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あらまし 青尐年がネットを主に利用する家庭および携帯電話などのネット接続機器を買い与えて使
わせる保護者に着目し，家庭内の対策やルールの設定要因について探索する質的(定性的)な調査
を実施した．小学生～高校生の子どもを持つ母親6グループ(36名)に対して実施したグループイン
タビュー調査の結果，家庭内のネット利用の対策やルールの有無は，保護者のリテラシより，教育方
針や家庭内のコミュニケーション状況と関連していること等を明らかにした．
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Abstract We conduct a study of domestic Internet usage rules and countermeasures for
children. Six focus group interviews with 36 mothers of children who are students from
elementary school to high school were carried out in order to analyze their opinions and
rules about children’s Internet use by computers or cellular phones. The results indicate
that the domestic Internet usage rules and countermeasures for children are attributed
to parent’s educational policy and density of communication with children.

1 はじめに
近年，青尐年のインターネット利用は低年齢化
が進み，インターネット接続端末も従来のパソコン
や携帯電話だけでなく，タブレット端末やスマート
フォンなど多種多様になってきている．青尐年が
利便性の高い機器を用いて，インターネットに接
続し，世界を広げることは避けられない流れであり，
それによるメリットも大きい．しかしながら，インター

ネット上の膨大な情報のなかには，危険な情報，
青尐年に適さない情報も多々あり，また簡単で便
利なコミュニケーションが一転，トラブルに発展す
ることも多い．
しかしながら，筆者らが 2009 年 2～3 月に実施
した東京 23 区での 500 名の訪問留置調査[1]で
は，子どもなどの家族が有害情報を見てしまうこと
について，不安を感じている割合が 74％と高い一
方で，フィルタリングサービスの導入割合は非常
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に低いことが明らかになった．フィルタリングサー
ビスだけが有害情報の閲覧対策ではないが，この
結果は不安があっても対策に結びつかない可能
性を示唆している．
そこで，青尐年がネットを主に利用する家庭およ
び携帯電話などのネット接続機器を買い与えて使
わせる保護者に着目し，対策やルールの設定要
因や障壁等について探索することとした．本稿で
は，家庭内での青尐年のネット利用に関する保護
者の意識，対策やルールの状況，指導時の問題
点等について，小学生～高校生の子どもを持つ
母親36 名に対して実施したグループインタビュー
調査の結果を報告する．

2 関連調査
内閣府の「平成 23 年度青尐年のインターネット
利用環境実態調査」[2]には， 10～17 歳までの
青尐年およびその保護者に対する，携帯電話や
パソコンからの青尐年のインターネット利用状況
やフィルタリングの利用率，家庭内のルール，保
護者が心配すること等についての調査結果が示さ
れている．また，文部科学省の「子どもの携帯電話
等の利用に関する調査」[3]にも，小学 6 年生，中
学2年生，高校2年生とその保護者への郵送調査
から，子どもの携帯電話の利用状況やフィルタリン
グの加入有無，携帯電話の心配なこと，家庭内ル
ール等の調査結果が示されている．
これらの調査の内容は，筆者らの調査研究テー
マと非常に近く，[2]の調査結果を見れば，子ども
の携帯電話利用に関するルールとして 40.5％の
保護者が「料金の上限を決めている」ことがわかり，
子どもがインターネットを使うことに関して心配なこ
ととして 46.1％の保護者が「名前や住所を安易に
書き込んでしまうこと」を挙げていることがわかる．
このような量的調査で得られたデータは調査手法
にもよるが，一般的には統計的な裏付けのある結
果として理解しやすい数値を与えてくれる．しかし
ながら，その一方で，回答選択肢にない部分や，
各回答の背景にある個々人の理由や思いを読み
解くことはできない．

青尐年のネット利用に関しては，保護者のさま
ざまな価値観や教育方針，考え方があると思われ
るため，対策は必ずしも一律ではないと筆者らは
考えている．今回，子どものネット利用に対する保
護者の思いをより深く聞きとる質的（定性的）調査
を実施することにより，各家庭の状況の背景部分
を探索した．このような質的調査の結果と，統計的
な量的調査の結果を組み合わせることにより，実
態をより正確に把握できると考えている．

3 調査の概要
3.1

調査手法

本調査で採用したグループインタビューとは，
ある特定のトピックについて選ばれた複数の個人
によって行われる形式ばらない議論のことで，探
索的な研究に適する手法とされている[4]．ある発
言者の発言が，さらなる発言へと連鎖的反応を引
き起こしたり，参加者はすべての質問に答えるよう
要求されるわけではないので，自発的な反応が得
られる等のメリットがあるとされている[4]．

3.2

対象者の選定

インタビュー対象者は，子どものネット利用が増
えてくると考えられる小学校 4 年生から，高校生ま
での子どもを持つ母親とした．保護者のなかでも
母親に限定したのは，一般的に日常での子どもと
の関わりが大きく，より具体的な思いが聞き取れる
と考えたからである．また，子どもにインターネット
を使わせるにあたって，全く何の心配もしていな
いという人が集まっても，議論にならないと考えた
ため，対象者選定時に「お子さんが，インターネッ
ト上の有害な情報(例えば，誹謗中傷，出会いの
勧誘，薬物の販売，ポルノ，暴力やグロテスクな画
像や動画など)に接触することついて，どのように
お考えですか？」という質問をし，「とても心配」も
しくは「やや心配」と回答した人を対象とした．イン
タビュー対象者は，調査会社のネット登録モニタ
ーから，オンラインアンケートに回答してもらい選
定した．

