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概要：スマートフォンの急速な普及にともない，ネットワークサービスの利用環境はいっそう進展し，青
少年の安全なインターネット利用は喫緊の課題となっている．本稿では，青少年にインターネット接続端
末を利用させる保護者と家庭の状況に焦点をあて，子どものインターネット利用によるリスクに影響を与
える要素を定性的調査によって整理し，家庭における対策レベルの向上施策を議論するためのフレームを
与える仮説モデルを構築する．さらにスマートフォンを利用する中高生とその母親 300 組に対する定量的
調査によって仮説モデルを検証する．その結果，子どものインターネット利用における主要なリスクであ
る「プライバシー情報の露呈」
「有害情報閲覧」
「ネットでの出会い」それぞれのリスクに対する家庭内要
素の相関モデルを示した．
「プライバシー情報の露呈」
「有害情報閲覧」に影響を与える家庭の要素として，
規範意識や育児観に代表される保護者の考え方，家族関係，家庭内のルールや対策が存在することを明ら
かにし，
「ネットでの出会い」については，家庭でのルールや対策との相関がなく，家族関係が寄与してい
ることを明らかにした．また家庭内のルールや対策は，保護者の考え方に加えて，保護者のリスク学習経
験および家族関係と相関関係があることを明らかにした．
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Abstract: With the spread of smartphones, the degree of Internet usage has increased even more, and Internet safety is an urgent problem facing young people. Our research focuses on parents and the home situation
of young Internet users. We construct a hypothetical model that provides a framework for discussing how to
lessen the risk for young people using the Internet at home based on our qualitative analysis. Furthermore,
we tested the hypothetical model based on a quantitative investigation of 300 smartphone-using junior and
senior high school students and their mothers. The investigation results clarify the correlation model considering such factors as parenting concepts, family relations, in-home rules and measures as domestic elements
that control the risk when children use the Internet. In addition, we clarify that home measures are related
to family relations, the parents’ learning experience regarding the risk of Internet use, and the implemented
parenting concepts.
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1. はじめに

トに注力している．しかし，子どもにスマートフォンを買
い与え，利用させる主体は保護者であり，子どもがネット

近年のインターネット普及拡大にともない，利用者層が

を利用する環境も，持ち込みや利用が制限されている学校

非常に幅広くなり，デジタルネイティブと呼ばれる子ども

ではなく，家庭が主であるにもかかわらず，家庭での教育

たちは幼少時から保護者の携帯電話やタブレット PC，パ

はあまりなされていないように見受けられる．

ソコン等を見よう見まねで使いこなし，学校の授業や宿題

本研究では，家庭におけるより効果的な対策の在り方を

でもインターネットを活用する動きが進んでいる．さらに

検討するため，保護者の姿勢や保護者と子どもの関係に着

最近，携帯電話のショップに行けば，もはや従来型の携帯電

目して，子どものネット利用のリスクに影響を与える家庭

話はほとんど見当たらず，スマートフォンが子どもにも急

の要因に関するモデルを構築する．モデルを構築する目的

速に普及してきている．従来型の携帯電話とスマートフォ

は，リスクを低減させる家庭での要因を整理することに

ンの機能の差異を特段意識することなく，スマートフォン

よって，対策レベルを向上させる家庭の施策を議論するフ

を使い始める人は多いが，いつでもどこでもインターネッ

レームを与えることにある．研究アプローチとしては，ま

トサービス（以下，ネットと略す）を利用できる環境はよ

ず，家庭での対策やルールの設定状況やその背後にある理

りいっそう進んでいる．

由や保護者の考え等，さまざまな家庭の事例を収集する定

一方で，ネットでの出会いをきっかけにして子どもが凶

性的調査を実施する．その調査結果をもとに子どものネッ

悪犯罪に遭う事件や，スマートフォンのアプリで個人情報

ト利用リスクに影響する要因を抽出し，仮説モデルを構築

が漏えいする事件が頻繁に報道されている．スマートフォ

する．その後，仮説に基づく質問紙を設計して定量的な調

ンは従来型の携帯電話に比べて格段にインターネットアク

査を実施し，統計的分析手法を用いて仮説モデルの有効性

セスがしやすく，アプリのダウンロード等，従来型の携帯

を検証する．

電話にない機能もあり，利便性が著しく向上している．し
かし，つねに持ち歩くプライベートな端末であるため，子
どもの利用については周囲が詳細を把握しにくいという問
題もある．
子どもの安全なネット利用を推進する動きは，近年，世

2. 関連調査・研究
2.1 関連調査
青少年のインターネット利用環境の大規模な調査結果が
公開されている．既存調査として内閣府と文部科学省の調

界中で取り組まれており，日本でも 2009 年 4 月に「青少

査結果を以下にあげる．

年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整

(1) 内閣府の調査

備等に関する法律」
（青少年インターネット環境整備法）

内閣府では，青少年インターネット環境整備法の実施状

が施行され，事業者へのフィルタリング提供義務や保護者

況のフォローアップのための基礎データを得ることを目的

への責務が課されることになった．携帯電話事業者各社は

として，平成 21 年度から毎年「青少年のインターネット

フィルタリングサービスを無償提供し，事業者だけでなく

利用環境実態調査」を実施している．ここで，日本全国の

政府や自治体等が 18 歳未満のフィルタリング加入促進に

10〜17 歳の青少年およびその保護者 1500 組前後に対して，

注力してきた．
（社）電気通信事業者協会が定期的に公表

個別面接聴取法で携帯電話やパソコン，インターネットの

しているフィルタリングサービスの利用数は，2007 年から

利用状況やフィルタリングに関する項目を尋ねている．

2012 年 6 月まで増加の一途をたどっていたが，その後は減

平成 23 年度の調査 [1] では，所有する携帯電話の中でのス

少に転じている．スマートフォンの普及と並行して，ソー

マートフォンの割合は中学生で 5.4%，高校生で 7.2%であっ

シャルメディアの利用も急速に拡大しており，ソーシャル

たのに対し，平成 24 年度の調査 [2] では中学生で 25.3%，

メディアを利用したい子どもの要望によりフィルタリング

高校生で 55.9%と急速に普及していることが読み取れる．

を解除する動きが進んでいることも考えられる．

平成 24 年度の調査では携帯電話（機種は不問）のフィルタ

著者らは，子どものネット利用はメリットも大きく，危
ないから使わせないという方針では問題を先送りするだけ

リング利用率は中学生で 68.9%，高校生で 54.4%であり，
中学生の利用率が前年度よりやや減少している．

であり，リスク低減の根本的な解決策にはならないと考え

平成 23 年度の調査では，啓発や学習経験のある保護者

ている．また，現状のフィルタリング等の技術的な対策だ

は経験のない保護者に比べて，子どもの携帯電話やパソコ

けではリスクを完全に払拭できないため，子ども自身にリ

ン利用に注意を払っており，子どものネット利用に何らか

スクを認識させたり，ルールを作成して守らせたりする等

の取り組みが必要という認識を持っているという結果が出

の技術に依存しすぎない対策が必要であると考えている．

ている．これまでの調査では，毎年，啓発経験のある保護

子どもの情報モラル教育においては，文科省が情報モラ

者の方が，子どもにフィルタリングを利用させているとい

ル指導のポータルサイトや研修教材，啓発パンフレット等

う分析結果が公開されている．一方で，インターネットに

を作成・公開し，学校で子どもを指導する教員等のサポー

関する啓発や学習の経験は約 8 割の子どもが「学校で教え
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てもらった」と回答しており，学校での情報モラル教育が

