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1. 第一回 高校生熟議 in 東京 熟議グループ概要 
熟議テーマ： 「スマホって何？」 

日 時： 2012 年 9 月 8 日（土）13:30-17:30 

場 所： 東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】５人 

水戸女子高等学校 １年 女子 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

帝京高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

千葉県柏市立教育研究所 佐和 伸明 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ミクシィ 井上 真由美 

〔書記〕 

目白大学 町田 沙奈美 

 

【第２班】４人 

水戸女子高等学校 １年 女子 

帝京高等学校 １年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ３年 女子 

〔ファシリテーター〕 

日本スマートフォンセキュリティ協会 菅野 泰彦 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦 

株式会社ディー・エヌ・エー 浅川 美保 

〔書記〕 

青山学院大学 大川内 啓太 

 

【第３班】４人 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

水戸女子高等学校 １年 女子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 

〔ファシリテーター補助〕 

グリー株式会社 牛腸 綾香 

慶應義塾大学 平野 翔大 
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〔書記〕 

青山学院大学 佐藤 千尋 

 

【第４班】４人 

自由学園高等科 ３年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

青山学院大学ヒューマンイノベーション研究センター 齋藤 長行 

〔ファシリテーター補助〕 

NHN Japan 株式会社 高橋 誠 

〔書記〕 

目白大学 小倉 知枝 

 

【第５班】４人 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

NPO 法人企業教育研究会 市野 敬介 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社サイバーエージェント 片岡 雅人 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 猪俣 富美子 
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2. 熟議録 
 第 1班 

15:03 自己紹介 

 

15:07 熟議開始 

F『スマートフォンのいいところと悪いところを付箋にキーワードを書こう。 

  できるだけみんなと違う意見がいい！お互いに認め合うことが大切だから自由に！ 

  付箋を見て似てるものをあわせて、まとめていこう』 

Q：スマートフォンを使っている人は？ 

・使っている：３人 

F『オススメや困ったことなど何でもいい』 

 

15:18 書いた付箋の発表 

Q：スマートフォンのいいところと悪いところは？ 

→S「前のケータイよりも画質がよくなった。」 

 S「画像の加工ができて便利。」 

 

→S「マップ、位置情報の機能が便利。コンサートに行ったときのお昼ご飯のお店選びができる」 

 S「迷子にならない。」 

 F『女子はマップ機能が人気なのかな』 

 

→S「文字入力がしづらそう・・・。ケータイで小説を書いているのだが、早く打てなそう」 

 S「右手なら文字がうてるけど、左手だとうちにくい。」 

 S「キーボードを使い分けている。フリックは慣れなかった。」 

 

→S「ケータイで見ていた Webサイト（ジャニーズの音楽ダウンロードのサイト）がスマホ対応になっていない。」 

 

→S「起動が遅い。スマホなんだからもっと早くして！」 

 

→S「海外のツイッターの位置情報機能で、今どこにいるか判別されてしまう。 

   犯罪につながってしまうのではないか」 

 S「個人情報が特定される。掲示板に書き込みしたら、人物を特定されてしまった。」 

 S「本体の位置情報をオフにしたら大丈夫」 

 S「細かく設定できるけど、設定がめんどくさい」 

 

→S「いろんなゲームができる。弟が使っている。今はいいけど、そのうち悪いことが起きそう・・・」 

 F『どんなアプリを使っているの？』 

 S「英単語のアプリ」 

 S「mixi」 

 S「LINE」 

 S「Facebook」 
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 F『高校生に流行ってるアプリは』 

 S「最近は mixiから Twitter」 

 

→S「SNSに書き込むことが、校則で禁止されている。しかしだめと言われてもやっている。友達と話すのはツイートしたりする。」 

 S「自分に任されている。文化祭の連絡は Facebook。」 

 S「友達とのメールも電話も禁止。朝回収される。」 

 S「禁止なんて考えられない・・・。LINE で友達とやりとりしている」 

 F『先生にいい使い方を提案できたらいいよね』 

 

→S「パスワードが覚えられない」 

 

→S「すぐバグる。強制終了してしまい、めんどくさい。いっぱい機能が使えるからこそ、ためてしまい、要領が重くなる。」 

 S「すぐに動作が重くなってしまう。」 

 

→S「連絡を取っていなかった知人と連絡が取れる。Facebook を使う。」 

 S「小学校の友達から、同窓会の連絡が Facebook で来た。」 

 

→S「前方不注意。床に『前を見て』と書いてあっても見ない。」 

 

→S「アプリの使い方がわからなかったときに、誰に使い方を聞いたらよいのかわからない。」 

 F『いちいちいろんな場所から問い合わせ場所を探さなきゃ行けない』 

 

→S「カバーが楽しめる。刺繍を楽しめるカバーもある。」 

 S「イヤホンジャックがおしゃれ。」 

 S「iPhone 以外のカバーが少ない。」 

 

→S「アプリの対応が遅い。ウィンドーズフォンはアプリが少ない！」 

 S「iPhone はずるい！」 

 F『みなさんにとって満足できるものがすくないのかな・・・』 

 

→S「ブルーライトが目に悪い。睡眠障害や目が悪くなる。実際私も目が疲れやすくなった。」 

 S「電磁波」 

 

→S「壊れやすそう」 

 

→S「安心感。スマートフォンだと料金設定が定額。」 

 S「基本料金が高い。」 

 F『いくらならいいの？』 

 S「前のケータイ料金で基準ができてしまって、今以上に高くできない。」 

 S「パケット数が今までよりも増えた。定額だからいいけど、請求書に『定額じゃなかったら６０万かかりますよ』と書いてあって怖

い。待ち受け画面にしてても、ネットに接続していることがある。」 



 

5 

 F『（定額じゃなかった場合だけど）今までいくら請求されたことある？』 

 S「１００万」 

 S「友達は３００万」 

 

→S「充電消費量が激しい。」 

 S「１日１回充電しなくてはいけないときいている。」 

 S「学校のコンセントで充電している。」 

 

→S「ウイルスが怖い。ケータイだけど小型パソコンの一種だから、ウイルス対策をちゃんとしてほしい。」 

 

→S「使い方のツールが増えた。」 

 F『写真とかビデオとかの便利な使い方は？』 

 S「特にスマホだからといってやっていることはない」 

 

→S「選択肢が広すぎる。何を入れようか悩んでしまって、結局あまり入ってない。」 

 S「動画のアプリを３つくらいダウンロードしてみて、使ってみて１つ選んであとの２つは消す」 

 S「アプリの評価の星の数やコメントで決めている」 

 F『いいものは多くあるのかもしれないけど、見つけるのは大変なのかもしれない。』 

 

→S「音楽がきける。動画もみれる。」 

 

→S「どこでもネット検索できる」 

 

→S「画像の拡大が楽。ちゃんと見れる」 

 

→S「タイの人と手紙でやりとりしてる。手紙に Facebook をやっていると書いてあったが、Facebook が学校で禁止されている。」 

 

15:57 発表の準備 

Q：このグループで出た、他のグループにはないものはどれ。 

F『女の子側として、みんなに発表したら面白いね』 

→S「スマホカバー、イヤホンジャック」 

 F『なんていうフレーズにしようか』 

 S「きせかえ」 

 S「iPhone ずるい」 

 

→F『みんながいちばん好きなアプリって結局なに？？』 

 S「コミュニケーションツール」 

 S「男はゲーム」 

 

F『女の子はわがままなのかもしれないね』 

S「男の子はあきらめちゃう。女の子は向上心がある！」 
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F『タイトルはどうしよう』 

S「JK から見たスマホ！」 

 

16:10 発表の分担分けと練習 

F『発表は３分間。一人でも発表してもいいし、みんなで分担してもいい。』 

S「プラスの意見から言った方がいい」 

 

16:25 頃 熟議終了 

 

 第 2班 

15:03 自己紹介 

 

Q：スマホ使ってる人  

→２/４ 一人は初めての携帯がスマホ 

 

Q：「スマホのいいところ」 

→パソコン感覚で使いやすい 

→電車アプリ 

 

Q：ガラケーのいいところ 

→ボタンが押しやすい 画面がもどりやすい  

→スマホは依存性が高い アプリとか 

 

Q：スマホの悪いところ（ガラケーの良い所）  

→スマホは充電がすぐ切れる 機能が多いから 

 

Q：スマホは欲しいか 

→受験が終わったら買うが、誘惑が多いので今はいらない 

→就活に必要な時期から欲しい 

 

Q：スマホの便利なところ 

→LINE など通話が無料 しかし電波が悪いときがある 

 

Q：スマホの悪いところ 

→電池かすぐ切れる 

→フリーズしやすい 

 

Q：ガラケーを落とした時にバックアップがあるか？ 

→手帳にあるから大丈夫 

→なにもない 
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→ロックもかけてないから解約するしかない 

→なにもしていない 

 

T『スマホならアプリに保存してある』 

 

S「Facebook で友達にヘルプを求める」 

 

T『なくしたときのスマホとガラケー比較』 

 

T『一般的にいいところと悪いところ さらに、自分にとってのいいところ悪いところを分けましょう』 

 

15:25 グループワーク開始 

 

唯一の三年生が主導 

 

S「英語で書いていいかどうか」 

 

紙の真ん中から二つに分けて good point と bad point に分ける 

 

T 『good は使い方のはなしだね。badは充電・依存・操作の話』 

 『Lineはガラケーでも使えるの？』 

 

S「通話はできない」 

 

T『操作とか電源とかで分けられるね』 

 

T『Fへスマホとガラケーについて質問してみましょう』 

 

F『goodはガラケーでもできたが情報量が多いため性能が向上』 

 

F『スマホとパソコンの連携が可能 ガラケーでは不可』 

 

F『写真カスタマイズなどで自由度が高い』 

 

T『会社のメールがスマホでなら見られる』 

 

T『他にいいところは？』 

 

S「「写真袋」で合言葉で写真がまとめて送れる メールじゃなくてアプリで送れるのスマホが重くならない」 

 

T『それって危険じゃない？危険性の認識も大切』 
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S「画像検索の画質が便利」 

 

T『著作権に気をつけてね』 

 

S「スマホは長押しのみで保存できる」 

 

F『それも危険じゃないかな？』 

 

T『トラブルにもわかってやる場合と知らずにしてしまう場合がありますね』 

 

T『そろそろ分けましょうか』 

 

T『使う側の意見はこうなるんですね。作る側はどうですか？』 

 

F『スマホのゲームのほうがタッチなど使える』 

 

T『good point ゆえの危ない所なども大きな字でまとめましょう』 

 

T『アプリ パソコンとの連携 情報量の三つにうまくまとめよう』 

 

T『料金は高くなった？』 

 

S「それほど変わらない」 

 

T『Lineなどのおかげで通話料が安くなったね』 

 

F『有料アプリを使うと高くはなりますがね』 

 

 

１６１２ 作業終了し発表の分担  

 

T『便利な分悪い人がいると大変なことになるね  

  地図は便利だけど位置情報がばれているなど、良い面が悪い面になることも伝えたほうがいいね。』 

 

１６２０ 終了 ５分休憩 

 

 第 3班 

それぞれ３０秒ずつの自己紹介(ｆ、書記、企業の人含め) 

メモの配布→５分間時間をとり、それぞれがスマホの長所短所を書いていく。 
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長所 

パソコンと同じブラウザが見れる。 ２ 

アプリが便利。 ４ 

パソコンと連携しやすい(音楽とか) 

多くのことができる ４ 

自由度が高い、アプリを自分でカスタマイズできる ２ 

 

短所 

セキュリティがしっかりしていない。(ウィルス、個人情報流出)４ 

管理しきれない。(簡単にアプリ等がとれてしまうため、増えすぎて管理しきれない)４ 

機能が多すぎる。ケータイの域を超えている。４ 

紛失した場合のリスクが大きい。 

文字の入力がしづらい(指が太いと特に)(操作性) 

 

ニュートラル 

 

スマホはとらえ方次第で長所にも短所にもなるところがある。(ケータイの域を超えている、など) 

便利すぎて携帯へ依存してしまう。忘れて出かけると落ち着かない 

 

ｆ『自由に出し合った意見の中から主要なテーマを選び、発表に備える』 

 

５分程度の休憩 

 

ｆ『３分間しか発表の時間がないから、いくつかに意見をしぼって発表したほうがよい。具体例も盛り込むとさらにいい。』 

ｆ『先ほど出た意見の中からいくつかに絞って。』 

 

ｓ「ありきたりじゃないものにしたい」 

ｓ「いい点悪い点にわけていくつかに絞る」 

ｓ「中心になる意見を決める」 

ｆ『模造紙を使っての発表。長所短所で対応するものは対称に意見を書いていく。』 

 

自由度が高いことから派生させて、上記の長所短所に分岐させて発表。 

 

多機能⇔必要以上の機能 

アプリで自由にカスタマイズできる⇔管理しきれない 

スマホ一台で多くのことができる⇔一台に依存しすぎる。紛失、故障すると大変 

 

ｓ「良くも悪くも自由度が高いので、スマホは自分でしっかりと考えて利用しなければならない」 

 

完了 
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 第 4班 

熟議テーマ「スマホって何？」 

 

15:04 自己紹介 

 

15:10 熟議開始 

 

T『スマホの良い点悪い点をポストイットに』（２分程） 

F『たぶんでいいよ』 

T『間違っても大丈夫』 

 

Q：スマホの良い点 

→ガラケーよりは使える機能多い 

 やりたいことができる 

 アプリできる（流行） 

 ネット使いやすい 

 タッチパネル使いやすい（スライドできるのよい） 

 楽しい（アプリ、趣味）→ガラケーとの比較はなし 

 暇な時間に楽しめる（メールと） 

 話題になる（コミュニケーションとれる）ゲームで話題になったり 

 

Q:悪い点 

→個人情報管理 

 広告邪魔（スライドしにくい） 

 アンドロイドとの違いわからない 

 依存性がある  

 対話がなくなる（一番問題だと思う） 

 便利になって考えなくなる（情報が簡単に手に入る）→つまらない 

    →T『前は苦労して調べてた？』 

→S「はい。辞書とか本とか。」 

 時間を無駄に使ってしまう（依存性につながる） 

 

T『自分が感じていることが出てきてよかった』 

 

Q：スマホでのトラブルとか問題はない？ 

S「ガラケーとスマホでトラブルが変わるかわからない？」 

S「自分はトラブルにあったことない。」 

 

F『いい面悪い面、ほかに思うことは？どんどん増やそう・』 
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Q:ちなみにスマホユーザーは？ 

・スマホ１人 

・フィーチャーフォン３人 

 

F『もう少し深くかんがえてみよう』（２分） 

 

T『これからは、意見だした人の次の人が質問しよう。』 

S「いい面で同じものでも自分でカスタマイズできる。気が付いたらぞ感なくなる」 

S「時間なくなるって？」 

S「気にしないで使っちゃうから。」 

T『自分はある？』 

S『あります。メールやゲームをしてて。』 

T『一番使うのは？』 

S「友達と一斉送信で会話している。（チャットメール）」 

S「悪い点ではチュエーンメールとか。一気に送るから電池なくなるしイライラする。」 

T『ガラケーでもあるけどいいよ』 

S「時間を忘れてしまう。どつぼにはまる。勉強もおろそかに。コミュニケーション障害おこる。メールでけんかになる。自分もけんか

になったことあります。」 

 

S「アンドロイドとアイポットが似てて何が悪いの？」 

S「はっきりしてほしい。似ていて分かりずらい。」 

F『だんだん差がなくなってしまうは、もしかしたらいいことかも。』 

T『区別がつかないぐらい、使いやすくなってるのかもよ。』 

 

S「自由があるときには責任がるということをつたえきれてないのでは？買う時にショップで知識テストとかあれば。」 

S「自分もそう思う」 

T『ショップの説明がわるいのかも』 

→S「説明があればわかるようになるかもしれない。」  

 

Q:機械的に悪いとこは？ 

S「スマホは液晶が丸出しだから壊れやすい気がする。壊れるたびに代えると大変。」 

 

Q:なんで依存するの？連想してみて。友達見ててどう思うかとか。 

T『電池が持たないのが悪いのかな？電池がなくなるまで使っているのかな？』 

S「依存するのはアプリが面白いからや、繋がっている感があるからやめられない。一人になるのが嫌だから。あとは、疑問が出てくる

から調べてしまう。」 

T『疑問を調べるのはいいこと？悪いこと？』 

S「どっちにもなると思う。どっちかというと悪いかな？深見にはまってしまうから。」 

S「いいことでスマホのアプリの多さ。ガラケーと違って日常的に使えるようなアプリ多いと思う。」 

 

Q:個人情報が開示されることについては？いいことでも悪いことでも。 



 

12 

T『個人情報をオープンにするからいいこともあるよ』 

S「悪い点として、知らない人からのメール多そう。」 

T『個人情報を登録したことでいいことはなにがある？』 

S「お得情報もらえるかも知れない。」 

 

F『これからは、まとめやすく意見を出してみよう。』 

T『自分たちが発表しやすく、ほかの人がわかりやすくしよう。』 

F『単純にいいこと悪いことと、他に分けられないこともあるね。』 

S「一枚だと時間かかると思う。」 

 

S「いい点と悪い点に分けて書いたらいいと思う。」 

 

16:10 まとめ開始 

スマホで漢字を調べる生徒 

T『すぐに漢字調べられて便利だね』 

 

T『中間のものが難しいね。』 

S「どちらでもないのもあるし、両面のものもあるよね。」 

S「中間のもののほうが大切のもの多いね。」 

 

16:20 熟議終了 

 

T：教員  F：ファシリテーター  S：生徒 
 

 第 5班 

ファシリテータ：市野氏（NPO 企業教育研究会） 

サブ：片岡氏（サイバーエージェント） 

高校生：高２女子１名（鎌倉女学院）、高３男子２名（自由学園）、高２男子１名（勝田工業高） 

 

F『スマホのよいところと悪いところを話し合います。その前に、簡単に自己紹介を。ふだん携帯をどう使っているかなど。まず、私の

自己紹介を。千葉で NPOをやっていて、その他はパリーグのウェブ実況・発信をやっています。』 

サブ『サイバーエージェントから来ました。熟議は初めてなのでよろしくお願いします』 

 

S1「茨城県から来ました。趣味はソフトテニスやってたり・・・携帯はグリーとモバゲーをよく使ってます。モバゲーはゲームメインで、

グリーはコミュニケーション系」 

S2「東京から来ました。バスケに入っています。好きなことは音楽、携帯はもっていない。ネットはよく見ます。」 

S3「東京から来ました。趣味はボードゲーム。ドイツのボードゲーム・・寮で生活しているので、友達とよく遊びます。携帯はもってい

ません。ネットもあまりやらない。」 

S4「神奈川県から来ました。趣味は音楽を聴くこと・・・西野かなとか・・・携帯でツイッとしたりしている。パソコンもやっている。

アメーバピグは昔やっていた。」 
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F『ありがとう。最初はよいところと悪いところについてできるだけ多く書き出して、みんなで話し合いたいと思います。付箋紙とペン

を使って、青いほうはいいところ、ピンクのほうは悪いところ・・・ってイメージ。まずは 5分くらい使って・・・とりあえず、思いつ

くことをいっぱい書いてください。』 

 

→ 作業  

 

F「おつかれさま。まず最初の目的はいろんな情報を集めて整理すること。これからはカードゲームのような要領で・・・。似た意見を

まとめます。その他思いついたことがあったら、どんどん発言してください。 

 

＜良いところ＞ 

S1「スマホは写真をとるときや見るときに簡単に手で操作できる。ズーム機能とか・・。タッチパネルで PC よりも簡単。カメラで撮る

ときも簡単。」 

S2「画面が大きく良いので文字が見やすい。文字が大きくできたり・・・見たいところを拡大したり。」 

S3「情報収集が楽。ネット接続が楽。外でいつでもできる。」→他の人も同じような意見があった。 

S1「好きな歌手とか学校の課題とか・・きょうも来る時、地図とか調べた。近くにパソコンがなかったとき、すぐにネットにつなげる。」 

S4「自分の目的や好みでカスタマイズできる。自分の好みで作り上げられる。友達とアプリの情報交換できる。機能や中身をどんどん自

分好みに作り上げられる。」 

S1「アプリをダウンロードすると、なんでもできる。いろんなことができる。」 

S2「ふだん会わない人でも、同じ趣味の人とつながれる。遠くの人とも自由に話せる。個人情報出さなくても、グリーを通じ話せる。学

校ではあまりしゃべらないけど、ネット上での情報交換を通じ、新しいつながりが生まれる。」 

S3「グリーのなかで、参加したいコミュニティを探せる。」 

S4「PC に比べ持ち運びに楽。」 

S1「いろんなアプリがあるので、暇つぶしができる。」 

S2「画質がよい。」 

 

＜悪いところ＞ 

S1「いつもさわってないと落ち着かない。便利なのでついのめりこんでしまう・・はまる感じ。手離せない感じ。生活が崩れる。寝る時

間が遅くなる。生活リズムが狂う。使い方を知らないまま依存してします。」 ※同様の意見も含む 

S2「寮生活のなかで、使い方の問題があり、ルールとかあった・・・朝起きれない。学校いけなかったりして、問題になった。授業中も

寝ちゃったりとか・・。視力に影響あったり・・ブルーライトが目に悪いかったり。液晶から紫外線とかも出ていて有害・・という話も

聞く。」 

S3「授業中にツイッターをやってる人が増えている・・・。」 

S4「先生にばれると携帯を取り上げられる・・・」 

S1「慣れないと文字が打ちにくい。画面を見ながらでないと打てない。」 

S3「ネット上の悪口、いじめ、個人情報流出によるいじめ・・・とか。友達ともめた時にツイッターで名前を出された。学校ではツイッ

ター禁止なので、先生にも相談できない。」 

S2「僕の学校では Facebook やっている人が多くて・・・悪意はないんだけど、知らないうちに個人情報が出ていたりする。」 

S4「ゲームとか・・知らないうちにお金を使ってしまっている。アイテムとか・・。詐欺に近いものもある。」  

→ サブ『アメーバピグさんから自社および業界の事情を説明』 

S1「パケット代かかる」 

S2「僕はバイトしていないので、親が払っている。高額になると親に注意される。ゲームやってるとつい・・・。」 
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S3「タッチパネルなので、勝手に反応してしまう。逆に反応してしてほしい時に反応しない。ガラケーではそんなことない。タッチパネ

ルも慣れるまで大変。」 

S4「交流が軽薄になりそう・・・ネットのコミュニティに逃げてしまって、現実のコミュニケーションを避けるようになる。コミュニケ

ーション障害みたいな・・・。ネット上でのつながりが広がっても実際に本当につながっているのか・・・。」 

S1「画面が破壊しやすい。ガラケーよりも割れやすい。」 

S2「充電の減りが早い。電池がすぐ切れる。不便・・・いつの間にか切れて困ったこともある。」 

S3「高校生がひと月に 5000 円以上払ってまで持つ必要があるのか。高校生がスマホをもつのは贅沢。大学生になると、ガラケー、スマ

ホ両方もってるみたい。」 

 

F『ありがとう。では、発表に向け、意見をまとめよう。こういう意見が出ましたということを３分で発表します。（→付箋紙の整理）』 

 

→良いところと悪いところを合わせてテーマ別にカテゴライズ 

・画面 

・情報収集 

・楽しい→依存 

・つながり（コミュニティ、いじめ等） 

・性能、機能 

・お金 

 

→ 発表に向けグループで作戦会議、打ち合わせ・・・ 
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3. 第一回 高校生熟議 in 大阪 熟議グループ概要 
熟議テーマ： 「スマホって何？」 

日 時： 2012 年 7 月 21 日（土）13:30-17:30 

場 所： 大阪ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行大阪支店） 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】８人 

大阪市立東高等学校 ３年 女子 

金光八尾高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 

大阪府立岬高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立春日丘高等学校 教諭 吉村 剛志 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ミクシィ 井上 真由美 

〔書記〕 

立命館大学 華井 玲奈 

 

【第２班】７人 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 

大阪府立岬高等学校 ２年 女子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

聖母被昇天学院中学校高等学校 教諭 岡本 弘之 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦 

株式会社ディー・エヌ・エー 浅川 美保 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第３班】７人 

大阪成蹊女子高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

金光八尾高等学校 ２年 女子 
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金光八尾高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

関西中央高等学校 教諭 村上 徹 

〔ファシリテーター補助〕 

グリー株式会社 小木曽 健 

グリー株式会社 土蔵 亜由美 

〔書記〕 

和歌山大学 東野 利貴 

 

【第４班】７人 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

関西中央高等学校 ２年 女子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

大阪成蹊女子高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪学院大学高等学校 教諭 松本 宗久 

〔ファシリテーター補助〕 

NHN Japan 株式会社 高橋 誠 

〔書記〕 

宝塚造形芸術大学 中川 芳剛 

 

【第５班】７人 

関西中央高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

大阪府立布施高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

千葉県柏市立教育研究所 佐和 伸明 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社サイバーエージェント 鈴木 敦子 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 金子 真志 
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【第６班】７人 

大阪府立布施高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

金光八尾高等学校 ２年 女子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪府立岬高等学校 ２年 男子 

大阪市立東高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立布施高等学校 教諭 竹内 健二 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 金子 哲宏 

グリー株式会社 山本 恭範 

〔書記〕 

大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 
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4. 熟議録 
 第 1班 

◎自己紹介(14：55) 

 

◎第 1部開始(15：00) 

 

Q：T『スマートフォン使っている人は何人いる？』 

→ 8人中 7人挙手 

 

Q：T『スマフォの良い点(ガラケーと比べて)』 

S「たくさんカバーの種類がある」 

S「アプリをいれて自分なりのカスタマイズができる」 

S「写真写り・画像が良い」 

S「文字入力が早い」 

S「利用幅が広い・使い勝手が良い」 

S「お年寄りが使いやすい」 

S「PCサイト・インターネットが見やすい」 

 

Q：T『上記を分類わけしてまとめると？』 

S「ファッション性」 

S「拡張性がある」 

S「高画質、大画面」 

S「★いろんなものとつながりができる」 

S「説明書がいらない」 

→でも設定がしにくい。 

→慣れたらすごく操作しやすい 

 

Q：T『逆にスマフォの悪い面は？』 

S「通信料が高い」 

→Q：T『月どれくらい使っているか(通信料の面から)』 

S「1000万パケット」 

S「上限いっている人がほとんど」 

S「慣れるまで操作が難しい」 

S「バッテリーの減りが早い」 

S「電話している時の姿がダサい」 

S「セキュリティー面での不安が強い。ex.アプリのウイルスなど」 

S「多機能すぎてデータ容量がオーバしやすく重くなりやすい」 

S「衝撃に弱い上、形的に落としやすい」 

→Q：T 『形を作り変えることができないのか』 

→サイドだけ指を引っ掛けれるよう加工してある等。 

S「今の使い方としてのスマフォなら現在の形が 1番」 
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S「手の大きさによって扱いやすさが変わる」 

休憩！ 

 

〜ラインの方が参加〜 

S「ラインは動作がすぐ落ちるという噂だったけど、すごく早くなってきている」 

F『サーバーを増強しているので、使い勝手が良くなってきていると思う。海外での利用者の伸びが大きいが、台湾で宣伝している以外

には全く広報をしていない。口コミで広がっている。ヨーロッパとアメリカはまだ流行っていないが、中東や東南アジアなどでは人気』 

F『プライバシーの確認を怠っているのではないかという疑いで昨年 10 月下旬に Apple に落とされた。日本では報道などされなかったが、

東南アジアなどでトップニュースになったりもした。』 

F『LINEは同じ仕様で世界展開しているが、日本では青少年保護の意識が高いため、今秋以降に年齢認証を導入する予定。』 

 

Q：S「ラインってどうやって儲けているのか」 

F『全く儲けてなくて、ずっと投資をしている。これから有料サービスを提供していく。手始めに有料スタンプを導入した』 

〜ラインの方離れる〜 

 

Q：T『誰が中心になって発表するか。また、これまで挙げられた項目をどう関連づけていくか。』 

S「他の班も利便性や不便なとこはまとめてきている。 

さらに自分らはこれからにどう活かしていくかまで」 

S「そもそも学校にスマフォをもっていってはいけないことになってる」 

T『先生が時代の変化に柔軟に対応し切れていない現状がある。今や高校生のうち過半数がスマフォを使用している。 

高校で仕組みが変われば他のところにも大き買う影響を与えれる。』 

 

 第 2班 

１５：００ 自己紹介 

 

１５：０８ 第一部開始 

Q：この中でスマホを使ってる人は？ 

４人／７人 

 

Q：なぜスマホをつかってる？ 

→「ガラケーに飽きたから」 

→「前の携帯が５年くらいつかってたから」 

 

Q：これ便利やなーとか思うアプリは？ 

→「LINE」 

→「twitter や Skype」 

→「しゃべってコンシェルというのがある」 

→「コミュニケーション不足になるのでは．．．」 

→「便利になりすぎてると感じる」 

→「そこまで機能が必要なの？」 
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Q：周りでスマホはどれくらい使ってる？ 

→「１２人のうち４人」 

→「ほぼ全員」 

→「半分半分くらい．．．」 

→「意識的に変えようとは思わない．」 

→「画面が割れやすいので躊躇する．」 

 

Q：次変えるとしたらどうしますか？ 

→「周りの様子によって考える」 

→「スマホしか選択肢がなくなりそう」 

 

Q：有料のアプリ使う？ 

→「親が払ってるから 特にダウンロードしようと思わない」 

教員『スマホで出来る便利で良い所を付箋に記入してください』 

生徒意見 

・カバー（裏面ケース）の数が多い． 

・ディスプレイが大きく綺麗 

・操作方法が多種あり面白い 

・アプリケーションが多い 

・地図 

・高速に通信することができる 

１５：４０ 第１部終わり 

 

１５：５０ 第２部始まり 

Q：スマホを使う上で，気をつけないといけないことはある？ 

→「ウイルス対策をきちんとしなければいけない」 

→「ウイルス駆除ソフトなどを入れておかないといけない」 

→企業『通信キャリアで初期設定していることもある』 

→「特定アプリケーションを用いてストーカまがいのことをされる」 

→「カメラで写真を取られて Web にアップされる」 

→「無音のアプリもあるため，気づきにくい」 

→「画面がわれやすいので気をつけないと．．．」 

→「バッテリー消費が多く，充電が必要」 

→企業『アプリがバックグラウンドで動いている事が多い』 

教員『スマホを使うにあたって問題であることを付箋に記入してください』 

生徒意見 

・ウイルス対策が必要 

→アプリケーションの使い方に注意 

→個人情報を抜くようなアプリ 

・バッテリーの持ちが早い 

・カメラを取る時の倫理性 
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・スマホが売れることにより PCが不要となるのでは．．． 

・画像に GPS情報が付加され，どこで取られたかがわかってしまう. 

