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 エンジェルズアイズ 代表 遠藤 美季 

ネット依存を予防するためにエンジェルズアイズを立ち上げたのは 2002年でした。当

時はネット依存予防の活動のための講座・WEBでの情報発信が主でした。2003年には WEB

サイトで誰でもネット依存の相談やアドバイスができるように掲示板を設置し、2006年

からはスタッフがメールでも相談を受けるようにしています。        

（※ 依存の診断や医学的なアドバイスはしておりません。ネット依存の要因がいくつかあること

を知ってもらい、当てはまることがないか考えていただいたり、相談と似たケースの事例があれば

参考に伝えるなどしています。また子どもの場合相談できる大人に頼ることをすすめています。）  

ただ WEB相談にはメリットデメリットの両面があるためネット依存に関する知識に多くの人

が関心をもっていただき、現実社会で子どもも大人も気軽に行ける相談場所が各地域に増え

ることが望ましいと願っています。 2013年までにネット依存の相談は 400件を超えていま

す。そのうちメールによる相談は 235 件。その中で学生（小学生～大学生）からの相談

は 125件。ほぼ半数になります。学生のネット依存の特徴に受験や試験、成績、人間関係

などのストレスからネットに逃避してしまうケースや暇つぶしに使っていることが多く、

楽しいから依存してしまうだけではなく、嫌なことから目をそらすためであったり、時間

の使い方が他に見つからずにネットにはまっていくこともあることがわかります。また、

子どもが依存する要因の一つは友達との関係を良好に保つためであったり、自分の評価を

気にしていたりと人間関係の不安定さや、自己肯定感の低さからからネットに頼ってしま

う傾向にあるようです。学校生活という限られた環境の中では、所属する場所があるとい

う安心や安定感も得られる一方で、その中の友達関係やコミュニケーションに「ネットで

の付き合い」があり『ネット依存』が深く関係しています。また最近は過度に動画をアッ

プしたり LIVE配信をするなど承認欲求のためにネットを利用するケースも増えていま

す。  ネットのコミュニケーションで友達との関係が向上すると思い込んでいる子どもた

ちはネットから距離を置くことが難しく、依存すればするほど、自分でも気づかぬうちに

現実での人間関係が希薄になっていき、自分の居場所を失うなどの状態に陥っています。

慢性的に疲れ、気分の落ち込みを感じるなどの弊害もおきています。それでもなお利用せ

ざるを得ない厳しい状況や環境が今はあります。状況や環境を改善すること、どんな状況

でもセルフコントロールできる子どもに育てるためには家庭が安心できる居場所としての

存在でありつづけるだけでなく、学校や地域などの家族以外の大人の協力も欠かせませ

ん。大人が作ったネット社会です。子どものネット依存の問題は自分の家庭の問題だけで

はなく学校・地域・社会・企業など多くの人が関心を

持ち、関わっていくことが大切です。「子どものネッ

ト依存の予防」について、子どもや今後の豊かな社

会のために、自分なら何ができるのか『それぞれの

立場で考え、行動する』事が社会にとって必要で、

喫緊の課題と考えています。   

  『 子 ど も  ネット 依存 』  
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本人からの相談 中学 2年 男子  

ネットが止められず、勉強にまったく身が入りません。とくに LINEは友達と一緒にやっているの

で、自分だけやめることが出来ずにいつも夜中までやってしまいます。寝不足で朝起きるのも辛

いです。このままでは受験になってもきっと志望校は無理なような気がします。どうしたらいい

でしょう。  

 保護者からの相談 高校 2年女子の母親  

 高校生の娘がツイッターや動画にハマっています。成績が急速に落ちていることも気になります

が、ネットで知り合った人とオフ会をするといって、会っているようなのでそれが心配でたまり

ません。最近は朝も起きられずに、私が「少しネットを減らせば？」と言っただけで、顔色が変

わり恐ろし顔で睨んできます。以前は楽しく会話をしていたのに、とても悲しくなります。以前

の娘にはもうもどらないのでしょうか？  

             ※本人より承諾を得たうえで、一部文章を修正して記載しています。  

 

 

