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1. 高校生熟議 2012 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 

 
2. 熟議録 
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

(-_-;)" 
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・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。 

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！" 
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・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
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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 
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>>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… 
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・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。 

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 
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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
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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(^^) 
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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…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。 
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> 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． 

>>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
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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/ 

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 
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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．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
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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
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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。 
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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^) 

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
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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
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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。 
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・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。 

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。
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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 

熱い・篤い議論を 
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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。 
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>>dattara-itさん 

>>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 
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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 
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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。" 

"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。 
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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。 
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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。 
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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。 

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・・・ 
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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。 
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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。 
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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) 

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） 
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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。 

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
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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… 

 

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、
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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) 

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。 
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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 
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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＾＾；" 

"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。 
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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。 
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>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。 

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．．． 
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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！" 

"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， 
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＞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･･･" 

"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。 
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>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。" 

"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。 
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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）" 

"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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

 

>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 
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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
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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。 

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。 
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・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･･･ 

 

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-;) 
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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。 

・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。 
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・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。 

 

と言っても完全に余談なのですが。 
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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 
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・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 

 

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 



 

52 

 

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。 

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… 
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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）" 
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"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・・・ 
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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・・・" 

"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。 
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＞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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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＾＾" 

 

 