・人間離れしてしまいがち 

１６：１５ 第２部終わり 

--------------------------------------------------------------------------- 

＊ Qは,基本的に教員が質問している．例外的に企業・生徒の場合はその旨記載． 

＊「 」マークは，生徒の発言． 

 

 第 3班 

15：00 自己紹介 

 

15：00 第二部開始  

熟議「スマホって何?」 

Ｆ『スマートフォンのいいところや悪いところについて考えよう』 

 

配布されたメモ用紙に自分の意見を書き始める 

各自書いた意見を発表・説明・質問し始める 

Ｓ「ＳＮＳで世界中の人と情報交換ができるのが良い。位置情報がわかるのは怖い。画像が高画質でいい」 

Ｆ『ＳＮＳは携帯ではできないのか』 

Ｓ「アプリが多い。接続速度が速い。ミスタッチが多い」 

Ｆ『ガラケーはボタンだが、スマホは画面ゆえですね』 

Ｆ『アプリって何がありますか？』 

Ｓ「ｆａｃｅｂｏｏｋと twitter と skype と Line」 

Ｓ「skype はテレビ電話ができる」 

Ｓ「画面が大きい。高画質。インターネットが利用できる。ガラケーよりも料金が高い。個人情報の問題がある。フリーズが多い」 

Ｆ『普通のホームページが見れるんですね」 

Ｇ『固まらなくなる方法を後でお教えします』 

Ｓ「利用料金が高い。ガラケーはネットは見られない。ガラケーはサイト規制ができるが、スマホはできない。スマホは画面で操作する

のでゲームとかができる」 

Ｇ『スマホの値段は実は使いようで変わる。アプリ等で、規制できる』 

Ｓ「ゲームが楽しめる。処理速度が高い。料金が高い」 

Ｆ『どんなアプリですか？』 

Ｓ「ゲームですね」 

Ｓ「いろいろなアプリがあるので便利。路線案内とかが見れる。個人情報がアプリをＤＬしたときに漏れる」 

Ｓ「アプリがたくさんある。処理速度が速くていいが、電池の消耗が激しく本体が高温になるので改善が必要」 

Ｆ『火傷しそうなんですか？」 

Ｇ『バターが溶けるぐらいです」 

Ｓ「ガラケーよりもいろんなアプリ・機能が使えるのでいい。危険なアプリなどを DL してしまったりするので危険を感じる」 

Ｆ『便利ゆえですね』 

Ｆ『路線案内はいいのだけど、歩行速度は反映されないので、乗り換え時間を考慮されていないので、危ないって思った。世の中は便利

だが、それゆえの問題があるので、本当に便利かどうか考えないといけない』 
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15：35 ディスカッションに入る 

Ｓ「スマホを持ってない人のききますが、興味のあるアプリは？ 持っている人は、どのアプリがいいか？」 

Ｓ「絵をかくソフトがあって、公開でき、意見を聞ける」 

Ｓ「twitter ですね」 

Ｓ「twitter では、興味のある情報がＴＬでみれるのでいいが、誹謗中傷とかもあるので悲しい」 

Ｇ『twitter で、電車で忘れ物をしてつぶやいたら知らない人が見てくれてて、駅に届けてくれた』 

Ｓ「いたずらとかがあるので、見極めが難しい」 

Ｓ「国際的に使えるアプリがあるがどうですか？」 

Ｓ「ゲームですね」 

Ｇ『海外の人と競えるものもある』 

Ｓ「ガラケーではゲームはあんまりしない」 

Ｓ「物を調べるときに、ガラケーの人は、パソコンで調べるが、スマホでは、パソコン代わりに使える」 

Ｆ『世界につながれるという点で議論を絞りましょう』 

Ｆ『世界とつながれるも系を使っていますか？』 

Ｓ「ゲームしかしないのでわからない」 

Ｆ『twitter や facebook 等に話を絞りましょう』 

Ｓ「好きな外人がいるが、探すのが大変」 

Ｇ『twitter で人を探す方法もある」 

Ｓ「ガラケーであんまりインターネットしないです」 

Ｆ『スマホでの世界とのつながりに焦点を絞って考えましょう」 

 

新しい紙が配られる 

Ｇ『twitter のつぶやきはたくさんの人に伝わるのでいいが、個人の場所が特定されたりする可能性があるので注意が必要』 

Ｓ「そんなふとしたことでも、位置情報が相手に通知されることを自覚しないといけない」 

Ｆ『位置情報の良さと悪い点を考えよう』に議題が変わる 

Ｆ『twiter で鬼ごっことかできますか？』 

Ｇ『できます。募集したりすれば』 

Ｆ『位置情報について考える』 

 

5 分ほど各自考えて紙に書く 

16：00 

Ｓ「スマホのＳＮＳの位置情報の良い点と悪い点についての各自の意見を模造紙に張り始めましょう」 

 

良い点と悪い点に分けて張り始める 

Ｆ『張り終わったらそれを見てディスカッションをします』 

Ｓ「スマホの知識を持つためにはどうしたらいいですか？」 

Ｇ『スマホを使う上では、知識がなければならない。さらにそれよりも、興味がなければならない。そうでないと、何も知らないで使わ

なければいけなくなるので。知識を得るためには興味を持たなければならない』 

Ｆ『発表のストーリーを作りましょう』 

Ｓ「ＳＮＳの位置情報になった経緯を話す」 

Ｆ『良い点については必ず話さないとだめだよね。エピソードもあるのでそれも話そうよ』 
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Ｇ『twitter で、電車の運行情報をハッシュタグなどで追いかけて自分の動きが決めれる』 

Ｇ『位置情報で初めて行ったところであっても道案内になるので、相手に見せるというものだけではなく、自分の役にも立つ』 

Ｓ「スマホのＳＮＳの位置情報という議題に至った経緯、良い点、エピソード、悪い点の流れで言いましょう」 

Ｆ『自分で発表するところを決めないと、大変になりますよ』 

Ｇ『時間内で納めることは重要ですよね。それで、司会者を設けておくと流れがつく』 

 

16：20 各人発表する箇所を決め始める 

つづいて、予行演習をし始める 

以上 記録 

Ｇ：企業「グリーさん」 

 

 第 4班 

テーマ「スマホの便利なところ、気をつけないといけないところ」 

---------- 

15：05 

先生『今日のテーマを覚えておいてください。携帯何を使ってる？』 

「スマホ  4人」 

「ガラケー 3人」 

 

先生『いつかえた？』 

「4 月」 

「1 月」 

「3 月」 

「8 月」 

→春が多いんだね 

 

先生『何年使ってましたか？』 

「1 年」 

「初めて」 

「2 年」 

「2 年」 

「3 年」 

「9 ヶ月」 

「2 年」 

 

先生『ケータイ以外に持ってる端末って何？』 

・iPad 1 人 家族で使っている 

・他のタブレット端末 0人 

・パソコン 6人 

 

先生『パソコン持ってる？』 
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・6 人 

 

先生『そのパソコンは何に使ってる？』 

「調べもの、ゲーム」 

「iPod に曲入れるため」 

「Ubuntu 入れてる」 

 

先生『モバイル回線持ってる？』 

 ・0人 それって何？ 

 

先生『ケータイ以外に他の端末持ってる人は？』 

・データ専用 

・ウィルコム 

 ・2台持ちは 2 人 

・b-mobile の SIMを差し替えて使ってる 

 

先生『せっかくの機会なので、LINEのことで気なっていることを聞いてみよう』 

企業『Skype スカイプみたいなものに＋スタンプ機能がある。』 

生徒「スタンプって？」 

企業『チャットがグループでできる。大人数で会話が出来る。受験シーズンに友達と話しながら勉強をしている人もいる。LINEは日本で

作ったサービス。中東や東南アジアなどの海外でも流行っている。この 1週間でロシアでユーザーが増えていっている。社名とサービス

名が違うから。覚えて欲しい。』 

生徒「なんで LINE じゃなくて NHNって社名にしたの？」 

企業『ネクストヒューマンネットワークの略称』 

 

先生『配ったタグに便利な事、気をつける事それを書いてください。』 

便利なことは濃い黄色、気をつける事は薄い黄色に 

 

15：30 

先生『みんなが書いたやつを前に貼っていきます。』 

＊悪い面 

・ネットに載せたら消えない 

・有料、無料買う前に気をつける 

・これなしではなにもできなくなる 

・落としたときのリスク 

・アプリの危険度 

・ワンクリック詐欺 

・アプリの権限があればなんでもできる 

＊良い面 

・動画が見やすくなった 

・なんでもためておける 
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・手軽に外国人とつながれる 

・世界の情報が持てる 

・アプリが増える 

・いろいろなアプリが DL できる 

・声でネット検索ができる。 

・アプリの作る競争がある 

・便利だけど、即断 

・持ち運びが楽 

・処理能力が早い 

 

先生『これを聞いて、1 分半でもう一度便利なとこ、気をつける事を考えてみよう』 

悪い点 

・なりすましに気をつける 

・うっかりに気をつける 

・スパイウイルスに危険が出てくる 

・出会い系に気をつける 

・携帯に依存してしまう 

・使い過ぎてしまう 

・電波が無いと何もできない 

良い点 

・ガラケーにできないことができる 

・大量の情報を持っていておける 

 

先生『こんなにいっぱいでてきたけど、これを似たことを繋げてみよう。他人は様子をみて考えてみよう。これをみてテーマを考えたり、

どれが一緒か考えてみよう』 

生徒 2人に出てもらい、まとめてもらう 

 

先生『まとめてもらったけど、このまとめられたものにタイトルをつけてみよう。』 

別の生徒 2人に出てもらってまとめを書いてもらう 

・いつのまにか増えてる 

・広がる 

など 

 

先生『みんなの意見をまとめられたので、新しい紙にまとめてもらいます。発表するときの発表資料を作ってもらいます。』 

便利なこと、気をつける事。発表の事を考えて 3 人の生徒が前に出て書いてもらう。 

 

先生『一回今でてきたことを話してみよう』 

生徒「持ち運びができるケータイについての便利なことと気になることをまとめました。一つ目は繋がれるということです。海外の人と

情報の交換ができることです。気をつけないといけないことは、ウイルスの危険性だと思います。」 

 

先生『約 1分。発表は 3分だから、後 2分増やそうと思ったらどうすれば良いだろう？』 
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生徒「全員話してみれば良い」→話してみよう 

 

＊1 人目 

生徒「スマホは画質も処理能力も増えて気ましたが、手軽に使えることによって最近スマホにもウイルスの影響が出てきました。パソコ

ンだけではなく、スマホを使うときにもウイルスとか気をつけないといけないと思いました。」 

先生『1分と少し。これを聞いてみんなどう思った？』 

生徒「もっとパン！パン！パン！とテーマを出した方が良いと思う」 

 

＊2 人目 

生徒「スマホの便利なこと、気をつける事をまとめてみました。便利なことについては、アプリの競争があるので、良いアプリが出てき

て種類が増えることです。持ち運びが手軽に出来るようになったことで、アプリをインストールするときにウイルスなどにも気をつけな

いといけないと思います。」 

先生『聞いて気になったことは？』 

生徒「顔の向き」 

→発表の時の姿勢も大切だね 

先生『何が一番、伝えたかったんですか？』 

生徒「アプリのこと」 

先生『一番伝えたいことがないと、みんなは聞いてくれない。もう一つは処理能力があがりました。じゃなくて、だからどうなの？って

言う次の部分が気になるよね』 

 

＊3 人目 

「持ち運びについて話したいと思います。持ち運びが楽になった。しかし、落としたら大変なことになります。別の人が使ったりしてし

まう。これを気をつけないといけない。他人に使われると、大変なことになる。」 

 

先生『3人の話を聞いてみて、発表するまとめを書いてみよう』 
 

 第 5班 

2012/07/21 2:13 

自己紹介 

 

2012/07/21 3:07 

スマホって何 

ファシリテータ：『スマホが何がしゃべってもしかたない』 

ファシリテータ：『さっきの話は一般的で大人の意見』 

ファシリテータ：『ずれてても OKだよ』 

ファシリテータ：『違って OK よ！！』 

ファシリテータ：『さっきの話をまとめなくて OK』 

ファシリテータ：『知識は問わないから、自分の意見をだしましょう』 

 

2012/07/21 3:09 

スマホってどんな良い所があるの？ 
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ファシリテータ：『聞いてること、知ってること、高校生としてこんなのがイイね』 

ファシリテータ：『でも、不便なところがあるよね。』 

ファシリテータ：『リスクがあるね、友だちの話をしても OK』 

 

2012/07/21 3:10 

スマホの良い所と悪いところを分けて書いていきます。 

ファシリテータ：『実感したこと、友だちのを見て自分もやってみたい』 

生徒：「Pixiv 使ってます」 

 

2012/07/21 3:16 

 みんな書いてます 

ファシリテータ：『SNSでどんな人と繋がる？繋がれる？』 

 

2012/07/21 3:20 

ポストイットを貼って行きましょうか・・・ 

       カテゴリ分け 

生徒：「Pixsiv で趣味の幅が広がる」 

      ニコニコ動画とか 

生徒：「自分の趣味に繋がる絵や人に出会える」 

ファシリテータ：『ハマってるアプリとかでも良い y』 

生徒：「多種多様なアプリで、コミュニティ」 

生徒：「なめこデラックスが出てきました」 

生徒：「ユビートというアプリ」 

ファシリテータ：『ゲームアプリと SNS アプリで意味変わる』 

生徒：「質問：音声アプリは・・・」 

siri ネタ 

生徒：「大阪老けますか・・・と検索した（大阪の天気と言った）」 

 

2012/07/21 3:28 

コミュニケーション系 

生徒：「Facebook とかラインとかで海外の人ともコミュニケーションが取れる」 

 「スマートフォンなら、パソコンを開く必要がなく Facebook などが使える」 

 ラインなら、チョットした会話などが手軽に出来る 

生徒：「↑に対する問題点」 

生徒：「twitter で呟いてたら、自分の呟いたことに絡んでくる人（悪い絡み）」 

生徒：「簡単だけど、その分簡単に、暴言などを書かれてしまう」 

生徒：「Lineをやっているが、大人数でできる。だけど、スマホを持ってる人と持っていない人とで、友達関係に差が出る。」 

ファシリテータ：『スマホになる前と変わった？』 

生徒：「手軽さが、他の手段と違うので・・・」 

生徒：「同じ趣味の人と知り合える（Mixi）など」 

生徒：「文字だけだと、相手の感情がわからない。のがデメリット」 
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ファシリテータ：『実体験は？』 

生徒：「絵文字をあまり使わないから・・・いつも怒ってると思われる」 

生徒：「実際に FacetoFace のほうが良い」 

 

2012/07/21 3:34 

いろんなアプリがある 

生徒：「友達がやっていて羨ましい」 

 

2012/07/21 3:35 

コミュニティのメリット 

生徒：「スマホが出来て、層が増えて気軽にやってるから、詐欺とか変なサイトに誘導される傾向がある」 

 

2012/07/21 3:36 

国の教育が足りてない 

ファシリテータ：『企業にとっては良いターゲット』 

ファシリテータ：『利用する側も意識するべきではないか』 

 

2012/07/21 3:37 

デザインのカスタマイズができる 

生徒：「自分の個性を出せる」 

ファシリテータ：『アプリの話とも関係しているような・・・』 

生徒：「芸能、芸術に関係ある・・・デザインとか」 

 

2012/07/21 3:38 

操作性について・・・ 

ファシリテータ：『本当に操作しやすい？』 

生徒：「押した感覚がない」 

生徒：「第１部であった、どうやって操作する？」 

ファシリテータ：『操作しにくいと思ったことは？』 

生徒：「スマホのタッチミスなど」 

生徒：「Line とかでミスって消そうと思ったら、間違って送信した」 

ファシリテータ：『ミスは自分のせいかもしれないが、ひょっとするとデザインの問題では？』 

ファシリテータ：『高校生でそうおもうなら、大人はもっとひどいのでは？』 

ファシリテータ：『物によっては使いやすいがもっと使いやすくしろ！！』 

生徒：「バグやフリーズ、バグフィックスが終わってない。」 

   生徒：「スマホ自体が発熱して、ハングアップする」 

生徒：「スマホのタッチパネルが潰れたら・・・・」 

     生徒：「ハードウェアの強度に問題ある？耐久面に問題ある？」 

ファシリテータ：『ソフトウェア面とハードウェア面と両方の心配をする必要がある』 

生徒：「多機能で、高性能だけどまだまだ」 

生徒：「使い勝手が悪い」 
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生徒：「充電減るのが早すぎる」 

    生徒：「ネットを使ってると休みの日で、４時間ぐらいでなくなる」 

  生徒：「ソーラーパネル月の充電器でフォローする」 

 

2012/07/21 3:46 

自分の作品を投稿して、それを大会に出品できたり、就職に繋がる！！ 

ファシリテータ：『可能性が広がる。近所の人や友だちだけでなく、作品や職業につながる。』 

 

2012/07/21 3:47 

アプリに潜むウィルスとハッキング 

生徒：「スマホが感染すると同期して、PCにも感染する」 

ファシリテータ：『大丈夫かなと思いながら』 

生徒：「音楽のサイトからダウンロードするとウィルスバスターに反応した！！」 

生徒：「海外のサイトかに行くとアンチウィルスが反応した」 

 

2012/07/21 3:49 

インターネット依存症 

生徒：「グリーとかアメブロとかにハマってしまった。」 

生徒：「受験前まで、続けて、成績が低下」 

生徒：「自分で止められない」 

生徒：「それが危なく、怖い」 

生徒：「自分で調整ができるようになれば、成績も向上」 

ファシリテータ：『ハマったものってある？』 

 生徒：「ゲームにはまった。」 

   生徒：「Skype とか Ameba にハマった」 

   生徒：「グリーで成績ダウン」 

   生徒：「自分の趣味と合う人がいる」 

ファシリテータ：『卒業できたきっかけは？』 

   生徒：「オフ会に行って、楽しかったが、危険だと思ったので卒業できた」 

ファシリテータ：『そのまま成績が落ちたり、友達関係がなくなったり』 

生徒：「親に強制的にネットを止められた」 

 生徒：「周りの状況を見て、その友達をフォローする」 

ファシリテータ：『学業がメインだもんね！！』 

生徒：「やっぱり、関係が密になるから、「他の人」に助けてもらう」 

生徒：「友達に私は助けられた」 

生徒：「経験しないとわからない！！」 

生徒：「私は自分でどうにかしよう！！っていう感じに・・・」 

ファシリテータ：『先生はあまり役に立たない。そういう子だとか、どう対応していいかわからない』 

 

2012/07/21 3:55 

不正ダウンロードなど 
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生徒：「売っている業者が損をする。売り物なんです！！」 

生徒：「紙の質感がないとダメ！！」 

ファシリテータ：『本は実物でないとだめ？』 

生徒：「YES」 

生徒：「理科の資料とかはデータで OK」 

生徒：「国語とかはリアルの本が良いと思う・・・」 

  生徒：「デジタルな 3Dや映像などがあって良いが、図書館が好きなので」 

  生徒：「読み方の自由などがリアルの本では必要」 

 生徒：「でも本とかなら、他のページに簡単に飛べる」 

ファシリテータ：『実物の良さもひつようだよね。何でもかんでもデジタル化は・・・』 

 

2012/07/21 3:58 

アプリが便利 

生徒：「ナビを使ったり、電車の時間を調べる」 

生徒：「俺は内田洋行までの道順を印刷してもってきたぞ！！」 

 

2012/07/21 3:59 

動画の画質が綺麗 

 

2012/07/21 3:59 

 twitter で世間に大量に拡散してしまう 

ファシリテータ：『情報発信』 

 

2012/07/21 4:00 

国の教育が足りません 

 

2012/07/21 4:00 

スマホだとカラオケの会員に登録できなかった。→まだまだ系 

 

2012/07/21 4:01 

依存性に→書く力が低下する→漢字が書けない 

生徒：「感じが書けないと 社会人としてそれではダメだろう！！」 

 

2012/07/21 4:02 

どう発表する？ 

生徒：「操作性が重要ですか？」 

ファシリテータ：『「可能性」と「依存性」』 

ファシリテータ：『Facebook とかコミュニケーション系にはまりやすい？』 

書記：「本を読みましょう！！」 

 

2012/07/21 4:05 
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発表の仕方も相談 

生徒：「メリットとデメリットと交互に言い合う」 
 

 第 6班 

15:05 第二部開始 

自己紹介 

 

S「ガラパゴス携帯について教えて欲しい」 

F『日本独自の進化を遂げている携帯』 

S「フィーチャーフォンについてなんですか？」 

Q『使ってみて、持っていない人は、こんなことができるのでないか、という意見を話して欲しい。自分の経験、友だちから聞いた話で

も OK』 

 

付箋紙に意見を書き出していく時間（５分） 

出された意見を、ファシリテータが付箋紙を貼っていく 

 

良い側面・・・青 

S「画面が大きく見やすい」 

S「ネット接続が速い」 

S「カメラの画質／画質がキレイ」 

S「多様性」 

S「カメラの画質／画質がキレイ」 

Q『他の意見を見て、他にも何かできそうなものはありますか？。ヘリコプターを飛ばすこともできる』 

F『iPad使ってみてどう思った？』 

S「時代が来た」 

S「使いやすいが、大きすぎるのも」 

S「写真を撮るとき」 

F『どんな展開が考えられるかな？』 

S「表現の幅が広がる」 

F『高齢者にとってみればどうだろう』 

S「見えへん」 

Q『いろんなことができる。すぐ調べることができる』 

 

負の側面・・・黄色 出された付箋紙の内容 

S「操作が慣れるのに時間がかかる」 

S「ウイルスに感染する」 

S「スパイウェア」 

S「規約を読んでいない」 

S「依存」 

S「写真に位置情報をついているのから、そこから個人情報が漏れるのではないか」 

S「未成年に対する企業の姿勢の問題」 
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mobage『ゲームだとついつい時間を使ってしまい、暇があると作ってしまう。提供する側が制約できない。みなさんで、１日何時間まで

にしましょう、ということを、自分なり家族との決めをして欲しい。なぜなら、いつでもどこでもスマホがあればできる。時間は限られ

ているし、高校時代にやるべきこともあるから』 

 

グリー『未成年の方々に望むのは、リアルな人間関係が先にありきで、その上でネット上の人間関係がある。匿名でコミュニケーション

がとれることのいいことと悪いことがある。リアルな人間関係を考えていってほしい』 

 

F『SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）。LINE にしても、ネットワーク広がる。今までの話を踏まえて、今後みなさんはどのよ

うにして使いたいかを休憩後に考えてもらいます』 

 

F『今後、どのようにスマホを使いたいかを書いてみてください。貼りながら発表をしてもらい、最後に３分ぐらいの発表にまとめます。

貼るときに、似たような意見があれば、その近くに貼り付けて下さい』 

S「キーボードのカスタマイズ。入力方法（例：ATOK Pad）」 

S「簡潔な利用規約が求められる」 

S「アバターのパーツを増やす。アバターに愛着が出てくる」 

S「同じ端末を使う場合、お年寄り向け、子ども向けに細かく設定ができるようになれば幅が広がるのではないか」 

S「ゲームは自分の楽しみなので、使いすぎないように時間を制限する」 

S「スマホに頼りすぎない。モバイルバンキング。携帯電話の本来の役割＝通話、インターネットを重視した方がいい。」 

S「画面を見て使うのではなく、歩きながら使えるようになるといい」 

 

グリー『Google によってウェアラブル PCが開発されている』 

 

S「誰でも、簡単に使えるようにした方がいい。高齢者には自由度が高すぎて難しい。わかりやすく説明できるようにした方がいい」 

S「カレンダーや ToDo リストを使って、予定管理が簡単にできるようになればいい」 

S「バックグラウンドでアプリケーションが動いていて重くなることが多いので何とかして欲しい」 

S「画面が大きくなると、隣の人から覗かれるようになってしまう」 

S「お年寄りや子どもに使いやすいように、ボタンを大きくして欲しい」 

S「使う時間を制限した方が。ひきこもりにも関連するのかな？」 

S「大人向けの広告が、子どものスマホに出ることがあるので、ページごとなどにも分けて欲しい」 

S「みんなで情報が共有できるようになればな。例えば、どんなアプリが便利で、とか」 

S「それぞれのアプリにロックがかけられれば、他の人にも見られなくてもすむのかな」 

S「安全に使いたい。情報＝行動」 

S「スマホ頼りすぎにならないように」 

 

F『今までのものを、張り直して並べ直して、まとめてみよう』 

S「付箋紙の色のグループごとでやっていくと時間短縮になるね」 

16:20 第二部終わり 
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5. ネット熟議 
熟議テーマ： 「ガラケー派？スマホ派？」 

開催期間： 2012 年 9 月 9 日（日）0:00 ～ 10 月 14 日（日）24:00 

開催サイト： 文部科学省 政策創造エンジン 熟議カケアイ（http://jukugi.mext.go.jp/） 

熟議担当者： [ネット熟議ファシリテーター] 

奈良佐保短期大学 1年（高校生熟議 OB） 金子 真志 

慶應義塾大学 1年（「招待会議 2011」実行委員長） 平野 翔大 

参加人数： ネット熟議参加者 28 人 

発言数 128件 

 
最初の質問に対して 

・大阪、東京の高校生のみなさん、リアル熟議お疲れ様でした。 

はじめの人は、はじめまして。2回目以降の人はお久しぶりです。大阪熟議で書記をしていた K636174 です。ネット熟議ではファシリテ

ーターをやってます。いよいよネット熟議がスタートです！！ 

・リアル熟議では「スマホって何？」をテーマに熱い議論があったと思います。 

リアル熟議で学んだことや感じたことを次はネット熟議で活かしてもらいたいと思います。ネット熟議のテーマは「ガラケー派、スマホ

派？」です。みなさんが思っていること、感じてることを活発に書き込んでほしいと思います。" 

ファシリテーターのお二人 どうぞよろしくお願いしますね！！ 

・いよいよネット熟議スタートですね。活発な議論を期待しております。熱い・篤い議論を １１月３日は残念ですが参加できません 

・遅ればせながらやって参りました、「ファシリテーターの二人」の片割れ、 

東京熟議で３班にいた平野です。リアル熟議に参加したみなさん、ありがとうございました＾＾僕はファシ初めてなので多くの方がはじ

めまして、かな。 

・みなさん活発なリプありがとうございます。東京側のコメが少ないのは気になるトコですが・・・（東京の人、いたら投稿しよ！！！！

ちなみに僕はスマホ派、ですね。 

とにかくガラケーだとメールが打ちにくい。それだけなんですけども・・・ 

あとスマホの拡張性も好きですね。キーボード付けたりリモコンにしたり・・・使い道が広いというのはなんていうんでしょう、興味を

そそるものがあります（笑） 

・k636174 さんよりは出現頻度が低いですが、みなさんよろしくお願いします＾＾" 

・はじめまして、キリトです。よろしくおねがいします。ぼくは、普段あまりパソコンを使っていろいろなサイトにいくということはし

ないので、あまり、コンピューターウイルスのことを気にしたりしませんでした。しかし、今後パソコンを使う機会も、増えてくると思

います。なのでウイルス対策のことについて、いろいろ教えてほしいと思います。" 

・大阪熟議で書記をしている金子です。 

コメントありがとうございます。 

・コンピュータのウィルス対策って正直、面倒ですよね(^^)ウィルス対策してなかったら、コンピュータが「ウィルス対策してないので、

しときますわ?」とか言って勝手進めてくれると便利なのですが(-_-;)" 

・至らぬ点も多かったかと思いますが、最後までお付き合いくださりありがとうございました。東京の方は、11 月 4日、会場にてお会い

しましょう。大阪の方は、同日、画面にてお会いしましょう。ではでは＾＾" 

 

・早速、お久しぶりの書き込みさせて頂きます！私は羽衣学園の三年生です。 

大阪のリアル塾義に何回か参加しました！皆さんよろしくお願いします。 

・私が今、持っているものはスマホです。なぜか？と聞かれると…流行りに乗ってみた。 
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とでも言っておきます。イマイチ使いこなせてないですが、Facebook や Skype をよく使う私にとっては PCの役割を果たせるスマホに魅

力を感じています。スマホ派かガラケー派か？については、また書き込みします。 

・M 氏さん 書き込みありがとう！！今年もよろしくお願いします。 

＞＞Facebook や Skype をよく使う私にとっては PC の役割を果たせるスマホに 

＞＞魅力を感じています。 

これはスマホの大きなメリットですね。「スマホさえあれば、もうパソコン不要です」とおっしゃる方もおられるとおもいます。皆さん

はどう思いますか？" 

・こんにちわ！大阪市立東高校の tyokio です。ネット熟議ははじめてなので至らない点もあると思いますが、よろしくお願いします！ 

・ガラケーもスマホもメリット・デメリットがありますが、それをふまえても僕はスマホ派ですね。僕が思ったそれぞれのメリット・デ

メリットを一通り書くのでご一読よろしくお願いします。 

≪ガラケー≫ 

◎メリット 

・ボタン入力なので慣れれば見なくても打てる  

・コンパクト 

・スマホより基本的に電池をくわない 

◎デメリット 

・web閲覧しにくい(PCと同じ画面で閲覧できない) 

・インストールできるアプリが限られている 

・直観的な操作ができない 

≪スマホ≫ 

◎メリット 

・直観的な操作ができる 

・色々なアプリをインストールできて、ガラケーより自分好みの携帯にカスタマイズできる 

・web閲覧がしやすい(PC とおなじようにサイトがみれる) 

◎デメリット 

・携帯の料金プランがガラケーより割高 

・液晶が大きく、基本的にタッチパネル操作なので電池消費が激しい 

・基本的にガラケーより携帯が大きいので持ち運びに不便 

 

・僕はガラケーと ipodtouch 持ちなのでその視点から書いてみました。 

みなさんのリプライ待ってます！" 

・順番が前後しましたが…。 

>> 「スマホさえあれば、もうパソコン不要です」とおっしゃる方もおられるとおもいます。 

自分はスマホでもインターネットをよくしますが、家にいるときはパソコンを使います。 

ガラケーよりは画面の大きいスマホですが、それでもネットをしているとやっぱり見にくいです。 

・スマホは確かにパソコンに近いですが、僕はパソコンが不要とまでは思わないです。 

「スマホは小さいパソコン」っていう言葉もありますが、個人的な解釈は「スマホはコンパクトなパソコン」というよりは「スマホは出

来ることの範囲が小さいパソコン」って感じです。皆さんはどうですか？スマホやガラケーを持ってパソコンの使い方が変わったって方

がいたら意見を聞きたいです。 

・以前 youtube やニコニコ動画・ニコニコ生放送は PCで見てましたが、スマホ(厳密に言うと ipodtouch ですが(^_^;))になってからは

スマホで閲覧しています。画面が小さい分動画が鮮明になり、PCよりも途中でフリーズしなくなったのが大きな利点ですね。でもニコニ
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コ生放送はザラザラしてて見にくいので PCで見てます。したがって>> 「スマホさえあれば、もうパソコン不要です」という意見には反

対です。つまり、用途によってスマホと PCを使い分けるのが正しい使い方だと思います。 

・こんにちはマッスーです。 

>>スマホやガラケーを持ってパソコンの使い方が変わったって方がいたら意見を聞きいです。 

スマホと PC どっちも活用しています。具体的に例えると、スマホは外出時に熟議のコメントをするときに活用。PC は自宅（又は学校）

にて他の作業をしながら、熟議のコメントをするときに活用。他にも活用法はありますが簡潔に言いますと、軽くこなせる作業はスマホ

でデータなどを大量に送受信するときは PCを使っています。ですから、僕もいくらスマホがあれども PCも必要です。 

・やはり皆さんスマホをもっている方が比較的多いですね！私は今年の７月にスマホに変えたばかりなのですが、最近の悩みが...自分

の好きなアプリを使って撮影した写真やダウンロードした画像などが、どこのファイルに入ってるのか（保存されているのか）分からな

くなってしまったんです。これは機種の問題かもしれませんが...（因みにドコモのギャラクシー３です）ファイルが細かすぎだし、そ

のファイルを開くのにも別にアプリをインストールしなければならなかったり。訳が分からなくなってしまって、今までスマホ派だった

のにガラケーに戻りたいなあ。なんて思ってしまいました。そこまでスマホのことが分かってない人はこうなるんだなーと思いました。

笑 

スマホ派の皆さんは、スマホが使いづらいと感じたことはありますか？" 

・最近ずっと「熟議参加の五箇条」の２を忘れてた･･･どうも。dattara-it です。昼休みなうです。 

＞スマホ派の皆さんは、スマホが使いづらいと感じたことはありますか？ 

スマホを使って１年半になります。今でこそかなり使えてる方だと自負していますが、使いはじめはかなり大変でした。ちなみに当時は

スマホの性能もまだまだでしたから、フリーズとの戦いでした(笑)みんな初めはそんなもんだと思いますよ。 

>ファイルが細かすぎだし、そのファイルを開くのにも別にアプリをインストールしなければならなかったり。これはアプリを自由に入

れられるスマホの利点が裏目に出たって感じですね。例えば写真がどこに保存されているかを確認するには「ファイルマネージャ」とい

う種類のアプリが必要です。S3なら確か「マイ ファイル(違ってたらごめんなさい！)」というアプリがもともと入っていると思います

が、機種によってはそんな便利なアプリは標準搭載されていなかったり･･･。そういう機種では、ユーザーがそういう種類のアプリがあ

ると知らなければどうにもならないですからね。欲しいアプリを自由に入れられる代わりに、初期の状態で使いにくいっていうのは確か

にかなり深刻な問題かもしれません。" 

