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1. 序論 
この十年間の間に、情報技術（IT）の進歩と社会の変化には目覚しいものがあった。 

技術革新とか新産業育成という意味では、勢いはおさまってきたように見えるが、情報技

術の社会への浸透はますます勢いを増している。 
現在の情報化社会の進行を見ると、テレビの普及率に劣らない大きな変化を人間と人間関

係の間に生じていると予想される。この影響は良い影響であれば何の問題も無いが、悪い

影響を与えることもある。ITの普及には目覚しいものがあり、現在の ITの先駆者達は技術
の便利さだけに焦点をあてている、しかし、もっと大事なのは「IT を利用することによっ
て人がどのようにかわっていくのか」だと考える。近年ではこうした情報技術が犯罪に使

われるようになり、その件数は年々増加傾向にある。情報技術が発達していくのになぜ犯

罪は増えていくのか、どうしたら防げるのか、今の情報技術で守れるのかを本論文で検討

する。 
 

2. 子供を犯罪から守る 7ヵ条 
これは防犯・護身・危機管理のスペシャリストとして執筆・講演活動を展開し、新聞連載、

雑誌やテレビ・ラジオ等でも活躍中の佐伯 幸子さんが All Aboutで紹介している内容によ
ると以下の通りである。 
 
第 1条「気をつけて」の中身をしっかり伝えよ！ 
「気をつけてね」「気をつけるのよ」と毎日のように保護者は子供に言葉をかけていると

思われているが、いったい「何に気をつけるのか」をしっかり教えているのかが問題だ。

大人は分かっていても子供が理解できているのだろうか。「連れ去り」「誘拐」「性被害」と、

子供の危険は数々あるが、子供がそのことを理解していなければ、防ぎようが無いのでは

ないだろうか。 
「小さな子供に変なことは教えたくない」「まだ小さいから・・・」と、大人は言葉を濁

す傾向がある。しかし、具体的に「何から身を守るべきか」を知らずにいては、実際に被

害に遭いそうになったときに訳も分からないまま、最悪の事態を招いてしまうかもしれな

い。一見、普通の人に見える人が悪意を持って子供に近づくことがあるものだ。その時に、

自分の身に起りつつある被害の意味が分からなければ、事態をさらに悪化させて、心身に

傷を負ってしまうかもしれない。 
子供の成長度は一人一人違う。子供の「性格」「体格」「運動能力」など、親こそが一番知

っている我が子のレベルに合わせて、わかりやすい言葉で伝えてあげる。例えば、「あなた

の大切な体は、知らないヘンな人には絶対に触わらせてはいけない」と具体的に話して、

不審な人物が体にさわることがあり得るけれども、それは絶対に許してはいけないことだ

と伝える。そして、そのためには、特に一人きりでいる時に不審な人に近寄られることを

避けることを教える。「何よりも大事な自分の体と心を守るため」に、「絶対に NO！」とい
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う鉄則を教える必要がある。「人には親切に」と教えることと矛盾するようだが、「道を教

えて」と言われ、どこかに連れ去るケースがあるのも事実である。（子どもに道を聞くこと

は、「声かけ」として、学校や地域での事件例として報告される昨今です。常識のある大人

は子どもに道を尋ねてはいけない）。 
 子どもに伝えることが難しいと感じる親御さんもいるかもしれないが、「この様なことも
あり得るけれど、あなたはそれを避けること、危険を防ぐことができるのよ。あなたと私

たち家族の幸せのためにがんばろうね」と、ポジティブに話を持っていくことが、子ども

にイヤな気持ちを残させないで前向きに安全対策ができるようになる大切なポイントだと

いえる。 
 
第 2条「子供の個人情報」を守れ！ 
「子供が知らない人」という意味では分かるけれども、「相手が子供のことを知っていた

とするとどうなのか。」という点である。例えば、子供の靴やランドセルなどの持ち物には

よく名前が書かれている。入園・入学の時期には子供の持ち物に名前を書くことが親の役

目でもある。「名札」も必ずと言っていいほど身に着けている。これは、「ワタシ（ボク）

の名前は○○です」と、すべての人に教えていることになる。また、家の表札に、家族全

員の名前を表記していうることも稀ではない。さらに、自宅前に放置した三輪車や自転車

に子供の名前が書いてあると、「この家には小さい子供がいて、その子の名前は○○だ」と、

誰にでも分かってしまう。また、親子で外出した時に、「○○ちゃん、早くしなさい」など

と、子どもの名前を大きな声で呼んだら、周囲の人にその子の名前が知られてしまいます。 
 知らないうちに子どもの名前を世間に知らせていることになる。この様にして子どもの
名前を知った不審な人物が、「○○ちゃん、おかあさんが交通事故にあったから、一緒に来

なさい」と言ったらどうだろうか。子どもはその人のことを知らないが、自分の名前を知

っている人ということは、もしかしたら自分が忘れているだけで、実は知っている人なの

ではないのだろうかと錯覚し、油断してしまうのではないだろうか。この錯覚により悲劇

が起こってしまうかもしれない。子どもの名前は最も大切な個人情報なのだ。表札や持ち

物などの人目にふれる場所に名前を書くことは極力控えるべきである。また、年賀状に子

どもの写真を載せるご家庭も多いようだが、このことにより子供に危険がせまるといって

も過言ではない。また、人前では（一人っ子であっても）「おにいちゃん」「おねえちゃん」

「ボク」などといって、なるべく名前を呼ばないこと。すでに子どもの名前を知られてし

まっていると思われる場合は、「名前を呼ばれても、あなたが知らなければ知らない人と思

ってね」と伝えておこう。もし本当に知り合いなら、後で話題になるはずであるから、そ

の時は「安全のために、警戒させているのよ。ごめんなさい」と言えばいいだろう。 
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第 3条 一人きりになる時間・場所を把握せよ！ 
子どもが襲撃されるのは、一人きりか子どもたちだけで少数でいる時が多い。子どもの生

