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1. 高校生熟議 2012 ネット熟議 開催概要 
開催趣旨：  

ネット熟議概要： 熟議テーマ「ガラケー派？スマホ派？」 

 

 [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 

 

ネット熟議への対応について 
7 月の大阪、９月の東京で始まった ICT プロジェクト｢高校生熟議 ｣は、高校生の

闊達な議論、ファシリテーターや書記の方々のご尽力で、成果のあるものになりつつ

あります。この取組は、今年度の情報化月間関連事業としてされ、行政関係者からも

高い注目を浴びております。リアル熟議と並行して開催しているネット熟議でも、昨

年の経験を活かしてさらに活性化するように次の点をふまえて進めました。 
昨年のネット熟議のコーディネーター及びファシリテーターにて、ネット熟議を迎

えて、さらに高校生が堂々とネット上でも自分達の意見を投稿できる環境を整備する

方法について議論いたしました。その主な要点は以下の通りです。 
 
１）ネット熟議ファシリテーターを設け、また学生に担当してもらう。またその 

学生は熟議経験者とする。 
１）ネット上で意見を述べることに躊躇する傾向があるため、なるべく投稿しやすい

ように簡単な質問の投げかけから始める。 
２）ネット熟議は基本的に PC からしか投稿できないため、PC を自由に使える環境
にない生徒には、校内でその機会を与える必要がある。 

３）秋は学校行事も多く、授業として長く時間をとることが難しい。そのため一定の

期間に集中的に投稿を行い、それにより活性化を促すために、ネット熟議ファシ

リテーターや各校の教員が協力する必要がある。 
４）最終的には、ネットの有害性や規制といった論点ではなく、生徒が将来、夢をも

ってネットを活用したり、ネットを自己の目標達成の手段としたり、国際的な活

動に通じるような議論を促したい。 
５）生徒達が投稿しやすく、目先の問題だけにとらわれず大きな視点で議論をさせる

ように促すためには、議論全体のストーリーをある程度事前にネット熟議ファシ

リテーターと教員が共有しておく必要がある。 
 
以上のような論点を踏まえて、まず下記のようにサイトで呼びかけました。 
この「熟議カケアイ」サイトには、ファシリテーターの人がいますが、主役は高校生の

みなさんです。活発に熟議していただきたいと思います。ただし、その前に このサイト

の 「熟議とは」のページの熟議の５つのポイント、「熟議カケアイ参加の五箇条」をま

ず読んでみてください。また、同じく「熟議とは」のページの「まんがで分かる熟議」も

時間があれば訪れてみてください。 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 ポイント：インターネットを通じて自分の考えや気持を公開する時には、みなさんが

普段なじんでいる会話のようなメールのコミュニケーションとは異なり、多くの人たちが

理解できるようによく考え、配慮して発表することが必要です。インターネットに発信す

るということは、世界にむけ自分の意見を述べることであることをぜひ体得していただけ

たらと考えています。   東京、大阪がコラボして今回のテーマを深め、11月 3日の第

二回のリアル熟議を経て省庁での実際の発表につなげましょう。 
 また、今回のネット熟議のテーマは、「ガラケー派、スマホ派？」ということにしま

す。ファシリテーターには３つの質問を用意してもらいました。 

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

【質問１】【あなたは、ガラケー派？スマホ派？】 

回答例: 「やっぱりガラケーでしょ！！」 

「高機能なスマホだよ(^^)」 

「正直どっちでも(́ ・ω・｀)」 

「まずガラケーって何？」 

余裕があれば、理由もよろしくお願いします。 

 

【質問２】 

スマートフォンとガラケーは似ているようで違います。 

最初の質問では、それぞれの違いを上げてきました。 

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 

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

【質問３】 

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！ 

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

また、最後にファシリテーターからサイトの書き込みを見て追加の質問を投げてもらいま

した。 

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

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】） 
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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？ 

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

 