・お返事ありがとうございます！そうですよねー。そもそもスマホはアプリを上手くインストールして使いこなせなければ、便利とは言

えない？と思ってしまいました lol 

もっと IT系に強くないユーザー（例えば、普段から PCなどを使っていない人）でも使いやすくなれば、ガラケーよりもスマホの良さが

際立つのでしょうね:)" 

 

ウイルス対策 

・はじめまして。 奈良朱雀高校の猫 Lです。ガラケー派？スマホ派？ですが、私はガラケー派ですね。両持ちなのですが、スマホは、

ガラケーと違ってタッチ感が無いので押し間違える事が多いです。なので、ガラケー派です。" 

・奈良朱雀高校のユーです。ガラケーかスマホかって話ですけども僕はスマホ派です 

今、使っているのはガラケーなんですが本当はスマホがほしかったです。スマホってやっぱり高いですヨネーーー（泣き） 

・僕は奈良朱雀高校のトッシーです。僕はガラケー派かスマホ派かと言われたら、僕はスマホ派です。その理由はメールがガラケーより

(自分の中では)打ちやすいからです。 

・スマホ好きー(*´∇｀*)blog 更新するときも楽だし、ポチポチ音が鳴らないから 

周りの人に迷惑になら無いし♪*とにかくスマホ派♪スマホ大好きなりー＊笑゛ 

・奈良県の高校生です いろんなな機能があるので便利です 

・どうも、奈良朱雀高校のヘラヘラです。大阪熟議の皆さんはお久しぶりです。 

東京熟議の皆さんは画面には映っていたかな？って感じです。さて、ガラケー派？スマホ派？なんですが、僕はガラケーを使ってからの



 

36 

スマホ使いです。でも、「絶対ガラケー！」や「断然スマホ！」と言ったこだわりはありません！（笑）ガラケーにもスマホには無い使

いやすさはあったし、当然その逆もあります。ただ、クラスの大体がスマホを使うようになって、同じアプリを入れてると、連絡が取り

やすくなったのでその点はすごく良いなと感じています。 

・いきなりですが、スパッと回答させていただきます。ガラケー派です。 

一応、ガラケーと同時に ipod touch を持っているのでスマートフォンを購入する必要がないからです。スマホだと、携帯とネットが同

じになってるのでネットを知らぬ間に使いすぎて重要な連絡をとりたいときに、充電がないというオチも。しかし、ipod touch にも弱点

が・・・。Wi-Fi がないと ipod は、ネットには繋げられません。好きなところで、使おうと思ったらモバイル Wi-Fi ルーターを購入す

る必要がありその、通信料の値段が携帯の通信料（パケホ W）の値段とあまり変わらないためスマホ派の 2倍料金を払わないといけませ

ん。でも、そこまで、いろんなところでネットを見ないという人はこちらでも、大丈夫です。どうしても、必要なときはフリースポット

を探すか iモードなどで十分です。 

そういうことなので、自分はガラケーと ipod touch のセットで満足しています。" 

・マッスーです。 

>>たろすさん 

確かにソフト的な面ではスマホが圧倒的にメリットが強いと思います。逆にハードウェア的な面ではガラケのほうが良い気がします。" 

・マッスーです。 

>>涼加さん 

>>ポチポチ音が鳴らないから周りの人に迷惑になら無いし♪* 

スマホならマナー的な問題も解決できるってことですか？その着眼点はなかったです(笑)" 

">>スマホだと、携帯とネットが同じになってるので 

>>ネットを知らぬ間に使いすぎて 

>>重要な連絡をとりたいときに、充電がないというオチも。バッテリーの減りが速いのは確かにスマホの弱点ですね。でも、それは使い

方の問題では？(笑)少なくとも自分は、うっかりバッテリー切らしたことは殆どないですし、バッテリーを多く使ってでも外でネットが

できるほうが嬉しいです。 

・最近発売されたらくらくスマートフォンは、タッチパネルが圧力を感知できるそうで、 

ボタンをしっかり押さないと反応しないように設定できます。逆にスライドなどの操作は軽いタッチでできるんですよ。今はらくらくス

マホしかこのタッチパネルは搭載されていませんが、将来的には普通のスマホにも搭載され、押し間違いも減るかもしれません。 

・ソフティーさん 

充電がなかった時の緊張感と絶望感はよくわかります。なのでモバイルバッテリーを持ち歩いていたりしていますが、気休め程度です。

スマホやタブレット端末はハイスペックを求める代わりに消費電力が半端ないのでそこが難点ですよね。金銭的な問題も重要だと思いま

す。だから僕は docomo と契約して、タブレットではなくスマホにしてるんですが・・・ 

でも将来的にはガラケーとタブレットの両刀使いになってみたいです。 

突然ですが、今スマホ使っている人でやっぱりガラケーに戻したい方とかはいますか？" 

・>>dattara-it さん 

>>ボタンをしっかり押さないと反応しないように設定できます。 

その機能いいですね。早く広まることを願います。確か、普通のスマホでもボタンを押したら振動するように設定もできますし押せなか

ったら押せなかったで振動しないですからね(笑)そういう、ガラケーと比べた時のデメリットも機能とアプリで解消しているのも 

スマホの素晴らしさの一つですよね。 

・返信ありがとうございます。両刀使いで、某無料通話会社のＣＭを思い出しました。 

でも、あれって結局、携帯とネットが一緒にできる。スマートフォンの実力を思いっきり半減させてる気がしないでもないです。電話は、

某無料通話会社、インターネットは、スマホ・・・。結局、ガラケーと ipodのコンビと同じような気がしました。某会社を批判してる

わけではないですがその会社のように、スマホと無料通話携帯をお持ちの方から自分の今考えたことについて、異論などを聞いてみたい
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です。 

・確かにバッテリーに関しては人それぞれの使い方が関わってきますね。ネットでも、調べる内容によってはスマホが便利です。しかし、

電車の時刻を調べるくらいならガラケーで十分ですね。結局、ネットの使い方も人それぞれ情報を多く必要としてるものは、スマホして

ないものは、ガラケーで問題ないと思います。ただ単に、ゲームやアプリを楽しみたいと言う方は ipod touch だけで、十分だと思いま

す。 

・>> ネットでも、調べる内容によってはスマホが便利です。 

>>しかし、電車の時刻を調べるくらいならガラケーで十分ですね。 

>>結局、ネットの使い方も人それぞれ情報を多く必要としてるものは、スマホしてないものは、ガラケーで問題ないと思います。そうで

すね、スマホの大きな利点はインターネットがしやすいことですから、それを必要としないのならその人にとってスマホの価値は半減で

すね。 

>>ただ単に、ゲームやアプリを楽しみたいと言う方は ipod touch だけで、十分だと思います。 

これも賛成です。また中古の Android スマートフォンなんかは 1 万円以下で買えたりしますから、ゲームや音楽を聴くためのツールとし

てもこういうタイプの端末はぴったりだと思います。まあ厳密には通信できない端末(iPod とか)はスマホとは別物じゃないかと思います

けどね… 

・書記長なる役職を 東京で拝命いたしまして，東京熟議では フラフラ～と大阪熟議では ２班で 必死に書記してた 書記長です^ ^;リ

アル熟議に参加された皆さん，お疲れさまでした．さて，ガラケー派？スマホ派？と聞かれたら 断然スマホ派です． 

なんでかって？そりゃ．．．いろんな事出来るじゃないですか！アプリ開発したり，OS の中いじったり．．．ｲﾔ，ﾅﾝﾃﾞﾓﾅｲﾃﾞｽ．．．まぁ，いろ

んな事が手元でできる""スマホ""なるものを持っちゃうとガラケーに戻れと言われても 戻れないなぁ．．． そんな感じです． 

・アプリ開発ってすごいですね！自分もデベロッパー見習い(？)なんで尊敬します。 

システムをごにょごにょするのも、まだまだ初心者ですけどすごく楽しいです。これってスマホ本来の使い方ではないですけどね…。い

かんいかん、つい食いついてしまった。 

・みなさんこんばんは。大阪熟議で受け付けにいた者です。リアル熟議お疲れさまでした。 

ネット熟議もよろしくお願いいたします。私もガラケー派です。一番の理由は体質なのですが。。。タッチパネルに反応しにくい指の持ち

主のため、私にはガラケーの方が操作性が良いです。とは言っても、仕事柄、スマホも持っています。スマホを使いこなしている皆さん

に憧れますが、個人では、通話機能、メール、ネット、とガラケーで十分間に合っています。スマホでちょっと不安に感じているのは、

利用者情報がどのように使われるか、十分把握できないこと(自分の能力のせいですが）と「つながりすぎる」こと。 

いろいろなサービスが知人や関連のある情報とすぐに結びつけてくれますが、個人的には便利と感じられないことが多く、自分で取捨選

択している感が強いガラケーが好きです。 

個人的なガラケーおススメポイント 

・ボタンで操作できる 

・電池の持ちが良い 

・カバーが無くても落っことしても意外と平気 

・奈良の高校に通っている風雅と申します。 

私は、「ガラケー派、スマホ派？」と相手に聞かれたらすかさず、「ガラケー派」だと答えます。それは何故か、と質問されたら私はこう

答えます。中学の時から私はずっとガラケーを使用しています。それを今更になって新しく発売されたかと言って長年付き合っていた相

棒を捨てるなどそのような事はするべからず、というおかしな信念に駆られてしまうのがまず一つ目の理由。他に次の理由を述べたいと

思いますスマホは確かに小型 PC のような多種様々な機能を所持しており大変便利だと思いますが私はどうもタッチパネルに弱いタチの

ようで通常操作が扱いづらくてしかたありません。よって、私はガラケー派である、と言わせて頂きます乱文乱筆、失礼致しました。 

・皆さん、こんにちは「Walker」といいます。ちなみに高校二年生です。 

私はスマホ派です。理由、画質がいいから、音質がいいから！こんな感じで単純な意見ですｗｗまぁスマホの欠点といえば・・・電池の

消耗の早さ、バグの多さです。 
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触ってるとすぐの「電池残量残り 20％です」って出てこられ急いで充電器を用意しなければなりません・・・いいところ悪いところはあ

りますが私はスマホ派です。 

・>>理由、画質がいいから、音質がいいから！ 

スマホは綺麗な画面を詰んでるものが多いですし、音楽を聴くのにも便利ですよね！ 

音質は機種によりピンキリですが、それもアプリで補えるのでどんなスマホでもそれなりの音が出ますね。あとスマホのほとんどは普通

のイヤホンが直接接続でき、これもすごく助かります。 

・奈良朱雀高校のユーです 

dattara-it さんに質問なんですが 

スマホで音楽を聴くのは便利といわれていますが音質とかは良いのどうなんですか？ 

私、ガラケーなのでよくわからないのですが 

・>>ユーさん 

音質は機種によりけりです。平均して考えても特別いいわけではないです。音楽プレイヤーの機能はスマホの一部であってこれといって

重要視されているわけでもないですからね。ただ、中には Walkman の技術が応用されているような音質重視の機種なんかもあります。そ

ういった機種はやっぱりいい音が出ます。ただ、>>40 にも書いたように、スマホではアプリを入れることによって自分好みの音質を出す

ことができます。イコライザーっていう種類のものになるのですが、例えば重低音の音量を上げたり、高音を強調したり･･･という感じ

です。そうやってある程度のカスタマイズができるので、音質がそれほど良くない機種でも(カスタマイズによって)満足のいく音が出せ

ると思います。まあ後は、携帯とは別に音楽プレイヤーを持ち歩く必要がないこともスマホで音楽を聴くメリットですね。 

その代わり電池はかなり食うので残量には注意ですが･･･。 

・僕はスマホ派です！ 

スマホはヘッドホン接続端子がついてるのでヘッドホン(イヤホン)のプラグ刺すのに便利ですよね。また音量調節がほとんどの機種は側

面についてるので調節しやすいです！ 

・奈良朱雀高校のユーです 

dattara-it さん。すごくわかりやすい説明ありがとうございました。すごく勉強になります。お役に立てたら嬉しいです(^_^ゞ 

・こんにちはマッスーです。 

>>ネットでも、調べる内容によってはスマホが便利です。 

>>電車の時刻を調べるくらいならガラケーで十分ですね。 

僕もその通りだと思います。使う人によって機器の選択ができるっていうのがしっくりくるかと思います。しかし、それは情報や電子機

器に詳しい人だけのお話。一般の学生（こう言うと偏見があるみたいですがご了承ください）などは、スマホかガラケーの違いで立場の

優劣的なものがあると思います。一昔前まではケータイを持っているか持っていないかで、その人のステータスが決まったこともありま

したよね？今はスマホとガラケー・・・ 

最近放送している元暴走族上がりの熱血先生の某ドラマのワンシーンにもありました。 

人間のいやな性質ですよね(笑)今のスマホ派かガラケー派かの熟議では機器の性能面で比べてきましたが、社会的面からでもどっちかに

分かれると思うのですがどうでしょう？ 

・風雅さん、こんにちはマッスーです。 

>>長年付き合っていた相棒を捨てるなどそのような事はするべからず、というおかしな信念に駆られてしまうわかります。その気持ち。

最近はスマホを落としたら、思わず「あっ！ごめん！」と言ってしまう・・・はたから見たら変人です。 

・長文だったので、分けて投稿します。 

>>私はどうもタッチパネルに弱いタチのようで通常操作が扱いづらくてしかたありません。 

なるほど・・・実は僕も（て言うか僕の家族全員ですが）前まではガラケーを所持していました。今も現在進行形で所持しているのです

が、荷物に埋もれて化石状態になってます。 

ここで余談です。興味のない方は気にしないで熟議してください。僕たちがガラケーからスマホに変えたときにちょっとした問題で親子
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喧嘩に発展しました(笑)機種変したその晩のこと、まずは家族全員スマホをいじります。（おかしな光景でした）母親が機器の操作につ

いて僕に聞きました。「ここはどうなんの？」と僕はできるだけわかりやすく説明したつもりでしたが、どうも理解できないらしく何度

も説明をしました。そのうち僕もだれてきて投げやりな態度になり、喧嘩勃発！母は挙句の果てに「こんなの買わんかったら良かった

ッ！」と叫ぶ始末。その日は誰も口を開かなくなりました・・・というようなこともありました。やはり、そのひとに合わせたものを使

うというのが一番良いと思います。 

・>>スマホを落としたら、思わず「あっ！ごめん！」 

全くもって同じです(笑)水没させた時は泣きそうになったし。。 

・素直に書いていきますけど、そりゃあスマホ持ちの方が恰好いいでしょう(笑) 

(注：自分が格好いいとは間違っても思っていない) 

あくまで個人的なイメージですけど、スマホ持ってるサラリーマンの方が仕事ができる印象があるし、スマホデビューっていう言葉から

していい響き。もちろんそんなことだけで人間に優劣をつけてはいけませんが、やっぱり何を持ってるかによって印象はちょっと変わり

ますよね･･･。 

・みなさんこんにちはー！少し見ない間にお話も進んでますね！ 

>思わず「あっ！ごめん！」と言ってしまう・・・ 

わかります（笑） ドコモの CMを思い出しました（笑）でも、あの cm まさにそんな感じですよね。ガラケーよりもっと感覚的で身近に

なったから、ただの モノ としては思えないし…友達よりも家族よりも誰よりもいっしょにいるし！！W 

・活発な議論ありがとうございます。みんなの学校のメンバーで、ネット熟議に参加していない人がいたら誘ってあげてください(^^)ス

マホ派が多い気がしますが、ガラケー派の人も意見どんどん出していってね(^o^)／ ちなみに、私はガラケーに憧れてます。 

・ファシリテーターの K636174（金子）です。 

私は高校入学時から iPhone3G を使い、ガラケーを使ったことがありません。正直ガラケーにかなり憧れてます((o(´∀｀)o))何に憧れ

るかって、なんだか持ってるだけで「出来る人」っていうイメージがあるじゃないですか！！（スマホ使いが出来ないと言ってるわけじ

ゃないよ！！） 

＞＞他にガラケーのいいところも見つけたいですね！！ 

電池が数日持つというだけで私は感動ものですﾜｰｲヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ(ﾟ∀ﾟ)ﾉﾜｰｲ 

ガラケーの素晴らしいところ・・・リアル熟議でも出てきましたが、私ももっと知りたいです！！ 

・はじめまして。先日の東京のリアル熟議に参加しました。ヨウコと申します。 

私は、現在スマホユーザーですがガラケー派です…。スマホがかっこよくて去年買ってもらったのですが、使ってみると自分はまだスマ

ホにする必要はなかったなと思います。 

 

ガラケーを使っていた頃、まったくネットにつながなくても生きてこれていたのに、スマホにしてからネットによくつないだりツイッタ

ーなどを使うようになって、スマホをいじる時間が増えてしまいました。なので基本料金も高くなって依存度も増して…使ってしまう私

が悪いのですが。どこでもネット検索できることはかなり便利ですが、「スマホはあれば便利だけどなくても平気」という程度です。バ

ッテリーの減りも速いので、ガラケーと iPod touch の２つを使うという手段が良かったのかな…と思います。そもそもスマホとして１

つに機能をまとめる必要はないのではないかと思ったりしています。 

・下っ端の書記 1号（ファシリテーターの K636174【金子】）です。 

共感と異論の間になんかないのかな・・・「半分共感で半分異論」とか（←何 

＞＞アプリ開発したり，OS の中いじったり．．．アプリ開発楽しいですね(^^) 

それに、ちょっとしたサーバメンテナンスとかなら、外でスマホからできますし便利すぎて開いた口が閉まらな・・・変なスイッチが入

りかけた( ﾟдﾟ) 

＞＞ガラケーに戻れと言われても 戻れないなぁ．．． 

私はガラケーを手に入れることが夢です！！" 
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・こんばんは！大阪のたろすです 

＞＞私はガラケーを手に入れることが夢です！！ 

段々新機種がスマホだけになっていってるのでガラケーを持ちたいというのも難しくなるかもしれませんね…金子さんがガラケーに憧

れるようやっぱり人は隣の芝は青く見えるというか無い物ねだりで新しいモノに染まりたくなるんでしょうか？じっくり考えると私も

スマホが今そんなに必要かと言われれば、それほどでもない気がします…そもそも自分にとってのいいところはどちらにもあることから

どちら派かというのはどこを基準に考えていいのか迷いますね？（笑） 

・ども。dattara-it です。 

＞やっぱり人は隣の芝は青く見えるというか無い物ねだりで新しいモノに染まりたくなるんでしょうか？ 

僕もそう思います。ちょっと違うかもしれないけど、スマホはスマホでも最新機種持ってる人が羨ましくなったり･･･。僕に限らず、多

分みんな新しいモノ・流行のモノには少なからず興味があるんでしょうね。そういうのって、手に入れた直後が一番楽しいですよね？ 

・私はインターネットやるなら PC使えばいいし、地図はアナログなほうがいいと思っていますのでスマホの機能やれるだけ詰め込んで

みました感はあまり好きではないです。器用貧乏な感じっていうのか、なんていうか。かといって、充電の持ち以外でスマホに比べて目

立って良いものが特にないガラケを推そうとも思いません。今後の技術発展に期待したいです。 

・始めまして大阪学院のひーとんです。もちろんどちらもよくわかってないですが 

上のほうのアプリ追加等を見てスマホに傾きそうです＾＾； 

・返信ありがとうございます。社会的な面ですか・・・。自分は、某ドラマを見てませんからわかりませんですけど・・・。現在はガラ

ケーとスマホの入れ替え時期なので 

比率がイーブンか（ス）6対 4（ガ）くらいだと思います。しかし、数年後ガラケーを販売台数は確実に減ります。次の世代では、（ス）

9 対 1（ガ）くらいになってる可能性が高いです。ちょっと話がズレるのですが日本人は、考え方が多い方が常識と考え少ないものは、

個性と考えず非常識と考える人が、なぜか多いです。多分５・６年後には、クラスのほとんどがスマホ、1人・2 人がタッチパネルが苦

手だからガラケーという条件になるかもしれません。そしたら、クラスでは、スマホを持つことが普通ガラケーなんか時代遅れ!!といい

だす人も出てくるかもしれません。そこからイジメが始まることもあります。少し、考え過ぎですが心配です。 

・<<スマホの機能やれるだけ詰め込んでみました感はあまり好きではないです。 

それはありますね。プリインストール(初期から入ってるアプリ)の内ほんとのほんとに使うのはひとつまみ程度で、メモリ喰うだけです

もんね(´･_･`)ところで Belvedia さんはスマホの「テザリング機能」を知ってますか？しかし、この機能は全てのスマホに搭載されて

いるわけではないです。掻い摘んで説明すると、「スマホが wi-fi ルータ替わりになり、 

いつでもどこでも PCやゲーム機器などがインターネット接続できる」というものです。 

画期的な機能だと思いませんか？ 

・ども、dattara-it です。 

> プリインストール(初期から入ってるアプリ)の内ほんとのほんとに使うのはひとつまみ程度で、メモリ喰うだけですもんね(´･_･`)プ

リインは邪魔なものが多いですよね。 

まあ広告だと思って我慢ですかね…。ちなみに最近の Android スマホ(OS4.0 以上)ではプリインを無効化できる機能がついてます。なん

でもかんでも無効化すると不具合出たりするのでこれも難しいとこなんですけど(笑)あとは、お呼びでないかもしれませんがテザリング

使用者としてコメント。テザリングがあると外出先でも、例えば iPod なんかでネットができるので便利ですよね。僕は前に使ってたス

マホを持ち歩いて接続したりしてます。 

でもフィルタリングをかけてるとどの機械でネットしてても制限がかかってしまうのでちょっと不満です。仕方ないことですけど。あと

は、テザリングをしていると知らないうちに通信料が跳ね上がるのでそこはいつも気をつけてます。 

・自分のコメントに補足。変換ミス見つけちゃいました。 

>通信料、ではなく通信量です。 

まあ通信料も増えたりしますけど… 

・書記長という名の下っ端です．皆さん 熟議お疲れさまです． 
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>>下っ端の書記 1号 

下っ端なんてとんでもない！大阪第２回 よろしくお願いします m(_ _)m 

>>共感と異論の間になんかないのかな・・・「半分共感で半分異論」とか（←何 

チャットレベルに細かく意見を分割投稿すれば，共感・異論でなんとかなるかも．．． 

うーん．．． 

>>ちょっとしたサーバメンテナンス 

ssh 叩けちゃうのは本当に楽ですよねぇ．．．変なスイッチ入っちゃうと １ページ丸々この投稿になるのでやめておきます← 

>ガラケーを手に入れることが夢です 

今なら間に合います！今すぐショップへ 契約しに行きましょう！ 

・どうも、dattara-it です。3連休みなさん何してますか？ 

自分はテスト前なんで…遊べないです…さて、ソフティーさんのコメントに返信。 

>クラスでは、 

>スマホを持つことが普通 

>ガラケーなんか時代遅れ!!といいだす人も出てくるかもしれません。 

>そこからイジメが始まることもあります。 

流石にいじめまで至るかは微妙ですが、スマホを持ってないことで話の輪に入れなかったりってことは起こるかもしれませんね。現に僕

も学校で、「メールアドレス教えて！」 

「ごめん、携帯持ってないねん…」「そっか…」みたいにちょっと気まずくなったことがあります。こんな感じで、例えばスマホで流行

ってるアプリの話題についていけなかったりとか…可能性は十分ありますよね。こういうのってどうやったら防げるんでしょう…？ 

自分ではあんまり思い付かなかったので皆さんの意見聞きたいです。 

・自分で投げておいて、亀レスすいません。奈良朱雀のマッスーです。 

防ぐ為には学校へのケータイ持ち込み禁止とか、学生はガラケーで我慢するとか規制する方向の考え出てくるのでしょうが、僕は子の考

え方が嫌いです。マイナスを恐れて、有益なものを使わないのは非常にもったいないことだと思います。これだけが理由ではないです

が・・・そこはやはりガラケーの素晴らしいところ、スマホに圧倒的に勝っているところを見出す必要があるのではないでしょうか。も

し、なければ作ればいい。 

例えばガラケーの良さはバッテリーの持ち。これを生かして半永久的に起動できるガラケーの開発とか、メール・電話のクオリティアッ

プ。色々とあると思います。そうすれば、ガラケーとスマホの差はなくなってくるかな?と言うことを思っています。ってことで日本の

物作りの皆さん頑張ってください！！（他力本願の最低野郎ですいません。） 

・ども、dattara-it です。 

> 防ぐ為には学校へのケータイ持ち込み禁止とか、学生はガラケーで我慢するとか 

携帯持ち込み禁止や所有禁止の学校は今もありますね。うちの学校も一応持ち込み禁止です。(まあその主な理由はいじめ対策ではない

でしょうが…)そもそも携帯(スマホ)を持たなければいい、てのは確かに正論ですが、僕もそれがベストなのかは疑問です。もうひとつ、

> そうすれば、ガラケーとスマホの差はなくなってくるかな?と言うことを思っています。について。 

世間では「次携帯を買い換えるときはスマホ」っていう人が多くて、現にガラケーの販売台数も減ってますよね。そんな中、マッスーさ

んの意見は「これからもガラケーは必要」ということですか？いや、別に僕もガラケーが要らないって言うわけじゃないんですけどど 

・Re:【最初の質問】ガラケー派？スマホ派？ 

6 への＜その他＞のコメントです。 

そう思う（0人） そう思わない（0 人）すっかりご無沙汰して申し訳ないです。 

活発な議論ありがとうございます。大阪のファシリテーターK636174（金子真志）です。 

さて、【最初の質問】のまとめページを作りました。その他、みなさんが立てたスレッドのまとめも順次作成する予定です。 

http://jukugi.dip.jp/ 
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みなさん是非ご利用ください。（スマートフォンにも対応しています。）" 

 

質問２ 

"スマホユーザーのみなさんはどのようなアプリを入れていますか？" 

・どうもです。書記の K636174 です。私の場合は、 

・サーバ管理用に SSH クライアント ・家計簿用 ・プレゼン用アプリ 

・文書作成アプリ ・ブログ投稿アプリと、SNS系 ・TodoList ですね(^^)" 

・自分は、・ファイルマネージャー ・音楽プレイヤー(プリインストール以外で) 

・しゃべってコンシェル ・その他スマホ管理ツール 

ゲームも一時はたくさん入れていましたが、今はソリティアと Gameboid ぐらいです。 

あとは、自分がはじめに持っていたスマホには「地球防衛軍」がプリインストールされていたのですが、それは気に入ったのでやりこみ

ました(笑) 

・共感や異論の他に質問に答える選択肢はないのですね。この場合はその他？？ 

>53 私は受験に役立つ単語や簡単テストなんかのアプリが重宝してますよ！すごーい英語単語が覚えやすいんです！！！ 

他には LINE や SNS 系、体調管理、画像編集あと電池が長持ちするとかいうのも入ってますね（笑）この子はぜったい私より私を熟知し

てます！（笑） 

・私は twitter 関係 youtube デフォルト以外のブラウザ ファイル共有 電卓 

配信用アプリ 駅の時刻表 バーコード読み取り などです 

この前整理して使わないものを大量に消去しました 

・こんばんわ tyokio です。コメント数がかなり伸びていて驚きました www 

みなさん返答ありがとうございます。やはり実用的なアプリを入れてる人が多いですね(僕もその一人ですが w)。todo リストやしゃべっ

てコンシェル(iphone なら siri)はスマホならではのアプリですよね。こういう点からも僕はスマホ派です。 

・お疲れさまです． 

さて，アプリですが．．．手元にある端末を見た感じ 大体が次のとおりです． 

サーバ管理アプリ（大量）radiko 映像編集アプリ SNS 系アプリ（FB/Twitter/Blog...) 