活をよく確認して、特に一人きりになる時間と場所を把握して、そこで起こりうる危険を

探り、対策を立てるべきである。子どもの生活範囲をマップ＝地図にして、友人宅からの

帰り道などでどうしても一人きりになる場所を知って、実際に親子で歩いて、どんな危険

が起こりうるか、被害に遭わないためにはどうすべきかを検討しておく。そして、「一人き

りになったら」なるべくその場を離れて人のいる場所に移動する、何かあったらすみやか

に避難できるように「今いる場所から一番近い避難場所はどこか？」を常に考えておく。

助けを求めるにはどこに行ったらいいかを色々な地点で、「避難場所はここ」とチェックし

ておこう。また「子ども 110 番の家」「コンビニ」「交番」「知人の家」「病・医院」など、
人がいる場所を覚えておくようにする。自宅においては、例えば、子どもだけで留守番を

させる時に、来訪者があってもドアを開けない、電話には出ない、など取り決めをしてお

くといいだろう。留守番電話を通して親と分かれば電話に出る、玄関ドアを開ける時には

「暗号」のように、チャイムやノックを親子で決めた鳴らし方にするなど、ちょっとした

決まり事を作っておくと良いだろう。 
 
第 4条 大声を出す訓練をせよ！ 
「何かあったら、大きな声を出しなさい」これもよく子供に伝える言葉の一つである。学

校や防犯教室などでも、意図も簡単なことのように言う。しかしながら、大人であっても、

思いがけない場所で、予期していない突然の襲撃者に対して、大きな声を出すことができ

るだろうか。おおかたの人にはできないことであろう。それなのに、子どもに対して「何

かあったら大きな声をあげるのよ」と、どうして言うことができるのだろうか。大人が自

分でもできないことを子どもにだけ強いることは、説得力がない。まず、どうして「何か

あったら大きな声を出す」必要があるのか。そこから考えて教えなくてはならない。実際

には、何か会った時には、衝撃と恐怖で固まってしまい、声も出せなくなるものである。

ドラマのように、「キャー」とは、簡単には言えないのである。心理学用語で「インモビリ

ティ～immobility＝動けなくなること」と言うが、これは動物が襲撃を受けたときに、身
を縮めて動きを止めることを意味する。大人ですら、大きな物音がした時は、ハッとして

動きが止まり、驚愕の事態が起きた時には、声を出すこともできなくなる。これが「イン

モビリティ」である。さて、犯行をたくらんでいる人は、実行時には緊張状態にあると言

われている。彼らは「音」と「光」を嫌う。これは、ほとんどの「防犯グッズ」「セキュリ

ティ商品」が「音」や「光」を出すものであることで理解できるだろう。例えば、住宅に

進入しようとした時に「光」が照射し、「音」が出れば、犯行を思いとどまる可能性が高い

ということである。襲撃者はターゲットを「確実に襲うことができる相手」として、子ど

も（女性、高齢者などの弱者）を選んでいる。つまりたやすくだませる、あるいは言うこ

とを聞かせられる、力で圧倒できる相手として選んでいるのだ。まさか抵抗されるとは思
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っていないところに、予期していない「大声」をあげられたら、襲撃者はひるむだろう。

襲撃者に「インモビリティ」が起きるのである。だからこそ、「大きな声をあげること」は

効果があると言える。そして、襲撃者がひるんだ隙に、全速力で走って逃げることが望ま

しい。とはいえ、いざというときに声を出せるかどうかは、訓練次第である。布団をかぶ

ってお腹の底から大きな声を出す練習を親子でしておくといいだろう。また、「もし、声を

あげて、相手が逆上したらどうする。」という疑問もあるだろう。これには「インモビリテ

ィ」を理解しておくことと、子どもが絶対にそういう状況に陥らない様に、十分に子ども

の安全対策をしておくことだ。そういう場面に遭遇しなければ声をあげる必要もない。そ

こまで心配する親御さんなら、子どもにしっかり安全対策を教えていると考えても間違い

ではないだろう。 
 
第 5条 防犯ブザーを使いこなせ！ 
どうしても声を出せない場合に備えて、強い味方がある。今日、今からでも危険な事態

に備えて、できること…それは「防犯ブザー」を所持することである。自分は声を出せな
かったとしても、「防犯ブザーで音を出すこと」はできる。各地の学校で子どもたちに持た

せている「防犯ブザー」ですが、手の届かないランドセルの横につけていてはいざという

ときに使えない。つまり常にすぐ鳴らせるように携帯しなくては意味がないのである。ま

た、ひもを引くときにどれだけの力が必要か、電池を抜いて親子で練習しておくといいで

しょう。ハンカチやティッシュを必ず持つように、防犯ブザーを忘れずにいつも持ってい

るようになることが理想である。子どもが一人きりになる時には、常に携帯して鳴らせる

ように持っておくこと。ただ、「学校から配布されたから、子どもに持たせていれば安全」

と思っているようでは不十分と言える。あくまでも「道具」にすぎないので、使い方をし

っかりと理解してなければならない。また、電池切れも確認すること。「防犯ブザーを持つ

意味」を、子どもも大人も理解しておけば、置き忘れたり、持って出るのを忘れたりとい

ったこともなくなり、「いざという時に身を守る」ための強い見方になる。 
 
第 6条 シミュレーションを繰り返せ！ 
子供は「言うことをよく聞く子供がいい子」だと浸透している。しかし、悪意で近づく

不審者に対しても従順であったなら、危険が起きる可能性が増えてしまう。「知っている人

と知らない人」「従ってもいい人といけない人」の区別をどうつけるかは、親が日頃から会

話の中で教えていくしかないだろう。実際には、「いつもよくしてくれるあのいい人が」と

いう様場合もありえる。若いおにいちゃんだからと安心してはいけない。人を疑うことは

悲しいことですが、「自分の身を守るため」「家族の幸せを守るため」として、あらゆる危

険を考えておかなくてはならないのだ。例えば、『オジサンのワンちゃんが迷子になっちゃ

った。一緒に探してくれる？」と、笑顔で話しかけられたら、動物好きな心やさしい子な

ら、付いていってしまうかもしれない。「君くらいの子どもが好きなゲームを教えてくれ
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る？ 後で一つ買ってあげるから一緒に買い物に行こう」と、ゲーム好きな子どもが声を