【学生の相談内容】   

・学力低下  

・集中力低下  

・視力低下  

・うつ状態  

・不安感  

・イライラ  

・物事への関心の喪失  

・暴力  

・自暴自棄  

・リストカット  

・睡眠不足  

・コミュニケーション能力の低下  

・疑心暗鬼  

・登校拒否  

・無趣味  

・受験失敗  

・幻聴  

・幻覚  

・現実逃避  

・自殺願望  

  

【将来への懸念】  

依存から回復出来ずに社会人になった場合、どのような

事が起こるのでしょう。  

 

働く意欲の低下  

優秀な人材の損失  

仕事時の集中力の低下による事故・作業効率の低下長期

休養・退社などの人材損失  

社員の精神疾患者の増加  

  

【社会的問題】  

未婚率の増加・少子化  

生活保護の増加（働くことが可能な世代の）

自殺者の増加家族の崩壊  

ネグレクトなど子どもの養育環境の悪化  

  

 

   

  

 2012  

ンや LINE 、 SNS  
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― 最近の傾向 ―  

《相談・アンケート・取材から・・》  

・相談内容が低年齢化  

・ソフト面だけでなくスマートフォンというハード面への依存相談がある  

・LINEなどソーシャルメディアや常に情報を見てしまうという依存が増えている  

・動画利用の増加・動画の依存に悩む家族からの相談が増加 

・ソーシャルメディアに依存するコミュニケーションで、子ども達の新しい悩みが出てきている  

 

 ネット依存とは  

・自分でネット利用の時間やシーンをコントロールできない状態（周囲の意見が聞けないも同様）  

・ネットが接続できない状態になるとイライラしたり不安になる  

・家族に隠れたり嘘をついてネットを利用する  

・常にネットのことが頭から離れない（他の事に興味・関心がなくなる）  

・ネットの利用が原因で日常生活に支障をきたす（心身の健康・事故・トラブル） などの状態  

様々なネット依存  

コンテンツ依存・つながり依存・オンラインゲーム依存・ソーシャルメディア依存・チャット依存・

情報依存・動画依存・オンラインショッピング依存・アダルト依存・サイバーコンドリアなど  

スマートフォン依存について  

・便利さ、操作の心地よさから他のデバイスより依存する傾向に陥りがち  

・PCと同様（もしくは PCにはない）機能があり、生活や社会に密着しているため依存する人も多い  

・ソーシャルゲームや SNSの利用が容易なことから隙間時間の利用や常時利用する人が増えている  

（手軽に利用できるため時と場所を選ばず、誰でも常に利用できる『アウトドア型ネット依存』の危険

性。自室にこもるネトゲ依存に比べ問題が見えづらい。課金や人間関係ができ止められない人もいる）  

ソーシャルメディアの利用と依存  

・情報発信・受信のツールとして日常的に利用している人が多いため依存の自覚を持ちづらい。  

・人とつながることに依存する『人依存』に陥りがち。また『同調圧力』から長時間利用になるケー

スもある。  

・ソーシャルメディア内で居場所や人格を持ってしまい、抜け出せなくなるケースもある  

親のネット利用の懸念されるケース  

・親が子どものネット利用に無関心、または親がネット依存などが原因で、子どもがネット依存にな

る可能性。・親の過度のネット利用でネグレクトなどの社会問題が増加する  

・学校、ママ友などの閉鎖的な環境での SNS利用（同調圧力）が、より依存しやすい状況を生む 等  

ネット依存は予防が大事  

・依存せずにネットを利用する習慣をつけることが大事。・ネットとリアルな生活の適切な距離を保つ

意識が必要。また日常生活で広く他の事に関心を持つように意識する。  

軽度では回復に時間がかからないこともあるが、重度になると治療に数年かかる場合もある  

  

 