配信系アプリ（Ust/ツイキャス/ニコ生..) 辞書 新聞 Todo リスト などなど．．． 

今回は，""アプリ""という""スマホじゃないとできないもの""が議題ですが，""ガラケーじゃないとできない""もの／こと って何かあ

りますか？ガラケー使いの皆様！ ご意見お待ちしています！ 

・奈良朱雀高校のマッスーです。亀レス失礼します。僕は 

・ミニゲーム色々 ・SNS系（facebook,twitter 等）・オンラインストレージ 

・ファイル管理 ・ウィルス対策ソフト ・ジョルテ ・ナビ ・カメラ 

・動画編集 ・画像編集 ・スキャナ ・マンガビューア ・Adobe Reader 

・ブラウザ系（デフォルト、firefox Beta、XB ぶらうざ等） 

大体こんな感じです。入れているアプリでその人がどんな趣味しているのか大体分かりますよね（笑） 

 

質問３ 

・dattara-it です。微妙なタイミングな気もしますが、新しい話題を投下してもいいですか？ 

スマートフォン、特に Android にはウイルスの問題がありますよね。Android ユーザーはどのように対策をしていますか？また、ウイル

スには無縁なガラケー、危険性はあるものの感染率が非常に低い iPhone を使っている人は、こういう危険に対してどんな印象を持って

いるんでしょうか？ 

・Android，iPhone の２台持ちの立場から．ウイルス対策．これは Android にとって 一番考えなければならない点だと思っています．
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Android マーケットを Google がきちんと審査を行えばいいと思うのですが，現状は無法地帯も無法地帯．大量のウイルスアプリが配布さ

れています．ここまで来ると，本当に何を信用したらいいかがわからないので， 

Windows PC と同様に，ウイルス対策アプリを導入し，守ってもらうしかないのかな．．． 

と考えています．続いて iPhone ですが，""特殊なことをしない限り""AppStore に登録されているアプリしか導入できず，登録されてい

るアプリすべてを Apple が審査し，少しでも問題のあるアプリはリジェクトされています．このため，""ブラウジングするサイトに気を

つければ大丈夫""という感じで利用しています． 

注：アプリ配布サイト ＝ Android マーケット ＝ AppStore です． 

・ども、dattala-it です。書記長さん返信ありがとうございます。 

＞Android マーケットを Google がきちんと審査を行えばいいと思うのですが， 

＞現状は無法地帯も無法地帯． 

＞大量のウイルスアプリが配布されています． 

以前は Android マーケット(現：Google Play ストア)は比較的安全と言われていましたが、 

最近はウイルスアプリが多く発見されて話題になりましたね。審査をしないというのが自由な開発を促進する Google の方針ではありま

すが、公式マーケットでありながら安全でないというのは大問題ですよね。 

≪続く≫" 

・dattara-it です。文字数オーバーしたので２つに分けました。 

≪続き≫ 

＞Windows PC と同様に，ウイルス対策アプリを導入し，守ってもらうしかないのかな．．． 

＞と考えています． 

ウイルス対策アプリの導入は必須ですね。でも、導入しただけでの安心は禁物･･･ 

ウイルス対策アプリに頼るだけではなく、「アクセス権限」の確認など、自分でどれだけ気をつけられるかが大事だと思います。Android

ユーザーであって Android 大好きな僕ですが、ウイルス対策の万全さでは iPhone が本当に羨ましいですし、Android(Google)ももっとウ

イルス対策に力を入れてほしいです。まあ iPhone はアプリに対する制約が多すぎる(審査が理不尽、公式マーケットからしかインストー

ルできない等)ようなので個人的に iPhone ｲﾗﾈなんですけどね･･･ 

・奈良朱雀高校のマッスーです。またまた亀レス失礼します。 

これは対策ソフト名等を書いていいものか分からないのですが、Avast というソフトを使っています。Android ユーザは基本的にウィル

ス対策ソフトを自前で導入しないと危険ですね。そう思うと、iPhone は魅力的ですよね・・・ガラケーからスマホに変わった人の中には

ウィルスに対する、対策ができてない方も少々・・・僕の同級生の中にいました。（すぐに注意して、おすすめのアプリを勧めましたが。）

やはり、ガラケーはウィルスの被害件数も少ないようですから、ただのケータイだと思ってスマホに変えた人には抵抗感がないのか

(-_-;)そういえば、僕がスマホに乗り換えた時はショップの店員には何も言われなかったのですが、こんな対応で大丈夫か？思ったり、

思わなかったり・・・（今はどうか分かりませんが） 

・奈良朱雀高校のマッスーです。 

またまた亀レス失礼します。これは対策ソフト名等を書いていいものか分からないのですが、Avast というソフトを使っています。Android

ユーザは基本的にウィルス対策ソフトを自前で導入しないと危険ですね。そう思うと、iPhone は魅力的ですよね・・・ガラケーからスマ

ホに変わった人の中にはウィルスに対する、対策ができてない方も少々・・・僕の同級生の中にいました。（すぐに注意して、おすすめ

のアプリを勧めましたが。）やはり、ガラケーはウィルスの被害件数も少ないようですから、ただのケータイだと思ってスマホに変えた

人には抵抗感がないのか(-_-;)そういえば、僕がスマホに乗り換えた時はショップの店員には何も言われなかったのですが、こんな対応

で大丈夫か？思ったり、思わなかったり・・・（今はどうか分かりませんが） 

・ども、dattara-it です。 

マッスーさん、全くもって同意見です(笑)。スマホ(Android)にはウイルスが多いってあれだけ報道されてるのに、何の対策もしていな

い人たくさんいますよね…スマホには他人の個人情報も入っているということを、どれだけの人が自覚しているのか…(-_-;)もちろんウ
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イルス対策ソフトを入れて終わりではないですが、何かしらのものをいれておくのは最低限必要なことですよね。 

>そういえば、僕がスマホに乗り換えた時はショップの店員には何も言われなかったのですが、>こんな対応で大丈夫か？思ったり、思わ

なかったり・・・（今はどうか分かりませんが）確かに、ショップでウイルスの話って聞かないですね。これもいいことじゃないですね。

スマホにとってマイナスのことを話すと売れにくくなるからでしょうか…？ 

・どうも。Mです！ 私はアンドロイドのスマホを持っていますが、スマホ購入の際にショップ側からウイルス対策などの話は全くされ

ませんでした...正直なところ、リアル熟議に参加するまでウイルス対策など気にしていなかったし、元々本体にウイルス対策ソフト（マ

カフィー?）が入っていたので「まあ、大丈夫かー」なんて軽い気持ちで色んなアプリ（海外のアプリ？英語だらけのやつです,,,）をば

んばんインストールしていました：( 

今思うと、すごく危険な行為だったんだなーと反省しています（汗） 

ガラケーは、その辺あまり気にせず使えるので、私みたいな人にはちょうどいいのかな？なんて思いました。笑 スマホを売ってる側が

もっと呼びかけてくれたらいいのに....と思いました lol" 

・朱雀高校のユーです 

今のM氏さんなどの話を聞いていますと次はスマホに買い替えようと思う気持ちが多少うせますね 僕も次はスマホにしたいなーという

くちなので少しばから怖くなってきました（怖） 

・どうもトッシーです！ 

自分もスマホを使っているのですが、スマートフォンを買った時に自分も店の人はウイルスについて何も言ってこなかったので大丈夫だ

と思っていたのですが、M氏さんの話を聞いて自分のスマホには何もウイルス対策をしていないのは危険だと思いました。自分もはやめ

に対策ソフトを入れようと思います。 

・こんにちは、ヘラヘラです！僕は今年の春にスマホに買いかえたんですが、買い換えるときに、店員のほうからウイルス対策のアプリ

があります！と言ってくれてましたよ。 

でも、過信しすぎるのもいけないと思いますけどね（笑） 

・ども、dattara-it です。 

ユーさんなんか上から目線なコメントで申し訳無いんですが、少々怖く思っているほうがいいと思います。今、スマホを持ってる&持ち

たいって人の中で、ウイルスに関して無神経な人が多すぎると思うんです。現に、単にスマホに憧れてスマホデビューしたっていう友達

のスマホを見せてもらったら、怪しいアプリがいっぱいだった…ってことがありました。 

ユーさんみたいにスマホの怖い一面を知っている人のほうが、結局は安全にスマホを使いこなせると思います。もちろん怖がってばかり

だと楽しめないんで、その辺り微妙なとこですけど(笑) 

・こんばんわ、学校帰りの奈良朱雀高校マッスーです。ホントですよね（笑）自分だけのデータならまだ良いですけど(良くない！)、他

人の連絡先とかも有りますからね(^_^;) 

お店の方が説明が比較的少ないのもホントになぜでしょうね？様々な方の返信を見ているとほとんどの方が説明が無かったようですか

ら心配です。特に Android の方は。 

・こんばんわ。ヨウコです。私は iPhone を使っています。 

スマホのウィルスのことは知っていましたが、iPhone はウィルスが入りにくいときいていたので特に対策はしていません。変なアプリを

入れないとか変なファイルをダウンロードしないようにするくらい…。ウィルスに強いから Android ではなく iPhone にしましたし。 

特にアプリが少ないとかそういうことで困ってないので、ウィルス対策されている iPhone は心強いです。スマホって小型のパソコンで

すから、ウィルス対策ソフトを入れるのはマストだと思うのですが、そういう意識がかなり低いですよね…。これからスマホが普及して

いくのに、危険な部分が認識されていないのはかなり危ないです。そもそもスマホがウィルスに強くなってくれればいいなと思います。

それか、お店側が売る時にオススメの対策アプリを教えてくれるとか。スマホのウィルス対策ソフト（アプリ？）はよく知らないのです

が、いちいち自分でやるのは面倒じゃないですか…？ 

・ども、dattara-it です。 

>>97 ヨウコさん iPhone は安心して使えるんですね。そこはやっぱり羨ましい･･･ 
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一方の Android ですが、もともとウイルスへの安全性を犠牲にしてアプリ開発の自由度の高さを優先していますから、今後もウイルスの

危険性は改善されないかも･･･。その代わり、Android にはユーザーが怪しいアプリを見分けられるように「アクセス権限」のシステムが

導入されています。(iPhone にもあるかもしれませんが。) 逆に Google(Android の開発元)の方針としては、そういった用意されてるシ

ステムを活用してセキュリティ対策をできない人は Android を使うなってことなんですかね･･･(-o-;) 

 

ちなみにちょっと余談ですが、docomo のスマホでは無料で「あんしんスキャン」というウイルス対策アプリが使えます。マカフィー製な

のでそれなりに安心です。たしかに宣伝がイマイチなうえ、実は購入時にはダウンロードサイトへのショートカットだけが入っていて実

際はインストールされていないというややこしい状態なんですけど･･･。docomo ユーザーの方で、購入時からあんしんスキャンが入って

いると思ってる方は今一度確認を。 

・ども、dattara-it です。 

僕がウイルスの話題振ったのにウイルスに関する情報をほとんど出してなかったので、自分が知っている範囲で書きます。>>103 たろす

さんへの返信も兼ねて… 

なんか間違ってたら皆さん指摘ください。Android のウイルスの感染源はアプリのみです。 

ちなみにアプリから感染するのは iPhone も同じです。(だからアプリの審査をしている iPhone はウイルスに強いのです。)ウイルスはア

プリの中に組み込まれていて、そのアプリを起動したときにウイルスも活動をはじめます。さて、スマホのウイルスが何をするかについ

て。多くのスマホ向けウイルスは、電話帳などの個人情報を勝手に外部に送信したりしています。しかも、個人情報を読み取って外部に

送信するという動作はユーザーには見えません。全て知らないうちに、です。今の時代個人情報というのはとても価値あるものですから、

モノと同様売ればお金になりますからね…。で、その個人情報を買った人が迷惑メールの送り手だったりするわけです。つまりウイルス

に感染すると、自分や友達に迷惑メールが来たりするんです。こんな感じですかね？ 

・喋り出したら止まらないのが僕の悪い癖… 

>>105 に捕捉します。 

と言っても完全に余談なのですが。パソコンのウイルスはシステムファイル(パソコンの動作に必要なファイル)を書き換えて、ひどい場

合はパソコンが起動しなくなったりします。しかし、スマホにはシステムファイルの書き換えロックがかかっているため、基本的にウイ

ルスでもシステムの書き換えはできません。ただしユーザー自身がスマホを改造してこの書き換えロックを解除している場合は例外。「脱

獄」「root 化」という言葉を聞いたことのある方もいると思いますが、こういったことをするとウイルスの危険性が一気に高まるのはこ

のためです。ちなみに Android では、その書き換えロックさえも自分で解除してシステム内を引っ掻き回すというこわ～いアプリが存在

しました。これは流石に危険すぎるということで、Android の開発元である Google が遠隔操作を行い、そのアプリがインストールされた

全てのスマホからアプリを削除したそうです。ウイルスもだけど、Google 恐るべし…。以上、雑談失礼しました(笑) 

・dattara-it です。 

>>104> 後、目の見えない方や慣れてない方は、 

>どこを押したのかとかわからなくなりやすいところは、 

>どの世代やどんな方でも使いやすいという 

>ユニバーサルデザインではないと思います。 

僕もスマホを買ったときは全然操作ができなくて、店員さんに「スマホは慣れですからね」って言われました。まあ初心者はある程度使

ってたら何とかなるでしょうけど、目の不自由な方などにはスマホってすごく使いにくいですね…。タッチパネルだからポッチ付けたり

も出来ないですし…うーん…あと、スマホにもフィルタリングありますよ！ 

僕も付けてますけど、知恵袋までブロックされるので迷惑してます。。あと何故か自分のブログも(泣)変なサイトじゃないのに(ToT)まあ

Wi-Fi 繋いだら無効になっちゃうんであんまり意味ないですけどね…もしくは Opera mini 使うとか… 

・ファシリテータの K636174（金子真志）です。 

質問１では、活発な議論ありがとうございました m(__)m まだネット熟議に参加していない人も、これからどんどん参加してください(^^)

今ネット熟議に参加している人も、まわりの人をどんどん巻き込んで下さい(^o^) 
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それでは、【質問２】です。 

スマートフォンとガラケーは似てるようで違います。 

最初の質問では、それぞれの違いを上げてきました。 

以下のＵＲＬにまとめがあります(スマホ対応) 

http://jukugi.dip.jp/ 

続いて、スマホとガラケーの共通点を探していこうと思います。 

・スマホとガラケーの機能や使い方 

・スマホとガラケー両方に対して思っていること 

みなさんの返信を待ってます（●＾o＾●）" 

・こんにちは。大阪の M氏です。少し考えてみましたが、今思いつくことは「電話・メール」がつかえて「インターネット？」も使える

ところかなと思います。従来の携帯電話としての役割が果たせるところしか思いつきませんでした！（汗）そこまでガラケーやスマホに

ついて詳しくない私が考えた結果です...普通すぎますね。笑 

なので、これからもう少し頭をひねって考えてみたいと思います。。。" 

 

まとめ 

・ファシリテーターの平野です。 

ネット熟議も残り二週間と半分以上が過ぎ、熟議第二回も近くなってきました。 

さてさて。ここまで、スマホについて主に「ガラケーと比較」しつつ、その「媒体自体」についての討論が行われてきました。皆さん色々

な意見が出て、またそれを金子君が↓にまとめてくれました＾＾http://jukugi.dip.jp/ 

そろそろその中身についても話が出切ったかな、という感じがするのでここでちょっと【テーマを変えて】みましょう！これまでの話で

はあまり多く語られてこなかった『セキュリティ』。ガラケー、スマホ問わず多機能化していく中で、端末への「依存度」はどんどん上

昇してきました。サイフもキップもケータイ一台に収まってしまうこの時代。便利な反面、「無くしたらヤバイ」度もどんどん上昇して

います。さて、【皆さんにとって「ケータイ」はどれくらい重要】でしょうか？落としたらどう思う？ヤバい？生きていけない？ 

また、何で「ヤバい」のでしょうか？ケータイにはいろいろなものが詰まっています。 

それらがなくなったらどう思うでしょうか？そんな事を「想定」しながら、【ケータイがなくなったらどう思う？どんな不安がある？】

という事についてまずは思うがままに書き込んでみましょう。 

・お久しぶりです、dattara-it です！ 

今修学旅行で北海道に来てます。気温は 20度くらいでかなり涼しいんですけど、ガイドさんによると例年よりも暑いそうです。さて質

問 3 ですが、とりあえずスマホ失くしたらすんごい不便です。メールはパソコンでできます(Gmail 使ってるので)が家の外ではできなく

なるし、音楽も聴けないし、なによりも大事なデータが…今もこうして、移動中のバス内で音楽聴きながら熟議を書いてるわけですが、

それが一切できないんですもんね…。 

幸い今までケータイを落とした経験はないですが、想像すると怖いです…。 

・お久しぶりです(*ﾟ∀ﾟ*) みんな覚えてますか？東高校の tyokio です！ 

Googlechrome で「熟議カケアイ」を開こうとするとエラーが出て戸惑ってました w 

解決策が見当たらないので IEからの投稿です。それはさておきファシリテーター平野さんへの返答をば…ケータイを無くすと自分への

リスクよりも友達、家族、先輩の個人情報(メールアドレス、電話番号)を流出してしまう方が怖いですね。大切な人に何かあったら嫌な

ので…またガラケーだとメールアドレス、電話番号のみですがスマホであれ SNS(twitter、LINE など）の IDも盗られる恐れがあるので

より危険ですね。 

・こんにちは♪ この頃気温がちょうど良くて睡魔様が活発に活動なさってるようで… 

外でもぼーっとしてしまいます…(´･ω･`)それでなのかどうか、最近親友が携帯(ガラケー)を落として一緒に必死に探し回りました！

なんとタイムリーな質問！（笑）結局見つからず、スマホに変える機会になったと言っていましたが…私だったら、連絡取れなくなるこ
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とが困ります！携帯のやり取りでしか今はつながり様のない人たちもたくさん入っているし、SNS 上でしかやり取りをしていない人もい

ます。なくしたことでこれから人生関われる人が変わるのは嫌です。でも、実際連絡先を別に保存して置いたら逆にめんどくさいことが

なくてリフレッシュにはなるしいいとも思います。何かとめんどくさいと思うこともあったり、ゆっくりした時間が過ごせて、携帯がな

いのもいいと思いますね！！でも外部に情報が漏れてしまうということがあるので、遮断するなら落とすのではなくて電源を落とすだけ

でいいですね（笑） 

・こんばんは。東京のヨウコです。 

東京のみなさんネット熟議に参加されないのかしら…とか思いながら参加してます。はい、感想はこれくらいで 笑 私にとってケータ

イはかなり重要です。ケータイがなかったら連絡が一切できませんし、連絡先も分からなくなってしまいます。人の電話番号とかアドレ

スなんていちいち覚えてないです。あとは、ケータイから個人情報が漏れてしまうのが怖いですね。なくしたら自分だけでなく友達にも

迷惑がかかってしまいます。悪用されたりしたら最悪です。ヤバいです。ロックはかけていますがそんなの簡単に外されそう… 

私はスマホですが、音楽は iPod で聴きますし、ネットもアプリも外でできなくてもまあ困りませんのでよく使う方よりは重要度が低い

かも。でも連絡ができないのはやっぱり怖い。 

去年の震災で電話がまったく繋がらないというのを経験してからメールが届かない電話が繋がらないということがとても怖いし不安で

す…。なんだか意見が散乱していて申し訳ないです＞＜ 

・>dattara-it さん 北海道人気ですね＾＾ 僕も中学の時、修学旅行で北海道行きましたよー まず不便というのは間違いないですね。

サイフだって無くしたら不便ですし・・・ 

生活に密着しているものを落とすというのは怖い事です。さて、不便さの隣にある「大事なデータ」とは具体的にどういう事を指してい

るでしょうか？またそれを落とす「怖さ」とは何か。・・・という事についてもう少し話せればいいですねー)^o^(" 

・>tyokio さん 

あら、chrome で開けませんか？僕は chrome から投稿してますが・・・他人の個人情報にプロテクトはかけられてないですからね。最初

のロック画面さえ破れればやりたい放題ですし・・・【人に迷惑が及ぶ可能性】というのは重要なテーマだと思います。スマホで SNSの

ID の話が出ましたが、twitter とかだとガラケーでもできません？あと IDを見られるのは怖いですが、passが分からなければ他のデバ

イスからの投稿は厳しい・・・さて、このあたりは【どの様にされたら怖い】のか、もう少し詰めてみましょう！ 

・>たろすさん 

と思いきや横浜は一気に寒くなりました。カゼひきが周りに増えてきて困る・・・（´・ω・｀）友達のケータイ一緒に探すなんていい

人！・・・じゃなくて。笑 タイムリーなテーマでよかったです。結局買えたなら転機、になったのかな？携帯の最大の機能は「外出中、

離れた人とも連絡を取れる」事ですからね。一番根源的な面で困る！という話ですね♪ 

アドレス帳とかのバックアップは大事な話です。パソコンに近づいたスマホはガラケー以上に故障率も高いでしょうし、いざという時の

為のバックアップは必須ですね！ 

最後にシャレですかい笑 情報漏洩は他にも話している人がいる【重要テーマ】ですね！ 

・>ヨウコさん 

うん、東京の人こよーよ、お兄さんさみしいぞ（´・ω・｀）やっぱり「連絡ができない」というのは重要ですよね。他人の電話番号と

アドレス覚えるくらいなら物理の公式覚えないとφ(・д・)ﾒﾓﾒﾓ...笑  個人情報の悪用はよくありますし、まぁパソコンがあればロ

ックは外せちゃうのが事実。。。【端末を手元に持っている】というのがやはり最大のロックです。震災の時、確かに全然つながらなかっ

たのは僕も覚えています。 

人と連絡が取れないというのは物理的な孤立と同義にも思えます、女性ならなおさら怖いかも・・・ 

・ども、dattara-it です。 

＞さて、不便さの隣にある「大事なデータ」とは具体的にどういう事を指しているでしょうか？ 

＞またそれを落とす「怖さ」とは何か。 

データは、画像や電話帳などですかね。。大抵のデータはバックアップしてるので失って困るデータはないのですが、情報の漏えいが「怖

い」です。以前ウイルス云々の話題を投下した僕、ソフト面では情報はきちんと守ってるつもりですが、スマホを落としてしまったら意
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味がありませんからね･･･。 

リスト 

・さてさて、【※返信が少なくてさみしい※】限りですが（´・ω・｀） 

とりあえず議論を進めていきましょう、残り短いんだよー（´・ω・｀）boo 

今出てきた話の中で複数人が挙げた「連絡が取れないから困る」（【連絡手段】としてのケータイ）「大事なデータをなくすと困る」（【デ

ータ保存端末】としてのケータイ）「自分や他人の個人情報が流出すると困る」（ケータイが持つ【個人情報】）というテーマについても

う少し詰めてみましょう。これらの「怖さ」とは何でしょうか？「何をされたら怖い」のでしょうか？そして、「そのための対処策」は

あるでしょうか？こういった点に関する、（より多くの！）皆さんの意見をお待ちしております。 

・どうも... 羽衣学園３年のＭです。個人情報が流出することが一番怖いと思います。 

・奈良朱雀高校のユーです。個人情報がもれるのって怖いですよね。 

たまに迷惑メールとかがきますがどこからメールアドレスを拾ってくるのか謎です。 

・こんばんは。ヨウコです。 

1 番の怖さは、個人情報の流出と悪用ですね。私の場合は連絡できないことも怖いですが…。 

iPhone の場合パソコンに同期すれば連絡先とか大事なデータはそちらに保存できますよね。クラウドもあるし、データが消えるという恐

怖は最近は少ないのでは？個人情報に関してはまだ対策案がないですね。ロックをかけるくらい。なくしたら遠隔で iPhone を使えなく

することができますが実際それもやったことないのでどれほど効果的なのかは分からないです。なくす以前にウィルスが入ったら個人情

報なんてガンガン取られますが…。 

・ども、dattara-it です。 

>なくしたら遠隔で iPhone を使えなくすることができますが実際それもやったことないのでどれほど効果的なのかは分からないです。ケ

ータイをなくした時の対策で確かに遠隔操作がありますね。ちなみに僕の場合は cerberus を使っています。大阪の第一回熟議で、Android

のウイルスはこんなことができますってグリーの方が実演されていましたが、そのアプリが盗難対策の cerberus っていうアプリ(ウイル

スではない)だと聞き、それがきっかけで導入したんです。実際試しに使ってみて、パソコンで自分のスマホの位置が分かったり写真を

撮れたり、あと初期化もできるので頼もしいです。まあネットが繋がっていなければ使えませんが…話がそれましたが…他にも、通信会

社に連絡するとケータイを使用不可にしてくれるサービスもあったはず。そんな感じで、もし落としてしまったときに、端末にロックを

かける方法やデータを消す方法を調べておいたほうがいいと思います。 

・>105 dattara-it さん ありがとうございます！前回の投稿でお礼を言い忘れてしまっていました！ウイルスはアプリからのみなんです

ね～！知らなかったです！遠隔操作の話がでましたが、そういえば友達も携帯会社に電話してすぐに、利用を止めてもらっていました！ 

…それが電話帳やメールまでロックされたのかはわかりませんが…請求額がとてつもないほど跳ね上がる事は防げたはずですよね。それ

もまた怖いことの一つですね。連絡手段として、「怖い」のは、見知らぬ土地に行ったとしたらその場所を知る人と連絡を取れないと不

安で「怖い」です。わざわざ公衆電話を探してたらなかなか進めませんし…、夜道を歩くときも連絡手段としての携帯がないとめちゃく

ちゃ怖いです… 

・ども、dattara-it です。ネット熟議ももうすぐ終わりですね･･･。 

たろすさん 

＞連絡手段として、「怖い」のは、見知らぬ土地に行ったとしたらその場所を知る人と連絡を取れないと不安で「怖い」です。わざわざ

公衆電話を探してたらなかなか進めませんし…、＞夜道を歩くときも連絡手段としての携帯がないとめちゃくちゃ怖いです… 

「何か」あったときにケータイは頼りになりますよね。ガラケーもスマホも同じだと思いますが、僕も普段持っているのに家に忘れちゃ

ったりして手元にない時は不安になります。 

これは見方を変えれば依存症の一種なのかもしれませんが･･･頼りすぎるのもダメなんだろうな･･･でも、僕にとってスマホ(ケータイ)は

大事なパートナーです。docomo の CM で「walk with you」ってキャッチフレーズがありましたけど、まさにそんな感じ。適度な関係を保

ちながら付き合っていきたいです。 

・まだ投稿できるのに驚いたりしているファシです。最後のまとめに入りましょうか。 
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個人情報としては「画像」や「電話帳」というツールが上がりました。やはり他人に迷惑をかけるのが怖い、というのは一つの側面だと

思います。自分の情報も大事ですが、他人の情報が流出すると「自分の手に負えなくなる」というのが一番難しい点でしょうね・・・ 

またこの 2つはガラケー、スマホ関係なく含まれている情報ですから、「スマホだから」怖いということはないかもしれません。また、「失

くしたら戻ってこないもの」に対する恐怖も一部つづられていました。今ではソフトウェアが発達し、スマホでは多くがバックアップさ

れておりデータの復元は容易になりました。対してガラケーではあまりバックアップという事を聞きませんね。（できない事はないです

けど PC必須かな）この点ではスマホの方が個人情報的な便利さがあるでしょうか。最後の方、さみしーい感じでしたが、128件のコメン

トを頂き、次回へとつながる「素地」は作れたと思います。ここに参加し、投稿して下さった皆さんは、この議論を生かして次の熟議で

大いに発言して頂けたら、幸いです。 

 

どちらも長所短所あると思うのですが、私は 

総合的には 【スマホ派】ですが、 

先の投稿にあった、打ち方では ガラケーの方が私には合います。 

 

スマホではフリック操作もかなり慣れてそれなりになりましたが 

片手サイズならではの打ちやすさと 画面を見ずに打てるほどに慣れていた私にとっては、早さもガラケーの方が優ってましたね。 

 

しっかり画面を見ないとボタンの場所がわからないので外ではより不便です。 

外で危険な経験をした方も多いと思いますし。 

 

今のところ打ち方の面だけでガラケー派なので 

全体的にはスマホ派ですけどね。 

他にガラケーのいいところも見つけたいですね！！" 

"以前 youtube やニコニコ動画・ニコニコ生放送は PCで見てましたが、 

スマホ(厳密に言うと ipodtouch ですが(^_^;))になってからは 

スマホで閲覧しています。 

 

画面が小さい分動画が鮮明になり、 

PC よりも途中でフリーズしなくなったのが大きな利点ですね。 

 

でもニコニコ生放送はザラザラしてて見にくいので PCで見てます。 

 

 

したがって 

>> 「スマホさえあれば、もうパソコン不要です」という意見には反対です。 

 

つまり、用途によってスマホと PCを使い分けるのが正しい使い方だと思います。" 

"上田でございます 

 

いよいよネット熟議スタートですね 

 

活発な議論を期待しております 
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熱い・篤い議論を 

 

１１月３日は残念ですが参加できません 

 

湘南国際マラソン フルマラソン挑戦してます 

二回目の完走を目指します 亀さんランナー 目標は５時間を切る 

 

みなさんもゴール目指して 完走して下さい！" 

"はじめまして、奈良朱雀高校のサラダです。 

今年は忙しくリアル熟議には参加出来なかったので、ネット熟議で頑張りたいと思います。 

 

ガラケー派？スマホ派？ と言うことですが... 

私はスマホ派です 

初めて持った携帯は今使ってるスマホなのですが、親がガラケーで携帯を持つ前はたまに使わせてもらってました。 

 

比べると、圧倒的にスマホの方が使いやすく PCの代わりにもなるので手放せません。" 

"はじめまして。 奈良朱雀高校の猫 L です。 

 

ガラケー派？スマホ派？ですが、 

私はガラケー派ですね。両持ちなのですが、 

スマホは、ガラケーと違ってタッチ感が無いので押し間違える事が多いです。 

なので、ガラケー派です。" 

"奈良朱雀高校のユーです 

ガラケーかスマホかって話ですけども 

僕はスマホ派です 

今、使っているのはガラケーなんですが本当はスマホがほしかったです 

スマホってやっぱり高いですヨネーーー（泣き）" 

"僕は奈良朱雀高校のトッシーです。 

僕はガラケー派かスマホ派かと言われたら、僕はスマホ派です。 

その理由はメールがガラケーより(自分の中では)打ちやすいからです。" 

"スマホ好きー(*´∇｀*) 

blog 更新するときも楽だし、ポチポチ音が鳴らないから 

周りの人に迷惑になら無いし♪* 

 

とにかくスマホ派♪* 

 

スマホ大好きなりー＊笑゛" 

奈良県の高校生です いろんなな機能があるので便利です 

"こんにちはマッスーです。 

 

>>dattara-it さん 
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>>スマホやガラケーを持ってパソコンの使い方が変わったって方がいたら意見を聞きいです。 

 

スマホと PC どっちも活用しています。 

具体的に例えると、スマホは外出時に熟議のコメントをするときに活用。 

PC は自宅（又は学校）にて他の作業をしながら、熟議のコメントをするときに活用。 

 

他にも活用法はありますが 

簡潔に言いますと、軽くこなせる作業はスマホで 

データなどを大量に送受信するときは PCを使っています。 

 

ですから、僕もいくらスマホがあれども PCも必要です。" 

"どうも、奈良朱雀高校のヘラヘラです。 

大阪熟議の皆さんはお久しぶりです。 

東京熟議の皆さんは画面には映っていたかな？って感じです。 

 

さて、ガラケー派？スマホ派？なんですが、 

僕はガラケーを使ってからのスマホ使いです。 

でも、「絶対ガラケー！」や「断然スマホ！」と言ったこだわりはありません！（笑） 

 

ガラケーにもスマホには無い使いやすさはあったし、当然その逆もあります。 

 

ただ、クラスの大体がスマホを使うようになって、同じアプリを入れてると、連絡が取りやすくなったのでその点はすごく良いなと感じ

ています。" 

"いきなりですが、スパッと回答させていただきます。 

ガラケー派です。 

 

一応、ガラケーと同時に ipod touch を持っているので 

スマートフォンを購入する必要がないからです。 

 

スマホだと、携帯とネットが同じになってるので 

ネットを知らぬ間に使いすぎて 

重要な連絡をとりたいときに、充電がないというオチも。 

 

 

しかし、ipod touch にも弱点が・・・。 

Wi-Fi がないと ipod は、ネットには繋げられません。 

好きなところで、使おうと思ったら 

モバイル Wi-Fi ルーターを購入する必要があり 

その、通信料の値段が携帯の通信料（パケホ W）の 

値段とあまり変わらないため 

スマホ派の 2倍料金を払わないといけません。 
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でも、そこまで、いろんなところでネットを見ないという人は 

こちらでも、大丈夫です。 

どうしても、必要なときはフリースポットを探すか 

i モードなどで十分です。 

 

そういうことなので、自分は 

ガラケーと ipod touch のセットで 

満足しています。" 

"マッスーです。 

 

>>たろすさん 

 

確かにソフト的な面ではスマホが圧倒的にメリットが強いと思います。 

逆にハードウェア的な面ではガラケのほうが良い気がします。" 

"マッスーです。 

 

>>涼加さん 

>>ポチポチ音が鳴らないから周りの人に迷惑になら無いし♪* 

 

スマホならマナー的な問題も解決できるってことですか？ 

その着眼点はなかったです(笑)" 

">>スマホだと、携帯とネットが同じになってるので 

>>ネットを知らぬ間に使いすぎて 

>>重要な連絡をとりたいときに、充電がないというオチも。 

 

バッテリーの減りが速いのは確かにスマホの弱点ですね。 

でも、それは使い方の問題では？(笑) 

少なくとも自分は、うっかりバッテリー切らしたことは殆どないですし、バッテリーを多く使ってでも外でネットができるほうが嬉しい

です。" 

"最近発売されたらくらくスマートフォンは、タッチパネルが圧力を感知できるそうで、 

ボタンをしっかり押さないと反応しないように設定できます。 

逆にスライドなどの操作は軽いタッチでできるんですよ。 

 

今はらくらくスマホしかこのタッチパネルは搭載されていませんが、 

将来的には普通のスマホにも搭載され、押し間違いも減るかもしれません。" 

">>ソフティーさん 

 

充電がなかった時の緊張感と絶望感はよくわかります。 

なのでモバイルバッテリーを持ち歩いていたりしていますが、気休め程度です。 

スマホやタブレット端末はハイスペックを求める代わりに消費電力が半端ないので 
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そこが難点ですよね。 

 

金銭的な問題も重要だと思います。 

だから僕は docomo と契約して、タブレットではなくスマホにしてるんですが・・・ 

 

でも将来的にはガラケーとタブレットの両刀使いになってみたいです。 

 

 

突然ですが、今スマホ使っている人でやっぱりガラケーに戻したい方とかはいますか？" 

">>dattara-it さん 

>>ボタンをしっかり押さないと反応しないように設定できます。 

 

その機能いいですね。早く広まることを願います。 

確か、普通のスマホでもボタンを押したら振動するように設定もできますし 

押せなかったら押せなかったで振動しないですからね(笑) 

 

そういう、ガラケーと比べた時のデメリットも機能とアプリで解消しているのも 

スマホの素晴らしさの一つですよね。" 

"遅ればせながらやって参りました、「ファシリテーターの二人」の片割れ、 

東京熟議で３班にいた平野です。 

 

リアル熟議に参加したみなさん、ありがとうございました＾＾ 

僕はファシ初めてなので多くの方がはじめまして、かな。 

 

みなさん活発なリプありがとうございます。 

東京側のコメが少ないのは気になるトコですが・・・ 

（東京の人、いたら投稿しよ！！！！！） 

 

ちなみに僕はスマホ派、ですね。 

とにかくガラケーだとメールが打ちにくい。それだけなんですけども・・・ 

あとスマホの拡張性も好きですね。 

キーボード付けたりリモコンにしたり・・・使い道が広いというのはなんていうんでしょう、興味をそそるものがあります（笑） 

 

k636174 さんよりは出現頻度が低いですが、みなさんよろしくお願いします＾＾" 

"返信ありがとうございます。 

両刀使いで、某無料通話会社のＣＭを思い出しました。 

 

でも、あれって結局、携帯とネットが一緒にできる 

スマートフォンの実力を思いっきり半減させてる気がしないでもないです。 

電話は、某無料通話会社、 

インターネットは、スマホ・・・。 
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結局、ガラケーと ipodのコンビと同じような気がしました。 

 