かけられたら、誘惑に勝てないかもしれない。この様に、子どもの好きなモノ、いわば弱

点を突かれることを考えて、日頃からよく話をしておく必要がある。そして、どんなこと

を言われても、絶対に知らない人にはついていかないように約束させることである。子ど

もに優しい言葉や表情で近づく不審者を撃退するには、様々なシチュエーション＝場面を

想定してシミュレーション＝模擬訓練をすることだ。お父さんが不審者の役をして、実際

に RPG （ロールプレイングゲーム）のように繰り返し練習しておくと分かりやすく、自然
に身につくものである。 

 
第 7条 親子で「安全作法」を身につけよ！ 
親がまず、子どもの安全についてしっかり理解したところで、次に子どもと一緒に安全

のために覚えておくべきことがたくさんある。私の提唱する「安全作法」とは、「行儀作法」

「礼儀作法」などのように、安全のために「していいことと、してはいけないことを身に

つける」ことである。状況に応じて、「この様な時は、この様なことはしてはいけない」「こ

の様な時は必ずこうすること」という約束事である。これを教えるにあたって 1 番不可欠
なのは親子の会話である。例えば、『道を歩くときは必ず周囲をよく見て、不審な人や車に

早く気がつくようにしてね」「エレベータに乗る時は一人でね。知らない人とは一緒に乗ら

ないで」といったようなことである。結局、誰も「やったことのないこと、経験のないこ

とには弱い」のである。親子の日常のコミュニケーションの中で、こうした危険、被害を

想定した状況を話して、どうするべきかをしっかり確認しあっておくこと。練習問題を多

く解いておけば、万が一の事態＝応用問題にもスムーズに対応できるようになるだろう。

子どもにばかり安全を要求しても、親が安全に対していい加減なことではまったく説得力

がなく、効果も期待できない。自宅においては、家中の窓や玄関ドアのカギかけを一緒に

して回る、外出時には、周囲に気を配って、車やバイク、人物などを警戒することを親が

示して「歩き方、周囲への警戒の仕方」を教えられるように、親の防犯対策を子どもが手

本とできるように、親がまずしっかり身に付けていただきたい。安全は何もせずには手に

入らない。『あの時、ああしておけばよかった」「ああもできた、こうもできた」と、後悔

しないためにできることをすべてやっておくことで、被害に遭わないように、また万が一

被害に遭っても最小限で済ませることができるはずなのである。 
 

3. ＩＴが子供の安全に与える影響 
3.1 ＩＴの表と裏 
「ITで人はどうなる」という書籍によれば、ITのおかげで、世の中は確かに便利になっ

た。しかし、そうでないと感じている人もいる。インターネットを利用すれば、迷惑メー

ル、ウイルス、出会い系サイト、アダルトサイトなどの問題も多い。IT を利用した犯罪は
これからもどんどん多くなる。社会が便利になるということは、悪いことをする人にも便
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利になるのだから、社会問題が増えるのは自然の流れである。 
IT について「悪いことをしよう」とか「使う気がしない」といった人々の気持ちを考え
ずに、便利さだけを追求して普及を図るのは間違いである。マイナス面への対策を、少し

でも早く並行していかなければならない。 
IT社会はマイナス面への配慮がないままに進みだした。今の IT社会は、ひとつひとつの
問題が起きた時に、その対策を考える「後追い」の態勢になっている。その原因は、現在

の ITが便利さと能率性を目標に推進されていて、人間の気持ちについて深く考えずに進行
しているところにある。それは間違っていると考える。 

 
3.2 ＩＴによる人間関係の変化 
「IT で人はどうなる」という書籍によれば、大きな問題は、によって人間と人間関係が
変わることである。極端な例では最近の犯罪である。奇異な犯罪が賑わっている。犯罪者

の心理がわからないという専門家も多いが、確かに一昔前の犯罪とは様子が違う。罪を犯

した人の自宅や経歴を調べると、並みの人以上に AV機器や IT機器に囲まれている場合が
多い。仮想世界の中に入り浸ってしまうと、仮想の世界と現実の世界の区別がつかなくな

る人がいる。２つの世界がオーバーラップすると恐ろしい。ストーカーや殺人ゲームもそ

れに近い。現状では仮想と現実の混同から犯罪に至る例は今のところ少数であるかもしれ

ないが、もし ITが犯罪の素を提供しているとすれば恐ろしいことである。直ちにこの対策
を考える必要がある。 
これから ITがますます進歩していく中で、身の回りを新しい人工の世界や仮想の世界で
満たしてくれる。そして世界は時間的、空間的に縮小され、遠くの世界も昔の世界も手の

届く範囲のものになる。便利になるが感激は薄くなる。日常生活が常に仮想の世界を織り

交ぜたものになると、大人はよいが、幼児の時からゲームやビデオに囲まれて仮想の世界

で育つと、どのようなことになるのだろうか。犯罪にまでは直接繋がらなくても、人格や

性格、あるいは思想的に大きな変化が生じ、社会も奇妙に変わっていくのではないだろう

か。確かに ITは人間の思考に直結し、気持ちに様々な影響を生じつつある。このまま進む
と何が起きるのか、正確な予測はできないが、悪い影響が起きるとすれば、それは社会の

病気であり、恐ろしいことである。 
近年ではアスベストによる被害を例にあげると従業員を働かせて事後に有害とか発ガン

性とかいうのは無責任であり、対策は早めに立てるべきである。一方では積極的に ITの能
力を利用して、人間の思考を破壊から守り、さらに能力を伸ばす事もできる。時が経てば、

いずれこの問題には答えが出る。しかし、個人の性格や考え方が悪い方向に固まってしま

うとすれば、それからでは手遅れである。 
 

3.3 ＩＴが各学校と各自治体に与える影響 
IT が普及する前と普及した後では企業と自治体では取り組み方が全く異なってきた。実
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際に例を挙げてみると、平成 13年に起きた大阪教育大学付属池田小学校での事件がきっか
けとなり今まで推進されてきた安全対策が大きく変わった。この事件が起る前までの学校

側の政策では学校を地域の中心として位置づけ、色々な人が学校にかかわる「地域に開か

れた学校」を目指す動きが各地で広がっていた。学校の中に老人施設などと複合施設化し

たり、学校の塀をなくして地域の公園と一体化させる試みもあった。誰もが出入りをでき

る学校を目指し、保護者や住民のために、休日などの学校施設解放も進んでいた。しかし、

この事件をきっかけにこうした動きにブレーキがかかった。この事件がきっかけとなり大

阪府は防犯監視システムの整備が全国で最も進むこととなった。だがその中でまた事件が

起ってしまった。 大阪府寝屋川市立中央小学校で 17歳の無職少年が小学校に侵入し、教
職員 3 人を殺傷した事件で改めて安全対策のあり方の見直しがされ、学校の安全対策は次
の段階に入った。 