また，山本ら [9] は，熊本県人吉市の小学校高学年の保護

普及してきているといえる．一方で，
「親（保護者）から

者へのアンケート調査から，子どものインターネットや携

教えてもらった」と回答した子どもは 2 割強にとどまって

帯電話の利用に関する家庭での情報モラル指導について，

いる．

(2) 文部科学省の調査
文科省は，平成 20 年度に「子どもの携帯電話等の利用
に関する調査」[3] を実施している．ここで，日本全国の小
学 6 年生，中学 2 年生，高校 2 年生（計約 1 万人）および

「学校との連絡」および「保護者のモラル向上」が関連し合
いながら，子どもの利用に対して保護者が日常的に関与し
ていくことに影響し，それにより家庭での指導内容が充実
するという関係を導いている．
携帯電話利用と親子関係については，橋元ら [10] が 14

当該児童の保護者，全国の小・中・高等学校を対象として，

歳の子どもとその母親 311 組への訪問留置調査から，携帯

郵送で携帯電話利用の実態や意識を調査している．

電話利用によって親子関係が変化したという意識は親子双

本調査によれば，学習経験のある保護者は学習経験のな

方になく，親子関係の満足度も携帯電話の利用/非利用に

い保護者に比べて，家庭での携帯電話利用に関するルール

よる有意差はないという結果を示している．朴ら [11] は，

を決めたり，フィルタリング等の制限を設けたり，注意を

2012 年 7〜8 月に実施した日本国内の 8〜18 歳の子どもと

払っている傾向があり，その子どもも学習経験のない保護

その保護者 1,000 組への Web アンケート調査で，保護者の

者の子どもに比べてネットの利用マナー意識が高い．

年齢が低く，保護者が SNS 上で知り合った人数が少ない

本章で述べた国の調査では，啓発経験のある保護者が子

ほど「子どものケータイ利用により子どもの交友関係が分

どもの携帯電話やネット利用に対して注意を払い，ルール

からなくなることを懸念する」度合いが上がることを示し

や対策を設定していることが示されている．このような調

ている．

査の結果を受けて，平成 24 年 7 月には，青少年を取り巻く

ネット利用に特化したものではないが，子どものメディ

インターネット環境の整備をめぐる新たな課題について，

ア利用と親子関係に関する研究として，渡辺ら [12] が小

今後 3 年間に重点的に取り組むべき施策を明らかにするた

4〜小 6 の子どもがいる家庭へ 2008 年 4 月に実施した Web

めの新たな基本計画（第 2 次基本計画）が内閣府で策定さ

アンケート調査から，親子の信頼関係が良好な家庭ほど，

れている [4]．従来からの変更にあたって，特に留意すべき

子どもは親と一緒にメディアに接することが多く，子ども

1 スマートフォンをはじめとする新たな機
課題として，

はメディアに親しみながら，メディアへの健全な態度が養

2 保護者に対する普及啓発の強化，
3 国・
器への対応，

われることや，親子間の信頼関係が良好であるほど，親に

地方公共団体・民間団体の連携強化の 3 つがあげられてい

よる子どものメディア利用への直接的なコントロールが高

2 の課題に関して，有識者による検討会議が設置さ
る．

まるとともに，親は子どものメディア利用を大目に見るこ

れ，平成 25 年 1 月に “
「保護者に対する普及啓発支援」検

とが少ないと述べている．

討会議報告書—保護者に対する普及啓発支援の在り方に関

親子関係や保護者の特徴と子どものネット利用の関係は

する提言—” [5] がとりまとめられ，同年 3 月には保護者向

世界共通の研究テーマであるため，海外の既存研究につい

けの啓発パンフレット [6] も公開されている．

ても次に述べる．ヨーロッパの 6〜17 歳の子どもの保護者
に対する電話でのインタビュー調査をもとに，EU の機関で

2.2 関連研究

ある European Commission が 2008 年に示した報告書 [13]

親子関係や保護者の考え方，態度，リテラシ等が，子ど

では，子どものネット利用に制限をかける保護者の特徴と

もの携帯電話やネット利用に与える影響について調査分析

して，保護者自身がネットをよく利用していることや年齢

した関連研究を以下に述べる．

が若いことがあげられている．また，子どものメディア利

大塚ら [7] は，小 4〜中 3 の携帯電話もしくはパソコン利

用に対する保護者のコントロールの在り方は，子どもとメ

用者の保護者を対象とした 2008 年 2 月の Web アンケート

ディアの内容について議論する「積極的介在」，ルールを

調査の結果から，小学生の子どもを持つ層，インターネッ

決める「限定的介在」
，
「共同視聴」という 3 つのタイプを

ト経験が豊かな層，高所得者層でフィルタリングを採用す

Nathanson が分類・提案している [14] が，これを子どもの

る割合が高いとしている．

ネット利用にあてはめた場合のリスク低減効果について

伊藤 [8] は，2011 年 1〜2 月に実施した群馬県高崎市の

は，研究者によって立場が分かれている．Lwin [15] らはオ

小 6・中 1・中 2 の生徒とその保護者に対する質問紙調査

ンラインでの擬似実験の結果，積極的介在も限定的介在も

から，ネットの危険について子どもに話しているという保

子どものオンラインでの個人情報の露呈を防ぐ効果がある

護者をリスク認知ができているととらえたうえで，保護者

と述べている一方で，Livingstone [16] らはイギリスでの面

のリスク認知は全体的には高いものの，リスク認知の有無

接聴取法の調査から，積極的介在も限定的介在もオンライ

は子どもに情報機器を与える行動やフィルタリングの導入

ンでの子どもの危険な振舞いを低減させるとはいえないと

有無には関与しないという結果を示している．

述べている．
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このように，国内だけでなく海外でも保護者の姿勢や親