某会社を批判してるわけではないですが 

その会社のように、スマホと無料通話携帯をお持ちの方から 

自分の今考えたことについて、異論などを聞いてみたいです。" 

"確かにバッテリーに関しては 

人それぞれの使い方が関わってきますね。 

 

ネットでも、調べる内容によっては 

スマホが便利です。 

しかし、電車の時刻を調べるくらいなら 

ガラケーで十分ですね。 

 

結局、ネットの使い方も人それぞれ 

情報を多く必要としてるものは、スマホ 

してないものは、ガラケーで問題ないと思います。 

 

ただ単に、ゲームやアプリを楽しみたいと言う方は 

ipod touch だけで、十分だと思います。" 

">> ネットでも、調べる内容によってはスマホが便利です。 

>>しかし、電車の時刻を調べるくらいならガラケーで十分ですね。 

 

>>結局、ネットの使い方も人それぞれ 

>>情報を多く必要としてるものは、スマホ 

>>してないものは、ガラケーで問題ないと思います。 

 

そうですね、スマホの大きな利点はインターネットがしやすいことですから、それを必要としないのならその人にとってスマホの価値は

半減ですね。 

 

>>ただ単に、ゲームやアプリを楽しみたいと言う方は 

>>ipod touch だけで、十分だと思います。 

 

これも賛成です。 

また中古の Android スマートフォンなんかは 1万円以下で買えたりしますから、ゲームや音楽を聴くためのツールとしてもこういうタイ

プの端末はぴったりだと思います。 

 

まあ厳密には通信できない端末(iPod とか)はスマホとは別物じゃないかと思いますけどね…" 

"書記長なる役職を 東京で拝命いたしまして，東京熟議では フラフラ～と 

大阪熟議では ２班で 必死に書記してた 書記長です^ ^; 

 

リアル熟議に参加された皆さん，お疲れさまでした． 
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さて，ガラケー派？スマホ派？ 

と聞かれたら 断然スマホ派です． 

 

なんでかって？ 

そりゃ．．．いろんな事出来るじゃないですか！ 

アプリ開発したり，OSの中いじったり．．． 

 

ｲﾔ，ﾅﾝﾃﾞﾓﾅｲﾃﾞｽ．．． 

 

まぁ，いろんな事が手元でできる""スマホ""なるものを持っちゃうと 

ガラケーに戻れと言われても 戻れないなぁ．．． そんな感じです．" 

"アプリ開発ってすごいですね！ 

自分もデベロッパー見習い(？)なんで尊敬します。 

 

システムをごにょごにょするのも、まだまだ初心者ですけどすごく楽しいです。 

これってスマホ本来の使い方ではないですけどね…。 

 

 

いかんいかん、つい食いついてしまった。" 

"みんさんこんばんは。 

大阪熟議で受け付けにいた者です。リアル熟議お疲れさまでした。 

ネット熟議もよろしくお願いいたします。 

 

私もガラケー派です。 

一番の理由は体質なのですが。。。 

タッチパネルに反応しにくい指の持ち主のため、私にはガラケーの方が操作性が良いです。 

 

とは言っても、仕事柄、スマホも持っています。 

スマホを使いこなしている皆さんに憧れますが、個人では、通話機能、メール、ネット、とガラケーで十分間に合っています。 

 

スマホでちょっと不安に感じているのは、利用者情報がどのように使われるか、十分把握できないこと(自分の能力のせいですが）と「つ

ながりすぎる」こと。 

いろいろなサービスが知人や関連のある情報とすぐに結びつけてくれますが、個人的には便利と感じられないことが多く、自分で取捨選

択している感が強いガラケーが好きです。 

 

 

個人的なガラケーおススメポイント 

・ボタンで操作できる 

・電池の持ちが良い 

・カバーが無くても落っことしても意外と平気" 
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"奈良の高校に通っている風雅と申します。 

 

私は、「ガラケー派、スマホ派？」と相手に聞かれたら 

すかさず、「ガラケー派」だと答えます 

それは何故か、と質問されたら私はこう答えます。 

 

中学の時から私はずっとガラケーを使用しています 

それを今更になって新しく発売されたかと言って 

長年付き合っていた相棒を捨てるなど 

そのような事はするべからず、というおかしな信念に駆られてしまうのが 

まず一つ目の理由。 

 

他に次の理由を述べたいと思います 

スマホは確かに小型 PCのような多種様々な機能を所持しており 

大変便利だと思いますが 

私はどうもタッチパネルに弱いタチのようで 

通常操作が扱いづらくてしかたありません。 

 

よって、私はガラケー派である、と言わせて頂きます 

乱文乱筆、失礼致しました。" 

"皆さん、こんにちは「Walker」といいます。 

 

ちなみに高校二年生です。 

 

私はスマホ派です。 

理由、画質がいいから、音質がいいから！ 

こんな感じで単純な意見ですｗｗ 

 

まぁスマホの欠点といえば・・・ 

電池の消耗の早さ、バグの多さです。 

触ってるとすぐの「電池残量残り 20％です」って出てこられ 

急いで充電器を用意しなければなりません・・・ 

 

 

いいところ悪いところはありますが私はスマホ派です。" 

">>理由、画質がいいから、音質がいいから！ 

 

スマホは綺麗な画面を詰んでるものが多いですし、 

音楽を聴くのにも便利ですよね！ 

音質は機種によりピンキリですが、それもアプリで補えるのでどんなスマホでもそれなりの音が出ますね。 
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あとスマホのほとんどは普通のイヤホンが直接接続でき、これもすごく助かります。" 

"奈良朱雀高校のユーです 

dattara-it さんに質問なんですが 

スマホで音楽を聴くのは便利といわれていますが 

音質とかは良いのどうなんですか？ 

私、ガラケーなのでよくわからないのですが" 

">>ユーさん 

 

音質は機種によりけりです。平均して考えても特別いいわけではないです。 

音楽プレイヤーの機能はスマホの一部であってこれといって重要視されているわけでもないですからね。 

ただ、中には Walkman の技術が応用されているような音質重視の機種なんかもあります。 

そういった機種はやっぱりいい音が出ます。 

 

 

ただ、>>40にも書いたように、スマホではアプリを入れることによって自分好みの音質を出すことができます。 

イコライザーっていう種類のものになるのですが、例えば重低音の音量を上げたり、高音を強調したり･･･という感じです。 

 

そうやってある程度のカスタマイズができるので、音質がそれほど良くない機種でも(カスタマイズによって)満足のいく音が出せると思

います。 

 

まあ後は、携帯とは別に音楽プレイヤーを持ち歩く必要がないこともスマホで音楽を聴くメリットですね。 

その代わり電池はかなり食うので残量には注意ですが･･･。" 

"僕はスマホ派です！ 

 

スマホはヘッドホン接続端子がついてるので 

ヘッドホン(イヤホン)のプラグ刺すのに便利ですよね。 

また音量調節がほとんどの機種は側面についてるので調節しやすいです！" 

"奈良朱雀高校のユーです 

dattara-it さん 

すごくわかりやすい説明ありがとうございました 

すごく勉強になります" 

お役に立てたら嬉しいです(^_^ゞ 

"こんにちはマッスーです。 

 

>>ネットでも、調べる内容によっては 

スマホが便利です。 

 

>>電車の時刻を調べるくらいなら 

ガラケーで十分ですね。 

 

僕もその通りだと思います。使う人によって機器の選択ができるっていうのがしっくりくるかと思います。 
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しかし、それは情報や電子機器に詳しい人だけのお話。一般の学生（こう言うと偏見があるみたいですがご了承ください）などは、スマ

ホかガラケーの違いで立場の優劣的なものがあると思います。一昔前まではケータイを持っているか持っていないかで、その人のステー

タスが決まったこともありましたよね？今はスマホとガラケー・・・ 

最近放送している元暴走族上がりの熱血先生の某ドラマのワンシーンにもありました。 

 

 

人間のいやな性質ですよね(笑) 

 

今のスマホ派かガラケー派かの熟議では 

機器の性能面で比べてきましたが、社会的面からでもどっちかに分かれると思うのですがどうでしょう？" 

"風雅さん、こんにちはマッスーです。 

 

>>長年付き合っていた相棒を捨てるなど 

そのような事はするべからず、というおかしな信念に駆られてしまう 

 

わかります。その気持ち。最近はスマホを落としたら、思わず「あっ！ごめん！」と言ってしまう・・・はたから見たら変人です。" 

"長文だったので、分けて投稿します。 

 

>>私はどうもタッチパネルに弱いタチのようで 

通常操作が扱いづらくてしかたありません。 

 

なるほど・・・実は僕も（て言うか僕の家族全員ですが）前まではガラケーを所持していました。 

今も現在進行形で所持しているのですが、荷物に埋もれて化石状態になってます。 

 

ここで余談です。興味のない方は気にしないで熟議してください。 

僕たちがガラケーからスマホに変えたときにちょっとした問題で親子喧嘩に発展しました(笑) 

機種変したその晩のこと、まずは家族全員スマホをいじります。（おかしな光景でした） 

母親が機器の操作について僕に聞きました。 

「ここはどうなんの？」と 

僕はできるだけわかりやすく説明したつもりでしたが、どうも理解できないらしく何度も説明をしました。 

そのうち僕もだれてきて投げやりな態度になり、喧嘩勃発！ 

母は挙句の果てに「こんなの買わんかったら良かったッ！」と叫ぶ始末。 

その日は誰も口を開かなくなりました・・・ 

 

というようなこともありました。 

 

やはり、そのひとに合わせたものを使うというのが一番良いと思います。" 

">>スマホを落としたら、思わず「あっ！ごめん！」 

 

全くもって同じです(笑) 
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水没させた時は泣きそうになったし。。" 

"素直に書いていきますけど、 

 

そりゃあスマホ持ちの方が恰好いいでしょう(笑) 

(注：自分が格好いいとは間違っても思っていない) 

 

あくまで個人的なイメージですけど、 

スマホ持ってるサラリーマンの方が仕事ができる印象があるし、 

スマホデビューっていう言葉からしていい響き。 

 

 

もちろんそんなことだけで人間に優劣をつけてはいけませんが、 

やっぱり何を持ってるかによって印象はちょっと変わりますよね･･･。" 

"みなさんこんにちはー！ 

少し見ない間にお話も進んでますね！ 

 

>思わず「あっ！ごめん！」と言ってしまう・・・ 

 

わかります（笑） ドコモの CMを思い出しました（笑） 

でも、あの cm まさにそんな感じですよね。 

ガラケーよりもっと感覚的で身近になったから、ただの モノ としては思えないし…友達よりも家族よりも誰よりもいっしょにいる

し！！W" 

"スマホユーザーのみなさんは 

どのようなアプリを入れていますか？" 

"活発な議論ありがとうございます。 

みんなの学校のメンバーで、ネット熟議に参加していない人がいたら誘ってあげてください(^^) 

 

スマホ派が多い気がしますが、ガラケー派の人も意見どんどん出していってね(^o^)／ 

 

ちなみに、私はガラケーに憧れてます。" 

"どうもです。 

書記の K636174 です。 

私の場合は、 

・サーバ管理用に SSH クライアント 

・家計簿用 

・プレゼン用アプリ 

・文書作成アプリ 

・ブログ投稿アプリと、SNS系 

・TodoList 

ですね(^^)" 

"ファシリテーターの K636174（金子）です。 
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私は高校入学時から iPhone3G を使い、ガラケーを使ったことがありません。 

 

正直ガラケーにかなり憧れてます((o(´∀｀)o)) 

何に憧れるかって、なんだか持ってるだけで「出来る人」っていうイメージがあるじゃないですか！！（スマホ使いが出来ないと言って

るわけじゃないよ！！） 

 

＞＞他にガラケーのいいところも見つけたいですね！！ 

電池が数日持つというだけで私は感動ものですﾜｰｲヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ(ﾟ∀ﾟ)ﾉﾜｰｲ 

 

ガラケーの素晴らしいところ・・・リアル熟議でも出てきましたが、私ももっと知りたいです！！" 

"はじめまして。先日の東京のリアル熟議に参加しました。ヨウコと申します。 

 

私は、現在スマホユーザーですがガラケー派です…。 

スマホがかっこよくて去年買ってもらったのですが、使ってみると自分はまだスマホにする必要はなかったなと思います。 

 

ガラケーを使っていた頃、まったくネットにつながなくても生きてこれていたのに、スマホにしてからネットによくつないだりツイッタ

ーなどを使うようになって、スマホをいじる時間が増えてしまいました。 

なので基本料金も高くなって依存度も増して…使ってしまう私が悪いのですが。 

 

どこでもネット検索できることはかなり便利ですが、「スマホはあれば便利だけどなくても平気」という程度です。 

 

バッテリーの減りも速いので、ガラケーと iPod touch の２つを使うという手段が良かったのかな…と思います。 

そもそもスマホとして１つに機能をまとめる必要はないのではないかと思ったりしています。" 

"下っ端の書記 1号（ファシリテーターの K636174【金子】）です。 

共感と異論の間になんかないのかな・・・「半分共感で半分異論」とか（←何 

 

＞＞アプリ開発したり，OS の中いじったり．．． 

アプリ開発楽しいですね(^^) 

それに、ちょっとしたサーバメンテナンスとかなら、外でスマホからできますし便利すぎて開いた口が閉まらな・・・変なスイッチが入

りかけた( ﾟдﾟ) 

 

＞＞ガラケーに戻れと言われても 戻れないなぁ．．． 

私はガラケーを手に入れることが夢です！！" 

"こんばんは！大阪のたろすです 

＞＞私はガラケーを手に入れることが夢です！！ 

 

段々新機種がスマホだけになっていってるのでガラケーを持ちたいというのも難しくなるかもしれませんね… 

 

金子さんがガラケーに憧れるようやっぱり人は隣の芝は青く見えるというか無い物ねだりで新しいモノに染まりたくなるんでしょう

か？じっくり考えると私もスマホが今そんなに必要かと言われれば、それほどでもない気がします… 
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そもそも自分にとってのいいところはどちらにもあることから 

どちら派かというのはどこを基準に考えていいのか迷いますね？ 

（笑）" 

"自分は、 

・ファイルマネージャー 

・音楽プレイヤー(プリインストール以外で) 

・しゃべってコンシェル 

・その他スマホ管理ツール 

 

ゲームも一時はたくさん入れていましたが、今はソリティアと Gameboid ぐらいです。 

あとは、自分がはじめに持っていたスマホには「地球防衛軍」がプリインストールされていたのですが、それは気に入ったのでやりこみ

ました(笑)" 

"共感や異論の他に質問に答える選択肢はないのですね。 

この場合はその他？？ 

 

>53 私は受験に役立つ単語や簡単テストなんかのアプリが重宝してますよ！すごーい英語単語が覚えやすいんです！！！ 

他には LINE や SNS 系、体調管理、画像編集あと電池が長持ちするとかいうのも入ってますね（笑） 

 

この子はぜったい私より私を熟知してます！（笑）" 

"やはり皆さんスマホをもっている方が比較的多いですね！ 

 

私は今年の７月にスマホに変えたばかりなのですが、最近の悩みが... 

自分の好きなアプリを使って撮影した写真やダウンロードした画像などが、どこのファイルに入ってるのか（保存されているのか）分か

らなくなってしまったんです。 

これは機種の問題かもしれませんが...（因みにドコモのギャラクシー３です） 

ファイルが細かすぎだし、そのファイルを開くのにも別にアプリをインストールしなければならなかったり。 

訳が分からなくなってしまって、今までスマホ派だったのにガラケーに戻りたいなあ。なんて思ってしまいました。笑 

 

そこまでスマホのことが分かってない人はこうなるんだなーと思いました。笑 

 

 

スマホ派の皆さんは、スマホが使いづらいと感じたことはありますか？" 

"最近ずっと「熟議参加の五箇条」の２を忘れてた･･･ 

どうも。dattara-it です。昼休みなうです。 

 

 

＞スマホ派の皆さんは、スマホが使いづらいと感じたことはありますか？ 

 

スマホを使って１年半になります。 

今でこそかなり使えてる方だと自負していますが、使いはじめはかなり大変でした。 

ちなみに当時はスマホの性能もまだまだでしたから、フリーズとの戦いでした(笑) 



 

62 

みんな初めはそんなもんだと思いますよ。 

 

>ファイルが細かすぎだし、そのファイルを開くのにも別にアプリをインストールしなければならなかったり。 

 

これはアプリを自由に入れられるスマホの利点が裏目に出たって感じですね。 

 

例えば写真がどこに保存されているかを確認するには「ファイルマネージャ」という種類のアプリが必要です。 

S3 なら確か「マイ ファイル(違ってたらごめんなさい！)」というアプリがもともと入っていると思いますが、機種によってはそんな便

利なアプリは標準搭載されていなかったり･･･。 

そういう機種では、ユーザーがそういう種類のアプリがあると知らなければどうにもならないですからね。 

 

欲しいアプリを自由に入れられる代わりに、初期の状態で使いにくいっていうのは確かにかなり深刻な問題かもしれません。" 

"ども。dattara-it です。 

 

＞やっぱり人は隣の芝は青く見えるというか無い物ねだりで新しいモノに染まりたくなるんでしょうか？ 

 

僕もそう思います。 

 

ちょっと違うかもしれないけど、スマホはスマホでも最新機種持ってる人が羨ましくなったり･･･。 

僕に限らず、多分みんな新しいモノ・流行のモノには少なからず興味があるんでしょうね。 

 

そういうのって、手に入れた直後が一番楽しいですよね？" 

"私は 

 

twitter 関係 

youtube 

デフォルト以外のブラウザ 

ファイル共有 

電卓 

配信用アプリ 

駅の時刻表 

バーコード読み取り 

などです 

 

この前整理して使わないものを大量に消去しました" 

"私はインターネットやるなら PC使えばいいし、地図はアナログなほうがいいと思っていますのでスマホの機能やれるだけ詰め込んでみ

ました感はあまり好きではないです。器用貧乏な感じっていうのか、なんていうか。 

かといって、充電の持ち以外でスマホに比べて目立って良いものが特にないガラケを推そうとも思いません。 

今後の技術発展に期待したいです。" 

"始めまして 

大阪学院のひーとんです 
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もちろんどちらもよくわかってないですが 

上のほうのアプリ追加等を見てスマホに傾きそうです＾＾；" 

"お返事ありがとうございます！ 

そうですよねー。 

 

そもそもスマホはアプリを上手くインストールして使いこなせなければ、 

便利とは言えない？と思ってしまいました lol 

 

もっと IT系に強くないユーザー（例えば、普段から PCなどを使っていない人）でも使いやすくなれば、ガラケーよりもスマホの良さが

際立つのでしょうね:)" 

"こんばんわ tyokio です。 

コメント数がかなり伸びていて驚きました www 

 

みなさん返答ありがとうございます。 

やはり実用的なアプリを入れてる人が多いですね(僕もその一人ですが w)。 

todo リストやしゃべってコンシェル(iphone なら siri)はスマホならではのアプリですよね。 

 

こういう点からも僕はスマホ派です。" 

"返信ありがとうございます。 

社会的な面ですか・・・。 

自分は、某ドラマを見てませんから 

わかりませんですけど・・・。 

 

現在はガラケーとスマホの入れ替え時期なので 

比率がイーブンか（ス）6対 4（ガ）くらいだと思います。 

 

しかし、数年後 

ガラケーを販売台数は 

確実に減ります。 

次の世代では、（ス）9対 1（ガ）くらいになってる可能性が高いです。 

 

ちょっと話がズレるのですが 

日本人は、考え方が多い方が常識と考え 

少ないものは、個性と考えず 

非常識と考える人が、なぜか多いです。 

多分５・６年後には、クラスのほとんどがスマホ、 

1 人・2人がタッチパネルが苦手だから 

ガラケーという条件になるかもしれません。 

 

そしたら、クラスでは、 

スマホを持つことが普通 
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ガラケーなんか時代遅れ!!といいだす人も出てくるかもしれません。 

そこからイジメが始まることもあります。 

 

少し、考え過ぎですが心配です。" 

"<<スマホの機能やれるだけ詰め込んでみました感はあまり好きではないです。 

 

それはありますね。プリインストール(初期から入ってるアプリ)の内ほんとのほんとに使うのはひとつまみ程度で、メモリ喰うだけです

もんね(´･_･`) 

 

 

ところで Belvedia さんはスマホの「テザリング機能」を知ってますか？ 

しかし、この機能は全てのスマホに搭載されているわけではないです。 

掻い摘んで説明すると、 

「スマホが wi-fi ルータ替わりになり、 

いつでもどこでも PCやゲーム機器などがインターネット接続できる」というものです。 

画期的な機能だと思いませんか？" 

"ども、dattara-it です。 

 

> プリインストール(初期から入ってるアプリ)の内ほんとのほんとに使うの 

はひとつまみ程度で、メモリ喰うだけですもんね(´･_･`) 

 

プリインは邪魔なものが多いですよね。 

まあ広告だと思って我慢ですかね…。 

 

ちなみに最近の Android スマホ(OS4.0 以上)ではプリインを無効化できる機能がついてます。 

なんでもかんでも無効化すると不具合出たりするのでこれも難しいとこなんですけど(笑) 

 

 

あとは、お呼びでないかもしれませんがテザリング使用者としてコメント。 

テザリングがあると外出先でも、例えば iPod なんかでネットができるので便利ですよね。 

僕は前に使ってたスマホを持ち歩いて接続したりしてます。 

 

でもフィルタリングをかけてるとどの機械でネットしてても制限がかかってしまうのでちょっと不満です。仕方ないことですけど。 

あとは、テザリングをしていると知らないうちに通信料が跳ね上がるのでそこはいつも気をつけてます。" 

"自分のコメントに補足。 

変換ミス見つけちゃいました。 

 

>通信料、ではなく通信量です。 

 

まあ通信料も増えたりしますけど…" 

"dattara-it です。 
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微妙なタイミングな気もしますが、新しい話題を投下してもいいですか？ 

 

 

スマートフォン、特に Android にはウイルスの問題がありますよね。 

Android ユーザーはどのように対策をしていますか？ 

 

また、ウイルスには無縁なガラケー、危険性はあるものの感染率が非常に低い iPhone を使っている人は、こういう危険に対してどんな

印象を持っているんでしょうか？" 

"はじめまして、キリトです。よろしくおねがいします。 

ぼくは、普段あまりパソコンを使っていろいろなサイトにいくということはしないので、あまり、コンピューターウイルスのことを気に

したりしませんでした。 

しかし、今後パソコンを使う機会も、増えてくると思います。なのでウイルス対策のことについて、いろいろ教えてほしいと思います。

" 

"書記長という名の下っ端です． 

皆さん 熟議お疲れさまです． 

 

>>下っ端の書記 1号 

下っ端なんてとんでもない！ 

大阪第２回 よろしくお願いします m(_ _)m 

 

>>共感と異論の間になんかないのかな・・・「半分共感で半分異論」とか（←何 

チャットレベルに細かく意見を分割投稿すれば，共感・異論でなんとかなるかも．．． 

 

うーん．．． 

 

>>ちょっとしたサーバメンテナンス 

ssh 叩けちゃうのは本当に楽ですよねぇ．．． 

変なスイッチ入っちゃうと １ページ丸々この投稿になるのでやめておきます← 

 

>ガラケーを手に入れることが夢です 

今なら間に合います！ 

今すぐショップへ 契約しに行きましょう！" 

"お疲れさまです． 

 

さて，アプリですが．．． 

手元にある端末を見た感じ 大体が次のとおりです． 

 

サーバ管理アプリ（大量 

radiko 

映像編集アプリ 

SNS 系アプリ（FB/Twitter/Blog...) 
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配信系アプリ（Ust/ツイキャス/ニコ生..) 

辞書 

新聞 

Todo リスト 

などなど．．． 

 

今回は，""アプリ""という""スマホじゃないとできないもの""が議題ですが， 

""ガラケーじゃないとできない""もの／こと って何かありますか？ 

ガラケー使いの皆様！ ご意見お待ちしています！" 

"Android，iPhone の２台持ちの立場から． 

 

ウイルス対策． 

これは Android にとって 一番考えなければならない点だと思っています． 

 

Android マーケットを Google がきちんと審査を行えばいいと思うのですが， 

現状は無法地帯も無法地帯． 

大量のウイルスアプリが配布されています． 

 

ここまで来ると，本当に何を信用したらいいかがわからないので， 

Windows PC と同様に，ウイルス対策アプリを導入し，守ってもらうしかないのかな．．． 

と考えています． 

 

続いて iPhone ですが， 

""特殊なことをしない限り""AppStore に登録されているアプリしか導入できず， 

登録されているアプリすべてを Apple が審査し，少しでも問題のあるアプリは 

リジェクトされています． 

 

このため，""ブラウジングするサイトに気をつければ大丈夫""という感じで利用しています． 

 

注：アプリ配布サイト ＝ Android マーケット ＝ AppStore です．" 

"ども、dattala-it です。 

書記長さん返信ありがとうございます。 

 

＞Android マーケットを Google がきちんと審査を行えばいいと思うのですが， 

＞現状は無法地帯も無法地帯． 

＞大量のウイルスアプリが配布されています． 

 

以前は Android マーケット(現：Google Play ストア)は比較的安全と言われていましたが、 

最近はウイルスアプリが多く発見されて話題になりましたね。 

審査をしないというのが自由な開発を促進する Google の方針ではありますが、公式マーケットでありながら安全でないというのは大問

題ですよね。 



 

67 

 

≪続く≫" 

"dattara-it です。 

文字数オーバーしたので２つに分けました。 

 

≪続き≫ 

 

＞Windows PC と同様に，ウイルス対策アプリを導入し，守ってもらうしかないのかな．．． 

＞と考えています． 

 

ウイルス対策アプリの導入は必須ですね。 

でも、導入しただけでの安心は禁物･･･ 

ウイルス対策アプリに頼るだけではなく、「アクセス権限」の確認など、自分でどれだけ気をつけられるかが大事だと思います。 

 

 

Android ユーザーであって Android 大好きな僕ですが、ウイルス対策の万全さでは iPhone が本当に羨ましいですし、Android(Google)も

もっとウイルス対策に力を入れてほしいです。 

まあ iPhone はアプリに対する制約が多すぎる(審査が理不尽、公式マーケットからしかインストールできない等)ようなので個人的に

iPhone ｲﾗﾈなんですけどね･･･" 

"大阪熟議で書記をしている金子です。 

コメントありがとうございます。 

 

コンピュータのウィルス対策って正直、面倒ですよね(^^) 

ウィルス対策してなかったら、コンピュータが「ウィルス対策してないので、しときますわ?」とか言って勝手進めてくれると便利なの

ですが(-_-;)" 

"どうも、dattara-it です。 

3 連休みなさん何してますか？ 

自分はテスト前なんで…遊べないです… 

 

 

さて、 

ソフティーさんのコメントに返信。 

>クラスでは、 

>スマホを持つことが普通 

>ガラケーなんか時代遅れ!!といいだす人も出てくるかもしれません。 

>そこからイジメが始まることもあります。 

 

流石にいじめまで至るかは微妙ですが、 

スマホを持ってないことで話の輪に入れなかったりってことは起こるかもしれませんね。 

現に僕も学校で、 

「メールアドレス教えて！」 
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「ごめん、携帯持ってないねん…」 

「そっか…」 

みたいにちょっと気まずくなったことがあります。 

こんな感じで、例えばスマホで流行ってるアプリの話題についていけなかったりとか…可能性は十分ありますよね。 

 

こういうのってどうやったら防げるんでしょう…？ 

自分ではあんまり思い付かなかったので皆さんの意見聞きたいです。" 

"奈良朱雀高校のマッスーです。 

 

亀レス失礼します。 

 

僕は 

・ミニゲーム色々 

・SNS系（facebook,twitter 等） 

・オンラインストレージ 

・ファイル管理 

・ウィルス対策ソフト 

・ジョルテ 

・ナビ 

・カメラ 

・動画編集 

・画像編集 

・スキャナ 

・マンガビューア 

・Adobe Reader 

・ブラウザ系（デフォルト、firefox Beta、XB ぶらうざ等） 

 

大体こんな感じです。 

入れているアプリでその人がどんな趣味しているのか大体分かりますよね（笑）" 

"奈良朱雀高校のマッスーです。 

 

またまた亀レス失礼します。 

 

これは対策ソフト名等を書いていいものか分からないのですが、 

Avast というソフトを使っています。 

 

Android ユーザは基本的にウィルス対策ソフトを自前で導入しないと危険ですね。 

そう思うと、iPhone は魅力的ですよね・・・ 

 

ガラケーからスマホに変わった人の中にはウィルスに対する、対策ができてない方も少々・・・ 

僕の同級生の中にいました。（すぐに注意して、おすすめのアプリを勧めましたが。） 
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やはり、ガラケーはウィルスの被害件数も少ないようですから、ただのケータイだと思ってスマホに変えた人には抵抗感がないのか

(-_-;) 

 

そういえば、僕がスマホに乗り換えた時はショップの店員には何も言われなかったのですが、こんな対応で大丈夫か？思ったり、思わな

かったり・・・（今はどうか分かりませんが）" 

"奈良朱雀高校のマッスーです。 

 

またまた亀レス失礼します。 

 

これは対策ソフト名等を書いていいものか分からないのですが、 

Avast というソフトを使っています。 

 

Android ユーザは基本的にウィルス対策ソフトを自前で導入しないと危険ですね。 

そう思うと、iPhone は魅力的ですよね・・・ 

 

ガラケーからスマホに変わった人の中にはウィルスに対する、対策ができてない方も少々・・・ 

僕の同級生の中にいました。（すぐに注意して、おすすめのアプリを勧めましたが。） 

やはり、ガラケーはウィルスの被害件数も少ないようですから、ただのケータイだと思ってスマホに変えた人には抵抗感がないのか

(-_-;) 

 

そういえば、僕がスマホに乗り換えた時はショップの店員には何も言われなかったのですが、こんな対応で大丈夫か？思ったり、思わな

かったり・・・（今はどうか分かりませんが）" 

"奈良朱雀高校のマッスーです。 

 

またまた亀レス失礼します。 

 

これは対策ソフト名等を書いていいものか分からないのですが、 

Avast というソフトを使っています。 

 

Android ユーザは基本的にウィルス対策ソフトを自前で導入しないと危険ですね。 

そう思うと、iPhone は魅力的ですよね・・・ 

 

ガラケーからスマホに変わった人の中にはウィルスに対する、対策ができてない方も少々・・・ 

僕の同級生の中にいました。（すぐに注意して、おすすめのアプリを勧めましたが。） 

やはり、ガラケーはウィルスの被害件数も少ないようですから、ただのケータイだと思ってスマホに変えた人には抵抗感がないのか

(-_-;) 

 

そういえば、僕がスマホに乗り換えた時はショップの店員には何も言われなかったのですが、こんな対応で大丈夫か？思ったり、思わな

かったり・・・（今はどうか分かりませんが）" 

"自分で投げておいて、亀レスすいません。 
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奈良朱雀のマッスーです。 

 

防ぐ為には学校へのケータイ持ち込み禁止とか、学生はガラケーで我慢するとか 

規制する方向の考え出てくるのでしょうが、僕は子の考え方が嫌いです。 

 

マイナスを恐れて、有益なものを使わないのは非常にもったいないことだと思います。 

これだけが理由ではないですが・・・ 

 

そこはやはりガラケーの素晴らしいところ、スマホに圧倒的に勝っているところを見出す必要があるのではないでしょうか。 

もし、なければ作ればいい。 

例えばガラケーの良さはバッテリーの持ち。これを生かして半永久的に起動できるガラケーの開発とか、メール・電話のクオリティアッ

プ。 

色々とあると思います。 

 

そうすれば、ガラケーとスマホの差はなくなってくるかな?と言うことを思っています。 

 

ってことで日本の物作りの皆さん頑張ってください！！（他力本願の最低野郎ですいません。）" 

"ども、dattara-it です。 

 

> 防ぐ為には学校へのケータイ持ち込み禁止とか、学生はガラケーで我慢するとか 

 

携帯持ち込み禁止や所有禁止の学校は今もありますね。うちの学校も一応持ち込み禁止です。 

(まあその主な理由はいじめ対策ではないでしょうが…) 

そもそも携帯(スマホ)を持たなければいい、てのは確かに正論ですが、僕もそれがベストなのかは疑問です。 

 

 

もうひとつ、 

> そうすれば、ガラケーとスマホの差はなくなってくるかな?と言うことを思っています。 

について。 

世間では「次携帯を買い換えるときはスマホ」っていう人が多くて、現にガラケーの販売台数も減ってますよね。 

そんな中、マッスーさんの意見は「これからもガラケーは必要」ということですか？ 

 

いや、別に僕もガラケーが要らないって言うわけじゃないんですけど…" 

"ども、dattara-it です。 

 

マッスーさん、全くもって同意見です(笑) 

スマホ(Android)にはウイルスが多いってあれだけ報道されてるのに、何の対策もしていない人たくさんいますよね… 

スマホには他人の個人情報も入っているということを、どれだけの人が自覚しているのか…(-_-;) 

もちろんウイルス対策ソフトを入れて終わりではないですが、何かしらのものをいれておくのは最低限必要なことですよね。 
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>そういえば、僕がスマホに乗り換えた時はショップの店員には何も言われなかったのですが、 

>こんな対応で大丈夫か？思ったり、思わなかったり・・・（今はどうか分かりませんが） 

確かに、ショップでウイルスの話って聞かないですね。これもいいことじゃないですね。 

スマホにとってマイナスのことを話すと売れにくくなるからでしょうか…？" 

"どうも。 

M です！ 

 

私はアンドロイドのスマホを持っていますが、スマホ購入の際にショップ側からウイルス対策などの話は全くされませんでした... 