ネット依存    
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ネット依存を予防するために  

【知る】  

・ネット依存について（状態・怖さ・自覚）  

・ネット依存になる要因（社会環境・家庭環境・道具やコンテンツの依存性・利用者の性格など）  

・ネット依存の怖さ（身体への影響・精神への影響・家族を失う・社会の居場所を失う）  

・ネット依存が社会に与える影響（生活保護者などが増える可能性・働ける世代の人材の喪失）  

・チェックリストなどで家族や自分自身が依存傾向にあるかどうかをチェック  

【教える】  

・家庭・学校・社会が児童・生徒にネット依存について教える  

・家庭・学校・保健所などが、保護者や児童に依存の怖さやネットに依存しない利用方について教える 

【考える】  

・ネット依存かどうか（思春期・反抗期？）  

・依存してしまう原因はなんだろうか  

・いままでのネット利用について考える（問題があれば見直す）  

・家族でできる予防について考える（ルール作り・習慣作り・家族の姿勢・環境作り）  

・生活の中の快適なネット利用を考える（ネットに支配されずに生活する方法について）  

・社会・地域でネット利用を考える（社会にとってのいいネット利用を地域社会でも考える） 

・学校生活の中でのネット利用のありかた（想定問答集を作る・同調圧力に負けない強い意識を持つ）                                                 

 

子どものネット依存『対策』   
 

依存対策の一番のポイントは予防です。ネット依存に対する知識がなければ誰が依存してもおかし

くはありません。ネット依存に対する知識を利用している人だけでなく、利用する前の子どもにし

っかりと教えてあげることが予防の一つになります。現状ではわが子がネット依存になるかもしれ

ないという不安を抱きながらも、ネット利用の舵とりを子どもに任せている親が多くいます。子ど

もが依存せずに使うための準備をしてからネットに繋がる端末（PC、携帯、スマホ、ゲーム機、音

楽プレイヤーなど）を子どもへの購入を考えたり、一人で使うことを検討して渡しましょう。また

大丈夫と思って渡したとしても 100%安心とは言えません。子どもの生活やネット利用に関心を持

ち、依存のサインを見逃さないようにしましょう。   

  

●対策その１ 『予防』ネットに依存せず自立した利用が出来る子に育てる  

【家庭】   

・親がネット依存についての知識を持つ  

・家族でネットの特性やネット依存に関する知識を共有する   

・家庭ごとのルールの作成 。親が一方的に決めるのではなく、子どもとルールの意味やルー

ルを設ける理由なども話しあい、一緒に考えて作成する。   
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例 食事の時は利用しない・ベッドにデバイスを持ち込まない・お風呂でネットを利用しない  

人との会話中はスマホをいじらない・暇つぶしに利用しない・利用する時間帯を決めるなが

ら利用をしない  など   

  

・いきなりゲーム機やスマホからネットを利用するのではなく、パソコンから利用する 

・ルールの実施は家族みんなでおこなう。ルールは子どもだけが守るのではなく、親も一緒

に実行する。   

・親がネット利用の見本となるよう心掛ける。利用時間、利用時間帯、利用場所、物事の優

先順位など（子どもが話しかけてきた時に LINEやメール・SNS、ブログなどを利用しな

い。緊急の場合は子どもに伝えてから対応する）  

・アプリやタイマーなどの時間制限機能や設定を使って時間を意識させる  

・スポーツなど身体を動かす   

・家族間で日常的にコミュニケーションをとる。なんでも話せる関係を築く   

・子どもの自己肯定感や自己有用感を育てる   

・子どもと一緒に将来や未来について考えたり、計画を立ててみる   

・子どものネット利用に過度に干渉したりむやみにネット依存と決めつけない 

・アプリやフィルターに時間やコンテンツ管理を任せきりにしない 

・成長に伴い常に様子を見ながらネットの利用を本人に任せていく 

・子どもに「友達」のネット利用も聞いてみるなど、関心をもちながらよく話を聞く   

・生活リズムを整え、規則正しい生活をする  

・子どもが他のことにも関心がもてるようにいろいろな引き出しを作っておく  

・ネットがない場合どうするか、自分で臨機応変考えられる知恵を育てる  

・友達の家庭と一緒にネット利用や時間帯について情報交換をしたり、決め事をする 

 