があった．所要時間は 1 グループ 2 時間で，事前に作成し

子関係が，子どものネット利用やそのリスクに与える影響

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

について調査や研究がなされており，これらの関連研究は

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

家庭でのネット利用のコントロールを考察する興味深いも

やりとりも促す形で進めた．

のである．しかしながら，ネットの世界は日々刻々と変化

インタビューフローの概略を以下に示す．

しており，スマートフォンというさらに進化した情報端末

1）自己紹介（家族構成や職業等）

を手にし，ソーシャルメディアが急速に浸透した子どもた

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

ちの状況や，そのような事態に直面している保護者の状況

3）家族の携帯電話やスマートフォンの利用状況，子ども

は未知数である．

の所有経緯や利用歴

3. 定性的調査による仮説の構築
家庭内での子どものネット利用に対するルールや対策の

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

設定状況，保護者の考え方や経験等に関するさまざまな具

6）以下の作業後にネットの有害情報に対する意識をディ

体事例を集めるために，定性的な調査を実施した．定性的

スカッション

調査の結果をもとに，子どものネット利用リスクに影響す

【作業】有害情報を記した 11 枚のカードを，自分の子ども

ると考えられる要因や，家庭内のルールや対策を設定する

に起こりうる可能性として身近に感じるか否かを縦軸，対

要因を抽出し，仮説モデルを構築する．

策の必要性を強く感じるか否かを横軸としてマッピング．
・カードは，ポルノ，暴力，死体やグロテスクな画像，薬

1 ：保護者へのグループインタビュー
3.1 定性的調査 

物・ドラッグの入手方法，売春（援助交際）の勧誘，家出

(1) 調査概要

の手引き，自殺の誘引や方法の紹介，違法アルバイト（口

2012 年 2 月 1 日〜3 日に都内のインタビュールームにて

座開設・携帯電話契約等）の勧誘，ネットいじめ・誹謗中

グループインタビューを実施した．インタビュー対象者は，

傷，悪意のある大人による誘い出し，詐欺・不正請求の計

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

11 枚．

生から，高校 3 年生までの子どもを持つ母親とした．保護

・本作業は，参加者により具体的にリスクをイメージして

者の中でも母親に限定したのは，一般的に日常での子ども

もらうために実施．

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．グループは，子どもの年齢が近い方が類

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

似した問題について話が活発になると考え，小学 4〜6 年

8）ISP やサービス提供者，警察，学校，国等に対策してほ

生/中学生/高校生の 3 つに分け，その中で子どものネット

しいこと

利用に対策をしている（フィルタリングあり，もしくは親

(2) 調査結果

とつねに一緒に利用していると回答した人）か否かで，さ

保護者らは，子どもの携帯電話やネット利用に関して「視

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

力低下」
「携帯やパソコンばかりやってしまいそう」
「メー

ループを構成した．より幅広い家庭の状況を探るため，調

ルや書き込み等でトラブルになりそう」
「宿題等何でも安

査対象者の保護者の子どもは「スマートフォン利用」
「従来

易にパソコンで調べる」
「知らない人と実際に会ってしま

型の携帯電話利用」
「子ども向け携帯電話利用」
「携帯電話

いそう」
「アダルトサイトや残虐な画像等を見てしまいそ

未所持」を混在させた．

う」
「友達とのコミュニケーショントラブル，いじめ，中

インタビュー対象者は，調査会社のネットモニターへ

傷」
「SNS 等での個人情報の露出や “友達” のつながりが危

の Web アンケートにより選定した．子どもにネットを使

ない」
「オンラインゲーム依存」等を懸念していた．
「アダ

わせるにあたって何の懸念もない人のみが集まると，意図

ルトサイトの閲覧」は懸念事項として多くあがった一方で，

したインタビュー調査が成立しないと考え，対象者選定時

男児の保護者からは「アダルトサイトを見るのは健全な証

に「お子さんが，インターネット上の有害な情報に接触す

拠」という子どもの閲覧を許容する発言も聞かれた．

ることついて，どのようにお考えですか？」という質問を

家庭内のルールとしては，小〜高校生に共通していたの

し，
「とても心配」もしくは「やや心配」と回答した人を対

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

象とした．ネットモニターかつ，平日昼間に設定したイン

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

タビューに応じられる人ということで，ネットのリテラシ

家庭もあった．学年が上がるにつれ，子どもがソーシャル

がある程度高い人や，専業主婦層に偏ることが懸念された

メディアやオンラインゲーム等を利用する割合が増えるた

が，実際のインタビュー来場者は，有職者が 1/3 強の割合

め，個人情報を入力しないことや登録時には許可をとるこ

で参加し，話を聞く中でリテラシの高低も大きくばらつき

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
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ある．その一方で，ネット利用に関して特にルールは決め