正直なところ、リアル熟議に参加するまでウイルス対策など気にしていなかったし、元々本体にウイルス対策ソフト（マカフィー?）が

入っていたので「まあ、大丈夫かー」なんて軽い気持ちで色んなアプリ（海外のアプリ？英語だらけのやつです,,,）をばんばんインス

トールしていました：( 

 

今思うと、すごく危険な行為だったんだなーと反省しています（汗） 

 

ガラケーは、その辺あまり気にせず使えるので、私みたいな人にはちょうどいいのかな？なんて思いました。笑 

 

スマホを売ってる側がもっと呼びかけてくれたらいいのに....と思いました lol" 

"朱雀高校のユーです 

今の M氏さんなどの話を聞いていますと 

次はスマホに買い替えようと思う気持ちが多少うせますね 

僕も次はスマホにしたいなーという 

くちなので少しばから怖くなってきました（怖）" 

"どうもトッシーです！ 

自分もスマホを使っているのですが、スマートフォンを買った時に自分も店の人はウイルスについて何も言ってこなかったので大丈夫だ

と思っていたのですが、M氏さんの話を聞いて自分のスマホには何もウイルス対策をしていないのは危険だと思いました。 

自分もはやめに対策ソフトを入れようと思います。" 

"こんにちは、ヘラヘラです！ 

 

僕は今年の春にスマホに買いかえたんですが、買い換えるときに、店員のほうからウイルス対策のアプリがあります！と言ってくれてま

したよ。 

 

でも、過信しすぎるのもいけないと思いますけどね（笑）" 

"ども、dattara-it です。 

 

ユーさん 

なんか上から目線なコメントで申し訳無いんですが、 

少々怖く思っているほうがいいと思います。 

 

今、スマホを持ってる&持ちたいって人の中で、ウイルスに関して無神経な人が多すぎると思うんです。 

現に、単にスマホに憧れてスマホデビューしたっていう友達のスマホを見せてもらったら、怪しいアプリがいっぱいだった…ってことが

ありました。 
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ユーさんみたいにスマホの怖い一面を知っている人のほうが、結局は安全にスマホを使いこなせると思います。 

もちろん怖がってばかりだと楽しめないんで、その辺り微妙なとこですけど(笑)" 

"こんばんわ、学校帰りの奈良朱雀高校マッスーです。 

 

ホントですよね（笑）自分だけのデータならまだ良いですけど(良くない！)、他人の連絡先とかも有りますからね(^_^;) 

 

 

 

お店の方が説明が比較的少ないのもホントになぜでしょうね？ 

様々な方の返信を見ているとほとんどの方が説明が無かったようですから心配です。 

特に Android の方は。" 

"こんばんわ。ヨウコです。 

 

私は iPhone を使っています。 

スマホのウィルスのことは知っていましたが、iPhone はウィルスが入りにくいときいていたので特に対策はしていません。変なアプリを

入れないとか変なファイルをダウンロードしないようにするくらい…。 

ウィルスに強いから Android ではなく iPhone にしましたし。 

特にアプリが少ないとかそういうことで困ってないので、ウィルス対策されている iPhone は心強いです。 

 

スマホって小型のパソコンですから、ウィルス対策ソフトを入れるのはマストだと思うのですが、そういう意識がかなり低いですよね…。

これからスマホが普及していくのに、危険な部分が認識されていないのはかなり危ないです。 

 

 

そもそもスマホがウィルスに強くなってくれればいいなと思います。それか、お店側が売る時にオススメの対策アプリを教えてくれると

か。スマホのウィルス対策ソフト（アプリ？）はよく知らないのですが、いちいち自分でやるのは面倒じゃないですか…？" 

"Re:【最初の質問】ガラケー派？スマホ派？ 

6 への＜その他＞のコメントです。 

そう思う（0人） そう思わない（0 人） 

すっかりご無沙汰して申し訳ないです。 

活発な議論ありがとうございます。 

大阪のファシリテーターK636174（金子真志）です。 

 

さて、【最初の質問】のまとめページを作りました。 

その他、みなさんが立てたスレッドのまとめも順次作成する予定です。 

 

http://jukugi.dip.jp/ 

 

みなさん是非ご利用ください。 

（スマートフォンにも対応しています。）" 

"ファシリテータの K636174（金子真志）です。 
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質問１では、活発な議論ありがとうございました m(__)m 

まだネット熟議に参加していない人も、これからどんどん参加してください(^^) 

今ネット熟議に参加している人も、まわりの人をどんどん巻き込んで下さい(^o^) 

 

それでは、【質問２】です。 

スマートフォンとガラケーは似てるようで違います。 

最初の質問では、それぞれの違いを上げてきました。 

以下のＵＲＬにまとめがあります(スマホ対応) 

http://jukugi.dip.jp/ 

 

続いて、スマホとガラケーの共通点を探していこうと思います。 

 

・スマホとガラケーの機能や使い方 

・スマホとガラケー両方に対して思っていること 

 

みなさんの返信を待ってます（●＾o＾●）" 

"こんにちは。 

大阪の M 氏です。 

 

 

少し考えてみましたが、今思いつくことは「電話・メール」がつかえて「インターネット？」も使えるところかなと思います。 

従来の携帯電話としての役割が果たせるところしか思いつきませんでした！（汗） 

そこまでガラケーやスマホについて詳しくない私が考えた結果です... 

普通すぎますね。笑 

 

なので、これからもう少し頭をひねって考えてみたいと思います。。。" 

"ども、dattara-it です。 

 

共通点･･･ 

当然ですが、携帯であること(笑) 

ただ単に種類での話ではなくて、いつも持ち歩いている、とか･･･ 

ガラケーにしろスマホにしろ、皆さん自分の大切なパートナーとして携帯と付き合っているのではないでしょうか。 

 

かなり抽象的になりますが、「生活に密着している」っていうのが共通点(というか携帯の特徴？)なのかなと思います。 

僕なんか今やスマホ無しではもう生活できないかも･･･(^-^;" 

"ども、dattara-it です。 

 

>>97 ヨウコさん 

iPhone は安心して使えるんですね。 

そこはやっぱり羨ましい･･･ 
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一方の Android ですが、もともとウイルスへの安全性を犠牲にしてアプリ開発の自由度の高さを優先していますから、今後もウイルスの

危険性は改善されないかも･･･。 

 

その代わり、Android にはユーザーが怪しいアプリを見分けられるように「アクセス権限」のシステムが導入されています。(iPhone に

もあるかもしれませんが。) 

逆に Google(Android の開発元)の方針としては、そういった用意されてるシステムを活用してセキュリティ対策をできない人は Android

を使うなってことなんですかね･･･(-o-;) 

 

 

ちなみにちょっと余談ですが、docomo のスマホでは無料で「あんしんスキャン」というウイルス対策アプリが使えます。 

マカフィー製なのでそれなりに安心です。 

たしかに宣伝がイマイチなうえ、実は購入時にはダウンロードサイトへのショートカットだけが入っていて実際はインストールされてい

ないというややこしい状態なんですけど･･･。 

 

docomo ユーザーの方で、購入時からあんしんスキャンが入っていると思ってる方は今一度確認を。" 

"お久ぶりです、大阪熟議参加の東 高校 

たろすです 

 

先の題については、私はウイルスについては全くと言っていいほど無知なので、iPhone を購入しました。特別なことをしない限りはある

程度安全かと思ってです。 

まずウイルスってアプリからしか入ってこないの？とか、ウイルスってどーなるの？とか、実際何がどうなって怖いのよ？ってところで

す。 

 

きっと多くの人が分かっていないと思うので、言われているとおりもっと注目されるような方法で指摘するべきでしょうね。是非とも私

にも分かりやすく危機感を煽る指摘をお願いしたいです。 

 

質問 2については 

 

共通点といえば「日本独自」ここに 1番感動しています。 

ガラケーと呼ばれるようになった stupid phone がさらに smart になったことからさらに日本ではどう進化してどうなるのか期待してい

ます☆ 

機能の多さが日本らしいなと誇れることが私の中の共通点ですね！ 

 

 

長くなってしまいました…すみません；" 

"東京の方の熟議に参加した鈴蘭です。 

私はガラケーを持っています。 

ガラケーは、 

・ハッキングとかされにくく、安全面でとてもいい 

・フィルタリングなど、子供達も安全に使えるように工夫されている 

・５のボタンにポチッと膨らみがあり、目の不自由な方も使いやすいように工夫されている。 



 

75 

・スマフォに比べて電池の持ちが良いので、震災時などの緊急事態の時も、安心して、使える。 

・スマフォに比べて、使い方が簡単なところ。 

・小さい子用、ご高齢の方用、などそういう風にターゲットを絞っている機種もあり、そういう方々が安心して使える。 

スマフォは 

・情報端末からの発展形なので、自分好みのカスタマイズができる。 

・skype や line など様々な形で様々な人と交流ができる。 

 

でもスマフォは急に日本国内で普及したため、 

色々と知識不足で、様々な問題を抱えていると思う。 

ウイルス問題や個人情報が漏洩しやすいこととか。 

後、目の見えない方や慣れてない方は、どこを押したのかとかわからなくなりやすいところは、どの世代やどんな方でも使いやすいとい

うユニバーサルデザインではないと思います。 

 

そういう点を、きちんと理解して、 

対策を考えて使うのであれば、 

私はスマフォの方が良いと思います。 

 

長文失礼いたしました。" 

"ども、dattara-it です。 

 

僕がウイルスの話題振ったのにウイルスに関する情報をほとんど出してなかったので、自分が知っている範囲で書きます。 

>>103 たろすさんへの返信も兼ねて… 

なんか間違ってたら皆さん指摘ください。 

 

 

Android のウイルスの感染源はアプリのみです。 

ちなみにアプリから感染するのは iPhone も同じです。 

(だからアプリの審査をしている iPhone はウイルスに強いのです。) 

ウイルスはアプリの中に組み込まれていて、そのアプリを起動したときにウイルスも活動をはじめます。 

 

さて、スマホのウイルスが何をするかについて。 

多くのスマホ向けウイルスは、電話帳などの個人情報を勝手に外部に送信したりしています。しかも、個人情報を読み取って外部に送信

するという動作はユーザーには見えません。全て知らないうちに、です。 

今の時代個人情報というのはとても価値あるものですから、モノと同様売ればお金になりますからね…。 

で、その個人情報を買った人が迷惑メールの送り手だったりするわけです。 

つまりウイルスに感染すると、自分や友達に迷惑メールが来たりするんです。 

 

こんな感じですかね？" 

"喋り出したら止まらないのが僕の悪い癖… 

>>105 に捕捉します。 
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と言っても完全に余談なのですが。 

 

パソコンのウイルスはシステムファイル(パソコンの動作に必要なファイル)を書き換えて、ひどい場合はパソコンが起動しなくなったり

します。しかし、スマホにはシステムファイルの書き換えロックがかかっているため、基本的にウイルスでもシステムの書き換えはでき

ません。 

 

ただしユーザー自身がスマホを改造してこの書き換えロックを解除している場合は例外。 

「脱獄」「root化」という言葉を聞いたことのある方もいると思いますが、こういったことをするとウイルスの危険性が一気に高まるの

はこのためです。 

ちなみに Android では、その書き換えロックさえも自分で解除してシステム内を引っ掻き回すというこわ～いアプリが存在しました。 

これは流石に危険すぎるということで、Android の開発元である Google が遠隔操作を行い、そのアプリがインストールされた全てのスマ

ホからアプリを削除したそうです。 

ウイルスもだけど、Google 恐るべし…。 

 

 

以上、雑談失礼しました(笑)" 

"dattara-it です。 

 

>>104 

> 後、目の見えない方や慣れてない方は、 

>どこを押したのかとかわからなくなりやすいところは、 

>どの世代やどんな方でも使いやすいという 

>ユニバーサルデザインではないと思います。 

 

僕もスマホを買ったときは全然操作ができなくて、店員さんに「スマホは慣れですからね」って言われました。 

まあ初心者はある程度使ってたら何とかなるでしょうけど、目の不自由な方などにはスマホってすごく使いにくいですね…。 

タッチパネルだからポッチ付けたりも出来ないですし…うーん… 

 

 

あと、スマホにもフィルタリングありますよ！ 

僕も付けてますけど、知恵袋までブロックされるので迷惑してます。。 

あと何故か自分のブログも(泣)変なサイトじゃないのに(ToT) 

 

まあ Wi-Fi 繋いだら無効になっちゃうんであんまり意味ないですけどね… 

もしくは Opera mini 使うとか…" 

"こんばんわ奈良朱雀高校のマッスーです。 

 

 

【質問２】についてですが、僕が思う共通点は 

・電話、メールでの連絡。 

・可用性が良いところ。 
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・アプリで拡張。（ガラケーも一部使えるので） 

・ブラウジング 

・大切なパートナー 

 

以上ですね。最後のはちょっと言ってみたかっただけですが、冗談ではないので(笑) 

とりあえず、スマホもガラケーもどっちか使っている人にとっては切っても切れないものな気がします。" 

"こんばんは。ヨウコです。 

 

共通点…というとマッスーさんと同じく「なくてはならない存在である」という点ですかね。スマホもガラケーも現代では持っていない

と色々不便ですし、スマホは就活生の必須アイテムなのではないでしょうか。 

 

あとは、 

・メールや電話ができる 

・写真が撮れる 

・検索ができる 

・赤外線通信、おサイフ機能（一部のみ） 

・メモができる 

 

くらいしか思いつきません…。" 

"【まとめ】 

ひとまず、出てきた意見をまとめます。 

・「電話・メール」がつかえて「インターネット？」も使える 

・当然ですが、携帯であること(笑) 

・自分の大切なパートナーとして携帯と付き合っている 

・「生活に密着している」 

「生活に密着している」 

・機能の多さが日本らしいなと誇れること 

・共通点といえば「日本独自」 

・電話、メールでの連絡。 

・可用性が良いところ。 

・アプリで拡張。（ガラケーも一部使えるので） 

・ブラウジング 

・大切なパートナー 

・写真が撮れる 

・赤外線通信、おサイフ機能（一部のみ） 

・メモができる 

 

皆さんたくさんの意見をありがとうございました m(__)m 

こうしてみると、スマホとガラケーは全く違うようで、似ている部分もある感じですね。 

質問３もこの後投稿されますので、よろしくおねがいします。" 

"ファシリテーターの平野です。 
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ネット熟議も残り二週間と半分以上が過ぎ、熟議第二回も近くなってきました。 

 

さてさて。 

ここまで、スマホについて主に「ガラケーと比較」しつつ、その「媒体自体」についての討論が行われてきました。 

皆さん色々な意見が出て、またそれを金子君が↓にまとめてくれました＾＾ 

http://jukugi.dip.jp/ 

 

そろそろその中身についても話が出切ったかな、という感じがするのでここでちょっと【テーマを変えて】みましょう！ 

 

これまでの話ではあまり多く語られてこなかった『セキュリティ』。 

ガラケー、スマホ問わず多機能化していく中で、端末への「依存度」はどんどん上昇してきました。 

サイフもキップもケータイ一台に収まってしまうこの時代。便利な反面、「無くしたらヤバイ」度もどんどん上昇しています。 

 

さて、【皆さんにとって「ケータイ」はどれくらい重要】でしょうか？ 

落としたらどう思う？ヤバい？生きていけない？ 

また、何で「ヤバい」のでしょうか？ 

 

ケータイにはいろいろなものが詰まっています。 

それらがなくなったらどう思うでしょうか？ 

 

そんな事を「想定」しながら、 

【ケータイがなくなったらどう思う？どんな不安がある？】 

という事についてまずは思うがままに書き込んでみましょう！" 

"お久しぶりです、dattara-it です！ 

今修学旅行で北海道に来てます。 

気温は 20度くらいでかなり涼しいんですけど、ガイドさんによると例年よりも暑いそうです。 

 

 

さて質問 3ですが、 

とりあえずスマホ失くしたらすんごい不便です。 

メールはパソコンでできます(Gmail 使ってるので)が家の外ではできなくなるし、音楽も聴けないし、なによりも大事なデータが… 

今もこうして、移動中のバス内で音楽聴きながら熟議を書いてるわけですが、それが一切できないんですもんね…。 

 

幸い今までケータイを落とした経験はないですが、想像すると怖いです…。" 

"お久しぶりです(*ﾟ∀ﾟ*)  

みんな覚えてますか？東高校の tyokio です！ 

Googlechrome で「熟議カケアイ」を開こうとするとエラーが出て戸惑ってました w 

解決策が見当たらないので IEからの投稿です。 

 

それはさておきファシリテーター平野さんへの返答をば… 
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ケータイを無くすと自分へのリスクよりも 

友達、家族、先輩の個人情報(メールアドレス、電話番号)を 

流出してしまう方が怖いですね。 

大切な人に何かあったら嫌なので… 

 

またガラケーだとメールアドレス、電話番号のみですが 

スマホであれば、SNS(twitter、LINE など）の IDも盗られる恐れがあるので 

より危険ですね。" 

"こんにちは♪ この頃気温がちょうど良くて 

睡魔様が活発に活動なさってるようで… 

外でもぼーっとしてしまいます…(´･ω･`) 

 

それでなのかどうか、最近親友が携帯(ガラケー)を落として一緒に必死に探し回りました！ 

なんとタイムリーな質問！（笑） 

結局見つからず、スマホに変える機会になったと言っていましたが… 

 

私だったら、連絡取れなくなることが困ります！ 

携帯のやり取りでしか今はつながり様のない人たちもたくさん入っているし、 

SNS 上でしかやり取りをしていない人もいます。 

 

なくしたことでこれから人生関われる人が変わるのは嫌です。 

 

でも、実際連絡先を別に保存して置いたら逆にめんどくさいことがなくてリフレッシュにはなるしいいとも思います。 

何かとめんどくさいと思うこともあったり、ゆっくりした時間が過ごせて、携帯がないのもいいと思いますね！！ 

 

でも外部に情報が漏れてしまうということがあるので、遮断するなら落とすのではなくて電源を落とすだけでいいですね（笑）" 

"こんばんは。東京のヨウコです。 

東京のみなさんネット熟議に参加されないのかしら…とか思いながら参加してます。はい、感想はこれくらいで 笑 

 

 

私にとってケータイはかなり重要です。 

ケータイがなかったら連絡が一切できませんし、連絡先も分からなくなってしまいます。人の電話番号とかアドレスなんていちいち覚え

てないです。 

 

あとは、ケータイから個人情報が漏れてしまうのが怖いですね。 

なくしたら自分だけでなく友達にも迷惑がかかってしまいます。 

悪用されたりしたら最悪です。ヤバいです。 

ロックはかけていますがそんなの簡単に外されそう… 

 

私はスマホですが、音楽は iPod で聴きますし、ネットもアプリも外でできなくてもまあ困りませんのでよく使う方よりは重要度が低い

かも。 
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でも連絡ができないのはやっぱり怖い。 

去年の震災で電話がまったく繋がらないというのを経験してからメールが届かない電話が繋がらないということがとても怖いし不安で

す…。 

 

なんだか意見が散乱していて申し訳ないです＞＜" 

">dattara-it さん 

北海道人気ですね＾＾ 僕も中学の時、修学旅行で北海道行きましたよー 

 

まず不便というのは間違いないですね。サイフだって無くしたら不便ですし・・・ 

生活に密着しているものを落とすというのは怖い事です。 

さて、不便さの隣にある「大事なデータ」とは具体的にどういう事を指しているでしょうか？ 

またそれを落とす「怖さ」とは何か。 

 

・・・という事についてもう少し話せればいいですねー)^o^(" 

">tyokio さん 

あら、chrome で開けませんか？僕は chrome から投稿してますが・・・ 

 

他人の個人情報にプロテクトはかけられてないですからね。 

最初のロック画面さえ破れればやりたい放題ですし・・・ 

【人に迷惑が及ぶ可能性】というのは重要なテーマだと思います。 

 

スマホで SNS の ID の話が出ましたが、twitter とかだとガラケーでもできません？ 

あと IDを見られるのは怖いですが、passが分からなければ他のデバイスからの投稿は厳しい・・・ 

さて、このあたりは【どの様にされたら怖い】のか、もう少し詰めてみましょう！" 

">たろすさん 

と思いきや横浜は一気に寒くなりました。カゼひきが周りに増えてきて困る・・・（´・ω・｀） 

 

友達のケータイ一緒に探すなんていい人！・・・じゃなくて。笑 

タイムリーなテーマでよかったです。結局買えたなら転機、になったのかな？ 

 

携帯の最大の機能は「外出中、離れた人とも連絡を取れる」事ですからね。 

一番根源的な面で困る！という話ですね♪ 

アドレス帳とかのバックアップは大事な話です。パソコンに近づいたスマホはガラケー以上に故障率も高いでしょうし、いざという時の

為のバックアップは必須ですね！ 

 

最後にシャレですかい笑 情報漏洩は他にも話している人がいる【重要テーマ】ですね！" 

">ヨウコさん 

うん、東京の人こよーよ、お兄さんさみしいぞ（´・ω・｀） 

 

やっぱり「連絡ができない」というのは重要ですよね。 
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他人の電話番号とアドレス覚えるくらいなら物理の公式覚えないとφ(・д・)ﾒﾓﾒﾓ...笑 

 

個人情報の悪用はよくありますし、まぁパソコンがあればロックは外せちゃうのが事実。。。 

【端末を手元に持っている】というのがやはり最大のロックです。 

 

震災の時、確かに全然つながらなかったのは僕も覚えています。 

人と連絡が取れないというのは物理的な孤立と同義にも思えます、女性ならなおさら怖いかも・・・" 

"さてさて、【※返信が少なくてさみしい※】限りですが（´・ω・｀） 

とりあえず議論を進めていきましょう、残り短いんだよー（´・ω・｀）boo 

 

今出てきた話の中で複数人が挙げた 

「連絡が取れないから困る」（【連絡手段】としてのケータイ） 

「大事なデータをなくすと困る」（【データ保存端末】としてのケータイ） 

「自分や他人の個人情報が流出すると困る」（ケータイが持つ【個人情報】） 

というテーマについてもう少し詰めてみましょう。 

 

これらの「怖さ」とは何でしょうか？ 

「何をされたら怖い」のでしょうか？ 

そして、「そのための対処策」はあるでしょうか？ 

 

こういった点に関する、（より多くの！）皆さんの意見をお待ちしております。" 

"ども、dattara-it です。 

 

＞さて、不便さの隣にある「大事なデータ」とは具体的にどういう事を指しているでしょうか？ 

＞またそれを落とす「怖さ」とは何か。 

 

データは、画像や電話帳などですかね。。 

大抵のデータはバックアップしてるので失って困るデータはないのですが、情報の漏えいが「怖い」です。 

 

以前ウイルス云々の話題を投下した僕、ソフト面では情報はきちんと守ってるつもりですが、スマホを落としてしまったら意味がありま

せんからね･･･。" 

"どうも... 

羽衣学園３年のＭです。 

 

個人情報が流出することが一番怖いと思います。" 

"奈良朱雀高校のユーです。 

個人情報がもれるのって怖いですよね。 

たまに迷惑メールとかがきますがどこからメールアドレスを拾ってくるのか 

謎です。" 

"こんばんは。ヨウコです。 
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1 番の怖さは、個人情報の流出と悪用ですね。 

私の場合は連絡できないことも怖いですが…。 

 

iPhone の場合パソコンに同期すれば連絡先とか大事なデータはそちらに保存できますよね。クラウドもあるし、データが消えるという恐

怖は最近は少ないのでは？ 

個人情報に関してはまだ対策案がないですね。ロックをかけるくらい。 

なくしたら遠隔で iPhone を使えなくすることができますが実際それもやったことないのでどれほど効果的なのかは分からないです。 

なくす以前にウィルスが入ったら個人情報なんてガンガン取られますが…。" 

"ども、dattara-it です。 

 

 

>なくしたら遠隔で iPhone を使えなくすることができますが実際それもやったことないのでどれほど効果的なのかは分からないです。 

 

ケータイをなくした時の対策で確かに遠隔操作がありますね。 

ちなみに僕の場合は cerberus を使っています。 

大阪の第一回熟議で、Android のウイルスはこんなことができますってグリーの方が実演されていましたが、そのアプリが盗難対策の

cerberus っていうアプリ(ウイルスではない)だと聞き、それがきっかけで導入したんです。 

 

実際試しに使ってみて、パソコンで自分のスマホの位置が分かったり写真を撮れたり、あと初期化もできるので頼もしいです。 

まあネットが繋がっていなければ使えませんが… 

 

 

話がそれましたが… 

他にも、通信会社に連絡するとケータイを使用不可にしてくれるサービスもあったはず。 

そんな感じで、もし落としてしまったときに、端末にロックをかける方法やデータを消す方法を調べておいたほうがいいと思います。" 

">105 dattara-it さん ありがとうございます！前回の投稿でお礼を言い忘れてしまっていました！ 

ウイルスはアプリからのみなんですね～！知らなかったです！ 

 

遠隔操作の話がでましたが、そういえば友達も携帯会社に電話してすぐに、利用を止めてもらっていました！ …それが電話帳やメール

までロックされたのかはわかりませんが…請求額がとてつもないほど跳ね上がる事は防げたはずですよね。 

それもまた怖いことの一つですね。 

 

連絡手段として、「怖い」のは、見知らぬ土地に行ったとしたらその場所を知る人と連絡を取れないと不安で「怖い」です。わざわざ公

衆電話を探してたらなかなか進めませんし…、夜道を歩くときも連絡手段としての携帯がないとめちゃくちゃ怖いです…" 

"ども、dattara-it です。 

ネット熟議ももうすぐ終わりですね･･･。 

 

たろすさん 

＞連絡手段として、「怖い」のは、見知らぬ土地に行ったとしたらその場所を知る人と連絡を取れないと不安で「怖い」です。わざわざ

公衆電話を探してたらなかなか進めませんし…、 

＞夜道を歩くときも連絡手段としての携帯がないとめちゃくちゃ怖いです… 
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「何か」あったときにケータイは頼りになりますよね。 

ガラケーもスマホも同じだと思いますが、僕も普段持っているのに家に忘れちゃったりして手元にない時は不安になります。 

これは見方を変えれば依存症の一種なのかもしれませんが･･･ 

 

頼りすぎるのもダメなんだろうな･･･でも、僕にとってスマホ(ケータイ)は大事なパートナーです。 

docomo の CMで「walk with you」ってキャッチフレーズがありましたけど、まさにそんな感じ。適度な関係を保ちながら付き合っていき

たいです。" 

"まだ投稿できるのに驚いたりしているファシです。 

最後のまとめに入りましょうか。 

 

個人情報としては「画像」や「電話帳」というツールが上がりました。 

やはり他人に迷惑をかけるのが怖い、というのは一つの側面だと思います。 

自分の情報も大事ですが、他人の情報が流出すると「自分の手に負えなくなる」というのが一番難しい点でしょうね・・・ 

またこの 2つはガラケー、スマホ関係なく含まれている情報ですから、「スマホだから」怖いということはないかもしれません。 

 

また、「失くしたら戻ってこないもの」に対する恐怖も一部つづられていました。 

今ではソフトウェアが発達し、スマホでは多くがバックアップされておりデータの復元は容易になりました。 

対してガラケーではあまりバックアップという事を聞きませんね。（できない事はないですけど PC必須かな） 

この点ではスマホの方が個人情報的な便利さがあるでしょうか。 

 

 

最後の方、さみしーい感じでしたが、128件のコメントを頂き、次回へとつながる「素地」は作れたと思います。 

ここに参加し、投稿して下さった皆さんは、この議論を生かして次の熟議で大いに発言して頂けたら、幸いです。" 

"至らぬ点も多かったかと思いますが、最後までお付き合いくださりありがとうございました！ 

 

東京の方は、11月 4 日、会場にてお会いしましょう。 

大阪の方は、同日、画面にてお会いしましょう。 

 

ではでは＾＾" 
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6. 第二回 高校生熟議 in 東京 熟議グループ概要 
熟議テーマ： 「スマホ時代のネットの在り方・使い方」 

日 時： 2012 年 11月 3 日（土）13:30-17:30 

場 所： 東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】５人 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

水戸女子高等学校 １年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

日本スマートフォンセキュリティ協会 菅野 泰彦 

〔ファシリテーター補助〕 

グリー株式会社 牛腸 綾香 

〔書記〕 

目白大学 亀井 歩 

 

【第２班】５人 

自由学園高等科 ３年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

慶應義塾大学 平野 翔大 

〔ファシリテーター補助〕 

NHN Japan 株式会社 高橋 誠 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 島﨑 依子 

 

【第３班】４人 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

水戸女子高等学校 １年 女子 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ３年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

NPO 法人企業教育研究会 市野 敬介 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 脊戸 篤志 

〔書記〕 

目白大学 小倉 知枝 
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【第４班】４人 

自由学園高等科 ３年 男子 

水戸女子高等学校 １年 女子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

帝京高等学校 三輪 清隆 

〔ファシリテーター補助〕 

Yahoo!JAPAN 箕輪 憲良 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 中山 翠 

 

〔書記リーダー〕 

目白大学 町田 沙奈美 
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7. 熟議録 
 第 1班 

第２回 高校生熟議 in 東京 第１班 記録 

2012 年 11 月 3日 

記録者：亀井 歩 

 

14：45 熟議開始 

14:45 自己紹介 

（学年の半分くらいはガラケーで LINE を使っています。） 

 

Q：自分が持っているスマホのイメージを話してください。 

S「携帯が進化したのではなく、パソコンが進化したイメージ。危ないイメージもあるが、使ってみたい。」 

S「ipodタッチを使っている。昼休みに使っているのはスマホの人で、調べものを頼むことが多い。スマホ所持者は迷惑メールが多い。

スマホになると迷惑メールが増えるのかな？」 

S「機能はよくわからないが、怖い。受験生なので、だらけてしまう怖さ・依存性。スマホは使ってみたい。」 

S「ガラケーにも満足しているが、周りがスマホ率高くなっているので、今の時代スマホのほうが楽しいし、パソコンみたいな感覚にな

る。タッチでしかできないアプリが直感的にできるからおもしろそう。」 

 

F『スマホとガラケーの違いは入力かな？』 

S「そうだと思います。入力や移動がとにかく早い。」 

S「スマホは怖い。SNSに熱中してしまい、母に携帯を取り上げられた。今はガラケーで通話しか使っていない。必要なことは家のパソコ

ンで調べられるので、スマホは必要ない。」 

 

F『コンテンツによってスマホとガラケーに違いはあるのか？』 

FF『スマホになってからより、従来の持ち運び用のゲームのようにできる。』 

 