- 451 -

表 1 グループの構成と参加者プロファイル
携帯・ 子どもの
属性
参加 パソコ
グループ
ン
者ID
利用 学年 性別
リテラシ
ア－1 高
小4 男

ア

ア－2
ア－3

(小学生・
対策あり） ア－4
ア－5
ア－6
イ－1
イ－2

イ

イ－3
(小学生・ イ－
4
対策なし)
イ－5
イ－6

高

小6

男

低

小6

男

高

小6

女

高

小4

女

低

小5

女

低

小6
小5

男

高
低
高
高

小6
小5

男
男
女
女

子どもの携帯電話
利用状況

子どものパソコン等
利用状況
その他の

利用端末
子ども向け
の携帯電話
普通の携帯
電話
未所持
普通の携帯
電話
未所持
普通の携帯
電話
未所持
普通の携帯
電話
未所持
普通の携帯
電話
未所持
普通の携帯
電話
スマート
フォン
未所持

フィルタリ
パソコン フィルタリ ネット接
ング有無
ング有無 続機器

－

親と共用

×

○

親と共用

○

－

親と共用

○

○

親と共用

×

－

親と共用

○

○

未利用

－

－

親と共用

×

×
－

親と共用

×
×

×
－

親と共用

不明

親と共用

×

×

親と共用

×

－

○

親と共用

3.4

×
×

低

小4
小6

ウー1
ウー2

高

中3

男

高

中3

男

ウー3

高

中1

－

低

－

親と共用
子ども
専用
親と共用

低

中3
中2

子ども向け
男 の携帯電話
女
未所持

女 普通の携帯

○

親と共用

○

ウー6

低

中2

女

○

親と共用

×

エ－1

低

中2

男

不明

親と共用

×

エ－2

低

中2

男

スマート
フォン

×

エ－3
(中学生・ エ－
4
対策なし)
エ－5

高
低
低

中2
中3
中3

男
男
女

未所持
未所持
未所持

－
－
－

エ－6

高

中2

女

スマート
フォン

×

子ども
専用

×

オ－1

低

高1

男 普通の携帯
電話

○

親と共用

不明

オ－2

高

高3

男

○

親と共用

○

オ－3

高

高2

男

スマート
フォン
普通の携帯
電話
普通の携帯
電話

○

親と共用

×

○

子ども
専用

×

iPad

普通の携帯
電話

○

親と共用

×

iPod
Touch

子ども
専用
子ども
専用

○

ウ

(中学生・
対策あり) ウー4
ウー5

エ

オ

(高校生・ オ－
4
対策あり)

カ

高1

女

電話
普通の携帯
電話
普通の携帯
電話

親と共用

子ども
専用
親と共用
親と共用
親と共用

○
○

iPod
Touch

iPod
Touch

×
×
×
×
iPad,
iPod
Touch

オ－5

低

高2

女

オ－6

高

高2

女 普通の携帯
電話

○

カ－1

低

高3

男 普通の携帯
電話

不明

普通の携帯
電話
普通の携帯
電話

×

親と共用

×

×

子ども
専用

×

PSP

普通の携帯
電話
普通の携帯
電話
普通の携帯
電話

×

親と共用

不明

iPod
Touch

×

親と共用

不明

×

親と共用

×

カ－2

低

高3

男

カ－3

高

高3

男

(高校生・
対策なし) カ－4

3.3

高

女

高

高3

女

カ－5

低

高2

女

カ－6

高

高2

女

プ内の参加者は，子どもの性別，保護者のネットリ
テラシが偏らないよう考慮した．保護者のリテラシ
は，ネットの様々なサービスの利用状況，機器の
設定や管理の実施度合，トラブル発生時の対処
の仕方を質問した結果で判定した．グループ構成
および参加者のプロファイルは表 1 に示す．

×

グループの構成

子どもの年齢が近い方が類似した問題につい
て話が活発になると考え，小学校 4～6 年生／中
学生／高校生の 3 つに分け，そのなかで子どもの
ネット利用に対策をしている(フィルタリング有り，も
しくは親と常に一緒に利用していると回答した人)
か否かで，さらに各グループを 2 つ分け，1 グル
ープ 6 名の計 6 つのグループを構成した．グルー

グループインタビューの実施

グループインタビューは，2012 年 2 月 1 日(水)
～3 日(金)に都内の調査会社のインタビュールー
ムにて行った．所要時間は 1 グループ 2 時間で，
事前に作成したインタビューフローをもとに，司会
者から一方的に質問をするだけでなく，その話題
に関する参加者同士の自由なやりとりも促す形で
進めた．
インタビューフローの概略を以下に示す．
1）自己紹介（家族構成や職業など）
2）自宅のパソコンの場所や子どもの利用場面や
利用内容
3）家族の携帯電話やスマートフォンの利用状況，
子どもの所有経緯や利用歴
4）パソコンやスマートフォンを使わせる際に子ども
と約束していること，ルール，注意すること
5）子どもがネットを使うにあたって，気になること
（心配，懸念，不安）
6）ネットの有害情報に対する意識（下記の作業後
にディスカッション）
ポルノ，暴力，死体やグロテスクな画像，薬物・
ドラッグの入手方法，売春(援助交際)の勧誘，
家出の手引き，自殺の誘引や方法の紹介，違
法アルバイト(口座開設・携帯電話契約等)の勧
誘，ネットいじめ・誹謗中傷，悪意のある大人に
よる誘い出し，詐欺・不正請求の計 11 個の項
目カードを下記の 2 軸でマッピング．
【縦軸】自分の子どもに起こり得る可能性として
身近に感じる⇔感じない
【横軸】対策の必要性を強く感じる⇔感じない
7）子どものネット利用に関して家庭で行っている
対策(フィルタリング等)やその見直し状況
8）ISP やサービス提供者，警察，学校，国などに
対策してほしいこと
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4 調査の結果と考察
4.1