 
■警察官が立ち寄り 
大阪府寝屋川市の事件を受け、埼玉県蕨市、戸田市の教育委員会と両市を管轄する蕨署

は、警察署員が両市の全２７私立小学校に立ち寄り校内巡回することを含む「児童・生徒

等の安全対策に関する協定」を 2005年 2月 22日に締結した。 
蕨署から両市に提案され、一層の安全を図ったもので、戸田市では警備員などを書く小

学校に配備済みで、これまでも安全対策を進めてきた。協定により防犯用具「サスマタ」

の使い方の指導なども受け、地域安全ボランティアを連携し、通学路の安全も確保する。 
警察官は教室には入らない。などとしている。これは安全管理には効力を上げそうだが、

警察官の常時立ち入りが子供の精神面に与える影響はないのか、今後注意していく必要が

ある。 
 
■警備員を配置 
東京都渋谷区は新年度予算に区立全小学校 20校に民間警備員派遣費用として 6700万円

を盛り込んだ。校門の出入り口に 8時から 16時ごろまで警備員 1名を配置、駐在所のよう
なボックスも設置することとなった。 
寝屋川市の教職員殺傷事件をうけたものではなく、以前から計画していたとされる。渋

谷区ではこれまで大阪教育大学付属池田小学校の事件以後、様々な対策を講じてきた。児

童への防犯ブザーの配布や教室と職員室、学校と警察を結ぶホットラインの開設など、積

極的に講じてきた。また昨年末には、防犯用具「サスマタ」「盾」「防犯スプレー」を全校

に設置。緊急時には、学校から家庭へメールを一斉配信できるネットワークシステムも構

築した。 
 
■GPS端末を配布 
この GPS端末機を来年度の小学校進入生（公立、私立含む）約 530人に無償配布するの
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は神奈川県逗子市。来年度予算に 812万円を計上。GPS端末は通報機能と位置情報発信機
能の 2 つの機能を持ち、保護者所有の形態で子供の居場所の確認も可能になる。情報は警
備会社が一元管理する。昨年夏から検討をはじめ、2004 年 11 月に起きた奈良県女児誘拐
事件のようなことがないよう、解決に一役かった GPSの利用を決めた。 
今回対象となるのは登下校事の安全対策だ。不審者の出入りチェックなど、学内の防犯

対策は今後の取り組み課題としている。なお、同市はこれまでに私立学校の一階教室すべ

てに非常ベルを設置するなど積極的に安全対策に取り組んできた。 
 
■大阪府の新しい取り組み 
大阪府は来年度から子供の安全対策の一環として、不審者情報のメール配信システムを

府内全域に拡大することとなる。通学路に監視カメラを組み込んだ自動販売機を設置、児

童を見守る試みもスタートさせる。すでに寝屋川市の教職員殺傷事件を受けて全小学校へ

の警備員配置を決めており、マンパワーと情報技術（IT）との両面で安全確保に努める。 
メール配信は、犯罪や不審者情報を教育委員会や警察を通じて児童の保護者らに送るシス

テム。府は市町村にシステム構築費として最大 50万円を補助、2年をめどに府内全域に広
げる。また全国で始めて自販機を「無人交番型ロボット」として試験的に活用することと

なった。IC タグを持った子供が危険を感じてタグを押すと、カメラを内蔵した自販機が反
応し周辺の映像を無線で警察署に送信する。さらに児童が登下校時に校門を通ると、備え

付けセンサーが通貨時刻を自動的に保護者らに知らせる機能もある。IC タグを利用したサ
ービスには次のようなものもある。 
 
■ICタグとメール配信システム 
今日の日本の技術の中で ICタグの活躍には目覚しいものがある。私がこの章で紹介する

IC タグとメール配信システムはきっと保護者、学校、自治体、行政側の子供に対する安全
認識の革命が起ると推測される。本来ならば ICタグは荷札（タグ）という意味で言葉の通
り荷物などの管理などに使われているものだ。例えば、IC タグ付の本を図書館で借りてい
たとすると返却の際にはカウンターに返さなくても返却ボックスに取り付けられているタ

グリーダーが反応し返却の処理を自動でコンピュータが行ってくれる。このような技術が

子供の安全に取り入れられるようになったのだ。実際に行われた例をいくつか出してみた

い。 
ＮＴＴデータ・東急セキュリティ・イッツ・コミュニケーションの３社が 2005 年 9 月

30 日に横浜市で実施した「子供見守りサービス」の実験結果を公表した。これは子供にＩ
Ｃタグを持たせて非常時に通報させたり、保護者が子供の居場所を確認できるシステムで

ある。これは子供がタグに装着されている通報ボタンを押すとあらかじめ登録しておいた

近所の保護者及び警備員が駆けつけるというものである。それ以外にも登下校時に ICタグ
の電波を受信するレシーバの近くを通ると保護者宛にメールが配信される。このレシーバ
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の履歴を見ることによって保護者は子供がどこにいるのかが確認できる（リアルタイムで

はわからない）。 実験地域は横浜市青葉区みたけ台地区のおよそ１平方キロメートルエリ
ア。その中に見守りスポットと呼ばれるレシーバを２７台設置した。見守り対象者は 188
名の小学生。小学校の前項児童の家庭を対象にサービスに関するアンケートを実施し、参

加希望者を募った。駆けつけ支援者として登録されたのは 215 名。いずれも、保護者であ
る。実験期間は 2005年 4月 5日から 7月 31日まで。その間、53回の緊急通報があったが、
いずれも誤報だったことが分かっている。誤報の原因は鉄棒で遊んでいる時などに、誤っ

て押してしまっていた。その度に警備員などが実際に駆けつけていた。通報ボタンを数秒

押し続けないと緊急通報が送られないようにすることで誤報の数は減少したが、実サービ

スに向けて一層の改善が必要だということが分かった。アンケート結果などを通じ次のよ

うなことが分かった。 
①「通報駆けつけ」のサービス提供時間は、学校の登下校を考慮し、午前８時から午後６

時までとなった。24時間や夜間を希望する声はあまり多くは聞かれなかった。 
②「登下校通知」は特に外出の多い保護者から好評だった。 
③「居場所検索」は積極的な利用者が多くなかった。 
④当初想定していた個人情報に関する心配の声は、予想に反してあまり聞かれなった。 
⑤緊急通報の誤報の発生や、サービスメニューの拡充などへの要望が数多く寄せられた。 
課題として残るのは 