化してネットの利用内容やリスク経験等を深く聞くためで

ていないという意見もあった．それはネット特有の話では

ある．インタビュー内容は，スマートフォンの利用経緯や

なく，人としての常識やしつけ，日頃からのコミュニケー

利用内容，ソーシャルメディアやアプリの利用状況，リス

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

ク経験，家庭内のルール，親子のコミュニケーション状況

もの方がすでに理解しているからという理由であった．対

等で，親子双方に対し，それぞれに聞いた内容は親または

策については「フィルタリングをかける」
「利用中の画面を

子に漏らさないことを約束して話を聞いた．

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

(2) 調査結果

クする」
「携帯の明細書をチェックする」という意見が出

インタビュー参加者の子どもたちに対し，ネットで危険

た．また明に「対策」という位置づけでは出てこなかった

な目に遭ったり嫌な思いをしたりした体験談を聞いたとこ

が，日頃から子どもと話し，何をしているかを詳しく聞く

ろ，
「知らない人からメッセージが来た」
「グロテスクな画

ことで利用状況を把握しているという意見もあった．

像を見た」等の発言があった．
「ソーシャルメディアの ID

調査企画時には，家庭内のルールや対策の実施状況は，

を自己紹介の欄で公開していたらネット上の知らない人

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

から危ないので公開しないようにと注意を受けた」という

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

発言もあり，危険な目に遭う前に運良く回避した話も聞か

影響していないようである．具体的には，リテラシが高く，

れた．

ネットの危険性を正しく認識している保護者が必ずしも対

保護者に対して，子どものネット利用で懸念しているこ

策やルールを子どもに課しているということはなく，教育

とを聞いたところ，
「使い過ぎによる視力や学力の低下」

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

「アダルトサイト等の有害情報の閲覧」
「見知らぬ人との出

やルールに影響しているように見えた．ネットの危険性や

会い」
「友だちとのコミュニケーショントラブル」等の発

フィルタリングの仕組み等をよく理解しているリテラシの

言があった．また，スマートフォン利用に関する家庭内の

高い保護者が子どもの判断力をつけさせるために，あえて

ルールを保護者に聞いたところ，
「夜遅くまでやらない」

フィルタリングを入れないことを選択している事例もあ

「言葉遣いに気を付ける」
「勝手に登録しない」
「有料のアプ

り，必ずしも「フィルタリングの利用 = 保護者の啓発の結

リやサービスはしない」
「危ないサイトには行かない」
「履

果」ではない構図も見られた．また，
「ネットに没頭すると

歴は消さない」
「リビングに置いておく」
「成績が下がった

ろくなことがない」
「ネットは暗い世界」といったように

ら解約する」等の発言があった．対策としては，フィルタ

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

リングの利用以外には「何やっているのか気にして様子を

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

見る」
「メールやサイトの履歴を見る」等の発言があった．

る傾向が見られた．

保護者からは他に「中学生はもう大人だからフィルタリン
グは必要ないし，特にルールも決めない．何を見てもかま

2 ：スマートフォン利用中高生と保護者
3.2 定性的調査 
への個別インタビュー

わないし，何をやってもかまわないが自己責任で」
「痛い
目にあった方が学習するからフィルタリングは入れない」

前節の 36 名の保護者へのインタビュー調査後，スマート

「子どもは何でも自分に相談してくれる方だから今はあま

フォンが急速に普及してきたことを受けて，調査対象をよ

り心配していない」
「反抗期だから親には何をしているか

りリスクが高く，主流派になろうとしているスマートフォ

なんて話してくれない」等の意見があった．

ンを利用する子どものネット利用に絞り込むことにした．

子どもに対して，日頃のスマートフォンやパソコンの使

調査実施時点ではまだ小学生のスマートフォン利用はあ

い方や利用ルールを聞いたところ，保護者が認識している

まり見られなかったため，子どもは中高生に限定した．ま

ルールを認識していない子どもが散見された．ルールを認

た，保護者が設定しているルールや対策と，実際の子ども

識している場合や，保護者から日常的に注意されることは

のネットの利用状況との関連が不明瞭であったため，子ど

「渋々」といいながらも守っているようであり，ルールが

もと保護者双方のへの個別インタビュー調査を実施した．

ないもしくは認識していない場合にもネット利用は一定

(1) 調査概要

の危険があることを理解したうえで，子どもなりに気を付

スマートフォン利用中高生とその保護者への個別インタ

けて利用している様子であった．ただ，特に何もルールを

ビュー調査は，2012 年 8 月 6 日〜9 日に，スマートフォ

課していない家庭の子どもは，ネットをより長く利用し，

ンを利用する中高生とその母親，計 5 組 10 名に対し，親

チャットやソーシャルメディア等での見知らぬ人とのコ

子それぞれ別に 1 時間弱ずつ都内のインタビュールーム

ミュニケーションを含め，多様なサービスを利用している

で実施した．子どもの学年は中 2〜高 1 で，男子 3 名，女

様子であった．

子 2 名という構成である．本調査の目的は，親子双方の視
点で家庭内の利用状況を探り，スマートフォン利用者に特
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3.3 仮説モデルの構築
前節までに述べた 2 つの定性的な調査をもとに，子ども
のネット利用の安全性に影響を与える保護者や家庭の要因
を探り，仮説を構築する．子どものネット利用のリスクは，
いじめ，依存，課金，出会い，ウィルス感染等多岐にわた
るが，本稿においては子どものネット利用の状況を定性的
に調査した際に実際の子どもの経験として抽出できた内容
で，かつ保護者から懸念の発言も多かった「プライバシー
情報の露呈（子どもによる書き込み）」
「有害情報の閲覧」
「ネットでの見知らぬ人との出会い」に絞って検討する．

(1) 子どものネット利用リスクに寄与する要素
2 度の定性的調査で得られた発言録をもとに，子どもの
ネット利用のリスクについての発言を集約し，そのリスク
を自分もしくは自分の子どもにとって身近に感じる理由，

図 1

子どものネット利用リスクに対する家庭の要因に関する仮説
モデル

Fig. 1 Hypothetical model of home factors for risk when children use the Internet.

あるいは自分もしくは自分の子どもには該当しないから危
険ではないと判断する理由を抽出・整理した．その中で，

経験の両方を包含している．

今回の研究目的である家庭での効果的な対策の在り方を検

(1) と (2) の内容を整理し，図 1 に図式化する．

討するために，保護者の姿勢や家庭内での取組みといった

図 1 内の 5 つの双方向矢印は，それぞれ下記の相関関係

観点で，それらの理由をさらに精査した．したがって，子

が存在しているという仮説を示す．

どものネット利用リスクに関する発言の中でも，ネットの

(1)-a：保護者の考え方と子どものネット利用リスクの関係

環境自体に問題があるといった理由（たとえば，全然関係

(1)-b：親子関係と子どものネット利用リスクの関係

ないサイトにもアダルトのバナーはとにかくよく出てくる

(1)-c：家庭内の対策状況と子どものネット利用リスクの

という理由）や子どもの興味関心といった理由（たとえば，

関係

男の子だからアダルトに興味を持ってしまいそうという理

(2)-a：保護者の考え方や経験と，家庭内の対策状況の関係

由）は，家庭での対策の在り方を論じる以前のいわば前提

(2)-b：親子関係と家庭内の対策状況の関係

条件のようなものと考え，精査の過程で除外した．その結
果，子どものネット利用リスクに影響を与える要素として

4. 定量的調査による仮説モデルの検証

は，主に保護者の考え方，親子関係，家庭内のルールや対

前章で述べた仮説モデルは，少数の家庭の事例に基づい

策があると考えられる．ここで保護者の考え方とは，子ど

て構築した仮説であるため，より大規模な調査を実施し，

もの教育方針や育児観，価値観といったネットのことに限

定量的に仮説を検証する．前章の定性的調査で得られた家

定されない考え方であり，たとえば，教育方針や育児観と

庭内のルールや対策の事例や，それらの設定に寄与しそう

しては，子どもに任せるのか，子どものやることに細かく

な保護者の考え方や経験，子どものネット利用状況等を質

口を出すのかといったことである．

問紙に反映し，結果を統計的に分析することにより，仮説

(2) 家庭内のルールや対策の形成に寄与する要素

を検証する．

前項 (1) であげた要素の中で，保護者の考え方や親子関
係については，変化させることは容易ではない．そこで，

4.1 調査概要

定性的調査の発言録の中から，家庭内で何らかのルールや

• 手法

対策をとっている理由やとっていない理由に関する発言を

調査対象者は，ランダムロケーション・クォータサンプ

集約・整理した結果，
「家庭内のルールや対策」の形成に

リング（割当法）を用いて抽出した．調査手法は，専門調

寄与する要素として，保護者の考え方や経験，親子関係が

査員による訪問留置調査法である．

あると考えられる．ここでの，保護者の考え方とは，前項

• 地域・地点

(1) であげたネットのことに限定されない根本的な考え方
に加えて，保護者自身のネットに対する基本的な考え方も

調査地域は東京 23 区で，地点数は 30 である．

• 対象者

包含している．たとえば「ネットなんてろくでもない」と

中学生もしくは高校生のスマートフォン利用者とその母

いったネガティブな見方や「子どもにネットを使いこなし

親であり，サンプル数は中学生親子 100 組，高校生親子 200

てほしい」というポジティブな見方である．保護者の経験

組の計 300 組である．中高生ともに男女は同数である．

とは，保護者自身がどれくらいネットを利用しているのか

• 期間

というネット利用経験と，ネットのリスクについての学習
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4.2 調査分析による仮説モデルの検証
子どものネットやスマートフォン，ソーシャルメディア

表 1 子どものネット利用リスクと分析項目

Table 1 Risk when children use the internet and predictors.