ネット利用時の心配や懸念

子どものネット利用時の心配や懸念について，
小学生の子どもを持つグループでは，「目が悪く
なる」「アダルトサイトを見てしまいそう」「携帯やパ
ソコンばかりやってしまいそう」「メール利用時にト
ラブルになる」「書き込みなどでトラブルになりそ
う」という意見が聞かれた．中学生グループでは，
「宿題など何でも安易にパソコンで調べる」「知ら
ない人と実際に会ってしまいそう」「アダルトサイト
や残虐な画像等を見てしまいそう」「目が悪くなる」
「ネットに振り回されそう」，高校生グループでは
「友達とのコミュニケーショントラブル」「いじめや中
傷」「SNS などでの個人情報の露出や“友達”のつ
ながりが危ない」「携帯をダラダラやり続ける」「オ
ンラインゲーム依存」といった意見が聞かれた．
次に，ネット上の様々な有害情報が，子どもにと
ってどの程度身近な危険と感じ，また対策の必要
性を感じているのかを可視化するため，前項 3.4
のインタビューフロー6）に記述の作業をしてもら
い，それを見ながら自分の子どもについての危険
性を述べてもらった．小～高校生グループ共通で，
ポルノ，暴力，死体やグロテスクな画像といった情
報に対して，見てほしくないという意見が多かった
が，中高生グループの男の子の親からは，ポルノ
は通る道だからある程度見ても仕方がないという
意見も聞かれた．薬物，家出，自殺サイトについ
ては，どの世代もあまり対策の必要性を感じてい
ないようであった．詐欺・勧誘・誘い出しについて
は言葉巧みに言われたら，子どもは判断できない
のではないかという意見が共通的に聞かれた．
内閣府の調査[2]では，保護者が，子どもがイン
ターネットを使うことに関して心配なことについて，
上位から順に「名前や住所を安易に書き込んでし
まうこと」(46.1％)，「暴力的な内容，性的な内容，
反社会的な内容を含むサイトにアクセスすること」
(41.1％)，「目を悪くするなど健康を害すること」
(38.2％)，「インターネットからの情報を鵜呑みに
すること」(37.4％)，「インターネットを利用する時
間が長時間になること」(37.3％)等と続く一方，「心

配なことはない」も 14.0％という統計結果が出てい
る．ただ，保護者がこれらの心配をする，もしくは
心配しない背景や理由については言及されてい
ない．今回のグループインタビューでも既存調査
と類似した内容が多数出てきたが，このような心配
や懸念に関する発言から，心配する理由を分類し
た結果を表 2 に示す．
表 2 心配する理由
分類

発言の具体例

自分(母親自身)の経験
自分に起きたこと
は子どもにも起こる
だろうと心配．

子どももたまに２ちゃんねる見るんですけど，(中 略）それで，無線マニア が撮った画
像を２ちゃんねるに載せ て，今，ここでこういう事件・事故がありまし たっていうのを載
せて，普通に見れるんです ね．で，そこまでたどり着いたんですけど，怖くてもうそこ
から開けなかったんで．たぶん，子どもがもしそれを知っちゃうと，開いちゃうんじゃ
ないかなと．（イ -2)
私も１回それでひっかかっちゃってるですね，やっぱ り住所 と名前とあとアドレスを登
録して，その「当たります 」とかっていうのに，まぁ，だからそれだけは気を付けて．そ
こから，やっぱ 行っちゃいますよね．なんか，かわいいキ ャラクターとか出ててクリッ
クってあると，や っぱ りね ，持って行きますよ，カーソルをそこに．（ウ-2)

子どもの経験
また同じことが起こ
るかもしれないと心
配．

こないだ，ポルノ的な画像 をたぶん見 て「うわぁ，気 持ち悪かった」ってす ごい拒否反
応を示して，ちょっと，それがＡＫＢの画像をたぶん自分 で見たかったのを，一生懸
命打とうとし て，その打ったのを間違えたみ たいで，あれって，残るじゃないですか，
履歴が．それが残っちゃって，何度やっても出 てくるっていうのに恐 怖心がすごく，
まだ幼いのか色んなことを知らないから，余計ちょっと「やっちゃった」っていう，う～
ん．（イ-5)

伝聞・他者の経験
身近な人の経験を
見たり聞いたりして
懸念．

メールトラブルっていうのが，あ の，私の姪の時にすごく経験して，すごかったので，
あのやっぱりちょっとし た言い方から，取り方の違いなんでしょうね，たぶん，そのつ
もりはなくてもケンカになっちゃって揉めちゃうみたいな，すごくそういうのが嫌だった
んで，今のうちは子 どもが送るメー ルは私 にまず内容を言ってから，で， ちょっと言葉
遣いをこうこうし た方がいいんじゃない？っていうアドバイスをしながらのメールなん
で．(ア-5)

子どもの性格や嗜好
子どもの特徴から，
起こり得そうなこと
を心配．

結構，無料登録 とか，そういうのになるとすぐ「これ登録して良い？ 」とか(子どもが）
聞いたりす るんで，そういうので今のとこは登録する前に聞いてくれるんで，私 もわけ
わかんなかったら，これや めといた方が良いよとかって言うんですけど．最近では1カ
月無料レンタル，CDができますよっていうのがあって，あれも登録するのに，やっぱ
クレジットカード入力したりとかす るんで，ちょっとカード番号入力するのは，ちょっと
やめとこうってなって．無料に弱いタイプ．（エ-1)

判断力に乏しい
経験不足等で判断
できないこともあり
そうと心配．

ＹｏｕＴｕｂｅで，色々な大人の人が画像を出しているのを見て，もう，その中で好きな
人がいるらし くて，なんとかさんって良 いなとか，その影響がちょっと怖 いですよね．
嘘を言ってるかもしれないけどやっぱり信じちゃっているので．そういう嘘と本当 は判
断出来ない，丸々本当だと思っちゃうのがちょっと怖 いですね．（ア-3)