【学校】   

・ネット依存についての知識や情報を生徒が共有できるように講座や授業を活用する   

・アンケートで生徒全体のネットの利用を把握し、同調圧力などによるトラブル・依存の予

防、 軽減に役立てる   

・チェックリストを使い、生徒全体に依存に関する意識をつけると共に、依存傾向にありそ

うな 生徒に依存自覚と利用の見直しのきっかけを作る。   

・熟議などを実施、生徒が自分たちで、活発に考える機会を作る   

・同調圧力を生みがちな SNSについては、コミュニケーションのあり方や相手を思う利用に

ついて学校全体で指導をすると共に利用時間について学校でルールを作る。   

（川柳や・標語・ポスター作り・プレゼンなどいろいろな企画を募集するなどの工夫をする）   

・ICT活用方法やネットトラブル、ネット依存を考える教員のチーム作りを考える 

（子どもの相談場所や相談相手にもなる）  

・保健室と協力して生活習慣チェックなどから依存傾向のある子に注意する 
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等   

【学校・地域・家庭の連携】   

・ネットについての知識（リテラシー・モラル・トラブル・事件・依存）や最新情報など情

報を収集・伝達できる人材の育成。地域で共有できるシステム作り 

・子どもが安心できる居場所をつくる。既存の学童や児童館の他にも図書館など子どもが集

い易い場所を利用する。 等   

【企業】   

・ネット依存予防啓発活動を展開   

・依存しやすいアプリやコンテンツには年齢制限を設けたり、依存の危険性や、チェックリ

ストや注意書きを分かりやすく表示する。   

●対策その２ 『対応』それでも依存している様に感じたら・・   

ネット依存は人によって依存する背景・原因は様々です。一概に時間が長いから依存していると考

えず。どんなコンテンツをどのように利用しているのかの聞き取りが必要です。暇つぶしや現実逃

避など明らかにリスクを負うと懸念される内容の場合、他に夢中になれるような対象を探してあげ

たり、ネットに逃避したくなる理由を探り原因を見つけるなど個別の対応が必要です。ネットを取

り上げるという方法もありますが、年齢や依存度によってその方法が有効なときと、危険を伴う場

合があります。一時的にネットを使えなくすることで、その後ネットと上手につきあうことができ

るようになる子がいる一方で、中にはネットが自分の命よりも大切な存在になっている子は、強制

的にネットから引き離そうとすると、家庭内暴力や家出につながってしまう危険もあります。その

場合家族も非常に負担が大きくなり、命の危険にさらされることもあるため注意が必要です。家族

で対応できないと思った時は、家族以外の第三者に相談したり、依存症専門の医療機関に相談する

ことが必要です。依存症の専門の病院に行きづらい場合は、眼科や内科などの医療機関に相談して

使いすぎに対する注意指導などを仰ぎましょう。 

ただ、親からは見て依存が心配される子でも、一時期に夢中になっているというだけの場合もあり

ます。そのように一過性の場合、親が依存を心配しすぎて必要以上に注意をすると、反発した子ど

もが隠れてネットを利用し、本当に依存してしまいかねません。隠れてネットをすることは依存を

悪化させるだけでなく、トラブルや犯罪に巻き込まれる原因にもなってしまうので、親や周囲の大

人はネット依存を決めつけるような自己判断はしないように気を付けましょう。  

  

厚生労働省 HP  

全国精神保健福祉センター 

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html  

最寄りの保健所 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html  

NHK福祉ポータルサイト 依存症・アディクション 

http://www.nhk.or.jp/heart-net/search/index.html?key=%u4F9D%u5B58 

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html
http://www.nhk.or.jp/heart-net/search/index.html?key=%u4F9D%u5B58
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依存かもしれない・・という場合の対応について（本人に依存のサインがある場合）  

《サイン一例》   

・ネットの長時間利用を指摘すると、怒る。   

・いままで遊んでいた友だちとあまりあそばなくなった。   

・深夜のネット利用で、朝おきられなくなった・遅刻する   

・成績が下がってきた  

・ネット以外のことに関心がなくなってきた    など 

  