等の利用実態，有害情報閲覧やネットでのプライバシー情
報書き込み等のリスク実態等の本調査結果は，橋元らが参
考文献 [17] に詳細に記述している．本章では，これらの結
果に基づき，子どものネット利用の安全性に影響を与える
家庭内のルールや対策，保護者の考え方や経験，親子関係
を分析し，3.3 節で述べた仮説の有効性を検証する．仮説
の検証は，図 1 の矢印で示した部分の相関関係を統計的に
分析することにより実施する．

表 2

ここで，本調査の質問紙における子どものネット利用リ
スクの詳細な分類を説明する．
「プライバシー情報の露呈

子どものプライバシー情報露呈経験と保護者の規範意識の高
さ（ウィルコクソンの順位和検定）

Table 2 Relationship between children divulging private

リスク」は，8 種類の “自分の情報” を 4 種類のサイトに書

information

き込んだ（アップロードした）経験を聞いている．8 種類

(Wilcoxon rank-sum test).

and

parents’

moral

value

system

の自分の情報とは「本名（フルネーム）
」
「家の住所」
「電話
番号」
「メールアドレス」
「LINE 等の SNS の ID」
「学校名」
「自分の写真」
「友だちと一緒に写った写真」であり，4 種
類のサイトとは「だれでも自由に見られるサイト（ホーム
ページやブログ掲示板等）
」
「限定された人だけが見られる

SNS 等の交流サイト」「懸賞サイトやポイントサイト，ア
ンケートサイト」
「書き込んだサイトはない」である．
「有害情報の閲覧リスク」は，11 種類のネットの情報を
「何度も見たことがある」
「1〜2 度見たことがある」
「まっ
たく見たことがない」の 3 つに分けて閲覧経験を聞いてい
る．11 種類の情報とは「アダルトサイト」
「出会い系サイ
ト」
「暴力・死体・残虐な画像や動画」
「犯罪の手口」
「爆発
物の作り方」
「ドラッグ・薬物の情報」
「自殺サイト」
「家
出サイト」
「違法なアルバイト」
「学校裏サイトに書かれた
悪口・陰口」
「その他の掲示板やブログ等に書かれた悪口・
陰口」である．
「ネットでの出会いリスク」は，
「ネットで知り合った友

項目は反対）と得点化したうえで合計・平均し，得点が高
いほど規範意識が低くなるようにして，子どものネット利
用リスクとの関係を分析した（表 2）
．分析手法としては，
母集団が正規分布に従わなかったため，独立した 2 群の有
意差検定としてノンパラメトリック検定のウィルコクソン
の順位和検定を用いた．その結果，保護者の規範意識と，
子どものネットでの出会いと有害情報の閲覧リスクにはそ
れぞれ相関がなく，プライバシー情報の露呈リスクとの間
にのみ有意な関係が見られた．ネットに自分の家の住所，
電話番号を書き込んだ経験がない子どもの保護者の方が，
書き込んだ経験のある子どもの保護者に比べて規範意識が
高いことが分かる．

人」の有無と，いる場合には，
「実際に会って友だちになっ
た人がいる」
「実際に会ってみたが，その後友達づきあいは
していない人がいる」
「実際に会ったことはないが，気が合
えば会ってみたい人がいる」
「実際には会わないことにし
ている」の 4 つに分けて出会いの経験と意向を聞いている．

(1) 子どものネット利用リスクに寄与する要素
3.3 節において，子どものネット利用リスクに寄与する要
素として，表 1 内の「説明変数（大分類）
」にあげる要素を
示した．本項では表 1 の「説明変数（大分類）
」に沿って，そ
れを構成する説明変数（分析項目）ごとの分析結果を示す．

(1)-a：保護者の考え方
携帯電話利用と親子関係に関する既存研究 [10] から引用
した保護者の規範意識に関する価値観 4 項目*1 を用いて，
保護者の考え方と子どものネット利用リスクの関係を分析
した．調査結果に関し，脚注 ∗1 に示した 4 項目の回答選
択肢を「あてはまる：1 点」
「ややあてはまる：2 点」
「あま
りあてはまらない：3 点」
「あてはまらない：4 点」
（逆転
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次に，有害情報閲覧に対する保護者の考え方と，子ども
のリスクの関係を分析した（表 3）
．有害情報に対する保護
者の考え方は，各種の有害情報に対する閲覧について「絶
対に見ないでほしい：1 点」
「あまり見ないでほしい：2 点」
「見てもあまり問題ではない：3 点」「見てもまったく問題
ではない：4 点」のように得点化し，子どもの考え方は，同
様に各種の有害情報の閲覧について「絶対に見るべきでは
ない：1 点」
「あまり見るべきではない：2 点」
「見てもあ
まり問題ではない：3 点」
「見てもまったく問題ではない：

4 点」のように得点化し，それぞれ点数が高いほど閲覧許
容度が高くなるようにした．また，子どもの閲覧経験につ
いては，
「まったく見たことがない：1 点」
「1〜2 度見たこ
とがある：2 点」
「何度も見たことがある：3 点」のように
*1

「人に迷惑をかけなければ何をやってもいいと思う」
「コツコツや
るのはバカバカしいと思う」「学校の規則は守らなければならな
いと思う（逆転項目）
」
「成人するまでは少々悪いことをしても許
されると思う」の 4 項目を，
「あてはまる」
「ややあてはまる」
「あ
まりあてはまらない」「あてはまらない」の 4 段階で聞いた．
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表 3 子どもの有害情報閲覧と保護者の許容度（Pearson の相関係数）

表 5 子どものネット利用リスクと家族凝集性（ウィルコクソンの順

Table 3 Correlation between children browsing harmful contents and degree of parent tolerance (Pearson corre-

位和検定）

Table 5 Relationship between risk when children use the internet and family cohesion (Wilcoxon rank-sum test).

lation coeﬃcient).

表 4

保護者の有害情報許容度と育児観（Pearson の相関係数）

Table 4 Correlation between parent tolerance for children
browsing harmful contents and parental role (Pearson
correlation coeﬃcient).