①「コスト」今回の実証実験においては、参加者に対して無料でサービスを提供していが、

本格サービスとして提供していく上では、誰がどのコストを負担するのかは重要な課題。

保護者からは、警備員の配備も含めたサービスであれば、月額 2000円以上払ってもよいと
いう意見が半数以上を占めた。しかしながら、設備の整備コストを利用者の要望する使用

料で提供することは、非常に難しい。自治体と住民との分担による負担など、複合的な形

態を検討する必要がある。 
②「エリア拡大とサービスの拡充」今回使用したタグの電波の到達距離はおよそ 30メート
ルのため、通学路の多くはカバーしきれなかった。カバーエリアを広げると、設備コスト

がかさみ、サービス利用者の負担も増加するため。より少ないコストでカバーエリアを拡

大する技術の導入と設備コスト自体の低減が大きな課題となっている。サービスの拡充に

ついても、不審者情報等の情報配信を望む声が多く、自治体サービスとの連携が重要にな

ってくると考えられる。 
③「誤報の防止」実験期間中の誤報発生件数は、53件でいずれも「鉄棒で遊んでいるとき」
「ランドセルの下敷きになった」などによる、無意識の緊急通報（誤報）だった。ただし、

警備員が駆けつける安心感と相まって、駆けつけ支援者の意欲低下が認められた。誤報を

防ぐために、それまでは１度押したら、緊急通報が挙がるタグだったものから長押しする

タイプのタグに変更するなど対策を講じた。実サービスにむけては、より一層の機能追加

が必要とされた。 



ＩＴは子供の安全を守れるのか 
 

A2p21033 大藤 圭督 
 

 11

4. 安全をまもるための特有のビジネスモデル 
4.1 人向けサービス 
ココセコムを例に説明をする。人向けサービスとは、専用の端末を持たせて衛星で位置を

特定できるサービスです。実際にどのようなときに便利なのかを考えてみたいと思う。 
まずこれは家族が子供の安全を確かめたいときにオペレーションセンターに連絡をして、

オペレーションセンターの職員が位置を確認し家族にどこにいるかを報告し必要に応じて

緊急対処員がかけつけるというものである。どのようなサービスがあるのかというと一つ

目は「通報サービス」だ。これは道に迷ったり、危険を感じたりするような緊急事態に遭

遇したときに、端末本体の通報ボタンを押すことにより、セコムが通信信号と位置情報を

受信し緊急連絡先に伝えるといったことができる。次に「しらせてコール」だ。パソコン

や携帯電話で、契約者専用ホームページにアクセスし、「しらせてコール」を開始する。携

帯する方の端末本体へ信号が送られると、本体が振動（バイブレーション）する。携帯す

る方が簡単な返答操作をすると、応答があったことが専用ホームページ上に表示され、安

否の確認や心配を減らすことができる。次に「みつめてコール」だ。これは 1 人では不安
な暗い夜道を歩くときなどに、端末を手に持ち、「みつめてコール」を開始する。一定間隔

で本体が振動するので、その都度、簡単な応答操作をします。万一、応答がなくなったと

きは、自動的に異常信号がセコムへ送信されます。この機能により不安が解消される。 
しかし、ここで考えなきゃいけないのは本当にこれで安全を確保できるのか？というこ

とである。やはり安全の確保は難しい。このサービスは「安心感」を与えるという結果な

り、「安全の確保」には結びつかない。色々と改善の余地がある。 
 

4.2 携帯電話を利用した人向けサービス 
携帯電話を利用した人向けサービスとは、携帯に防犯機能を備えたものだ。NTT ドコモ

を例に出すと 2005 年 11 月 24 日、子供向けの三洋電機製 FOMA［SA800i］を発表した。
この端末には防犯ブザーが搭載されており、子供に危険が迫った際に自動的に保護者の端

末に電話をかける機能を備えている。搭載された防犯ブザーのスイッチを引くと、約 100
デジベルのアラームが鳴ると同時に、事前に登録された最大 3 件の登録先に電話がかかる
システムになっている。居場所を確認できるサービスを利用する場合には GPSの位置情報
がメッセージＲ（リクエスト）で送信される。この他にも子供に危害を加えようとする人

が携帯電話を取り上げた場合も想定されており、事前に設定した暗証番号を入力せずに端

末の電源を切ると、自動的に現在地の位置情報を保護者にメッセージＲ（リクエスト）で

送信する。電池パックも特殊なネジで固定されており取り外せないようになっている。 
 

4.3 自動車・二輪車用サービス 
これは自動車や二輪車が盗難の被害にあった場合に効力を発揮する。例を挙げると昨年

の 11月 27日、東京都内で起った 1億円相当の宝石が入ったバッグが盗まれた事件で犯人
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追跡に活躍したのがセコムの「ココセコム」である。カーナビなどに利用される人工衛星

の測位システム「GPS」と、au携帯電話基地局を併用することで高精度な位置検索が可能
となった。携帯電話サイズほどの本体を先の事件の場合にはバッグ内に、自動車防犯の場

合は社内に設置することで、現在位置を監視。非常事態には追跡ができる。実際のサービ

スは、本体を社内に設置することによって、本体が異常を感知した場合に「ココセコムオ

ペレーションセンター」へ自動的に伝達され、オペレーターから本人に連絡、要請にもと

づいてセコムの緊急対処員が現場に急行するというものである。また、状況に応じて警察

へ通報するという仕組みだ。本人もインターネットを使い位置情報が確認できる。もう一

つの例は、綜合警備保障が運営する「カーヴィーボックス」がある。人工衛星を使った「GPS」
によって車両を常に監視し、異常があった場合は、即座に本人宛の刑法メールを送信する