影響を受けやすい

周囲の影響を受け
やすく，また心も傷
つきやすいと心配．

薬物とかって友達が「面白いサイト載ってたよ」とかって言ったら，家 帰って親が見て
ない間に，見る可能性はあるんじゃないかなって思うんですけど．話題に上がって
「見てみろよ」ってもし なったときとかに絶 対見ないとは思わないです ．（オ-1)
やっぱりまだ若い子って心が柔らかいじゃないですか，感 受性が強 くて．もう，私達 く
らいになれば，よほどのこと見ても，あらっ，ぐって捨てられます けど，若い子 って，
やっぱり深く傷つくんです よね．ものすごい，例えば手とか足がもげてるような写真な
んていうのは，ずー っとたぶん深く傷つくと思うので，それは私も見てほしくないです
ね．あの，他人事として片づけられないんですよね，若い子って．で，泣いたりしてる
し，なんか夢 に出るとか言ってるので，や っぱり私 もできるだけ目に触 れてほし くな
い．（カ-6)

情報過多
簡単に何でも知る
ことができるのは弊
害もあると懸念．

有害情報っていう意味で行 くと，逆にですね，一般の人がそれが良 かれと思ってい
るような情報が今ネットですぐ出るんですけど，例 えば学校でも言うと思うんですけ
ど，受 験の時に成績は，いってん何倍かけてポイントとして計算されて，それで判断
してるとかってことを知ってるわけですよ，子 どもたち全員ね．(中略)そういうのが私
は有害だと感じてるんですね．子どもたちに知らせる必要のない情報 を．情報が
ちょっと多すぎて，あまり便利なのも，子どもが育っていく過程ではよくないかな，悩
んで進んだ方 が良い部分が解決されちゃうんで．で，親の知 らないことも，例えば自
分で調 べられちゃうし，威 厳とかもやっぱり出てきますよね，先に知ってたりとか．（ウ
-1)

他のことがおろそかになる
勉強や睡眠等が削
られると懸念．

だらだらとにかくパソコンをやらないとか，携帯も．やっぱその大学 受験も2年 後にあ
るから，言わないとずっとやっちゃうから，それだけですかね ．30分だったら30分と
か．1時間とか，決めたらあとは勉強してとか，そういう風にして，あとは開けっ放しに
しないとか．そういう風に時間の制限だけですかね，そうしないとどうし ても，つい
やっちゃうんですよ．（オ-4)

表2 から，子どものネット利用に関する母親の心
配は，自分・子ども・身近な人のネット上のネガテ
ィブな経験や，子どもの性格や嗜好，情報化社会
のマイナス面，勉強などの時間が削られることのよ
うに，子どもだけでなく大人にも共通して懸念され
るような理由と，判断力の乏しさや影響の受けや
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すさのように“まだ子どもだから”という理由が存在
していることがわかった．
一方で，子どものネット利用に関して，あまり心
配していない理由を分類した結果を表 3 に示す．

4.2

携帯電話やパソコンを利用するときの，家庭内
のルールや日頃注意していることについて聞いた
結果を表 4 に示す．

表 3 心配しない理由

表 4 家庭内のルール・注意事項

分類
発言の具体例
うちの子にはまだ遠い話

年齢や利用状況から
現実的ではない．

分類
時間を決めて使う

うちの子なんて，（アダルトサイトを）見てもわかんないと思うんですよ．ポルノ系のモ
ノを見ても「なんだこれ」みたいな感じだと思うんで，あんまり心配はしてないです．
（ア-3)
(薬物とか)うちの子まだローマ字も怪しいくらいで，検索にまだ自分で言葉も入れれ
ない感じなんで，まったく行くようには思えない（イ-5)
(家出サイトについて）中学生くらいだとまだ，もうちょっと高校生くらいになったら可
能性もあるのかもしれないですけど，年代にも寄るのかなっていう．そんなにまだ一
般の人とやり取りをするようなところまでいっていないので，そういうことしてないの
で．（ウ-6)

時間制限と，夜何時ま
でという約束がある．

まったく見ないって言うか、興味ないって言うか。見せたくもないですし、たぶん見な
いですね、本人が。興味がないって言うのは、やっぱその家庭に寄りますよね、そこ
の家庭が荒れてる家庭だと、親がそういうの例えばやってたりすると、知らないうちに
子どももそういうの知っちゃうじゃないですか。ないとなると、たぶんそういうことの話
題自体が、たぶん興味ないので、調べることってないと思うんですよ、子ども自体
が。（オ-4)

パスワードでの制限
と，口約束がある．(小
学生のみ）

未契約の場合と，口約
束がある．(小中学生)

無料でも個人情報を
入れるから制限．

いろんなサイトとかには手を出すなと。なんか良さそうなゲームのサイトのバナーで
あってもクリックして違うとこ行っちゃうときがあるからそれも気をつけなさいと。そうい
うことは言ってますね。（エ-5)
登録とかそういうのはしないと。必要がないと私も主人もそういう考えなので、中学生
でどこかに登録してなんかをするっていうのはまったく学校には必要ないって思っ
てるんで。（ウ-3)
娘は自分でアップしたりもするので、あの、アカウントっていうですかね、パスワー
ド？とかそういうの取るときには、ちゃんと全部言ってって。（エ-5)

有料のものは利用禁止／するときは親の許可を取る

詐欺とかいろいろありますけど，もうやっぱりこれだけパソコン詳しいので，何が良く
て何が悪いのかってもう大体把握できているんじゃないかとなと思います．さほど心
配はしてないです．（ウ-2)

禁止，親への申告，お
小遣いの範囲などの
約束．

うちは電車に乗ってどこにでも出かけちゃう子なんですけども，学校がやっぱり，うち
うるさいので，制服での立ち寄りなんかももう厳禁だし．携帯電話なんかも，通学中
は基本使っちゃいけなくて，先生が結構あちこち見てるんですね．学校も，写真と，
もう毎日ＹｏｕＴｕｂｅとＦａｃｅｂｏｏｋは先生が見てるんですね．（それで安心してるんて
いうのもある？）うん．(ウ－5）

