合も
あることを家族で話し合っておき
ましょう。下記の例などを参考に、
これが他人ごとではなく身近に起
こる可能性があることとして、家
族で話し合ってみてください。

	■アカウント乗っ取り
小学 4 年生の女子児童が、会員

制の交流サイトでサービス上の
通貨の提供を条件に、別の女子
中学生の ID ▶用語集 P.191 とパスワー
ドを聞き出し、本人になりすまし
てログイン▶用語集 P.204 し、その女
子中学生のアカウントを乗っ取っ
たとして不正アクセス禁止法違反
の容疑で補導され、児童相談所
に通告された例があります。

	■ウイルス保管と提供
動画サイトなどに掲載されてい

た動画を参考にコンピュータウイ
ルスを作成、これを保管、提供し
たなどの理由で、小学 3 年生の男
子児童が不正指令電磁的記録提
供などの非行内容で児童相談所
に通告されています。またこれを

ダウンロードした他の小学生も不
正指令電磁的記録取得の非行で
児童相談所に通告されています。
友だちを驚かせたいという軽い気
持ちだったようです。

	■ 	同級生の少女の裸の画像を拡散
同級生が高校生の少女に裸の

画像や動画を撮影させ、これを
SNS に 投 稿 す ること を 強 要し、
そののち拡散した例で、関与した
男女の生徒は、児童買春・児童ポ
ルノ禁止法違反（製造、提供など）
の疑いで書類送検されています。

法律に違反することをしてはいけません。気軽に考えてはダメコラム.4
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不正アクセス禁止法
不正アクセス行為の禁止

第 3 条、第 11 条
→ 3 年以下の懲役または
　100 万円以下の罰金

刑法
不正指令電磁的記録作成等

（作成、提供、供用）
第第 168 条の 2
→ 3 年以下の懲役または
　50 万円以下の罰金

（取得、保管）
第 168 条の 3
→ 2 年以下の懲役または
　30 万円以下の罰金

児童買春、児童ポルノ禁止法
児童ポルノ所持、提供等

（所持）
第 7 条第 1 項
→ 1 年以下の懲役または
　100 万円以下の罰金

（特定少数者への提供）
第 7 条第 2 項
→ 3 年以下の懲役または
　300 万円以下の罰金

他人のアカウントへの不正なログインや
乗っ取りをした場合

コンピュータウイルスの作成や保管をした場合

児童ポルノの所持・提供をした場合

ID とパスワードを
聞き出せたので
ログインしちゃおう

ウイルス作ってみた。
使ってみよう！



2018 年 6 月に成人年齢に関す
る民法が改正され、2022 年 4 月1
日から施行されています。その結
果、成人年齢が 20 歳から 18 歳に
変更され、2022 年 4 月1 日以降は、
18 歳になると成人になり、また、
同日 18 歳、19 歳になっていた人
は、この日をもって成人となって
います。

さて、成人するとなにが変わる
のでしょう。すぐに思いつくのは、
飲酒や喫煙、ギャンブルなどがあ
りますが、これらは、成人年齢が
変更されても 20 歳以上でなけれ
ばできないとされたままで変更は
ありません。最も大きな変化は、
18 歳以降は「親権者の親権に服さ
なくなる」ことです。

未成年者は、親権者の同意な
く契約行為ができませんが、今回
の改正で、18 歳になれば成人に
なりますから自らの意思で契約行
為をすることができます。

例えば、携帯電話を利用するた
めには回線の利用契約が必要です
が、未成年者は単独で契約ができ
ないため、保護者が利用者を未成
年として契約するか、保護者の同
意を得て未成年自身が契約するこ
とになります。現在は、18 歳以
上ならば自身が単独で契約できま
す。また、青少年インターネット
環境整備法で携帯電話会社に提
供が義務付けられているフィルタ
リングも、現在は 18 歳ならば自
分の意思で解除を行うことができ
ます。

ソーシャルゲーム、オンライン
ゲームでの課金やオンライン通
販などでの購入も契約行為です。
親権者の同意のない課金は、未
成年者による契約を理由に取消
を申し出ることが可能でしたが、
現在は 18 歳になれば成人ですの
で、今まで未成年取消が可能だっ
た 18 歳や 19 歳の人は、未成年を