【子どもへのアドバイス例】  

・自分がどんなコンテンツにどれくらいはまっているかなど書き出して、自分にとっていい利用

かリスクある利用か振り分けてみる 

・利用時間と内容を書き出し、減らせるところがあるか考える 

・ネットでつながっている人間関係を書き出して整理してみる 

・情報受信、発信に囚われる子には本当に必要なことかどうか改めて考えてみる 

・必要ないアプリは削除したり、スマホの場合は容量の制限などをすすめる 

・勉強の端末と音楽の端末はスマートフォンと別にする 

・とりあえずスマホやゲーム機を置いて外にでてクールダウンする 

・家庭に問題がある場合は、家族以外の信頼できる大人に相談するようにすすめる   

（信頼できる大人への相談：担任先生・養護の先生・スクールカウンセラー・親戚・塾や習い

事の先生など）   

・子どもが相談できるサイトやコールセンターを教える    など 

厚労省のサポートサイト http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/   

子どものネット・ケータイトラブル相談 こたエール http://www.tokyohelpdesk.jp/ など   

 

【無駄なネット利用時間について考える】   

・ネット利用を客観的にみる（生活時間をグラフなどに書き込み、ネットの計画的な利用を

考える）   

・生活習慣の見直しとネットを利用していた時間を他の物事で埋める   

【物事に優先順位をつける】   

・短期・長期にわたって自分がやることの順位を整理して、書きだす   

・大事な物（大事な事・大事な人など）の優先順位を書き出しネットをする以前と比較して

自分がネットによってどのように変わったか振り返る   

【デジタルダイエット】   

・リスクある利用は減らしていく（ただ暇つぶしに利用するなど・・・）   

・軽度のスポーツなどを取り入れて夜更かしせずに睡眠を誘うようにする   

・週末は利用しないなど日常生活でネットの利用のオンライン・オフラインを明確にする   
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・スマートフォン、PCのようにマルチタスクなものは、１回の利用でワンタスクにするよ

うに 意識する。   

・使わないアプリは削除する    など   

●依存からの回復の形は子どもによって違う 

親は焦る気持ちも大きく一気にネットを全く使わない状態に回復することを望むことも多いよう

です。しかしそれはとても難しいことでもあります。ひとまず依存状態が少しでも良くなった

ら、回復の一つの結果として努力を認めてあげましょう。最終的に自分自身や家族、周囲の人に

リスクや迷惑、心配をかけないようなネット利用、自分のためになる有効なネット利用につなが

るようにサポートをしてあげられるといいと思います。 

 

＊ネットの利用時間や時間帯が親の考える回復と 100％一致しない場合は親も一方的に利用時間を

決めるのではなく、子どもと根気よく話をしながら、ネットとの快適な距離を一緒に決めてい

き、そこをゴールにしてもいいと思います。（学齢が低い場合は親が子どもの健康を考えて時間や

時間帯を決めて親子でそれを守りましょう。子どもが不満に思ってもきちんとネットを長時間利

用することのリスクを説明してあげてください） 

 

●今の社会・今後の社会● 

第四次産業革命に入り Iot・AI・Cloudという言葉が飛び交うこの時代は今後ますますネットが生

活インフラや将来の仕事に密接に関係していきます。ネットに支配されるのではなく自分で賢く

選択しながらネットを利用する力が必要です。目先の新しいものに振り回されず、5年後、10年

後 20年後と先のことを考えるなかでネットとどう付き合っていくのか家族で話題にしながら関心

を持っていてください。それぞれの家庭、それぞれの生活にあった使い方をしていくなかで、い

ずれ子どもが自立した際には自分でオンオフがしっかりコントロールできるように子どもを育て

ていきましょう。 

  

エンジェルズアイズ 代表 遠藤 美季  

エンジェルズアイズ http://www.angels-eyes.com/  

ネット依存相談の窓口から 連載 『キミノミライ発見』河合塾高校教員向け http://www.wakuwaku-catch.net/   

・著作『脱ネットスマホ中毒』『小学生のスマホ免許』『中学生のスマホ免許』成文堂新光 

『子どものネット依存』かもがわ出版  

・共著『ネット依存から子どもを救え』光文社   

・監修『本当にあったスマホの怖い話』 金の星社  
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