うちはもう有料のものはやったら、即刻もう解約するよって言ってあるので、(スマホ
の)アプリなんかも無料のしか取ってない。一応、毎月やっぱり明細はチェックしてる
ので。（オ-2)
うちは，有料サイトだけは行かないでくれっていう、それだけですかね。請求がわか
らないし、どうなのかな、悪徳商法みたいなのにひっかかるかわからないんで。お金
がかかるとことか，18歳未満は禁止っていうとこには行かないでねっていう、それだ
けですね。（カ-1)

履歴は消さない
ツールではなく口約
束．

身近で話を聞かない
周囲で，危険な話を
聞かない．

1回小さい時に、つなぎっぱなしかなんかにして何万円かすごい請求が来ちゃっ
て、パケ放題とかじゃなかったので、それからもう絶対つなげちゃダメだってことで、
下の子はそれでもう全然つないでないので。（ウ-6)

登録するものは利用禁止／するときは親の許可を取る

小さい時から悪いものは悪いって教えて，それをちゃんと頭ん中に入れてるので，
例えばタバコは吸っちゃダメとか，その，こないだも薬物のニュースがあったときに，
こういうことしたんだよっていうのを子どもから喋ってくるので，すごくこれは悪いって
いうのがちゃんと区別が付いてるんで，多分それを見て自分がやってみたいとか興
味を持つって言うよりも悪いっていう認識の方が強いと思う．（イ-2)

学校が対策してくれている
学校が啓発やパト
ロールをしているから
安心．

どこでも見ていって進んでいくと、アダルトサイトでも簡単に飛べちゃうし、あの、な
んでもたぶん行けちゃうと思うんで、使うときは、もう一緒ねっていう約束をしてる。
（ア-4)
勝手に、動画とか、ま、とにかく、あのー、パソコン使うときは、必ず私に声かけるっ
ていう、で、いないとこではやっちゃダメ。（イ-1)

携帯でネットにつながない

バナーやURL，メール
等での注意．

うちの子はネットに詳しい
ネットの危険性は十
分理解している．

基本、もう8時半遅くても8時半、9時まではさせないって、今まだ子供だから言うこと
聞いてるんですけど、まあそういうのは決めてますけどね（ウ-3)
必ず守るのは、だらだらとにかくパソコンをやらないとか、携帯も。やっぱその大学
受験も2年後にあるから、言わないとずっとやっちゃうから、それだけですかね。30
分だったら30分、1時間とか決めたらあとは勉強してとか。（オ-4)

あちこちクリックしない

うちの子には善悪の区別がある
悪いことは理解して
いるはず．

発言の具体例

パソコンを使うときは親と一緒に使う

子どもとコミュニケーションが取れている
会話等で，子どもの 割と娘とはそういうわけでコミュニケーション取れてるので、今、娘がどういう状態にあ
状況は把握できてい るかっていうのは私としては一応把握してるつもりなんですよ。なので、その、気づい
たときはとんでもないことになってたってことはないだろうと思います。（カ-6)
る．
うちの子は興味がない
興味範疇外だからア
クセスしないだろう．

家庭内のルールや対策

履歴は全部消しちゃいけないっていう決まりにしてるんで、いつ見られても困らない
ようにって。一応、私たちの保護下でお金払ってやってもらってる間は、私たちのも
のだから見られても当然だよってことは納得してるんですね。（ウ-1)

個人情報は入れない
周りもそういう世界じゃないし，本人も平和に過ごしてるんで，万が一，例えば，友達
が薬物とかのを持ってるよって言っても自分は拒否できるんじゃないのかなって信じ
てはいます．（ウ-4)

SNSだけでなく，サイト
利用時全般．

（子どもが書いてるブログに）うちの子っていうのがわからないように、こういうこという
のもなんですけど、実名とか家で飼っているペットとかも絶対載せないでねって注
意はしてます（ウ-4)

書き込む言葉に気を付ける

ネット利用全般に関して全く何も心配していな
いという意見はほとんどなく，“薬物，自殺，家出，
売春のサイト”等の具体的な事例に限った話にお
いて，子どもの年齢，日頃の会話，周囲の状況か
ら現実的な話ではないこと，興味対象外であること，
ネットのリテラシや分別があること， 学校が対策し
ていることを理由に心配していないという意見が聞
かれた．また，現在あまり心配していないという人
でも，子どもが成長したら，スマートフォンになった
ら，新手のリスクが出てきたら等，近い将来を予測
すると心配という意見も多く上がった．
心配や懸念の有無や内容，その背景にある理
由について，保護者のネット利用のリテラシの高
低はあまり関係がないように見えた．

メールやチャット，SNS
など．

ほんとに他の中学校とかからも来てるから、そういう子には気を付けて、ほんとに言
葉はやっぱりメールと一緒で感情がなかなか通じなかったりするので、気をつけるよ
うにはすごく言ってます。(ウ-2)
もちろん誹謗中傷とか，そういう，いわゆる学校の授業でもやってるような，ああいう
ことはまず絶対ダメって言ってます．（エ-5)

ダウンロードコンテンツの2次利用禁止
著作権保護の約束．

YouTubeから落とすのとかは禁止してます、うちは。一応、それはダメって言って。
YouTubeでその場で見る分には良いけど、それを落として、見ることに、2次利用す
るのはダメってことに一応、うちは決めてます。（ウ-1)

メールアドレスの交換は親の許可を取る
メールアドレスの勝手 他のお友達がうちの娘のを教えてしまったりとかっていうのもあったんですよね。「教
えてないのに来たー」とかって言うから、メールを交換するときは必ずお家の人にお
な交換禁止．(小学生 互いに、親に確認を取ってからにしてって。当日、交換しようですぐ交換は絶対しな
のみ)
いこと。（ア-6)
メールの利用禁止・制限／するときは親の許可を取る
子どもや身近な人の
メールトラブル経験者
のルール(小中学生)