理由として取り消すことができま
せん。18 歳以上の人は、ゲーム
などで課金する場合、自身で課金
額などを確認し、支払える範囲内
に収めておくよう心掛ける必要が
あります。

高齢者だけでなく成人したばか
りの若者をターゲットに、情報商
材やマルチなどの儲け話でだまし
たり違法行為をさせたりするトラ
ブルや SNS などで甘い言葉や人
間関係を作って勧誘するような手
口が、国民生活センターから報告
されています。18 歳以上の人は
このような商法に関しても成人と
して扱われることになりますし、
このような手口による商法が従来
よりもより低年齢層にターゲット
が広がるおそれもあります。日頃
からこうした甘い言葉や見知らぬ
人からの誘いには注意しておきま
しょう。

成人年齢18歳引き下げに伴って注意が必要なことコラム.5
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対象者 成人になる日 成人年齢

2002 年 4 月 1 日以前の生まれ 20 歳の誕生日 20 歳

2002 年 4 月 2 日〜 2003 年 4 月 1 日生まれ 2022 年 4 月 1 日 19 歳

2003 年 4 月 2 日〜 2004 年 4 月 1 日生まれ 2022 年 4 月 1 日 18 歳

2004 年 4 月 2 日以降の生まれ 18 歳の誕生日 18 歳

変わったもの 変わらなかったもの

・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・賃貸契約を結ぶ
・10 年有効のパスポート取得
・結婚　など

・お酒を飲む
・タバコを吸う
・ 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券（馬券など）

を買う
・大型・中型自動車運転免許の取得　など

18歳成人化の対象者

変わったもの・変わらなかったもの



第３章

便利なサービスや機能を利用して
家族を守ろう3

3.1 こどもを守る

こどもをインターネット関連の犯
罪から守るには、理由を述べずにあ
れもダメこれもダメと頭ごなしに禁
止せず、まず可能な限りどういった
犯罪がどのように行われるのかを知
らせましょう。

こどもたちが犯罪に当たる行為を
するとき、本人たちはそれが「犯罪
になると思っていなかった」という
例もあります。知ることが抑止する
ことにもつながります。

サイバー犯罪に遭うという視点か
らも、問題点や危険性、また、それ
によってどれぐらいの範囲にトラブ
ルが広がるのか、きちんと共有する
ことが必要でしょう。

その上で、セキュリティソフト▶

用語集 P.198やフィルタリングサービス、
緊急時のための位置情報共有の必要
性を一緒に確認しましょう。

いざというとき、こどもを助けに
行くためには、位置情報は非常に有
効な手段です。一方、こどもたちは
過度に位置情報に関することを追求
されると、共有を切ってしまうかも
しれません。こどもでもセキュリティ
の設定などはすぐに変更してしまう
でしょう。こどもに対しては、セキュ
リティの必要性をわかりやすく説明
しましょう。とくに位置情報の共有
は監視のために使わないことを約束
し、そして、約束を守りましょう。

また、こどもからルールの変更や
どうしても見たいウェブサイトなど
を言い出しやすい雰囲気を作り、そ
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本当は怖いインターネット
理由をいわずに
禁止するのは命令

自分だけは大丈夫と
思わせない

ネットでなにが
起こるかを一緒に見る

保護者機能や
位置情報を活用する

あれはダメ 出会い系では幼女略取

クラウドから
写真流出

オークション詐欺で
商品が届かず

イ ン タ ー
ネ ッ ト 探
偵、1 枚 の
写真から住
所特定 マルウェア

アプリでパ
スワードが

漏れる
SNS で相手
を見つけス

トーカー

これはダメ

ふ～ん

頭ごなしに禁止せず、インターネット関連のトラブルの実例を見ながら、なぜ
ダメなのかを「理解」しあって共通の認識を作ります。こどもだけでは、対処で
きないトラブルがあることを知ることが重要です。