Q：スマホって何？ 

→「携帯が進化したのではなく、PCが小さくなった。」 

→「入力方法が直感的に操作しやすくなった。」 

→「ガラケーの時より楽しさを広げるもの。」 

→「アプリを提供する側も、可能性を広げるもの。」 

→「怖い。（依存性、ウイルス、勉強をだらけてしまう等）」 

→「トラブルに巻き込まれる。」 

 

Q：スマホのトラブル、どう対処する？ 

→「（SNSで）人とのかかわりでトラブルがあった。メールアドレスを教えてしまった。」 

 「パトロールに引っかかる人も多いが、それをすり抜けてアドレスを教えることができる。」 

 「年齢詐称で騙され、家の場所を教えてとメールがきた。」 

 「スマホだとより大きい可能性で起こる気がする。」 

→「サイトに登録した時に、注意書きを読まずに登録してしまい、高額請求されるというのをテレビで見た。」 

 「ガラケーでも起こる可能性はあるが、パソコンの画面なので余計に可能性が大きくなりそう」 
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→「自分の周りではスマホもガラケーもあまりトラブルは聞かない」 

→「無料アプリをダウンロードしたら、知らないうちに個人情報が流れているというのを、テレビで見た。位置情報が常に流されている」 

→「アプリから情報が流れたり、ウイルスに引っかかるのはスマホ特有なのかな？」 

 

Q：位置情報を盗まれるトラブルの対処方法は？ 

＜無料アプリ＞ 

→口コミを見てから判断する。 

→注意書きを必ずチェックする。 

→（LINEのように）公式アプリをダウンロードするようにする。 

→自分で判断する 

 

F『みんながみんなできるわけではないよね？』 

FF『判断材料が書いてあるアプリが多いので、まずは自分でよく読む。みてわからなかったら、人に聞いてみたりダウンロードを止めて

おく。注意書きが書いていないのは危ない。』 

『ただのゲームなのに個人情報を取得するのは怪しい？』 

FF『本来ゲームを楽しむのに、使う必要のない情報を取得するものは危ない。』 

 

F『どうやって見分ける？』 

S「高校生の常識はそこまでない。教えてあげるのが大人の役目。高校生はまだ子どもだと思う。」 

FF『フィルタリングは付けてほしい。付けたほうが良い。』 

 

＜位置情報＞ 

S「個人情報を取得します、という注意書きの文字を大きくする。（メーカーの義務）」。 

FF『GREE の場合は、これから位置情報を取ります、と必ず入れるようにしている。』 

（先ほどの話に戻る） 

 

＜コミュニケーショントラブル＞ 

S「顔も見たことない人に個人情報を教えてはいけない。」 

「SNSにはパトロールがいて見つかってしまうので、隠語・暗号のようなものを使ってアドレスを教えてしまう人がいる。」 

F『教えたい人はいくら言っても教えてしまうので、そういった人にブレーキをかける方法があれば良いよね。』 

S「大人が、これはいけない、というのを常日頃から教えるべき」 

 「みんなでネットの勉強をする」 

 「今は高校生だが、いつか常識になる」 

 

F『常識にする方法は？』 

S「情報教育の授業を充実化させる」 

 「ダンスが必須になるよりかは、情報を必須にすべき」 

S「GREE内でのアドレスを使えば、メールはできる。本物のアドレスは教えなければ良い。（情報の授業でやる）」 

 

Q：スマホ時代の高校生の主張 

→「情報教育の充実化」 
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 「危機感を持たせるように伝える。アメリカのたばこのパッケージはグロテスクなので、そのように伝えて危機感を持たせる。小、中

学生なら他の知識がなく、すっと頭に入る。」 

→「スマホは楽しいだけでなく、危ない面もあるということをみんなが知っておく。」 

 「アプリのインストールが、一番ウイルスが入りやすい場所なので、そこを注意する。」 

→「スマホが出始めて、普及のスピードが速すぎる。」 

 「大人もついていけてないので、制作者側もよく考えて作る。知識や可能性を考えて制作する。」 

→「全部が全部大人のせいではない。最終的には自分の責任だが、大人も知識が少ない。」 

 「子どもの知識を増やすと同時に、大人も知識を増やして危険性を子どもに教えていく。」 

→「知識が不十分なまま使うべきものではない」 

 「子どもが欲しがっていても、簡単に与えるものではない。もっと前に危ないということを知っていれば、こんなことにはならなかっ

たかもしれない。」 

 「小さいうちから危険性を教えてもらいたかった。」 

→「説明書がないので、親もスマホの使い方をわかっていなかった。」 

 「アプリで説明書を作るのではなく、紙の説明書のほうが良い。」 

 

F『説明書読む？』 

S「読まないですね。」 

F『マナーモードにする仕方がわからず、授業中に電話が鳴っていて怒られている友達がいた』 

S「（購入時）最低限の操作方法くらいは教えてもらいたい」 

 「読まないかもしれないが、説明書を付ける？」 

F『とにかく使い方について伝わってないんだね』 

S「説明書は分厚いし、紙がもったいないだけ？だれが教えればいいのかな」 

S「困った時に相談できる場所があればいい。ショップではなくて、早く伝わる場所があれば。」 

S「継続して質問できる場所が必要」 

S「操作方法が簡単になったという人と、わけわからないという人の２通りいる」 

S「自分にどの機種が合っているか選択できれば良い」 

F『どうすれば良い？』 

S「最終的には自己責任に辿り着いてしまう」 

 

（パワーポイント作成へ） 

 

16:15 熟議終了 

 

 第 2班 

第２回 高校生熟議 in 東京 第２班 記録 

2012 年 11 月 3日 

記録者：島崎依子 

 

14:45 熟議開始 

 

Q：スマートフォンを持っている人 
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・持っている：２人 

・持っていない（ガラケー）：３人 

 

Q：実物を見て、持っている人はどう感じているか？ 持っていない人は何を感じるか？ 

S「iPhone を使っているけど、iPhone じゃなくてもよかったかな。色んな機能が一緒になっている必要性はあるのか」 

S「そこまでアプリ使わない。パソコン使ってるし。わざわざアプリでやる必要ない」 

S「ガラケーを使っているけど、スマホに良いイメージない。もともと通話のためのもの。実際に会っていても、お互いスマートフォン

やってたりとか。むしろないほうがいいのでは」 

 

Q：実際に対面しているのにスマホやってる人は何をしている？ 

S「ラインとか。自分はやらないけど」 

F『二人でゲームしてたらそれはそれで面白いけど、確かにだいたいラインとかメールとかをしているね』 

 

Q：実際に人がいるのにスマートフォンを使っている人をどう思う？ 

S「失礼」 

S「その場を楽しむために使うならいい。次に行くところ考えてるとか、食べてるものを調べてるとか」 

S「ツイッターとか、ガラケーではあまり開けない。スマートフォンで自分の現状をすぐ発信することができるから、逆にすぐ発信しな

きゃ！という気持ちになる」 

 

Q：自分の現状を常に伝えている人（スマホ廃人）っている？ 

S「あまりいない」 

F『端から見ていてどう感じる？』 

S「誰の為にやっているのかわからない」 

S「いいね！を押してくれたら嬉しくなる。その後によけいに出したくなる」 

S「今何食べてるとかどうでもいい。たまにしかないことならいいけど」 

 

Q：じゃあスマホに対する印象って？ 

S「前回の熟議でも言ってたけど、文字を打ちにくい。iPhone は予測変換がほとんど機能しない。メールとかよくする人ならガラケーの

方がいいんじゃないか。自分的にはパソコンの画面見れるから満足しているけど」 

 

Q：ガラケーの人、自分は文字打つの速いと思う？ 

S「聞き手じゃないほうの手で打つ人はケータイ依存症って言われる。私がそう。左手で打っちゃう」 

S「親との連絡とか、友達との連絡では使うけど、そこまでたくさん打たない」 

 

Q：ケータイのメインの用途って？ 

F『僕の場合はエバーノートが主。メールは家に帰ってからする』 

S「（スマホ）ツイッター」 

 

F『一日何呟きくらい？』 

S「２０とか。自分が呟くというより人のを見てる」 

S「（ガラケー）画像検索とゲーム」 
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S「（ガラケー）連絡」 

S「（ガラケー）連絡」 

S「（スマホ）インターネットとツイッター。好きなゲーム会社とかをフォローしておいて、情報を見る」 

S「スマホを使い始めた頃は嬉しくてよくやるけど、そのうち飽きてくる。コンテンツとしてまだ微妙？」 

S「ゲームもしないし、アプリもあんまり入ってない」 

S「ものすごく暇なときにエンドレス系のゲームをするくらい」 

S「自分のケータイ（ガラケー）は、ネットとか繋げないように設定している」 

 

Q：スマホを持ってる人、メール＆電話とインターネットの割合は？ 

S「ガラケーのときもあまり連絡をしなかったし、メールとか電話は使わない」 

S「周りの友達もしていないから、あまり連絡には使ってない。バイトとかやってると、電話番号だけでメッセージ送れるのが便利」 

S「ガラケーにもメッセージ送る機能はあるけど、ほとんど使わない」 

 

Q：スマホで連絡しないのは意外？ 

S「ラインの方が楽」 

S「ギャルっぽい人たちは、スマホとガラケーを持ってる。スマホとガラケーか、スマホとウィルコム二台持ちが多い」 

 

Q：もし自分がスマホに変えたらどんなことすると思う？ 

S「アプリをたくさんダウンロードしそう」 

S「もともとケータイいじるの好き。勉強とかおろそかになっちゃうかも」 

S「ケータイではできないことをする。フェイスブックとかツイッターとか。あと、交通のことを調べるのが便利そうだから使いたい。

余計なアプリはしたくない。生活に役に立つものは使いたい」 

S「何も考えてない」 

 

Q：機械として、スマホとガラケーどちらがいい？ 変えたらどんな違いがある？ 

F『電池、アプリ、画素数』 

S「マップが超便利。今日も使った。自分の向いた方向に地図が向くのを初めて知った。ガラケーに戻すと地図が使えないから困りそう」 

 

F『ガラケーで地図を使ったことある？』 

S「リアルタイム更新じゃないから、いちいちバイクを止めて更新しないといけない。スマホだとすぐにチェックできる」 

    S「結局、スマホとガラケーの違いってリアルタイムかどうか」 

F『迷ったときは。町内会の地図を探す？』 

S「人に聞く」 

F『俺は家で下調べしてから行くことが多い』 

 

Q：スマホのトラブル、どう対処する？ 

F『トラブルに合わないと、トラブルがわからない。』 

F『想定できるのは、コミュニケーションのトラブル、ネット関係のトラブル、なくした時のトラブル。どのトラブルについて議論した

い？』 

 

・コミュニケーション：３人（S２人、FF１人） 



 

91 

・ネット：２人 

・なくしたとき：１人 

 

Q：コミュニケーションのトラブルについて 

F『ネット上のコミュニケーションでトラブルにあったひとは？』 

    ・一人 

S「ラインのグループで、先輩への引退プレゼントへの Tシャツの画像をたくさん上げている人がいた。あまり反応しなかったら、学校

で「なんで反応してくれないの」と言われた」 

F『必ず反応するべきだと思う？』 

・反応すべき：２人 

・反応する必要はない：３人 

S「男と女の違いもあるかも」 

F『反応すべきと答えたのは二人とも男の子』 

 

Q：なぜ反応すべき？ 

S「それが当たり前」 

S「メールが来るのは手紙が来た、話しかけられたってこと。それを無視するのはガン無視してるってこと。相手がどう思うかによる」 

 

F『その集団にずっといると、返信しなくてもいいやってなる？』 

S「（頷く）」 

F『メーリスとかは連絡事項を伝えるだけ？』 

S「はい」 

 

F『イベントのお誘いとか、どう思う？無視していいか、一応返信するべきか』 

S「返さないってことは行かないってこと。直接メールで来たら応えるけど、関係がなくなってる（SNS上のみの付き合い）と思ったら返

信しない」 

F『返さないことに怒る人がいる。行かないって返信する必要ある？』 

S「食事とかが用意されているなら返すべきだけど、だったらちゃんとした招待をすべき。フェイスブックとかじゃなくて」 

 

Q：フェイスブックでの友達と現実の友達は、関係性が違う。一回会ったくらいの人からメールきたら返すべき？ 

・返すべき：４人 

・わからない：１人 

 

F『招待されたことある？』 

S「ある。クラス会とか」 

 

F『フェイスブックなら返さなくていいけど、なぜメールなら返すべき？』 

S「質問。フェイスブックでは自分で返信の文章を打てるの？招待する側も自分で文章を打つの？」 

F『自分で打てるよ』 

S「言葉がないのにコミニュケーションできているのかな」 

FF『本当は生きたいと思っているけど、予定がわからないため未定とも参加したいとも言えず、悩んでいる人もいる。予約が必要なもの
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は早く返信しないといけない。大人数のキャパがあるところなら当日行ってもいい、という判断基準がある』 

FF『私も返信していない招待がいくつかある』 

S「興味がなくて参加不参加ではなく、行けるかどうかわからなくて返信していない人は、ラインでもメールでもいいからそのことを言

うべきでは」 

S「結局はイベントの内容」 

S「行きたいけどわからないから未定、と一言言えばいい。自分じゃなくて、招待している側の感覚」 

 

Q：フェイスブックやツイッターでの関係と、メールやラインでの関係はどう違う？ 

F『「暇」って呟けば反応が返ってくる。一方、相手の顔を知らないこともある』 

F『相手の顔や性格を知ってたらトラブルにならない？』 

S「人による」 

S「人による」 

S「知ってる人だから良いだろうと思って言っちゃって、トラブルになることも。知らない人だと丁寧に対応することもある。相手次第」 

F『メールとかだと話し方変わる？』 

変わる２人 

S「ウケ狙い方面」 

S「普段は喋らないけど、ネットとかだと結構喋る」 

F『他にコミュニケーションのトラブルはあるか』 

S「文字だけだと表情がわからなくて、何でこの人こんなこと言ってるんだろうという空気になった（ラインで）。文字だけでは伝わらな

いことがある」 

F『顔文字を付けないと怒ってると思われたりするね』 

S「iPhone で返信すると、相手の文章が残っているし、顔文字が微妙。使い初めのころは怒ってるように見られがち」 

F『顔文字使う？』 

S「顔文字はあまり使わない。言葉の使い方を少し変えたりする」 

S「男で顔文字や絵文字をたくさん付けるやつがいる。キャラ変わり過ぎだろって思う。男に?マーク付けられてもな、って思う」 

 

15:45 

Q：スマホ世代の主張 

F『今度ケータイ変えるとき、ガラケーからスマホに変えたい？』 

・変えたい：２人 

・変えたいと思わない：１人 

S「便利になりそう」 

S「特に理由はない」 

S「ガラケーと iPodタッチでいいかな」 

S「ガラケーでも、フィルタリング外せる年になれば使えるかな」 

 

F『スマホはスマホ、ガラケーはガラケー。間をとったら使いやすくなるんじゃないか』 

 

今までの振り返り 

F『スマホは多機能すぎる。スマホはリアルタイム。義務になってしまう人もいる。連絡やイベント出欠が楽になる。文字を打つのはど

っちが速いか。スマホがあると便利になりそう。ガラケーを生活に便利にするには？ スマホを持ってる人はゲームをあまりしていない。
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むしろ SNSを多くやっている』 

 

Q：ガラケーをどうスマホに近づけるか？ 付けて欲しい機能、いらない機能は？ 

S「スピードを速くして欲しい。更新ボタンとか。スマホみたいにリアルタイムで変わるんじゃなくて、ボタン押したらすぐ変わるよう

な」 

S「いちいちお気に入りを開かないといけないのが面倒」 

 

Q：画面は大きくなったほうがいい？』 

S「スマホもガラケーもたいして変わらない」 

S「画素数の問題」 

 

Q：質量は重いと感じる？ 

・重いとも軽いとも思わない：２人 

・結構重い：１人 

S「iPhone は重い。iPhone 以外はそうでもない」 

 

Q：カメラはどうなるとよい？ 

S「ガラケーで１２００万画素のやつがいる。デジカメ以上。iPhone はそうでもない」 

F『画素数、発色はデジカメや一眼にはかなわない。近づけられたらいいかも』 

 

Q：充電とかについてどう思う？ 

S「バッテリーはガラケーのほうがいい」 

 

F『ガラケーで充電切れたことはある？』 

S「ディズニーで待ち時間を調べていたらなくなった。一日中使っていたらなくなるけど、滅多にない」 

S「スマホとガラケーで同じことをしたら、倍くらいのスピードで充電なくなる」 

S「質問。スマホでもネットを使わなければもつのか？」 

S「何も使わないと 60％くらい残るけど、逆に言うと何も使ってなくても電池一個分くらいは減っちゃう」 

 

Q：ガラケーの人、何をやったら電池が減る？ 

S「ゲーム」 

S「カメラ」 

S「グリーとか。データの更新をすると電池が減るから」 

F『充電を忘れることもあるね』 

 

16:00 パワーポイント作成 

 

S「ネット上でコミュニティーができると、現実の世界で話さなくなったりする」 

F『身近なコミュニケーションをおろそかにしちゃうことがある。ネット上のコミュニケーションの方にたくさん時間を割いていたり』 

S「文字だけだと表情がわからなくて、誤解が生じることも」 
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 第 3班 

第 2 回 高校生熟議 in東京 第 3班記録 

2012 年 11 月 3日 

記録者：小倉知枝 

 

14:50 自己紹介 

 

14:58 熟議開始 

F『スマートフォンってどんなもの？イメージで。危険な事とか、なんでもいいので。できるだけたくさん書いてね。』（ポストイット４

分間） 

F『正解不正解はないからね。自分にとってどう思うか』 

S「壊れやすそう。画面割れそう。」 

S「画面とまるらしい。」 

 

F『トラブル関連まとめて』 

S「情報流出」 

S「充電すぐなくなる」 

S「アプリをダウンロードしたら、アドレス帳の内容が流出しちゃう」 

 

F『個人情報流出したら』 

S「自分以外の人に迷惑かかる。他の人の情報が流出しちゃう」 

S「自分がスマホじゃなくても、友達が持っていたら流出しちゃうのは怖い」 

 

F『自分でなくほかの人に迷惑がかかるのはよくないね』 

S「使いこなせない。自分で使わない機能が多い。」 

S「使い方が分からない」 

S「操作しにくい」 

S「ガラケーに慣れてるから」 

S「ツイッターとかやってると慣れる」 

 

F『良いとこもあげてみよう』 

S「画面の大きさが見やすい」 

S「楽しそう。アプリができるから。」 

S「外でもインターネット使える」 

S「SNS 使える」 

S「機能が増やせる（アプリ）」 

S「個性が出せる。カバー変えられるし。ガラケーだと幅が狭い。」 

S「カスタムしやすい」 

S「便利そう」 
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F『何が便利そう？』 

S「地図とか」 

F『地図以外には』 

S「音楽聞ける」 

S「スクロールしやすい」 

S「電話番号知らなくても、繋がれる。LINE とかツイッターとか」 

S「依存している。ずっと使っている」 

S「２台持ちの方が便利。スマホはおもちゃみたい。通知を観たくない時もある。でも電話気になるからガラケーも必要」 

 

F『このほかには？』 

S「遠隔操作される」 

F『逮捕された人も遠隔操作されている』 

F『スマホって何なのか？３つにまとめよう。スマホはこれだと思うことは？』 

S「SNS」 

S「個人情報の管理」 

S「個性が出しやすい」 

 

F『見た目の問題と中身』 

S「トラブルが多い」 

S「ちいさいパソコン」 

FF『全体的にネガティブな意見が多いね』 

 

F『トラブルについてまとめてみよう』 

①壊れやすそう 

②充電がすぐなくなる 

③値段高い 

④依存しちゃう 

⑤個人情報で他人に迷惑かける 

 

F『このトラブルについてどう対処したらいいのか考えてみよう。』(3 分） 

F『自分でもいいし、友達にどう声（アドバイス）をかけるのかでもいいよ。』 

 

① 

S「カバーをつける」 

S「容量使い過ぎない」 

F『ガラケーではどうしてた？』 

S「気にしてない」 

 

② 

S「バッテリー持ち運ぶ」 

S「作っている人頑張る」 
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S「不必要に使わない」 

F『充電無くなると困る？』 

S「連絡取れなくなる」 

 

③ 

S「アプリの数に関して値段変えるようにする」 

S「学割にする」 

 

④ 

S「フィルターをかける」 

F『例えば？』 

S「未成年が使う時は、有害サイトにいかないように。小学校からずっとつけてます。」 

S「自分で頑張れ！何時から何時まで使うか自分でを決める」 

F『携帯使いたい時間決めてる？』 

S「フリータイムの時に使ってる」 

F『ルールを決めて、みんなで依存しないようにすればいいね』 

S「ひどい人には周りから声をかけてあげる」 

S「友だちとかとご飯食べている時に、使われると嫌だ。2人でいても、画面を見てる」 

F『そういうときに言ってあげられるといいね』 

S「飽きるまで使ってみる」 

S「常にメールとか来てると束縛されているみたいでいやだ。」 

FF『飽きさせないように、新しいゲームがでてくるよね。』 

S「話し合い（声かけ）をする。嫌われることもあるけど。」 

F『優しいがキーワードかもね』 

S「規制されたら、諦めればいい。ツイッターとか。」 

S「もっと厳しくした方がいい。規制知らなかった。」 

S「ネットつなげないようにしてます」 

 

⑤ 

S「必要以上にアプリをダウンロードしない」 

F『必要とそうでないのはどう区別付ける？』 

S「なんとなくダウンロードしない」 

S「利用規約をしっかり読む。みんな読んでないから。」 

FF『自分の知らないアプリはダウンロードしない方がいい。家族で決まりを作るとか。』 

F『家族みたいな感じでみんなに言えたらいいね』 

S「2台持ちにして、スマホにはアドレス帳いれない」 

S「大人がちゃんと教える。知らない人が多過ぎる。親、先生とか。」 

F『携帯電話の会社の人とか』 

S「授業をつくるとか」 

 

F『スマホ世代の主張はどうする？こう使っていくといいとか。』 
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S「依存とか」 

FF『今後こうなって欲しいとか。』 

S「一日に一定の時間しか使えないようにするとか。電源つかなくする」 

F『高校生タイム』 

S「正しい知識を教えて欲しい。」 

S「機能を発達させてほしい。充電とかトラブルの対処とか」 

F『高校生の声を聞いて欲しいんだね』 

 

パワーポイント作成 

F『一言で言うとスマートフォンをもっと安全に使いたいだね』 

S「タイトルは、ローマ字で SMART でいいですか？」 

F『確かにスマートに使いたいよね』 

S「スマートに使おう！」 

 

補足 

F:ファシリテーター 

FF:ファシリテーター補助 

S:生徒 

 

 第 4班 

第 2 回 高校生熟議  in東京 第 4 班 記録 

2012 年 11 月 3日 

記録者：中山 翠 

 

14：45 自己紹介開始 

 

14：45 同時に熟議開始 

Q：「スマートフォンって何」と聞かれたときにどのようにこたえるか？ガラケーやタッチとの違いは？ 

S「スマホは小さなパソコン」 

S「ガラケーと比べて使う幅が広いという点に長けている」 

S「コミュニケーションが深められる。Facebook、Twitter などが使いやすい」 

S「スライド、タッチといった操作で物を調べやすい。」 

 

Q：どんなアプリなどを使っている？ 

→LINE、mixi、MMS ニュース（アプリ）、Twitter、マップ、Skype、ブログ、ゲーム（無料配信、太鼓の達人）、動画サイト（youtube、ニ

コ動）、２chまとめ、写真加工、カメラ、音楽を聴く 

 

F『Twitter アカウントはいくつくらい入ってる？』 

S「閲覧が多い」 

S「動画サイト（Youtube、ニコ動）」 
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F『有料会員？』 

S「無料です」 

S「写真加工」 

S「カメラは便利、景色を拡大して見る」 

S「横長に取れるカメラ」 

 

F『４歳の息子がネガフィルム撮影。何も考えずに撮影すると使えるのかな。』 

S「パソコンに同期して、音楽を聴いたり」 

 

Q：スマホユーザー？ 

・スマホ：２人 

・ガラケー：２人（うち１人タッチ利用） 

 

Q：スマホはないと困るもの？ 

→なくても生きていける。依存していないから。でも取得できるニュースとかの情報が減るのは困る 

→友達との会話に関しては？通話料金とか気にしない？ 

→友達が LINEをやっているが、自分はない。追いてけぼり感はある 

→バスケが好きなのでずっと動画を見てることがある。気づいたときに２週間くらい使わないで見たら、意外といらないことに気付いた。

依存がなくなって友達とのコミュニケーションが変わった。一緒に映画を見たり。 

 

F『自分で依存って気付いたの？』 

S「人に言われて」 

→みんなやってるからやってみたが、だんだん友達との関係が変わってしまった 

 

Q：それでもやめない理由は？ 

→今のガラケーは willcom で安い。友達とのコミュニケーション専用。自分の趣味は PC。ないとストレスはたまる 

→不便だからやめない。 

→親が払ってくれるからお小遣いに変動はない 

→タッチするのが楽しい。 

 

F『Yahoo は高校生向けにどのようなサービス？』 

FF『高校生の使い方は大学生や社会人と変わらない。子供をもったり結婚するとネットの使い方は変わるかもしれないがそれまでは変化

しない。』 

 

Q：どのような使い方は危ない？ 

→課金制のゲーム。カツ上げとかにつながらないか心配 課金を商売にすることがいやだ 

→SNSサイトで友達ができてアドレス交換をしたり。 

→プリクラをとって保存するときにプリクラの会社にアドレス送信したら、メールが５～６件来てアドレス変更することになった。 

 

F『生活指導に携わっている。教室内でカメラ撮影した内容が外部に漏れている事例もその延長でいじめも。』 

S「勝手にアップしないでほしい。」 
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F『女子高などで無防備な姿をアップしてしまう事例も』 

S「一人でも承認が得られなかったら、作品じゃない」 

S「無断でというのは社会的にみてもおかしい。」 

F『外部の方がそういったことをする例もある。それが売り物になることも。オークションとかで。自衛の必要がある』 

 

Q：高校生としてとれる自衛の手段は？ 

→何もできない。出された時点で止められないと思う。 

 

F『生徒の側では話さない？』 

S「話さない」 

F『学校側がやるべき？自分たちで考えるべき？』 

S「動画投稿の際に審査をすべき」 

S「膨大な量の動画がアップされるから不可能かも。」 

 

Q:クラスの仲の良い友達がカメラを向けたら 

→顔を隠す 

→Facebook とかにあげる場合でも了承を取るなどが暗黙の了解としてある。嫌がるだろうから、と考えて行動している 

→すぐ断る。まじめに言い過ぎると相手に不信感を与えるから「やめてよ～」ってかんじで。 

学校では禁止されているからちょっと安心。 

校則で禁止？ 

校則かなぁ？ 

 

→断れる。 

入学して１年目が寮生活でそこでは電子機器が禁止。そこで友達と共有した苦労があるから深い信頼関係があるから。 

→断ってもやめてくれないこともあった。真剣に断ろうとは思う。 

 

Q：大人にリードしてほしい？ 

→学校が厳しいから一度規制したら何もできなくなっちゃう 

→大人の介入も必要。自分たちだけでは解決しきれない。 

→会社とかにお願いしたい。手軽さが売りだが、住所・実名とかが必要になれば規制できる。うその住所とかは仕方ないが。小さなこと

から違法アップロードをそれぞれを通報できる規制の仕方。 

→信頼関係を崩さないためにも大人の介入があったほうがいい。 

 

F『Yahoo では？』 

FF『Yahoo ではビジネスになるのは分かっていたがやっていない。Youtbe にかんしては後から違法アップロードを後から通報できる。ア

ダルトの判定を機械的にできるが、相撲とかの判定が難しい。どこからが嫌なのか線引きが難しい。当事者でなければ判断しきれないこ

ともある。』 

 

15：27 まとめに入る 

F『最初のテーマ。スマホはないとさみしいが、なくても大丈夫というとらえ方になったよね。スマホはみんなにとってどんなもの？あ

ったほうがいい、ないほうがいいという両者をあげて、深めるよう。』 
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F『情報、コミュニケーション、アプリ、機器そのものに関することに分類してみました』 

 

Q：高校生にとってのスマホとは？一言で！ 

→便利すぎる 

→なくてもいいし、あってもいい 

 

F『これだけの機能があるが、みんなが必要としている機能はほんの少し。』 

F『トラブルに関しては？』 

 

Q：トラブルの対処について。自分ができること、他に頼みたいこと。 

→自分ではリアルと一緒であることを意識する 

→マナーが悪すぎる。意識の向上が必要。メディアや団体による普及とか 

 

F『大阪とつないだのはどう思う？』 

S「便利。いい機能。」 

F『授業や生活に生かすことはどう思う？』 

S「大人の管理があればいいと思う。高校生だけだと怖い」 

S「大人に見られ過ぎるのはいや。」 

F『電子黒板って知ってる？インターネット画面と同一にしたりもできる。たとえば NHKアーカイブスをそのままつないだり。あとは先

生のペンとも重ねることができる。インターネットにアップもできるから復習も。』 

S「書くことで集中できるから、どうなんだろう？」 

F『スマホ以外の機器が授業にも活用されているね。Skype などを使った国際交流とかの例もある』 

S「とても便利、活用したい」 

 

Q：スマホとどう付き合う？ 

→使う人のマナー・常識の向上（包丁と一緒） 

→かっこいいから使いたい、という意識がある 

スマホがドラマとからで使われるからかっこいいと思うけど、それにはなんか納得がいかない。 

 

S「小学生のころから使っているから、親の世代とは違う」 

S「少しずつ慣れていくことで大きなトラブルを回避したい」 

F『スマホは日々、進化している（例：LINE）親でもわからないことは出てくる』 

S「大人が基礎を作ることが必要」 

S「どんなに進歩しても基礎的なルールは不変」 

 

16：00 熟議終了 
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8. 第二回 高校生熟議 in 大阪 熟議グループ概要 
熟議テーマ： 「スマホ時代のネットの在り方・使い方」 

日 時： 2012 年 11月 3 日（土）13:30-17:30 

場 所： 大阪ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行大阪支店） 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】５人 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立布施高等学校 教諭 竹内 健二 

〔ファシリテーター補助〕 

－ 

〔書記〕 

宝塚造形芸術大学 中川 芳剛 

 

【第２班】６人 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

大阪市立東高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立春日丘高等学校 教諭 吉村 剛志 

〔ファシリテーター補助〕 

－ 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 金子 真志 

 

【第３班】６人 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

大阪市立東高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

関西中央高等学校 教諭 村上 徹 



 

102 

〔ファシリテーター補助〕 

－ 

〔書記〕 

大阪アニメーションカレッジ専門学校 林 直人 

 

【第４班】６人 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

大阪府立布施高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

聖母被昇天学院中学校高等学校 教諭 岡本 弘之 

〔ファシリテーター補助〕 

－ 

〔書記〕 

和歌山大学 東野 利貴 

 

【第５班】６人 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪学院大学高等学校 教諭 松本 宗久 

〔ファシリテーター補助〕 

－ 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第６班】５人 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

大阪府立岬高等学校 ２年 男子 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立王寺工業高等学校 教諭 堀山 佳則 
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〔ファシリテーター補助〕 

大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 

〔書記〕 

大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 
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9. 熟議録 
 第 1班 

第 2 回 高校熟議 in大阪 第 1 班 記録 

2012 年 11 月 3日 

記録：中川芳剛 

 

14：40  

T＝竹内先生 

 

S『今日は何をするか、流れ、今までの熟議で話した事の復習、これから高校生がどうつかっていくかを話していきます。 

みんなで、どんな形で発表するかを決める。最後に発表します。 

 

T『スマホについて意見を合わせてみよう』 

 ・付箋を回して書いてみよう 

 ・付箋にいっぱい書いてみよう 

 ・それを言いながら後で自己紹介しましょう。 

 