メールも一応確認を取ってやろうねって言って。で、今はゆるくなってきちゃったん
ですけど、一応メールの内容だけは私に確認してやってますね。（ア-4)
そういうの（コミュニケーショントラブル）があったんで、もう絶対するなと、もうメールは
と言って。登録してあったのも全部消去させて、私の前で。全部消去させてアドレス
は一切するなと。縁切る感じにしろっていう感じで（ア-5)

小～高校生に共通していたのは時間を決めて
使うことであり，小学生のうちは親と一緒に使うこと
や，携帯のネットやメール利用を禁止している家
庭もあった．学年が上がるに連れ，子どもが SNS
やオンラインゲーム等を利用する割合が増えるた
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め，個人情報を入力しないことや登録時には許可
を取ること等の，より具体的な利用ルールが決め
られていくようである．その一方で，ネット利用に関
して特にルールは決めていないという意見もあり，
それはネット特有の話ではなく，人としての常識や
しつけ，日頃からのコミュニケーションが重要とい
う理由や，親があえて言わなくても子どもの方がわ
かっているという理由であった．既存調査[2][3]で
も，一部共通するものもあったが，今回より具体的
なルールや，ルールを決めない理由について明
らかにすることができた．
次に，家庭内でとっている対策については，「フ
ィルタリングをかける」「利用中の画面を見る」「ブラ
ウザの閲覧履歴やメールの送受信履歴をチェック
する」「携帯の明細書をチェックする」という意見が
出た．また明に「対策」という位置づけでは出てこ
なかったが，日頃から子どもと話したり，何をして
いるかを詳しく聞いたりすることで利用状況を把握
しているという意見もあった．
これらのルールや対策に関する発言で印象的
であったのが，親が事前にルールや対策を決め
るよりも，子どもが1度痛い目に合うことが最も効果
的な学習方法であるという意見であった．携帯電
話の使い過ぎやアダルトサイトの閲覧で数万円の
請求が来て，それをお小遣いから分割で支払った
り，オンラインゲームのチャット相手にパスワードを
教えてしまって貯めていたアイテムを取られたりと
いう苦い経験を通して，子ども自身がその後気を
付けるようになるという話は中高生グループで
度々聞かれた．小中学生のグループの中には，
高い料金の請求やメール利用時のトラブル等の
子どもの失敗により，その後の利用を一切禁止し
たという事例も複数出たが，そのような失敗経験こ
そが，子どもが自発的に気を付けるようになるチャ
ンスとも言える．
また，発言の中で「ネットに没頭するとろくなこと
がない」「ネットは暗い世界」といったようにネットに
対する保護者自身のネガティブな考え方が垣間
見られる家庭では，子どもの利用にきつめの制限
を設けている傾向が見られた．ネガティブな見方
は，リテラシの高低に寄らず，数名から聞かれた．

4.3

フィルタリングの状況

前項の対策のなかで出てきたフィルタリングに
ついては，国も青尐年のネット利用環境整備の柱
として普及に力を入れている．国の調査[2][3]で
は，保護者に啓発や学習経験がある場合フィルタ
リング利用率が高いという統計結果を示し，フィル
タリング普及のために保護者へ啓発を促すという
姿勢を取っているように見える．このフィルタリング
について，各グループで詳しく話を聞いた．
子どもの利用するパソコンや携帯にフィルタリン
グをかけたきっかけや理由について分類した結果
を表5 に示す．携帯は，購入や買換え時に店員に
勧められたという意見が多かったが，夫婦間での
話し合いや知り合いからの推奨で自発的にかけた
り，学校の規則でかけないと持たせらないからとい
う意見もあった．パソコンは，かけた方が良いと読
んだことがきっかけになる人が多かった．
表 5 フィルタリングをかけたきっかけ・理由
端末 理由の分類

発言の具体例

購入時に店員に勧 なんか任せっきり，携帯会社に．なんか「これが高校生向きのフィルターです
よ」って．最初契約するときに，基本掛かることになってるますよね，外さなけれ
められた
ば．「じゃ，お願いします」って．（オ-5）

携帯
電話

知り合いに勧めら
れた

加入しないと学校
に持たせられない
かけた方が安全

保育園時代のお母さんたちと結構，年に何回か会うケースがあって，息子の同
級生の子もいれば，そのお兄ちゃんお姉ちゃんがいるような人にも会ったりし
て，そこでいろいろ情報が入ってきて「フィルターはやっぱりやっておいた方が
最低限良いよ」って．（何のためにやるの？）やっぱり勝手に繋げられて，その
請求もすごい事になっちゃうし，興味持ったらやっぱりどんどんどんどん開い
てっちゃうよって．あの，「大丈夫だと思ってんのは親だけだから」って言われ
て，あっ，そうなんだぁって，ちょっと自信ないなぁって，ですいません，フィル
ターしたいんですけどって．(ア-1)
最初，契約する時に，あの，フィルター，高校生用のやつ，もう最初からかけ
てって言って，そうじゃないと学校に持たせられないから，出さなきゃいけない
からって言って．（オ-4）
キッズケータイだと可愛らし過ぎちゃうんで，普通のが欲しいって言って，それ
でやっぱり買った時につけられる機能でフィルターかけて．たぶん，やり出した
らいじるだろうなって主人と話してたんで，主人が一緒に行って，買った時に娘
に主人が説明して，それでもうその場で．（ア-6）

子どものいる家は 子どものいるうちはかけましょう的な何かで読んで，あ，そういうものなのねって，
かけようと読んだ しただけです．(ア-2)
購入時にかけない なんかパソコン買った時に「使うまでにこういう設定をしないと，あなたのパソコ
パソ と危ないと読んだ ンは丸裸です」みたいなこと書いてあったから，その通りに，あのウィルスのも毎
月払うのにしてるし，無料のじゃなくて．（オ-6）
コン

あと，どっちかっていうと主人に変なもの見られたくないっていうのが．．．なんか

一緒に使う夫にも 昔変なもの見たのが，消し方がわからなかったらしく，私が開けたとたん変なも
のが出たことがあって，別に１人で見てる分には良いんだけど，私が開けたとき
利用してほしい
に残ってことは勘弁してほしいと思ったんで，どっちかって言ったら主人向け
（笑） (ア-2）