意識を共有したら、実例を示してこどもたちに答えを出してもらいましょう。
自分で出した答えは自らのルールとなるからです。

自分だけは大丈
夫なんてことは
ないんだよ。な
にもしなくても
犯罪には遭うけ
ど、犯罪が起こ
る場所に近づく
とより高確率で
遭ってしまうよ。

どうしても見た
いサイトがある
なら、パパかマ
マと見ましょう。

なにかあってか
らだと、守れる
確率がぐっと減
るんだよね。ど
うしたらいい？

普段はチェック
とかしないから、
情報共有をしま
しょう。遅くな
るときは SNS で
連絡が取れるよ
うにしてね

危ないサイトを
フィルタリング

サービスでブロック

こうするとこういう
怖い目に遭うんだよ



れについて一緒に話し合って勉強す
る姿勢を示しましょう。スマホやIT
機器は絆を断絶するためのツールで
はなく、より太く結ぶためのツール
なのです。

スマホが使えないほど幼いこども
たちを守るサービスや機器も、いろ
いろと登場しています。

学校を離れたときや駅を通過した
ときに、親のスマホにメールが送信
される見守りメールサービスや、簡
単なスマホとGPSと防犯ブザーが合
体したキッズケータイは、こどもた
ちが意識しないで使え、あるいはシ
ンプルな操作方法を理解したら、い
ざというときの強い味方になります。

また、ある程度スマホの操作をす
ることができる年齢になったら、位
置情報を送信したり、必要な情報を
メールやSNSを通じて共有する方法
を、一緒に覚えるのもよいでしょう。

位置情報共有アプリ▶用語集 P.194 は
便利ですが、悪用されストーカーな
どの被害に遭う可能性もあり、刺傷
事件に至ったケースもあります。位
置情報を共有するのは、こどもが幼
いうちは親のみにしておくようにす
るとよいでしょう。また、ある程度
の年齢になっても不用意に必要以上
の人と位置情報の共有をしないこと
が重要です。

なお、現在は建物の中で迷子にな
ると位置情報や何階にいるかなどの
情報は共有できませんが、今後地下
街や建物内などにビーコン（Beacon）
と呼ばれる装置が普及することで、
屋内でも位置情報の交換が可能とな
ると考えられます。

また、どこかではぐれても、電車
やバスの乗り換え案内や徒歩ナビ
ゲーションなどのアプリを利用して、
家に帰り着く方法をこどもと一緒に
学びましょう。
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安全を守るさまざまな方法

見守りメール

位置情報の送信

GPS付きキッズケータイ

位置情報共有アプリ

見守りメールは、鉄道会社や一部
の学校などが提供しているものがあ
るので、自分が住んでいるエリアで
サービスが行われているかを調べて
みるとよいでしょう。

地図アプリの位置情報共有機能を
利用して、メールやメッセンジャーア
プリ▶用語集 P.203 から現在地を簡単に
相手へ送信できます。受信した相手
も自分のスマホの地図アプリを起動す
れば位置を確認できます。

連れ去りや変質者に遭遇したとき
に使用する、防犯ブザーと簡単な通
話機能が一体になったスマホです。
簡単な操作で登録された特定の人物
への通話なども可能です。

位置情報共有アプリは位置情報を
相手へ送信する手間を省いて共有で
き便利ですが、不用意に必要以上の
人と位置情報の共有をしないことが
重要です。

○○駅

○○ちゃんが
今改札を通過
しました

見守りメール

なにかあったら、
この紐を引っ張る
の。ママに連絡が
来るからね

位置情報サービス

地図アプリ

位置情報をメールやアプリで送信

                イマココ

もう着いてま～す

            35.681…
            139.766…

駅にいるわね
ロータリーの

向こうね



3.2 お年寄りを守る

離れて暮らしているお年寄りと連
絡を取り合うのに、テレビ電話機能
に対応したスマートテレビや大きな
タブレット、液晶付きスマートスピー
カーをプレゼントして、ときどき映
像付き電話をして声だけでなく顔を
見せるのもよいでしょう。また、1
人暮らしのお年寄りの見守りのため
に、よく相談をした上でウェブカメ
ラの設置をしたり、毎日部屋の中を
動いて電化製品やガスを使用してい
るかをメールで連絡してくれるサー
ビスも存在するので、こちらも相談
し、納得してもらった上で利用した
りするのもよいでしょう。一番よい
のは会いに行くことですが、離れて
住んでいて頻繁に会えないならば、
そういうときこそインターネットの