した．親子関係は，子どもに対して「あなたは今，親との
得点化したところ，保護者と子どもの有害情報閲覧許容度

関係に満足していますか？」という質問に対する回答を

はいずれも正の相関を示し，保護者の許容度と子どもの閲

「不満：1 点」
「やや不満：2 点」
「やや満足：3 点」
「満足：

覧経験についてもアダルトサイトと学校裏サイトの悪口で

4 点」のように得点化して分析したが，子どものネット利

正の相関を示している．つまり，保護者が見ても問題ない

用リスクとの間に有意な関係は見られなかった．

と考えている場合には，子どもも見ても問題はないと考え，
実際に有害情報を見る傾向にある．
定性調査時の発言から，保護者の育児観と有害情報への
許容度との間に関係があることが示唆されたため，親とし

家族関係について，草田ら [19] の家族機能を測定する尺
度から，家族が互いに持つ情緒的なつながりを示す家族凝
集性に関する 3 つの質問項目*2 を用いて，子どものネット
利用リスクとの関係を分析した（表 5）．

ての役割を自己評定する谷井ら [18] の親役割診断尺度 6 因

家族凝集性の質問は親子双方に聞いたが，子どものリス

子 30 個の質問項目を用い，回答選択肢を「あてはまらな

クに影響を与える要因としては子ども自身の認識が重要と

い：1 点」
「あまりあてはまらない：2 点」
「ややあてはま

考え，子どもの回答を用いた．調査結果に関し，脚注 ∗2 に

る：3 点」
「あてはまる：4 点」のように得点化したうえで

示した 3 項目の回答選択肢を「あてはまらない：1 点」
「あ

6 つの因子ごとに合計・平均し，得点が高いほどその因子

まりあてはまらない：2 点」
「ややあてはまる：3 点」
「あて

の傾向が強くなるようにして，有害情報許容度との相関を

はまる：4 点」のように得点化したうえで合計・平均し，得

分析した（表 4）．

点が高いほど家族間のつながりが強くなるようにしたとこ

「適応補助（子どもが新しい経験や状況に出会ったとき親

ろ，ネットで知り合った友人がいる子どもの方が，いない

がそれを援助する傾向）
」
「干渉（子どもの学習や生活態度

子どもより家族凝集性が有意に低かった．プライバシー露

に対し，細かく何度も注意を与える傾向）
」
「分離不安（子

呈リスクについて，家の住所や電話番号をだれでも自由に

どもをそばから離したくない傾向）
」の大きさと，有害情報

見られるサイト（ホームページやブログ，掲示板等）に書

閲覧に対する許容度とは負の相関を持つことが分かる．

き込んだ経験のある子どもは家族凝集性が有意に低く，反

以上の分析結果により，図 1 の仮説 (1)-a について，保

対に「LINE 等の SNS の ID を書き込んだサイトはない」

護者の規範意識が子どものプライバシー情報露呈のリスク

と回答した子どもは凝集性が高かった．有害情報閲覧経験

と一部関係があり，また育児観（親役割）と有害情報に対

に関しては，家族凝集性との有意な関係は見られなかった．

する許容度の間に相関関係があり，その許容度と子どもの

家族関係が良い方が，保護者が子どものネット利用状況

有害情報閲覧リスクとの間に相関関係が存在することが明
らかになった．

(1)-b：親子関係
親子関係と，子どものネット利用リスクとの関係を分析
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*2

「私の家族は，みんなで何かをするのが好きである」
「私の家族で
は，自由な時間はいっしょに過ごしている」「私の家族は，困っ
たとき，家族のだれかに助けを求める」を，
「あてはまる」
「やや
あてはまる」
「あまりあてはまらない」
「あてはまらない」の 4 段
階で聞いた．
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表 6 子どものトラブル時の相談先と家族凝集性（ウィルコクソンの

表 7

子どものネット利用リスクと約束有無（%，χ2 検定）

Table 7 Relationship between risk when children use the in-

順位和検定）

Table 6 Relationship between adviser of child and family co-

ternet and child’s awareness of rules (%, Chi-square

hesion (Wilcoxon rank-sum test).

test).

を正しく把握できると考え，トラブル時の相談先および子
どものソーシャルメディア利用状況に対する親子の認識差
異について，家族凝集性との関係を分析した．表 6 から，
ネットでトラブルが発生した際に，母親・父親へ相談する

表 8

子どもの有害情報閲覧リスクと「怪しいサイトに行かない」と
いう約束の認識（%，χ2 検定）

Table 8 Relationship between risk when children browse harm-

と回答した子どもの方が家族凝集性が高いことが分かる．

ful contents and child’s awareness of “Don’t Access

しかしながら，家族凝集性と，子どものソーシャルメディ

suspicious web sites” Rule (%, Chi-square test).

ア利用の親子間の認識差異には有意な相関はなかった．つ
まり，家族関係が良いと，子どものトラブル時に把握しや
すいものの，子どものネット利用の実態を正しく把握でき
ているとはいえない．
以上の分析結果により，図 1 の仮説 (1)-b について，親
との関係に対する満足度は子どものネット利用リスクと関
係していないが，家族関係とネットでの出会いやプライバ
シー情報露呈のリスクとの間に相関関係があり，家族関係
が良いと子どものトラブル時に保護者が状況を把握しやす
いことも明らかになった．

識している場合には，表 8 に示すように有害情報閲覧経験

(1)-c：家庭内の対策状況

が有意に低いことが分かる．ちなみに，この約束の保護者

家庭内のスマートフォン利用に関する約束の有無と子ど

の認識は 177 名であり，77 の家庭で保護者は約束を課した

ものネット利用リスクについて，クロス集計をとり，カテ

と認識し，子どもは認識していないということが分かる．

2

ゴリ間の関連（独立性の有無）を χ 検定を用いて調べた

次に，家庭内の対策と，子どものネット利用リスクの関

（表 7）
．家庭内の約束が「特にない」と回答した子どもは，

係について述べる．スマートフォンでのフィルタリング利

本名や学校名，自分の写真をだれでも自由に見られるサイ

用状況は，親子双方に同一の質問で聞いたが不明（使って

トに書き込んだ経験が有意に高く，暴力等の画像や動画を

いるかどうか分からない）という回答割合が子どもの方が

「何度も見たことがある」と答えた割合や，掲示板等で悪口

高かったため，保護者の回答結果を用いて分析した．フィ

陰口を「何度も見たことがある」割合も有意に高いことが

ルタリングの主目的は有害サイトの閲覧を防止することで

分かる．

あるため，有害情報閲覧リスクは閲覧経験が全体の 5%を

保護者側の認識ではなく，子ども自身がスマートフォン

下回る情報を除き，有意差の出なかったものも含めて表 9

利用において「怪しいサイトに行かない」という約束を認

に掲載した．一方，プライバシー情報露呈リスクについて
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子どものネット利用リスクとフィルタリング利用状況（%，χ2
検定）

Table 9 Relationship between risk when children use the internet and ﬁltering services (%, Chi-square test).