次に，フィルタリングをかけていない理由につい
て分類した結果を表 6 に示す．既存調査[2]に表
れていない意見としては，自分で情報を取捨選択
できる判断力をつけてほしいからあえてかけない
という意見や，アクセスできないようにすることでか
えって子どもの興味をひいてしまうのではないかと
いう意見もあった． また，現在は親と一緒に使っ
ているから必要ないという人や，よくわからないと
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いう人も，子どもが 1 人でネットを使うようになった
ら導入を検討すると述べていた．
表 6 フィルタリングをかけない理由
理由の分類
自分で判断して
ほしい
親の目が届いて
いるから不必要
防止するとかえっ
て興味を持つ

発言の具体例
うちはフィルタリングはしないです。自 分で選 ばせたいので。基本的にネットが
どうこうよりも、普 段の生活 でやっていいこと、悪いことの判断を教 えてて、それ
の関 連で自分 でちょっと考えてほしいんで。何 か見たからって何っていうのはう
ちはあんまり考えてないんです 。あの、世 の中にあるものは目に入って仕方な
いって思 ってるんで、ただ入ってきたものをどう処 理するかとか、逆にそっちか
な。(ウ-1）
ローマ字 入力っていうのがまだまだできないんで、お母さんこれどうやって入れ
んの？っていうくらいのまだそういうレベルなんで、あ、何 見ようとしてんのか
なっていうのを見て聞いて、それダメっとか、まだ目が届いてるから。（ア-1)
最初からそういう風に防止しちゃうと、かえってそこに行きたがるんじゃないかと
思いましたので、だから防止しないで、最初に説明はしてっていう風な感じで、
あとは彼がどういう風 にするのかってのから、で、特に今んところないので。（エ4）)

パソコンを一緒に
使う親が不便

（パソコンのフィルタリングについて）融通が効かないっていうのも知ってたん
で、なんでもかんでもキーワードこれはダメってしちゃうと、親もホントそれを見ら
んなくなるのが面倒 臭いなぁっていうのもあ って。(エ-3)

どのようなものか
よくわからない

なんか、フィルタリング ？とかってのをやった方がいいのかなぁ～ って思うくらい
で、それがどの程度見れなくなっちゃうのか、とか普 通に使えなくなっちゃうの
かとか全然わかっていないんで、対策していないけど、娘が１人で使うように
なったら、しなくきゃなぁって思いますね。(イ-4)

表 7 フィルタリングを解除または緩和した理由
理由の分類

頃から利用可能となっているものの，実際にはま
だ全く認知されていないという印象を受けた．
次に，保護者がフィルタリングという対策をどのよ
うにとらえているのかを探った．既存調査[2]では，
フィルタリングの印象を子どもには聞いているもの
の，実際に導入の判断をする保護者には聞いて
いない．本調査で得られたフィルタリングに対する
母親の思いを分類した結果を表 8 に示す．漠然と
した安心感・不信感とともに，実際に利用している
中で出てきた不信感や，抜け道があることを懸念
する意見が聞かれた．経験に基づく不信以外は，
子どものフィルタリング利用有無に関わらず出てき
た意見である．また，フィルタリングの利用有無や
印象の内容は，子どもの年齢や性別，親のリテラ
シに依存していなかった．

発言の具体例

表 8 フィルタリングに対する思い

うちも最初は一番きついのにしてたんですね、で、結構やっぱり接続出来ない
ので、それはもう「母のでやりなさい」ってうちもしてたんですけれども、さすがに

必要なサイトが見 スマホに替えたときに、「ミクシィも出来ないんだよ」って言われて、で、そういう
られないと子ども 風に具体的に出されると、そうか、ミクシィもできないのはつらいわなって思っ
て、高校生にランクアップさせたんですけど。ぼんやりだったらたぶん許さな
に言われた

分類
発言の具体例
期待・安心感
フィルタリング 携帯もフィルタリングはかけてあるんで，その点で心配はないですね．（ウ-3)
があれば大丈 だからその有害な情報，外からの情報でまだ刺激を受ける年頃であれば，その
年齢に合ってないものを排除してくれるのかなって信じてる．（オ-1）
夫．
経験に基づく不信

かったと思うんですけど、一応具体的に言ってきたので、その後からグリーとか
がついてきたのが、ちょっと、えって思ったんですけど。（オ-2)

パソコン買い換え
時に入れ直すの
が面倒

小学校1年とか2年のときは入れてたんですけど、ほら、パソコンも買い替える
じゃないですか、そうすると、めんどくさい、もういいやとかってなって。(エ-6）

パソコンを一緒に
使う親が不便

フィルタの話ですけど、当時の話でやっぱりかけるとホントにつながらないんで
すよ。ケータイもそうだし、パソコンについてもそうで、1回やったのに私が外した
くらい。オークションもできなくなって。（カ-6)

使用途中でフィルタリングを解除もしくはレベル
を緩和した理由を分類した結果を表 7 に示す．
既存調査[2]でも，解除理由として「子どもに言わ
れた」「家族が不便」は存在していたが，本調査で
は親の不便さに加えて，パソコン買い換え時の入
れ替えの面倒さという，より具体的な意見も上がっ
た．また，現在高校生の子どもが小さいときにかけ
ようとしたら，当時のフィルタリングは遮断されるサ
イトがあまりにも多すぎて実用に適さなかったとい
う意見や，子どもからミクシィ，Twitter，Facebook
などの SNS ができないと言われて外したという意
見が複数聞かれた．これについては，低リテラシ
の親が子供の言いなりで外したという構図ばかり
でなく，子どもとの話し合いで危険性について伝
えながら解除をしたという事例が見て取れた．ただ，
携帯電話会社の提供するフィルタリングサービス
では，初期設定時に閲覧不可能なサイトを，個別
に閲覧可能にできるカスタマイズ機能が 2009 年