「距離とその移動に必要だった時間
が消せる」という能力を生かしましょ
う。

また、「自分は大丈夫」と思ってい
るお年寄りほど、あっさりと振り込
め詐欺などに引っかかってしまうも
のです。振り込め詐欺は電話で顔が
見えない状況で、相手を不安に陥れ
正常な判断ができなくなることを利
用しています。これに対抗するため
に、例えば、ご両親に連絡するとき
は、通話アプリのTV電話機能を使
うと決めておけば、顔が見えない状
況で丸め込まれ、だまされることを
回避できるかもしれません。そのテ
レビ電話機能のためではありません
が、お年寄りには使いやすい簡単操
作のスマホを渡すのも1つの方法で
す。または、いざ操作を勉強する段
になって教えてあげやすいように、
自分が持っているものと同じ機種を
渡しておくのも1つの考え方です。
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映像付き電話やITサービスの活用

IT機器を使った振り込め詐欺対策

映像付き電話対応
スマートテレビ

見守りカメラ

お年寄りにとってこどもや孫たちの顔を見るのは、なによりの楽しみでしょう。
会いに行ってあげるのが一番ではありますが、なかなか訪ねて行けないときは、
顔を見てコミュニケーションを取れるツールを活用しましょう。

また、1 人暮らしのお年寄りに万が一のことがあったときのために、日々生活
状況を確かめられるサービスも存在しますので、利用を検討してもよいでしょう。

電子機器の操作に不慣れなお年寄りでも、スマホの電話機能ならよく使うでしょ
う。こどもや孫から連絡を取るときは必ずテレビ電話を用いるという方法を使え
ば、顔が見えない状況で不安に陥れる「振り込め詐欺」などの予防にもなります。
同じスマホを渡してあげれば、操作を教えることも簡単です。

タカシ !?　
タカシなの？

母 さ ん オ レ だ よ オ
レ！　事件を起こし
てしまって、今すぐ
にお金がいるんだ。

母さんオレだよ
オレ！　事件を

起こして……

うちはスマホでテレビ
電話を使う約束なので　

ブチッ



ご両親の海外旅行時に、きちんと
目的地に着けているか、迷ったりし
ていないか心配な場合は、事前に相
談して位置情報共有サービスや移動
履歴が残るサービスを設定して旅に
出てもらいましょう。

こうすることで、今どこにいるか
を確認できるので、予定どおりに旅
行しているかもチェックできます。

また、仮に旅先で迷子になってし
まっても現在地がすぐわかれば、ど
のようにしたらよいかのアドバイス
も的確にできるでしょう。

そのようなことはあまりあってほ
しくありませんが、もしスマホを紛
失したり盗られたりした場合も、操
作するための情報を共有しておけば、
スマホをロック▶用語集 P.204 したり所
在地を確認したりできます。

認知症を患っているお年寄りは、
家族の見ていないときに外に出て徘
徊し、事故に遭ってしまうことがあ
ります。

また、一緒に外出した後で目を離
した隙にいなくなってしまい、本人
も自分がどこにいるのかわからず、
その結果、行方不明になってしまう
ケースもあります。

そういった場合に備えて、GPS発
信器を使った位置情報サービスを契
約したり設定したりしておくと、間
をおかず探し出すことができます。

もちろん目を離さないことが重要
なのですが、ご自身にリカバリする
能力がない状況では、万が一に備え
た方が安心でしょう。

持ち慣れない機器を持つことを嫌
がるお年寄りの方も少なくないので、
機器を携帯してもらうの際に工夫は
必要ですが、事故などを未然に防げ
る可能性が少しでも高くなるならば、
検討してみるとよいでしょう。
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位置情報の共有（安否確認）