とともに、綜合警備保障の情報管理センターより位置情報確認のメールを送信するシステ

ムだ。異常は、レッカー・クレーンの吊り上げなどの不正移動、エンジンの始動、ドア開

閉、トランク開閉などが本体のセンサーが反応することで感知する。車両の異常があった

場合、本人と情報管理センターへのその情報が伝えられ、車両の位置の検索や現地へ出動

依頼を行うことができる。本人へ伝えるメールを 3 件まで登録でき、すべてに同報送信さ
せることで、本体からの警報を見逃すことが少ないというのも特徴の一つだ。また、携帯

電話で遠隔操作することで、ホーンを鳴らしたり、ハザードランプを点滅させる機能によ

って犯人への威嚇や警告を発することも可能である。 
 

 
図 4.3.1 ココセコムのシステム 
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図 4.3.2 綜合警備保障のシステム 
 
4.4 ペット用サービス 
仕事などで家を空けてしまう場合、ペットの様子が気になってしまう。そのような不安

を無くすために生まれたのがこの「ペットカメラ」である。株式会社アイジュピタが運営

するアニカム（Animal Camera）を例に挙げてみる。これは家に設置されたパソコンカメ
ラの映像を携帯のメールに送信するシステムである。これは動物だけではなく不審者の侵

入を知らせるシステムも備えている。まずどのようなことができるのか説明していく。ま

ず必要な物はパソコン・常時接続環境・USB接続の WEB カメラ。これは設定しておいた
時間にメールが届くのではなく自分からメールを送信した場合に画像つきのメールが送ら

れてくるシステムになっている。コミュニケーションをとることも可能である。「カムヒア

機能」これは携帯からメールを送ると飼い主の声でパソコンから「おいで～おいで～」と

声が出る。犬がカメラに近寄ってきたところをカメラが撮影しメールで携帯に画像を送信

するのである。不審者が侵入してきた場合の動体検地はもともと犬の動きを観察するもの

でカメラを設置した場所の前を通るとカメラが作動し画像を携帯にメールで送信するシス

テムになっている。このようにホームセキュリティ機能も装備している。これでシステム

の利用が無料なのがいい。次にセコムの運営するココセコムのペット用サービスについて

説明する。これは前者のアニカムとは異なり動物自体に人工衛星と全地球測位システムに

対応する端末を取り付けるというものである。これによりペットが行方不明になっても検

索できる。 
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図 4.4.1 ココセコムのペット用サービス 
 

4.5 荷物・貨物用サービス 
まず荷物・貨物両方使えるサービスがある。それはセコムが運営するココセコムの荷物・

貨物用サービスだ。これは 4.3自動車・二輪車用サービスと似ている。対象となる物はバッ
グ・かばん・箱・現金・宝石・貴重品などを持参または運搬する際に使用するバッグにな

る。このサービスの“核”となるのは人工衛星と携帯電話の測位機能を使い、ココセコム

本体を入れた荷物（バッグなど）や貨物の位置を調べることができる。精度は最良の条件

下で誤差 5～10 メートルとなっている。実用性ともに高度な位置検索システムを、日本で
初めてセコムが全国規模で実現した。サービスの仕組みは客がココセコムオペレーション

センターに問い合わせをする。問い合わせがあったオペレーションセンターのスタッフが

位置を検索する。その位置をお客に伝えるというものだ。そして状況に応じて緊急対処員

が現場に急行する。また端末はパソコン・携帯電話・Lモードによるインターネット接続で
もアクセスが可能となる。 

 

図 4.5.1 ココセコムの荷物・貨物用サービス 
 

4.6 法人向け移動体グループ管理サービス 
この移動体グループ管理サービスとはココセコムが運営するもので法人の営業マンや社

有車などが今どこにいるかをパソコン上に一括で検索することができるサービスである。
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特徴とメリットをあげると①複数の社員や車両の移動情報を地図上に再現。業務効率がア

ップする。②車両や機器の稼動状況を自動記録。メンテナンス業務を軽減。③盗難など万

一の場合は、要請によりセコムが現場へ急行。 
 

 
図 4.6.1 法人向け移動体グループ管理サービス 

 
複数の社員や車両の現在位置を把握して、お客さまの急な要望に迅速に対応したい場合

同時に最高 20台までのココセコム端末を、パソコンの地図上に一括表示できる。今、どこ
に誰がいるかが一目で分かる（同時位置検索）次のページに図がある。 
 

            

図 4.6.2 専用ホームページを使った同時検索画面 
 
配送車両や営業員の移動を記録して、業務を効率化したい場合、毎日提示に位置情報を

自動記録することができる。また、データを分析して、日常業務の効率がアップする。（定
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時自動位置検索） 
 

 
図 4.6.3 専用ホームページから検索結果をダウンロードしたもの 

 
車両や機器の稼動状態を定期的に収集したい場合やメンテナンスに役立てたい場合など

タクシーの乗車・降車、建設機械のエンジン始動・停止や油圧低下など、車両や機器の状

態変化を定期的に収集し、メンテナンス時期の決定などに活用することが可能である（稼

動情報自動収集）。 
 

    
図 4.6.4 アダプタ蓄積情報画面 

 
①高額な物品を安全に輸送したい場合②顧客の重要な物品を輸送している場合③貴重品

や高額商品を社員が運搬している場合④安全を確かめたい場合⑤ココセコム端末を搭載す

る車両や、貴重品を入れたカバンが盗まれるなど万一の場合。以上①から⑤の場合は高度

な位置情報検索で早期発見をサポートすることができる。また、客からの要請があれば、

24時間 365日、全国約 2100ヵ所の拠点からセコムの緊急対処員が現場へ急行することも
可能である（現場急行）。 

 

    
図 4.6.5 セコムの緊急対応サービス 
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4-7 緊急対応携帯メール連絡網 
これは緊急時に保護者及び学校の PCまたは、携帯にメールが送信されるというものであ

る。近年では不審者が出た場合や緊急の事態が起こった場合に情報の伝達のスピードに問

題があった。学校の誰かに被害者が現れたとしてもすべての関係者に知られるのには相当

な時間がかかっていた。その中で情報技術の利用によりこの問題を解決するために作られ

たのがこのシステムである。このシステムを運営している会社のひとつである株式会社テ

ィー・アイ・エスが運営しているメール連絡網・携太というサービスを事例に説明してい

く。 
この会社のシステムを導入しているのは幼稚園がほとんどだ。導入前と導入後では何が

どう変わるのだろうか。ホームページに掲載された保護者の声を参照すると以下のような

ことが分かった。 
 
■導入前と導入後の状況 
前：最後の人に連絡が回るまで時間がかかっていた。 
後：携帯電話からわずか数回のクリック操作で、全員に同時に連絡ができる。 
前：忙しい朝などに連絡をうけ、次の人にかける手間も必要だった。 
後：保護者の携帯に学校・幼稚園などから直接メールがくるので電話のように時間を制限