表 10 子どものネット利用リスクとスマートフォンの Wi-Fi 接続
やアプリのインストールを制限するサービスの利用状況（%，

χ2 検定）
Table 10 Relationship between risk when children use the internet and smartphone-function restriction services
(%, Chi-square test).

表 11 家庭内の対策状況と分析項目

Table 11 Home measures and predictors.

クとは関係していなかった．
は，有意差の出た結果のみ表 9 に掲載した．ネットの出会
いに関しては有意な差は見られなかった．
表 9 からフィルタリング利用者は，
「暴力・死体・残虐
な画像や動画」の閲覧割合が有意に低く，
「使っていたが
解除した」子どもは，本名（フルネーム）を懸賞サイトや

以上の分析結果により，図 1 の仮説 (1)-c について，家庭
内のルールや対策は，子どものプライバシー露呈および有
害情報閲覧リスクと相関関係があることが明らかになった．

(2) 家庭内のルールや対策の形成に寄与する要素
3.3 節において，家庭内のルールや対策の形成に寄与す

ポイントサイト，アンケートサイトへ書き込んだ割合が高

る要素として，表 11 内の「説明変数（大分類）
」にあげる

く，学校名を「限定された人だけが見られる SNS 等の交流

要素を示した．本項では表 11 の「説明変数（大分類）
」に

サイト」に書き込んだ割合も高いことが分かる．

沿って，それを構成する説明変数（分析項目）ごとの分析

スマートフォンの Wi-Fi 接続を制限したり，アプリのイ
ンストールや起動を制限するサービスの利用状況と，子ど

結果を示す．

(2)-a：保護者の考え方・経験

ものネット利用リスクの関係を表 10 に示す．サービス利

子どものネット利用に対する保護者の考えと，子どもの

用者は，懸賞サイトやポイントサイト，アンケートサイト

スマートフォン利用への対策状況の関係を表 12 に示す．

へのプライバシー情報の書き込み経験が有意に低く，アダ
ルトサイト閲覧割合も低いことが分かる．

「ネットを使うとろくなことにならない」という考えを持
つ保護者やいじめや依存を心配する保護者は，子どものス

家庭内のルールや対策の数およびフィルタリングや Wi-Fi

マートフォン利用時に注意の数が有意に多く，不必要な情

接続やアプリのインストールを制限するサービスの利用有

報へのアクセスや有害な情報の悪影響を懸念する保護者

無と，子どものネットでの友人の有無には有意な差は見ら

は，子どものスマートフォン利用に何らかの対策をしてい

れなかった．また，子どもがスマートフォンを利用してい

る数が有意に多いことが分かる．

るときに保護者から子どもへ与える注意についても本調査

保護者のネット利用経験と，表 12 にあげたネットに対

の中で聞いていたが，注意の数は子どものネット利用リス

する考え方の関連を分析したが，スマートフォンおよびパ
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表 12 子どものネット利用に対する保護者の考えと家庭内の対策状
況（ウィルコクソンの順位和検定）

表 13 保護者のリスク学習の情報源数/学習経験の有無と家庭内の
対策状況（Pearson の相関係数）

Table 12 Relationship between parents’ view of children us-

Table 13 Correlation between number of information sources

ing internet and home measures (Wilcoxon rank-sum

parents use/parents’ learning experience and home

test).

measures (Pearson correlation coeﬃcient).

表 14 リスク情報源と家庭内の対策状況（χ2 検定）

Table 14 Relationship between types of information sources
parents use to comprehend risk and home measures
(Chi-square test).

ソコンでの保護者のネット利用時間の長さと，ネット利用
に対する考え方の間に有意な関係は見られなかった．
次に，ネットのリスクに関する保護者の学習・啓発の経
験と家庭内の対策状況について分析した（表 13）
．スマー
トフォンの危険性に関する情報源の数と，保護者が課する
約束・対策・注意の数はいずれも正の相関があり，スマー
トフォンの危険性を「だれからも聞いたことがない（リス
ク学習経験なし）
」と回答した保護者は，約束や対策の数が
有意に少なかった．
スマートフォン利用のリスクをどこから知ったかという
情報源の種別と，家庭内でとっているルールや対策の種別
の関係について，詳細に分析をした（表 14）
．保護者の情
報源として，表 14 に表記した以外に「子どもの通う学校
に来た携帯電話会社の人，警察，大学の先生等外部の人」
「公共施設等で開かれた講座」
「ネットで知り合った人」も
選択肢にあげていたが，家庭内の対策状況との関係は有意
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表 15 親子関係と家庭内の対策状況（Pearson の相関係数）

Table 15 Correlation between parent-child relationship and
home measures (Pearson correlation coeﬃcient).

でなかった．なお「回答対象の子ども」とは，本調査は親
子ペアのため，子ども向け調査票の回答を依頼した子ども
のことを指している．ここで表 14 内のアスタリスクは，
「保護者がある約束や対策を課しているか否か」と「スマー
トフォンのリスクについて，保護者がある情報源から知っ
たか否か」という 2 つのことが関係することを示している
が，これらはすべて「ある約束や対策を課している」と「あ
る情報源から知った」の両方に該当する割合（観測値）が

図 2

子どものネット利用リスクに対する家庭内要素の相関モデル
（プライバシー情報露呈リスク版）

Fig. 2 Correlation model of home factors and risk when children use the internet (Risk of children divulging private

期待度数より大きかった．本分析結果は，単に相関関係を

information).

示すもので因果関係を示すものはないが，時系列的に考え
ればリスク情報を知ったことが約束や対策を課する割合を
高めていると考えるのが自然である．そのように仮定する
と，リスク情報を「友人知人」から知った場合には，保護
者が課する約束や対策が多くなるといえる．
以上の分析結果により，図 1 の仮説 (2)-a について，保
護者のネットに対する考えと家庭内の注意や対策には有意
な相関があり，保護者のリスク学習経験，情報源の数や種
別と，対策状況にも有意な相関があることが分かった．

(2)-b：親子関係
子どもから見た親子関係満足度および家族間のつながり
の強さと，保護者のとる対策状況の相関を表 15 に示す．
親子関係の満足度との有意な相関はないが，家族間のつな

図 3

子どものネット利用リスクに対する家庭内要素の相関モデル
（有害情報閲覧リスク版）

がりの強さと家庭内の約束・対策の数にはそれぞれ正の相

Fig. 3 Correlation model of home factors and risk when chil-

関が見られる．つまり，家族関係が良好な家庭では，子ども

dren use the internet (Risk of children browsing harmful

のネット利用を放任せず，何らかのルールや対策が存在し

content).

