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１ 子どもを取り巻く環境

（１）子どもを取り巻く現状

コンピュータや携帯電話などのネットワーク技術の進化と普及によって，子どもた

ちのインターネット活用は急速に広まっており，子どもを取り巻く環境は大きく変化

しています。

また，次から次へと新しい展開をみせる情報技術の進歩により，便利さとともに，

新たな問題も発生しています。

今年の５月には，福岡県北九州市内の高校１年の女子生徒が，インターネットのブ

ログへ書き込まれた誹謗中傷の内容を苦にして，自らの命を絶つという痛ましい事故

が発生しました。また，インターネット上のコミュニケーションの行き違いから，思

わぬ事件に発展してしまったケースも全国で報告されており，本市においても，イン

ターネットや携帯電話を介した問題が多く発生しています。

このように，インターネットを通した情報が，精神的に未成熟な子どもに与える影

響は計り知れないものがあります。

インターネットや携帯電話の基礎知識

○チャット

インターネット上に書き込みコーナー（部屋）が設けられ，文字による短いメ

ッセージをリアルタイムでやりとりする。大勢が同時にニックネーム（ハンドル

ネーム）で参加し，仮想人物になりすますことができる。

○掲示板（ＢＢＳ）

インターネット上にメッセージを書き込むボードが設けられ，大勢がニックネ

ームで参加し，テーマに沿って意見や感想を書き込む。他の人の書き込みへのコ

メントを書くこともできる。だれでも書き込み可能なことが多い。

○Ｗｅｂページ

一般にホームページといわれている文書のことを指す。画像，音声，動画など

複数のデータを関連させ，同じ画面に表示させたり，マウスでクリックするとデ

ータを呼び出したりできる文書（ハイパーテキストと呼ばれる）である。

○ブログ

簡単にホームページ上に日記などを公開できるシステムのこと。Web への記録
（log）という意味の言葉Weblogが短縮されて，ブログと呼ばれるようになった。

携帯電話からメールを送信すると情報を掲載できるブログもあり，利用者は急増

している。

○プロフ

「プロフィール」の略で、インターネット上で自己紹介の

Web ページを作成できるサービスのこと。高校生を中心にコ
ミュニケーションツールとして流行しており、主に携帯電話

から利用されているが，個人情報の過剰な露出が問題となっ

いる。
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（２）函館市の子どもの実態

情報モラル教育は，子どもの実態を把握し，その状況に応じた指導が求められます。

以下は，平成１９年度に函館市養護教育研究会が行ったアンケート調査の結果です。

＜パソコンと携帯電話の所有率＞

函館市の子どもたちのパソコンや携帯電話

の所有率は，学年が上がるにつれて高くなっ

ています。小学校５年生でパソコンがおよそ

７２％，携帯電話がおよそ２３％です。また，

中学校３年生では，パソコンはおよそ８０％，

携帯電話はおよそ５８％の子どもが所有して

います。

＜パソコンと携帯電話の使用目的＞

パソコンの使用目的は，各学年ともインタ

ーネットの割合が最も高く，学年が上がるに

つれて利用する割合が高くなる傾向にありま

す。メールやチャット，掲示板についても，

学年が上がるにつれて使用する割合が高くな

っており，中学校３年生では，メールがおよ

そ３０％，チャットや掲示板がおよそ１７％

となっています。

携帯電話の使用目的は，各学年とも，メー

ルの割合が高くなっています。小学校５年生

では，およそ２８％，中学校１年生でおよそ

３９％，中学校３年生になると，およそ５５

％となっています。

インターネットや携帯電話の利用状況につ

いて，各学校の子どもたちの実態を把握し，

日常の授業や，保護者への啓蒙に役立ててい

くことが大切です。

（平成１９年度 函館市養護教育研究会

アンケート調査より）
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（３）情報化の「光と影」

①「光」の部分

インターネットや携帯電話には様々な特性がありますが，主に次のような有用性

（「光」の部分）があります。

○ コミュニケーション

高速，大容量，双方向，低コストの情報ツールとして，コミュニケーションの可

能性を大きく広げることができます。国内外の様々な情報（文字，音声，画像，映

像）に簡単にアクセスすることができるだけではなく，自分からも世界に向け情報

を発信することができます。

○ 教育

多種多様なコミュニケーションを可能にする

インターネットは，優れた教育ツールとしても

注目されています。豊富な情報の中から必要な

情報を取り出す優れた「検索」機能により，教

育的価値の高い資料や素材へのアクセスが容易

になり，調べ学習など，個性的かつ創造的な学習方法を可能にします。

○ 生活・文化・社会

インターネットの利便性やデジタル情報の有用性は，私たちの生活全般に生かさ

れています。行政サービスの向上や市民参加を目指した電子政府・電子自治体の推

進は，市民生活に大きな利益をもたらすものとして注目されており，福祉・医療分

野においてもインターネットを利用した様々なサービス（遠隔医療システム等）に