されることが無く次の人にかける必要も無くなった。 
前：保護者同士で連絡を取り合うため気をつかうことも・・・・ 
後：学校・幼稚園から直接保護者あてにメールが来るので保護者同士で気を使うことが無

くなった。 
前：保護者の電話番号が公開されてしまう。 
後：保護者のメールアドレスは保護者自身が入力するため、第三者にプライバシーを公開

する必要が無くなった。 
前：全員に連絡がまわったのか曖昧になってしまうこともあった。 
後：メールを見た保護者は空の返信メールをだすだけで、学校・幼稚園側に“確認済み”

を知らせることができる。学校・幼稚園側には専用のメール受信ソフトが用意されて

いるので保護者のメール確認が名前で確認できる。 
 
■メール送信例 
これは実際に保護者に送られたメール（ホームページより抜粋） 
例 1.  Fri, 16 Ｓｅｐ 2005 10:45:19 +0900 (JST) 
緊急連絡 :痴漢がでました。昨夜（15 日）9 時頃、陽光台 2 丁目付近で、黒い自転車に乗
った男が、通りすがりに、女性の体を触って、逃げました。暫くすると、今度は、正面か

ら同じ男がやってきましたが、路地を曲がってしまったとのことです。近くを徘徊して、

痴漢行為の相手を探している可能性もあり、十分にお気を付け下さい。 園長 
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例 2. Tue, 20 Ｓｅｐ 2005 10:48:58 +0900 (JST) 
緊急連絡 :露出狂が相次いで出没しています。9月 14日（水）午前 7時 30分頃、2件発生。
1件は、横山 2丁目マンション１階踊り場付近。登校しようとした女子児童に 20歳前後、
短めの金色に近い茶髪の男性が、下半身を露出し、卑猥な言葉を掛けてきた。児童は、自

宅へ逃げ帰った。2件目は、千代田 2丁目付近の路上。登校中の女子児童に、30から 40歳
の男性（ボーッとした風貌）が、児童に見えるように用を足し、局部を露出したまま迫っ

てきた。児童は、学校へ向け逃げた。いずれも、警察に通報。登園、外遊びの際には、十

分にご注意下さい。 園長  
（ホームページより抜粋） 
 

図 4.6.6. 緊急時連絡網ﾒｰﾙサービス利用イメージ 
 

4-8 私が考えるサービス 
私が提案するサービスはすでに始まっているかもしれないが一応解説する。（上で説明し

た機能はついているものとする） 
近年ではGPSを利用し位置を特定できるサービスがあるがそれだけでは物足りなく感じ
る。そして新たな対策として「地域安全マップ」を作成し地域に配る試みが自治体などで

広がっている。しかし、安全マップを作成したからといって常に持ち歩くわけにはいかな

い。そこで車に使われる GPSの原理を利用すればかなりの効果がでるのではないかと考え
た。車に使われる GPS は検問をやっている場所や機械が設置されている場所を GPS によ
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って教えてくれる。そこに着目したのである。車の場合は検問や機械が設置された場所を

教えるが、子供の場合はどんな犯罪が起ったかを教えるようにする。 
例えば音声により次のような呼びかけをする「この辺りで子供に声をかける不審な男性

が目撃されているので注意して下さい」など。子供の持ち歩く端末にこれを組み込むこと

により、全国どこに行っても危険地域が分かるようになるのではないだろうか。わざわざ

地域がマップを一つ一つ作らなくても、全国で対応できるようになればかなりの需要が期

待できる。子供の安全だけでなく、警察官の転勤や忘れてしまった犯罪をパトロール中に

確認できるようになる。学校の先生、地域のガードマンについても同様の事が考えられる。

これが展開されれば、子供の危険に対する認識も大きくかわるのではないかと思う。しか

し、コストの面で莫大な費用がかかることも予想される。 
さらに提案するが、地方自治体が自分の地域に送信装置を設置し受信装置を企業が提供

することによりコストの削減が可能となる。色々と持論を主張したがこれでも 100％とはい
えない。しかし、既存のサービスよりは期待できるのではないだろうか。 
 
5．結論 
この卒業研究を通して色々なメリットやデメリットが見えてきた。そして次のような結

論にたどり着いた。情報技術を利用したサービスを提供するのは人であり、利用するのも

人であることから完璧とは言えない。情報技術を利用しなかった場合、仮に 100 ある事件
を 50解決できていたとする。それが情報技術の利用により 90に増えるというものである。
また子供の安全認識も不安だと思う割合が 50 であった場合 90 になるといものである。保
護者に関しても同様のことが言える。しかし、残りの 10をどうするのかという問題が残っ
てしまう。この 10の問題を解決するにはやはりマンパワーが必要となる。近年では児童の
登下校などに一般のボランティアがガーディアンとして見守るという試みが始まった。こ

れは登下校の時間だけは 100になるが、時間外の場合はどうだろうか。やはり 90になって
しまう。そう考えた場合、情報技術を利用したからといって 100%守れることは無い。究極
を言ってしまえば日本国民全員が児童の安全を守らなければいけないということである。

常に子供が危険に晒されているのだとみんなが感じていれば注意して子供に目がいくから

だ。情報技術の発展に伴い一見便利になってきたように見えるが、そうではなかった。児

童を狙った犯行が増える中で様々な対策が講じられるようになってはきたが、私から考え

るとどれもこれも物足りない。それは、どの情報技術を取ってみても欠点が伺えるからで

ある。 GPS を利用したサービスを見てみても移動速度の速さによって誤差がでる、地下
などに入ってしまった場合 GPSが届かない、さらには詳細な居場所を瞬時に表示できない
などのデメリットがある。これを考えた場合どうしてもマンパワーが必要になってしまう。