認知症の方の事故防止に

スマホの位置情報の共有設定をし、現地でもインターネット接続サービスを
利用できるようにしておくと、世界中どこにいても現在地を確認することがで
きます。年輩の方自身が位置情報を使いこなせなくても、電話や SNS のメッセー
ジ機能などを使ってサポートすることができます。
※ 現地でデータ通信できるように、データローミング▶用語集P.199の利用や海外

用のSIM▶用語集P.192を手配する場合は、渡航前に準備や設定を済ませておき
ましょう。また、現地に着いたときに確認するべき事項を紙などに書いて、
事前に説明しておきましょう。海外で購入したSIMの使用は最初の設定をし
ないと、インターネット接続もできない場合がありますので注意が必要です。

普段押して歩くカートや、お守りに入れて持たせたり、物を持ちたがらない
お年寄りには、靴の中に入れられる機器も存在するのでそのようなものを利用
したりします。しかし、これらはなにかあったときのバックアップの手段で、
普段から目を離さないことがなにより大切です。

お母さんたち、
大丈夫かしら？

ホテルに着いている
みたい。大丈夫ね。

ホッ

おばあ
ちゃ～ん

認知症の方の徘徊時の
事故を回避するため、
外出時にいつも持ち歩
くものに、現在地を
チェックできる GPS 発
信器などを入れておく



近年、生活の中に IT 機器やウェ
ブサービスが深く入り込むにつれ、
必要となる ID とパスワードの数
は増加する一方です。

例えば家族の中で IT に詳しい
人が 1 人だったり、あるいは互い
になにを利用しているか話してい
なかったりした場合、その方が亡
くなると、資産や負債を含めて、
どういったものが残されたのかわ
からない場合もあります。

とくに、問題になりやすいのは
負の遺産で、FX（外国為替証拠金
取引 ) で取引をしたまま亡くなっ
た場合、取引が継続されており、
その後相場が大きく変動するなど
して、知らないうちに莫大な負債
( 不足 ) を抱え込んだという例も
あります。逆に、暗号資産が相当
額あるはずなのに引き出し方がわ
からない場合もあり得るでしょう。

「立つ鳥跡を濁さず」、きれいな
終わり方にするためには、残され
た人が困らないように、万が一の
ときに備えて管理情報のありかを
残しておきましょう。

どういったサービスを利用して
いたかの一覧や、もし亡くなった
らどのような処理をしたらよいか。
ID やパスワードなども、パスワー
ド帳に書き残すか、スマホのパス
ワード管理アプリ▶用語集 P.200 を利
用している場合その解除のための
PIN コード▶用語集 P.191 などをノー
トや遺言書に残すなどして、残っ
た家族が分かるようにしておきま
しょう。SNS のウェブサービス
などは、本人が亡くなった場合、
特定の人を管理者に指定できる機
能が提供されている場合もありま

す。調べてみましょう。
残された家族が美しい思い出に

浸りながらあなたを偲ぶことがで
きるようにするためには、自分が

いなくなった後も適切な処理がで
きるよう、デジタル遺産▶用語集 P.199

をきちんと整理をしておくことが
大切です。

デジタル遺産相続コラム.6
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なにをやっていたかをパスワードを含めて書き残す

大変申し上げにくいのですが、
ご主人様のネットの FX（外国
為替証拠金取引）で、○千万
円 の 不 足 が 出 て お り ま し て
……

すぐお支払いいただかないと
困るのですが……

これは極端なたとえですが、お金のやりとりが発生するサービスをそのまま
にしておくと、支払いや負債が残された家族にかかってくる場合があります。

お金のやりとりがあるものは支払いや負債が発生する可能性があり、ブロ
グや電子メールアカウント、デジタル写真サービスは乗っ取られる可能性が
あります。誰かが相続し管理をするか、運営者に死亡を伝えるなどしてきち
んと終了させる必要があります。管理に必要な情報をパスワード帳などに書
き残すのも 1 つの方法です。

ネット取引

SNSブログ

有料会員サービス

電子メール

プロバイダやスマホ

デジタル写真

きちんと伝えておかないと、突然負の遺産が
現れることも
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