大きな期待が寄せられています。

○ エンターテインメント

エンターテインメント・ツールとしてのインターネットの可能性は大きく広がり

つつあります。ブロードバンドの普及に関連して，ストリーミング・コンテンツ※

への需要が高まっており，テレビやゲーム，音楽などエンターテインメント関連情

報へのアクセスが急増しています。ネットでの音楽配信や電子出版などに加え，最

近では，オンライン・ゲーム※の人気も急上昇しています。

・ストリーミング・コンテンツ
※
…インターネットで，ネットワークを通じて，音声や映像デー

タを受信しながら再生できる内容。

・オンライン・ゲーム
※
…インターネット回線に接続して，複数のプレイヤーが同時に楽しむ

ことのできるゲーム。
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②「影」の部分

インターネットや携帯電話は様々な有用性がある反面，特に子どもにとっては危険

性も潜在しています。その危険性の主なものとして，次のようなことが考えられます。

□ 有害サイト

様々な情報が氾濫するインターネットには，わいせつな画像・文章が掲載された

アダルトサイトや出会い系サイト，暴力，犯罪，自殺など反社会的なサイトなど，

子どもに不適切な有害サイトも少なくありません。これらの有害情報が子どもの心

身に及ぼす悪影響が懸念されています。

さらに，掲示板やチャットなどでは，嫌がらせ，中傷，

脅迫などの不快なメッセージや子どもに聞かせたく

ない会話等にさらされる危険性もあります。

特に最近では，学校裏サイト※における誹謗中傷のよ

うな「ネットいじめ」などが，大きな社会問題となっ

ています。

□ 犯罪

有害サイトの中には，犯罪の手口や方法，武器や毒物の入手・作成方法など，犯

罪を誘発するような悪質なものもあります。また，チャットやメールなど，双方向

性というインターネットの性質がゆえに，子どもが危険な人物と出会うおそれもあ

り，犯罪に巻き込まれるケースもあります。さらには，出会い系サイトを通じ，児

童買春の危険にさらされたり，場合によっては子ども自らが加害者になってしまう

場合もあります。

□ 虚偽情報

インターネットの情報の中には，事実と異なる虚偽の情報や意図的なウソ，デマ

情報も数多く含まれています。誰もが簡単に情報発信者になれるインターネットに

は，正しい情報かどうか，信頼性の高い情報かどうか等，情報の質を事前にチェッ

クする特定の機能やシステムがありません。知識や経験の不十分な子どもがこのよ

うな虚偽の情報を安易に信じてしまうと，自分が被害者になるだけでなく，他者に

迷惑をかけたり，自ら虚偽情報の発信者になってしまうおそれもあります。

・学校裏サイト
※…ある特定の学校の話題のみを扱う非公式の匿名掲示板である。２００８年３月

に発表された文部科学省による調査では３万８０００サイト以上あるとされ，

そのうち５割で個人を誹謗中傷する言葉が含まれていることが確認された。
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□ プライバシー（個人情報）

名前や年齢，職業，住所，電話番号，学校名などの個人情報を掲示板などに書き

込んだ結果，嫌がらせやストーカー被害などに遭ったり，他者に悪用されたりする

ケースもあります。また，チャットで親しくなった相手に個人情報をもらしたこと

や，プロフに簡単に個人情報を書いてしまうことにより，子どもが犯罪に巻き込ま

れる危険性もあります。

□ 他者への誹謗中傷

匿名で書き込みができる掲示板では，特定の人物の実名をあげ，その人物に関す

る非難や暴露などが頻繁に行われています。その中には，虚偽や，事実の歪曲に基

づくものも多く，他者への誹謗中傷に該当する情報をウェブページに掲載したり，

特定の人々やグループ等に対する差別的な発言など，人権を脅かす行為も少なくあ

りません。特に，子どもにとっては，不快な言葉や恐ろしい表現等に触れる可能性

が高く，子どもに心理的な悪影響を及ぼす可能性もあります。

□ 身体的悪影響

パソコンの長時間（長期間）利用は，視力や体力の低下など，健康に悪影響を及

ぼす危険性があります。モニター画面を凝視したり，画面から放射される光の刺激

で，眼精疲労や近視を招くおそれが高く，戸外で活動する時間が減少することによ

り，骨格や筋肉の機能低下，体力の減退，肥満，ストレス，姿勢の悪化を招く可能

性があります。また，身体的発達の未熟な子どもの場合，電子的刺激によるてんか

ん発作や吐き気，頭痛，身体の硬直，震えなどの症状が出ることもあります。

□ 心理的悪影響

インターネットに氾濫する様々な有害情報は，子どもの精神的発達だけでなく，

価値観やモラルにも悪影響を及ぼすおそれがあります。特に，暴力や性に関する情

報の中には不適切な内容のものが多く，暴力や性に対する子どもの意識を著しく歪

め，健全な心の発達を阻害することが懸念されています。また，不快な言葉などに

触れることで，心理的ダメージを受ける場合もあります。一方，ネット上での仮想

的な人間関係に没入し，生活上の支障を引き起こすネット中毒ないし依存症の事例

も見られます。また，家族や友人とコミュニケーションをもつ時間が減り，孤独感

が高まる，抑うつが強まるなど，心の病気を招くとする指摘もあります。