さらに一番の問題が国だと私は考える。すでにアメリカでは性犯罪者は再犯率が高いとい

うことから性犯罪者に対し GPS の装着を義務づけている（ミーガン法）。しかし日本では
法整備が遅いため何年もかかってしまう。さらには出所した人の居場所が特定できていな
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いなどの不祥事まで起ってしまったのだ。このままでは先が思いやられる。 
この他にもまだまだ調べたりないことがいくつかある。それは企業が安全を守るために

どのような戦略を構築しているのかということである。例えば、不審者情報をメールで送

信するサービスを利用するだけでもお金がかかってしまう。普段生活している保護者の

方々は学校でこのようなサービスがあっても「お金がかかるなら利用したくない」として

いる。このような利用者の状況に応じて臨機応変に対応できているのかなど。それと安全

を守るために必要な機能と知識、安全を守るための問題点など調べたりないこともまだま

だある。 
この卒業研究を通じて、情報技術の利用で安全を 100%守ることは不可能という結論にい
たったが、安全性を高めることには間違いない。これから先、情報技術がさらに発展して

いくことにより、子供の安全のあり方も変わっていく。私の理想では、「子供の安全を守る

ための情報技術の発展スピードが犯罪の増加スピードを追い越してもらいたい」と考えて

いる。その一方で、子供達の自由が奪われることも危惧してこの本論文を終了する。  
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別紙   ブログに投稿されたコメント 
 
この卒業研究を通し、安全に対する認識が物凄く変わりました。また、私だけでなく様々

な人々がこの問題に対し向き合っているのだということがわかった。私は卒業研究の一環

でブログを公開し色々な意見をいただきましたので、紹介させていただきたいと思います。 
 
同志社小学校と立命館小学校の安全対策という記事の中で次のような投降がありました。 
tenguさんからのコメント 
「学校側がこうした子供に対する安全対策を行い、親が自分の子供の安全を知ることがで

き良いと思う。子供の登下校の位置確認や保護者の校内の出入りの制限など、少しでも子

供が安心して伸び伸びと生活を送れる場を提供する学校の安全対策が広がって欲しい。」 
 
防犯カメラ映像を居住者に配信という記事の中で次のような投稿がありました。 
bearさんからのコメント 
「こうした映像公開、この前後の weblogに書かれている ICタグや GPSシステムを用いた
安全対策が開発され使用始められつつあるのはよいことだと思います。しかし大切なこと

は、これらの安全対策の普及がどれだけ多くの人に周知され、さらに用いられるかだと思

います。もちろん、このようなサービスや機器を使用することがないような社会になるの

が望みです。」 
 
加藤電機 マッチ箱大の緊急通報端末・子供の位置確認という記事の中で次の投稿があり

ました。 
yyさんからのコメント 
「子を持つ親としては興味のあるテーマですが、現時点では IT技術が子供の安全を守れる
とは思えません。子供の位置情報は、何か起こった時にその解決を助けるかもしれない。

しかし事件そのものを防ぐ事は出来ないと思います。位置情報を得るのならば、人権上の

問題を考慮しなければいけませんが、子供を狙った犯罪を犯した人の情報を警察等が IT技
術を使って確認するほうが、子供の安全（犯罪面だけですが）には有効かもしれません。」 
 
ドコモ 子供の安全を守る携帯を開発 防犯ブザー付き携帯端末という記事の中で次の投

稿がありました。 
My Blog ☆＝ ☆＝ ★＝さんからのコメント 
「こんばんは。TB ありがとうございました！こちらからもさせていただきました☆最近、
小さな子供を狙った犯罪が相次いで起こっていますね…。世の中どうなってしまったのだ
ろう。ドコモが FOMA「SA800i」を発表したが、その成果に多少は期待したい。そして、
少しでも子供たちを守ってあげたいですね☆ 
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松下、大阪府等と連携して約 1 ヶ月の「学童見守り社会実証実験」を実施という記事の中
で次の投稿がありました。 
ミミカさんからのコメント 
「はじめまして。ミミカです。子供を抱え、家に残し働きに出ています。学校でも安心メ

ール（会費制）などの勧誘があったりしますが、果たしてどこまで守れるのか･･･という疑

問から加入しておりません。これからも色々な情報を教えていただければうれしいです。

事後になりましたがリンクを貼らせていただきましたので、不都合があればご連絡くださ

い。」 
 
有希ちゃん（７）の胸に刺し傷６か所 殺害は 2 日朝か という記事の中で次の投稿があ
りました。 
中見盛さんからのコメント 
「トラックバックありがとうございました。 この事件のいち早い解決を願ってやみませ

ん。 人の力だけでは補いきれないものをＩＴで補えることができればいいものだと思い

ます。」 
tokigane-5さんからのコメント 
「学校や地域，家庭でも安全対策を行っていますが，それでも事件は起きてしまうのが残

念です。再度通学路における危険箇所の確認の対策を行わなければならないと思います。

また登下校時のみならず，帰宅後の子どもの行動範囲を確実に把握することも大切だと思

います。この残忍な事件の早期解決と，今後同様の事件の防止を願っています。」 
桃花さんからのコメント 
「子供の安全については、今後も色々な問題が提起され、提案され、実施されていくこと

と思います。公と個々の安全対策、どちらが欠けても万全とはいえなくなるでしょう。家

庭でできる事としなくてはいけないこと、公的な支援を求めて実施に向かわせる力とが、

合わさっていくことを願っています。」 
 
小学生に緊急通報機「まもるっち」 品川区が試験運用開始という記事の中で次のような

投稿がありました。 
ヒロシさんからのコメント 
「TB ありがとうございます。「警備会社の人が現場につくよりもボランティアの協力者の
方が現場に先についてしまったらどうするのか」ですが、やはり戦うんじゃないでしょう

か。といってもつかみあって戦うというより、誰かが来たというだけで容疑者はひるむん

じゃないかと思います。一方、ひるみすぎて反射的に富んでもない行動に及んだ場合は、

不要な悲劇になってしまう危険性もないともいえないですが、このシステムが稼動してど

の程度の実績があがるか見てみたいものですね。」 
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子供の登下校に不安 87パーセントという記事の中で次のような投稿がありました。 
走快エイトさんからのコメント 
「とてもタイムリーなブログですね。特に筆者による考察は勉強になります。今後も、ち

ょくちょく寄らせて頂きますので、よろしくどうぞ」 
 
 
 
 
 
 