ていることが分かる．子どものメディア利用に関する渡辺
らの既存研究 [12] と同じ傾向が，中高生のスマートフォン
利用においても明らかになった．
図 1 の仮説 (2)-b について，親子関係の満足度ではなく，
家族間のつながりの強さが，家庭内の対策状況と相関を持
つことが明らかになった．

4.3 仮説モデルの見直しと限界
前節の分析結果をふまえると，子どものネット利用リス
クの種別ごとに，リスクに影響する家庭内の要素が異なる
ことが分かる．検証結果から，リスク別に家庭内要素の相
関モデルを示す（図 2，図 3，図 4）．図中における矢印

図 4

子どものネット利用リスクに対する家庭内要素の相関モデル
（ネットでの出会いリスク版）

Fig. 4 Correlation model of home factors and risk when children use the internet (Risk of children meeting strangers
online).

は，その要素間の有意な関係を示している．なお，子ども
がネットでプライバシー情報を露呈するリスクや，有害情

影響している．プライバシー情報露呈リスクのモデルは，

報を閲覧するリスクについては，図 2 や図 3 のように，保

保護者の規範意識が子どものネット利用リスクに直接寄与

護者の考え方や家族のつながり，家庭内のルールや対策が

しており，有害情報閲覧リスクのモデルは，有害情報接触
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に対する許容度が子どものリスクに直接寄与しているとい

ることによって，家庭においても子どもの年齢や利用状況

う違いが見られた．リスクに影響する保護者の考え方の内

に応じたルール作りを促進できると考えられる．

容は若干異なるものの，非常に類似したモデルである．こ

すでに携帯電話会社が提供しているフィルタリングサー

れらのモデルにおける家庭内の対策状況は，保護者のネッ

ビスや，アプリのインストールや Wi-Fi 接続を制限する

トに対する考え方やリスクの学習経験，家族のつながりが

サービスといった技術的対策により低減できるリスクも

影響している．

存在する．しかしながら，技術的対策の有無は，子どもの

一方，子どもがネットで見知らぬ人と出会うリスクは，

ネットでの出会いの有無とは関係がなく，技術的対策を導

図 4 のように，保護者の考え方や家庭内の対策状況との関

入しても過信することなく，良好な家族関係を築いてリス

係はなく，家族のつながりの強さに影響を受けている．保

クを早期発見できる環境づくりが必要である．

護者の規範意識やフィルタリングの利用有無と関係がない

子ども自身がルールを認識している場合，子どものネッ

ことは新たな発見であるが，仮説構築の基礎となった定性

ト利用リスクは低減される傾向が見られたが，家庭内の

的調査の中で「見知らぬ人とのやりとりをしない」という

ルールは，親子で異なる認識を示すことが多い．既存調査

ルールが保護者からあがらなかったため，定量的調査の中

においても今回の定量的調査においても親子間でルールの

でもそのようなルールを質問紙の選択肢に入れず*3 に実施

認識の乖離が見られ，特に高校生になると親が課すルール

したことが家庭内の対策状況と相関が出なかったことに影

を子どもが認識していない割合が非常に高かった．また前

響している可能性がある．また，
「ネットでの出会い」をリ

述のとおり，保護者が子に与える明にルール化されていな

スクとしてあげたものの，どのような相手とどのような場

い注意は，子どものネット利用リスクにほとんど寄与して

面で出会うかという詳細については深く調査をしていない

いないことから，利用中に適宜声を掛けて保護者が注意喚

ため，リスクの定義が広すぎた可能性もある．そのため，

起をしたつもりになっていてもあまり効果がない．保護者

ネットでの出会いリスクに影響する要素は，さらなる研究

がルールを一方的に課したり，利用中に注意をするだけで

が必要と考えている．

なく，それを子どもにルールとして認識させることが重要

5. 考察
子どものネット利用リスクに対する家庭での対策レベル

であると考えられる．

6. おわりに

を向上させることを目的として，リスク種別ごとにリスク

スマートフォンが急速に普及したことによって，中高生

に対する家庭内要素の相関モデルを示した．前章での分析

のネット利用環境が急激に進展している．特にソーシャル

により，家庭内のルールや対策と，保護者のネットに対す

メディアが急速に浸透した子どもたちの状況や，そのよう

る考え方やリスク学習経験との間には有意な関係があり，

な事態に直面している保護者の状況は未知数であった．そ

どこからリスクを知ったかという情報源の種別や情報源の

こで，スマートフォンを利用する中高生とその保護者への

数がルールや対策に大きく関係していた（表 14）
．「友人知

定性的・定量的な調査を実施した．その結果を分析し，子

人」からリスク情報を知った保護者が，より多くのルール

どものネット利用のリスク「プライバシー情報の露呈」
「有

や対策を設定していたが，これはいわゆる「ママ友」と呼

害情報の閲覧」
「ネットでの出会い」に影響を与える家庭

ばれる子どもを介した友人からリアリティの高い話を聞く

の要素に関する相関モデルを構築して検証した．これによ

ことによって，
「自分の子どもも同じかもしれない」と考

り，
「プライバシー情報の露呈」および「有害情報の閲覧」

え，他人事ではなくなるのではないかと推測される．また

は，保護者の規範意識や育児観，家族関係，家庭内のルー

子どもを介して身近と思われる学校の先生や学校のプリン

ル・対策と，子どものネット利用リスクとの間に相関があ

トからのリスク情報提供も効果がある．2.1 節で示した既

り，
「ネットでの出会い」リスクは，家族関係と相関がある

存調査においては「保護者に啓発経験がある場合はフィル

ことを明らかにし，さらに家庭内のルールや対策と，保護

タリングに加入している」という結果が示されていたが，

者のネットに対する考え方やリスク学習経験，家族関係と

今回の分析により，保護者が信頼したり，共感したりする

の間に相関関係があることを明らかにした．

身近な情報源から，複数回リスク情報の提供を受けること

子どものネット利用のリスクに影響を与える家庭内要素

が家庭内のルールや対策の設定に効果的であるという，よ

の相関モデルをもとに，家庭でのルールや対策の促進の在

り具体的なルートが明らかになった．子どもの通う学校を

り方について考察した結果，子どもの通う学校を起点に，

起点に，保護者のネットワークを通じて，リアリティのあ

保護者のネットワークを通じて，リアリティのあるリスク

るリスク情報を定常的に共有して，保護者の注意を喚起す

情報を定常的に共有して，保護者の注意を喚起することが

*3

有効であろうことを示した．また，家庭で設定するルール
ルールの内容には選択肢以外に自由記述欄も設けたが，11 個得
られた自由記述の中にも「ネットでの出会い」を制限するような
ルールは見あたらなかった．
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や対策のリスク低減効果については，保護者による一方的
な押し付けや一過性の注意ではなく，ルールを設けて，子
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どもにルールを認識させることが重要であることを示した．
[18]
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