質問１と２に対してのポイント 

スマホ派が５０％、ガラケー派が３６％でした。 

スマホ派 

• ガラケーより打ちやすい 

• ガラケーの文字入力文化に慣れずに、入力方法を選べるスマホのほうが良い！！ 

• 文字入力の手法を選べるのが魅力的！！ 

• PCを使い慣れているとフルキーボードの方がよい 

• フリック入力もあるよ！！ 

• 外出先でネットが出来るのが便利 

• PCの代わりにもなるので手放せません 

• ガラケーに戻れと言われても 戻れない 

• スマホはヘッドホン接続端子がついてる 

スマホはパソコンと同等に扱えて多機能 

 

ガラケー派 

• スマホより値段が安い 

• ガラケーの方がバッテリーが長持ちする 

☆スマホ派の人から 

使い方の問題で、バッテリーを多く使ってでも外でネット接続できるほうが嬉しい 

モバイルバッテリーを持ち歩けば問題ない。 

使い方によってはさほど問題にはならない。 

• スマホに憧れはるが、必要かと言えば「はい」ではない 

• ガラケーには必要最低限の機能がある 

 →それで十分 

• 携帯電話に求める機能は、通話とメールと少しのネット 

 →スマホは不必要 

• ガラケーとiPodTouchがあればスマートフォンのいらない 

 →そこまでネットを使わないのでiモードで十分 

• タッチパネル反応しにくい体質なのでガラケーの方が操作性が良い。 

• スマホで不安なのは、個人情報がどのように使われるか、把握しづらく「つながりすぎ

る」→自分で取捨選択しているガラケーのほうが好き 

・ カバーが無くても落っことしても意外と平気 

 

どちらでもない派 
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• 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。 

• 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。 

• スマホを小さなパソコンとして使うのか、携帯電話として使うかで解釈が異なる 

• インターネットやるならPC使えばいい 

• 地図はアナログなほうが好き 

• 器用貧乏な気がする 

• 電池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 

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。 

 

質問１と２のまとめ 

• 確かにソフト的な面では、スマホのメリットが大きいと思う 

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。 

ネットの使い方も人それぞれ 

• 情報を多く必要として人は、スマホ 

そうでもなければ、ガラケーで問題ないと思います。 

• スマホの大きな利点はインターネット 

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 

• そもそも自分にとってのメリットはどちらにもある 

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？ 

• ネットで調べ物するときにはスマホの方が便利 

電車の時刻を調べるくらいならガラケーで十分 

• 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 

情報や電子機器に詳しい人だけで、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・・・ 

• 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。 

 

質問３のポイント 

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です。ま
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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あまり聞きません。 この点ではスマホの方が個人情報的な便利さが

あるのかもしれません。 

 

全体のまとめ 

 １１月３日に開催される最終回のリアル熟議に向け、また前回のリアル熟議をもとにネ

ット熟議を開催しました。リアル熟議とは違い、ネットで熟議することの難しさ、また表

現することで考えも整理されるという良い面も経験してもらえたと思います。前回のリア

ル熟議での議論を元にネット熟議で議論を広げ、最終回のリアル熟議を盛り上げていく土

台にもなったと考えています。 

最終回のリアル熟議の時間は、その後にプレゼンとしてまとめていかなければならないの

で、今までより短くなっています。短時間でのリアル熟議を有効なものにしていく為にも

ネット熟議での議論を活用することは有益だと考えます。 

リアル熟議のテーマは「これからのスマートフォン時代の情報モラルと利活用」です。 

 今回128件のコメントを頂き、リアル熟議へとつながる「素地」は作れたと思います。 

 

書き込み： 投稿内容については、別紙「熟議録」をご参照ください。 

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

参加人数： ネット熟議参加者 28人 

発言数 128件 

第 2回リアル熟

議 

スケジュール： 

第一回の「リアル熟議」及び「ネット熟議」を受け、下記の予定で第二回「高校生熟

議in東京」「高校生熟議in大阪」を開催いたします。 

 

第二回リアル熟議テーマ「これからのネットとケータイを考える」 

第二回「高校生熟議 in 東京」 2011年11月03日（日）13:00-17:00 

於：東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

第二回「高校生熟議 in 大阪」 2011年11月03日（日）13:00-17:00 

於：大阪ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行大阪支店） 

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 

 