実際の経験か
ら，かけていて
も安心できな
い．

２ちゃんねるは見れませんね，もう暴力って出ますね．で，ネットバンキングはも
う完全に，金銭のやりとりは出来ませんって完全に出来ないし．だけどYouTube
は別に見れちゃうから，YouTubeの下世話なものは見えるわけですよね．だから
何をどこまで安心して良いのか，ねぇ，分からないからぁ．(ア-2)
（フィルタリングしているのに子どもがサザエさんの残虐なアニメを見たことで）ア
ニメで行ってるのに，そういう残虐なところに行きついちゃうっていうのが，やっ
ぱり信用できないですよね．たぶん素人の人が作ってるんでしょうけど，なんで
もできちゃいますから，怖いですよね．（ア-3)

漠然とした不信
経験した訳で
はないが懐疑
的．

有害サイトとかって言われてる子どもに見せたくないものを，シャットダウンしてく
れる機能だとは思うんですけど，絶対かい潜っていけちゃうんだろうなみたい
な．（ア-4)
どんな対策をとっても絶対100にはならないと思ってるので．やっぱり先方も，そ
のアダルト系とかを送ってくる業者さんもいろんな手を考えてくるんで，今は対
処法として良いんだけど，これがまた1年2年経ってくると，また他のやり方でま
たいらない情報が流れてくる可能性があるから．（ウ-2）

フィルタリング機能以外のところでの抜け道が心配
かけていても
抜け道があ
る．

4.4

暗証番号を入れればとけるんで，私が使うときも暗証番号入れてといてるんで，
子どもが暗証番号を覚えちゃえばそれまでのことだから，変えたところでまた覚
えられちゃえば，それこそいたちごっこ．（ア-2）
家でそれやっても友達ん家とかどっかお店でやって，そういうとこで使えば意味
がないのかなって（エ-1)

保護者の悩みや情報源

子どものネット利用に関して，親として対処に困
ることや悩み，知りたいことについて聞いたところ，
親が有害だと思うサイトや有料のものがなぜいけ
ないのか，ネット上の情報の信憑性についてどう
伝えるべきか，という子どもへの伝え方の難しさが
小学生グループで上がった．また，フィルタリング
を外すタイミングや，親よりネットに詳しい子どもへ
の対処方法は子どもの年齢や性別に関わらず共
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通的な悩みのようであった．また，困ったときに相
談する先がわからないことや，男の子が興味を持
ちやすいアダルトサイトについて，その仕組みや
危険性を具体的に知っておきたいという意見も聞
かれた．ネットの情報の信憑性の伝え方と，相談
先がわからないという悩みは低リテラシの親から出
たが，それ以外は高リテラシの親から上がった．
ネット上のリスクやトラブルに関する情報源とし
ては，テレビのニュース，プロバイダからのメール，
ネット，学校からのプリントや会合，同じ年頃の子
どもを持った友達(ママ友)，子どもや夫ということ
で多種多様であった．

4.5

調査の振り返りと知見のまとめ

本調査では，子どもの年代やネットの対策状況
が類似している母親 6 名の 6 グループに 2 時間
ずつ(計 12 時間)話を聞き，子どものネット利用に
関する心配，ルール，対策等の実態と，その背景
にある理由を探った．子どもの年代が同じ場合，
ネットでの問題も共通すると考えていたが，親の使
わせ方や子どもの嗜好等によって，利用内容がか
なり異なるため，必ずしも年代で共通する訳では
なかった．ただ，どのグループでも保護者の懸念
や，子どもとの関わり方等に共通点が見られ，参
加者同士の相づちや会話の発展が見られた．参
加者選定時に実施したオンラインアンケートでの
回答内容について，改めて話を深く聞くと，異なる
状況が明らかになる場合も多く，オンラインアンケ
ートの回答精度に疑問を感じる場面もあった．
筆者らは，調査企画時に，家庭内のルールや
対策の実施状況は，子どもの性別や年齢，保護者
のネットリテラシに依存するのではないかと考えて
いたが，保護者のリテラシはあまり影響していない
ように見えた．具体的には，ネットの対策やルール
があまりない家庭の保護者のリテラシが総じて低
いということはなく， 教育方針や日頃の子どもとの
コミュニケーション状況が，対策やルールに影響
していると考えられる．
政府等が啓発活動に注力しているフィルタリン
グについても，リテラシの高い親が子どもの判断
力をつけさせるために，あえて入れないことを選

択している事例もあり，必ずしも「利用＝啓発の結
果」ではないことが明らかになった．また，親のリテ
ラシが高くても，有害と言われるサイトをなぜ見て
はいけないのか等について，子どもへの伝え方に
憂慮していることが明らかになり，有害サイトの詳
しい仕組みや起こり得るリスクを知っておきたいと
いう要望もあることから，初心者向けの啓発に加え，
リテラシの高い保護者向けのより具体的な説明が
必要とされていることもわかった．さらに，子どもの
ネット利用に関しては，4.1 で述べたように，スマ
ートフォン等の新たな機器の普及，新手の危険の
出現，子どもの成長などと共に保護者の心配も変
化することから，継続的かつ状況に応じた啓発が
重要であり，多様なチャネルでの情報提供が必要
である．子どもに対しては，失敗経験が子ども自身
の気づきの最も良い教材であるということもわかっ
たため，ネット上の様々なリスクを疑似体験できる
ような機会も有益であると考えられる．

5 おわりに
本稿では，子どものネット利用に関して，保護者
の懸念や心配，ルール，対策，悩み等の実態と，
その背景にある理由や思いを探る質的調査の結
果を考察した．その結果，家庭内のネット利用の
対策やルールの有無は，保護者のリテラシより，
教育方針や家庭内のコミュニケーション状況と関
連していることや，高リテラシ層向けの具体的で詳
細な啓発活動が必要なこと等を明らかにした．
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