T『学校名と名前と意見を順番に言っていこう』 

「地図とかの生活に役立つアプリがあり便利」 

「自分と世界を繋ぐツール。実際に使っていて、世界を知るツール」 

「自分の知りたいことを知るツール。情報がすぐに手に入る」 

「交通情報がどこでも手に入る」 

「スマホはガラケーと比べてネットに強くて、フリーでもある。ただ、危険な場合もある」 

「国際的な連絡が取れたり、ウイルスがあったり、便利だけど、危険な面もある。小さいパソコンだと思います。」 

 

T『まとめるとどうなると思う？』 

 →良い点と悪い点に分けれると思う。 

 ・後で発表しないといけないから、発表する人はメモ書きしてね。 

 

○良い点 

「自分の好きな機能を追加できる。」 

「スマホはどこに行っても必要になる。」 

「音楽、本、ゲームすべてスマホで買うことができる」 

「画面が大きくて、映像が見やすい。」 

 T『 小さい画面でパソコンと同じ事が出来るよね。』 

「映像を通して、常に人と繋がれる。」 

「自分はガラケーだけど、スマホに変えたときに気付いたことは？」 

 ・文字が打ちやすくなった 

 ・出来ることが増えた。 

 ・携帯でパソコン触ってるみたい。 
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○悪い点 

 ・フリーズしやすい 

 ・バッテリーがすぐ切れる。 

 ・アプリを通してのウイルス感染。 

 ・ネット依存症。 

 ・おじいちゃん、おばあちゃんは使いにくい。 

  

T『いっぱいだしてもらったけど、全部かけないけど、どうまとめる？』 

 良い点は海外と繋がる、ネット充実、カスタマイズできる 

 →近い点でまとめていこう。 

 

S「スライドの画面どう？」 

 →「左右に良い点、悪い点を並べることで、比べやすいんじゃないかな」 

 

FS「スマホの良いイメージ」 

 ・とにかく便利 

 ・自分なりにカスタマイズできる。 

  →自由度が高い、個性が出せる。 

 

FS「スマホの悪いイメージ」 

 ・情報漏洩 

 ・便利を裏返しに使って悪用 

 ・人にとっては使いにくい。 

 

FS[このイメージを使って良い点、悪い点を詳しく伝えよう。一人一人。」 

FS「最後にとにかく便利！ってのをアピールしよう」 

 

T『次は、トラブルがあったときはどう対処しよう。何かそんな体験ある？』 

 チェーンメールが来た。 

  →とりあえずゴミ箱だ 

「フリーズ。データ飛んだ。」 

「スマホって壊れやすい。修理出すのが多い」 

「アプリの強制終了」 

「バックで起動してるアプリがある。」 

 →すぐに電池がすぐ無くなるよね。 

「Android になってから消し方わからない。」 

 

スマホのバックグラウンドで動いてるアプリの消し方、iPhone と Android、見せ合う 

 

「いろんな面でお金がかかる。アプリやケースなど。自分なりのこだわりで。」 

T『さっきのチェーンメールとちょっと感じが違うよね。』 
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 →さっきのウイルス入ったときのどうしてるの？ 

 「入ってるらしい。」 

 「ガラケーだからわからない」 

 「パソコンでウイルスで勝手に脅迫メール送ってたけど、それはスマホでもこれから関係するんじゃないか」 

 「気付いた時点で遅いからどうしたらいいんだろう」 

 →「身近な人に相談するしか無いんじゃないか」 

「むやみに FREEのアプリを DLしないようにする。」 

 →「アプリの情報をみてから DL しよう」 

「実体験で、海外のラジオがきけるアプリがあるけど、電話番号とか聞かれる。」 

「コムも電話番号とか取られるって言ってた。やめとけっていわれた。」 

「会員登録したら、1週間で 3 件も迷惑メール来た。とかある。」 

 

FS「無くした場合どうするの？」 

 →遠隔ロックだとか、パスワードを普段からかける。 

 

FS「この対処法をどう発表しようか？」 

 →事前に確かめることを主張しよう。 

 

FS「迷惑メールの対処法は？」 

 →フィルター。 

 →Gmail 転送使ってる。 

「事前に確認とか調査が必要。」 

 

FS「いくつかトラブルの具体例を挙げて、事前に確認とか知識を持とうと言うのをスライドで出そう。」 

FS「自分なりのトラブルってあった？」 

 「使ってたら熱くなる。」 

 「電話長電話したら熱くなる。」 

 「なかなかさめない。熱くなって強制終了」 

 「充電しながら電話したら熱くなるね」 

 →使用頻度をひかえよう。 

 

１５：３０ 少し休憩 

 

T『将来について、どんな使い方できるかな。想像してみよう。』 

 老人には使いにくいって言うけど、地図とか LINE使ってる人たちも居るよね 

 

S「パソコンでしかできないことがある。スマホは簡単だけど、まだ難しい部分がある。もう少し、パソコンに近づいてくれたら良いの

に」 

 

FS「こんな機能があったら良いのに」 

T「これから作っていくのは君たちだから。好きに考えたら良い」 
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S「iPhone が主流だから、もっといろんな機種が出て欲しい。」 

S「電池の持ちを良くして欲しい」 

 もっと使えるように。モバイルバッテリーが必要ないような。 

 何もして無くてもバッテリーがすぐ減ってしまう。 

S「海外でも日本と同じように使えるようになりたい。日本と同じ料金体験」 

 将来、仕事で行くこともあるからね。 

S「翻訳機能が欲しい。」 

 「変換した声も気持ちを入れて欲しい。」 

S「ホログラムで立体的に」 

 二次元から三次元。ウェアラブルコンピュータ 

S「もっと手頃に。新機種のコストを安くして欲しい。」 

「バージョンあげていくのをやめて欲しい。すぐ新しい機種が出る」 

 欲しくなる 

「壊れにくくして欲しい。」 

 

T『こんなサービスあって欲しいとかない？こんなことできたら便利だなって。』 

 

「Pitapa ついて欲しい。」 

「お年寄りは診察券替わりに。何枚もカード持たなくて良いから」 

「身分証明できるようになったら良いな。」 

 個人情報に特化したら、他の人が使えなくなる様に出来るかも。 

 

S「サービス面で困ってること･･･。」 

 結構、充実してるよね 

 

T『これ Kindle なんだけど、Kindle って前まで日本で本は買えなかったよね。』 

 

S「スマホが車の鍵になったり、リモコンになったり。」 

 なんでもなりすぎ 

 

S「セキュリティをあげたい」 

 →どうしたらいいんだろう。 

「指紋認証」 

「音声、目とかも今後でてくるかもね。 静脈認証とかあるとね。」 

 

血圧とかはかれたら、お年寄りにいいかも。 

Nike のやつだと、はかれたりするよね。 

 部活で活用できるかも。データをとれるから 

 

説明書はスマホの中に入ってるんでしょ 
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 設定をしなくちゃいけないから、もっと簡単にして欲しい。 

 

T『簡単に安心に。ってのがキーだね』 

 

「どうしゃべろうか」 

 全員でしゃべりたいよね 

 実際にやってる人が話そう 

 トラブル、対処法、まとめ にしよう 

 

 

 第 2班 

第２回 高校生熟議 in 大阪 第２班 記録 

２０１２年１１月３日 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

／＊              チーム名について      ＊／ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

チーム名は何にする？ 

    あとにしましょう。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

／＊              FQ:スマホってどんなもの？                   ＊／ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

FQ:スマホの欠点 

S:CPU が熱い 

    S:バックグランドで色々動いている 

FQ：電池消費が激しい 

   ４人 

S：直感操作が良い 

 

FQ:スマホを持ったら何をしたい？（パソコンを使っていない人に対して） 

    S:友達のを見ていてはじめは難しそうだけど、なれる簡単そう 

 

S:電話のできるパソコンだと思う 

    FQ：写真が撮れる 

     ２人 

S:大画面や様々な形式を再生できる 

    S:画像や音楽、動画などが再生できる 

    S:多機能！！ 

S:携帯としてみたらハイスペック 
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    S:パソコンとしてみるとロースペック 

    FQ:どんなとこが？ 

     S:ブラウザのフリーズ etc 

      経験がある？→パソコンでもあるのでは？ 

     

     S:起動時間が短いからパソコンより使いやすい 

 

S：PCを使わないようになった 

S:バッテリーの持ちが悪い 

S:手放せないことがある 

S:携帯依存症に近い 

 

SQ：スマホじゃないとだめ？パソコンじゃダメ？ 

    S:スマホを持ち歩くので 

    FQ:忘れても平気では？ 

     S:おじいさんとか絶対にいらないのでは？（全体的にみて） 

 

FQ:何がスマホになって良い？ 

    S：スマホ持ってたら他のもの（カメラとか）を持たなくて良い 

    F:便利・・・必要だったものが不要になる 

 

FQ:必ず PPT に載せたいものは？ 

    スマホとガラケの違い 

     S:外見が違う 

     S:ボタン操作も違う 

     S:中身もできることが違う 

     S:挙げだすときりがない 

 

FQ:根本から変わった？ガラケからスマホに移行した時？ 

    S:パソコンで作ったファイルがスマホで見れる 

     S:動画とかテキストファイルとかが見れる 

     F:いろんなコンテンツが見れるようになりましたね。 

     S:実行ファイルとかの実行ができない（スマホ） 

     S:充電器の形が合わない 

     S:カメラとか使うとすぐに電池を食う 

     S:Galaxy なんですけど、すぐに電池がなくなる 

      QF:どうする？ 

       S:電源を切る 

       S:LINE とか使ってるとすぐに無くなる 

       F:大問題じゃない？ 

F:電池問題は大問題 
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FQ:充電はどうする？ 

    夜に充電する 

     持つ？：１日もつ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

／＊            FQ:ガラケからスマホに変えて良かったこと       ＊／ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

S:いいとこなかった。 

    すべてが中途半端 

 

F:多機能とか持たなくて済む、画面が大きい 

    F:マイナス面では電池が持たない 

    F：大画面だけど、電話かけにくくない？ 

     S:苦笑 

 

    S:こないだ落として画面がバキバキ 

     簡単に割れる 

     フィルム貼ってるけど・・・ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

／＊           FQ:スマホのトラブル                             ＊／ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

午後 3 時 15 分＾ーーーー話題変更 

スマホのトラブル 

FQ:ウィルス対策してる？フィルタリングかけてる？ 

    S:フィルタリングのかけ方がわからない・・・ 

     S:勝手になってる？ 

    FQ:みんな普通の電話回線？ 

     S:家では Wifi 使ってる 

     S:多分フィルタリング使ってる・・・・？ 

     S:無線 LAN にパスワードかかってれば安心では？ 

     

    S:パスワード忘れた 

     

    S:SNS やってたら知らない人から友達申請来た 

     ２人 

     FQ:SNS は知らない人と知り合うものでは？ 

     

    S:Facebook で知らないのに；・・・ 

     S:あったことあるけど、忘れてるだけかも・・・ 

      S:とりあえず OK・・・でも違う人であった。 
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       →速攻でブロック 

       自分でブロックするしかない 

       SPAM として報告する 

        怪しい人は Facebook の運営に報告する 

 

    FQ:メールとかでトラブルは？ 

     S:例えば、迷惑メールとかは？ 

     S:当然しましたメール 

      S:１０億円あたりましたメール 

      S:出会い系とかからも来る 

      F:スマホ以外でも OK よ！！ 

   S:Twitter とかの SNSのアイコンを自分のプリクラにしている人がいて、それがトラブルを引き起こす原因

に・・・・ 

      FQ:顔出ししてます？ 

       しています→１人 

       SQ:SNS の種類にもよる（Twitter はグローバルだけど、Facebook は closed な感じ） 

 

    FQ:他に SNSの写真は？ 

     S:友達との写真を使う 

      FQ:友達には承認もらう？ 

       S:それとなくもらう 

 

    FQ:メールとかで困った経験は？ 

     S:特にないです 

      SQ:迷惑メール来ない？ 

      FQ:メアドを長くしてる？ 

       さほど・・・ 

      

     S:特にない 

      S:Gmail とかで登録して、携帯ではあまり登録しないので・・・ 

 

     S:迷惑メールが１日５０通ぐらい来る 

      S:あるタイミングでパッタリ止まった→なんか気持ち悪い 

      

     S:基本的にブロックするのであまりない。 

     F:対策としては Webの大きなところのメールで登録（サイト登録）するといいかもね 

 

     S:迷惑メールじゃないけど、サイトの広告がよく来る・・・ 

      S:だから Gmail にして、ケータイには来ないようにする 

 

FQ：電池問題はどうする？ 
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    S:バックグランドのアプリを止めれば？ 

     S:それでも電池無くなる 

     S:Line のプッシュ通知が来る 

 

    FQ:GPS を ON にする 

     S:GPS、Bluetooth、Wifi とかも切ると１日持つ 

 

F：ガラケとかならメールの料金がかかる 

    F:そうなったら、Webの大きな Gmail とか Hotmail とかを使う 

    F：登録系は全部パソコン系で処理 

     

    S:パソコンのメアドとケータイのメアドを使い分け 

    S:電源を切る 

     

    S:電池がどのぐらい持つかが、携帯を買う基準 

    S:メーカーが出す時間って当てになるの・・・？ 

 

FQ:GPS を ONにして写真を撮る？ 

    S:位置情報が自動で入ってしまうよね？ 

     

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

15 時 32分 

    F:少し休憩で、こんな風になったらな・・・とか考えて欲しい 

    これからどう使っていくか・・・高校生のニーズにかかっている 

    今だけじゃなくて、大学行ってからどうすれば良いか・・・etc 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

後半戦スタート（15 時 40分） 

高校生の主張！！ 

F:こんなふうになったらいいな・・・・こんな風になってほしい 

F:大学になっても。。。 

F:後輩の高校生にこんな所に気をつけて欲しい 

F:今度携帯をスマホにしたらこんな機能がほしい etc(スマホユーザーじゃない生徒に対して) 

F:できる前提で考えてください。 

 

FQ:欲しいアプリ etc・・・ 

    AU スマートパスみたいなの・・・・ 

     一定金額でアプリを落とし放題のシステムがあれば良いね・・・ 

 

FQ:高校生とか中学生とかにスマホをこう使って欲しい・・・（何かあれば 

    Ex)これはして良い、これはしちゃダメ・・・etc 
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    S:Twitter とか LINEとかで公開範囲が違う・・・・心持ちをしっかりと教えて欲しい 

    F:そういうのないね 

    S:SNS の種類によって公開範囲が違う・・・Twitter とかなら誰でも見れる 

         LINE は知ってる人しか見れない 

         顔写真を上げたりするときに臨機応変に・・・ 

     F:そういう教育も必要だね  

 

     FQ:他の人どうでしょうか？ 

      S:確かに分かっていませんね。 

      T：学校の情報の授業の中ですべきじゃないのか？ 

      

      F:小さいコロ出した変な写真がずっとネットのどこかで残る・・・ 

      F:それを知っていると知らないとでは、大きな違い・・・ 

      F:大人になった時にどうする？ 

      F:知らないでは・・・・困ることもあるかも・・・ 

      F:そういったことを学校で教えてくれる？ 

      S:？？？？？？ 

       多分やってない 

      S:学校ではやってないが、前回のアイスブレイクで・・・・ 

 

      S:情報という科目がない 

       そういった科目がない 

      S:親から教えてもらおうにも、親は知らないしね・・・学校でするか 

 

      S:CM で流す 

 

    S:永久のバッテリがー欲しい 

    S:写真の Exif 情報を Facebook 登録時に消して欲しい 

    S:人の感情が分るアプリ 

 

    S:警察はサーバー犯罪の対策をしたい 

    S:利用規約が長ったらしくて嫌だ！！ 

     もっと簡単にしてほしい 

    S:フィルターとかもザルなことが多い 

    S:バッテリーも良いが、ソーラーで勝手に充電してくれるとか・・・ 

    S:小学生の時から情報教育をしっかりとしてほしい 

 

    S:電池長持ち 

    S：フリーズしないシステム 

    S:有料アプリを入れれない 
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    S:画面が割れにく 

    S:電池は長持ち 

     どれぐらい？：１日持てば OKかな。。。 

     １５時間以上持って欲しい 

     

    S:電池が長持ちしてほしい 

 

    S:まず、高画質で動画と写真がとれる 

     スマホだとノイズが入る（画像） 

    S:となりで話している感覚が味わえるシステム 

    S:容量を増やして欲しい 

     使っているうちにデータが増える 

      あとからでも増やせるよういにしたい！！ 

 

    S:アプリは不完全なもの 

     落ちたり、広告が出たり 

     よくわからずにアップデートするが、もっとアップデート内容をわかりやすくして欲しい 

     開発者も知りたい。 

     生の声を開発者に聞かせたい。 

 

     どうでもいい人もいるのでは？ 

 

    FQ:パスワード忘れたときは？ 

     S：カスタマーセンターに連絡した 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

以上 

 

 第 3班 

第２回 高校生熟議 in 大阪 第３班 記録 

２０１２年１１月３日 

 

◎どのような内容だったかを付箋に書いていく 

 ・前回までに印象に残ってるものは？ 

 ・何を話し合った？ 

  

Q『スマホは危険？』 

S「スマホは持ってると危険である」 

S「何が危険かが分からない」 

S「この熟議でスマホの中身が分かった」 

S「ウィルスバスターなどのソフトを入れるのもいい」 
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Q『スマホで何したい？』 

S「自分のオリジナルなスマホにしたい」 

S「スマホで何ができるの？」 

S「今では家具などと連携して購入が簡単になった」 

S「スマホでできないことは？」 

S「スマホは何ができるのかできないのかがわからない」 

S「普段スマホで何してる？」 

S「SNS とか使ってる」 

  

Q「LINE使ってる？」 

→６人中３人 

S「今は LINEが多いね」 

S「普通のガラケーでも LINE 使える」 

S「そのことを知らない人もいる」 

F『LINE は PC じゃできないの？』 

S「電話番号がいりますね」 

F『Facebook はできるの？』 

S「できます。毎回見てます」 

F『スマートフォンって何？っていうのに観点を置いてみよう』 

  

位置移動中…… 

  

F『スマホとガラケーを比べるんじゃなく、ガラケーでできるのはスマホできるの？』 

  

Q『スマホでできないことは？』 

  

S「留守番電話はスマホには標準ではつかない」 

F『スマホでは使えないの？』 

S「iphone にはありますが、基本はありません。アプリでもダメです」 

S「スマホ持ってるとガラケーよりも多くの時間で持ってる」 

S「スマホで SNSばっかり見てしまう」 

F『スマホはガラケーの進化版と思えばいい。PC寄りの進化版だと思う。機能が広がりすぎて、何ができるのかわからず、問題が起こる』 

S「利用者では対処し難いから、セキュリティなどを公式の方で何とかしてほしい」 

S「公式でも問題が起こっている。代表的には LINE」 

F『組織がスマホを検証するというシステムが未来で起こればいいね』 

F『スマホって知識があれば怖くないはず』 

S「スマホの使い方を授業で教えてくれれば有難い」 

S「授業中に携帯使ってもいい学校があります。何してようが大丈夫です」 

F『携帯電話を使って【歴史クイズ】などを出して、全員で先生のアドレスに送信したりする授業もあった』 

F『授業で活用できたらいい』 

S「クイズも簡単にできるし」 
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F『じゃあ夢について語りましょう』 

  

Q『授業でスマホを使うなら？どんな感じがいいか？』 

  

・付箋で案を出していく 

  

F『とりあえず貼っていきましょう』 

S「教科書を電子化してくれればいい」 

S「予算がないから無理がある」 

S「満員電車だと教科書あけづらい」 

S「テレビ番組と連携しても面白い」 

S「とにかく授業で使いたいものを上げよう」 

F『未来的な案だね。【検索】は文字も音声でも検索できるけど、映像でも検索できないのかな？』 

F『未来の教室のイメージをもって、今までの授業風景をガラリと変えて考えてもいい』 

F『ハードウェア的に進化したものを授業で取り入れれば未来的かな』 

S「食券買わなくても予約できるのは面白そう」 

S「じゃあスマホを使った夢の一日を考えてみようよ」 

  

Q『スマホでどんな高校生活を送りたいか？』 

S「先生をナビで追っかけられる」 

F『チャイムが個別で聞こえるのはいいね』 

S「学校内でしか流れません」 

  

・付箋を貼り出していく 

 ・ノートはスマホでとりたい 

 ・休むなら事前にお知らせ 

 ・授業の動画を送って欲しい 

 ・紙がいらない 

 ・休めば映像で授業を受けられる 

 ・今日の門番のお知らせ 

  

F『そろそろまとめましょう』 

F『一日の始めは朝から始めましょう』 

  

①朝、門番で立ってる先生のお知らせ 

②始まりのチャイムの音を全員違う音にできる 

③先生の居場所がすぐ見つかる 

④地理、自分の知らない国が出れば黒板ですぐ調べられる 

⑤数学、間の式を抜かす時に、その間の式を自動で補う 

F『体育でフォームを撮影してアドバイスする人いるよね』 

⑥体育、一人一人撮影してフォームチェックして、それぞれ個々のアドバイスが行える 
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S「化学反応を図で表示できたら面白い」 

⑦理科、化学反応を図で表示 

F『採用するものをまとめましょう』 

⑧授業で動画を使う（化学など） 

S「本を音読しなくてもいいのは？」 

S「それは自分がした方がいい」 

F『英語なら話しかけると発音チェックとかできたらいいね』 

⑨英語、日本語訳を検索できる 

S「AIってなに？」 

S「話しかけたらそれに対応する言葉などをプログラムに沿って答えるもの」 

S「SIRIのこと？」 

S「それに似た感じかな」 

S「昼休みはどうする？」 

⑩昼、食券を予約・購入できる（在庫確認可）、商品できたら呼び出しされる 

F『まだ国語でてないね。音楽とか美術とか』 

S「エコ書道ってどう？」 

⑪書道、画面内で筆をおろす 

  

⑫授業の動画を送ってもらえば欠席できる 

F『少し先生からすれば恥ずかしいね』 

F『放課後は？下校時とかない？』 

S「部長に欠席連絡できる」 

S「それは今でもできるんじゃないかな」 

S「その日、帰り道のルートを調べられる」 

F『渋滞情報に似た感じかな？』 

S「今日はバスに人が多くいるからルート変えようとか」 

F『スーパーのお得情報とか面白いよね』 

  

S「この授業、何時限授業ですかね？」 

S「大体 6時限？」 

S「増やす？」 

F『授業はスマホで、HR で先生の言葉を見るとかね』 

S「プリントはスマホで見れるようになればいい」 

⑬プリントのアップロードでスマホで見れる 

  

S「これは朝から学校の前にいる状態だね」 

S「お昼は栄養素とか注文履歴とかもスマホで見れたら嬉しい」 

F『発表方法を考えましょう』 

  

S「誰がどの部分発表する？」 

S「学校の一日を【一時間目は～】とかの流れで発表しても面白いよね」 
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S「交互にやっていこうか」 

  

16:20 第二部終了 

 

 第 4班 

第２回 高校生熟議 in 大阪 第４班 記録 

2012 年 11 月 3日 

記録者：東野 利貴 

 

14：50 熟議開始 

 

F『スマートフォンについて思いつくことをまず書いてください』 

 メモ用紙を配布する 

 書いたものを挙げ始める 

 ・ウイルスがある 

 ・スマホを利用した授業をすれば楽しくなる 

 ・持っている人と持っていない人で差ができる 

 ・いろいろカスタマイズできるのでファッションの 1 つになる 

 ・アプリがある 

 ・直感的に操作できる 

 ・電池の持ちが悪い 

 ・機能が多いので便利な分、使いにくい 

 ・失くしたときの危険性が高い 

 ・通話しにくい 

 ・知識がないと使いづらい 

 ・ネット依存の可能性が高まる 

 ・画面がむき出しなので、傷がつきやすい など 

F『挙げたものを仕分けしたいのですが』 

S「メリット・デメリットで分けてみたらどうですか？」 

F『では、そうしてみたいと思います』 

 メモ用紙を分け始め、完了する 

 

F『では、次にスマホのトラブルについてどう対応するか書いてみましょう』 

 メモ用紙を配布する 

 書いたものを挙げ始める 

 ・節電アプリやウイルス検出アプリにウイルスが仕込まれているので困る 

 → むやみに DLしない 

・個人情報の取り扱いに困る 

 → 勝手に送信するアプリなどもあるので、注意が必要 

・電池の持ちが悪い 

 → 大容量バッテリーを持ち歩く？ 
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・ネット依存症がひどくなる 

 → 親などに強制力をかけて止めてもらう 

 

15：30 休憩 

15：35 再開 

 

F『一番重要なテーマなんですが、これからのスマホに望むことなど、展望などを考えてほしい』 

 メモ用紙を配布する 

F『スマホにこんな機能がついていたらいいのになっていうものでも構わないのでどんどん書いてください』 

F『今まで挙げてくれたものとも被っていても構わないので、どしどし書いてください。また、学校の授業でもこうしてほしいとか、活

用していたらいいと思うような提案でも構いません』 

・ウイルス対策について 

→携帯会社やアプリ会社がウイルスの危険性について説明会をしてほしい。また、学校でもしっかりと教育してほしい 

・自分自身専用のスマホを作れるようになりたい、個性を出したい 

 ・携帯電話をオーダーメイドで作れるようになればいい 

 ・アプリの強制終了が多いので、もっとリソースが少なくなるように努めてほしい 

 ・スマホに関するマニュアルが、英語が多いので、日本語の翻訳版を充実してほしい 

 ・ユニバーサルデザインを充実してくれるといいのではないか？ 

  （スマホでは、盲目の人が操作できないなど） 

 ・小中学校で授業の一環として、スマホのモラル教育をしてほしい 

 ・スマホに個人情報をしっかり登録して（年齢・性別など）、それに応じて、見れるサイトなどを制限する 

 ・スマホをもっと直感的に操作できるようになればいい 

 ・音楽アプリなど、実際に演奏しているような感覚のアプリがほしい 

 ・AR 機能の充実してほしい 

 ・いつかスマホなどというものはなくなり、コンタクトレンズ型のコンピュータが完成する？ 

 ・Google ストアなどのアプリ提供機関が、ウイルス等の危険性についてチェックしてほしい 

 ・国がウイルスに関する対策機関や対策ソフトの開発などの絶対的な防御システムの構築に乗り出してほしい 

 

F『挙げてくれた事柄をもとに、スライドにまとめて作りたいと思います』 

 以降、スライド作成に移る 
 

 第 5班 

第２回 高校生熟議 in 大阪 第５班 記録 

２０１２年１１月３日 

記録者 當山 達也 

 

１４：５０ 熟議開始 

F 『君たちがこんなコトしたいって言うことを，大人たちは聞きたい． 

    だから，いろいろな意見を出してほしい．』 

 

Q：スマホって何？ 最低１個だしてみてください． 
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 F『例えばおじいちゃんから，聞かれたらどう答えますか？』 

 →通話機能のついた携帯型のパソコン 

  →パソコンを小さくしたもの 

 →パソコンの機能を持った携帯 

F『キーワードが “パソコンの機能を持った携帯”だったり”タッチパネル”が多いね． 

  スマホはこんな感じのものだ．ということで，このあと進めていきたいと思います』 

 

Q．スマホ持ってる人 

 ・スマホ   ：５人 

  ・ガラケー：１人 

 

Q：あなた方が出会った・聞いた，スマホのトラブルを教えてください． 

 →クラスの５割程度の生徒が授業中に Lineをしている．．． 

  →熱が冷めるまでまつ 

 →ガラケーに比べて衝撃に弱い 

 →画面のフリーズ／容量の 

  →アプリを消すなど 

 →ウイルスが入ることがある．（スパムメールの受信など） 

Q：ガラケーと違うところは？ 

 →本体が傷つくショックが大きい 

 

F『結局，スマホというのは PCにちかいですね． 

   では次に，スマホで，もっとこんな事出来るんじゃないの？ということを考えてみてください』 

 

Q：スマホでできるようになってほしい事を上げてください． 

 →スマホでもパソコンで出来るゲームを動かして欲しい． 

 →容量を大きくしてほしい． 

 →充電時間を短くして欲しい 

 →テレビ機能をつけて欲しい 

 →スマホで家電などを操作できるようにしてほしい 

 

Q：こんなことは絶対できないだろうけど，スマホでやってみたい事を上げて下さい． 

 →遠隔操作ができる． 

 →画面から食べ物が出てくる 

 →匂いを送りたい 

 →夢の内容を確認したい 

 →充電しなくてもよい 

 

F『では出た意見をもとに，主張を作り上げて行きましょう 

   夢のようなものだったり，現実味のあるものだったりします．いろいろ取捨選択して 

   提案してみてください．』 
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１５：３０ 

 スライド製作開始 

 

１６：１５ 終了 

 

 第 6班 

第２回高校生熟議 in 大阪 第６班 記録 

2012 年 11 月 3日 

記録者：加藤 光 

 

熟議開始 

 

３つのテーマについて、時間を区切り、付箋紙に書いていく 

 

テーマ１：スマートフォンって何？：５分間、時間を取った後の意見 

S：携帯するパソコン 

S：パソコンや電話がインターネットといった機能がすべて組み込まれた機械 

S：自分の必要な機能ばかりを自分オリジナルの携帯電話 

S：ケータイ＋パソコン＝スマホ 

S：インターネットが使える携帯 

 

テーマ２：スマホのトラブルどう対処する？：５分間、時間を取った後の意見 

S:動作が重い、バッテリーの持ちが悪い。これをタスク管理して動作を改善して欲しい 

S:アプリの強制終了することがある。対処法として、ファイルを消して容量を増やす。 

S:勝手に電源が切れる 

S:スマホをなくしたときに、スマホを探せるアプリを入れて、パソコンやスマホで探す。 

S:電波が悪いところにいると、アプリがつながりにくいことがある。 

 

15:10 

テーマ３：スマホ世代の高校生の主張：別の色の付箋紙に、７分間で書き出してみる。 

 

F：なんでガラゲーは消えないんだろうなぁ？ 

T：健常者だけで考えることもないよ 

S：私、ガラゲー使ったことない 

 

15:17 

S:Wifi などの無線 LANが使える場所をもっと増やして欲しい 

F:どれくらい増やして欲しいのかなぁ？ 

S:電池がすぐになくなるから、もっと長く使えるといい 

F:2kg ぐらいの重さにすればいいんちゃう（笑） 
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S:ソーラーで充電できるといい 

S：買い換え頻度が激しいから 

S:変形して、スマホでもガラゲーでも使えるケータイ 

S:個々のニーズに合わせたスマートフォンから、画一的なスマートフォン 

S:（画面ロックではなく、画面にアプリが表示されないと言った）アプリ自体にロックをかけれるような機能が欲しい 

S:パカパカケータイは廃れているから、消える 

F:消えるかな？ 

S:タッチパネルでは触れることはできるが、質感が感じられないので、感触を表現できる技術が欲しい 

S:iPhone の電話機能で、着信履歴の詳細を見ようとタッチすると、発信してしまう。二段階にしてほしい。 

S:スマートフォンで、押し間違え防止のための機能があるといい 

F:みなさん、押し間違えする？ 

S:どうしてなんだろうなぁ・・・。 

S:一瞬で充電できるパネルを全国各地に置く。 

 

F：休憩を挟んで今まで出た意見をグルーピングしよう 

 

F:電池の問題だけれども 

S:例えば、歩く振動で発電するとか 

S:万歩計みたいにできへんかな 

 

F：僕がだいぶしゃべったので、ここからは、みんなでやってもらいましょう。 

F：発表は 5 分ぐらいだから、まとめは、１テーマ１分くらい。 

F：誰が発表をして、誰が操作する？、そうしたことも念頭に置いて欲しい 

 

15:32～10 分休憩 

 

３つのテーマ、１つずつスライド作成をしていくにあたり、付箋紙を内容ごとのグループにまとめ、その中でキーとなる言葉や文章を入

力していく。 

 

「スマホ世代の高校生の主張」については、内容量が多くなってきたので、複数枚のスライドに分けることとした。 

発表の準備に際してのファシリテーターからのアドバイス 

●ソフト面とハード面の話、切り口を決めないといけないんじゃないかな。 

●パワーポイントのアクション（アニメーション）設定は、後でもいい。 

●例えば、吹き出しに使っていくと 

●停滞しないように意見をどんどん出していった方がいい。 

16:35 終了 

 
 

 


