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Microsoft Digital Civility Index (DCI) 2017 – 日本 

2017 年のオンラインの安全性、礼儀正しさ、交流についての調査では、オンライン上でのやり取りにおける不適切な行為の現状と

その影響について調査しました。これらの結果は 2016 年の調査の継続版であり、13 歳から 17 歳と、18 歳から 74 歳を対象にしていま

す。調査範囲を拡張し、23 カ国と 20 種類のオンラインリスクが対象となりました（9 カ国、3 種類のリスクが追加)。i  

2017 年度の主題 

1. 調査対象国の中で日本のオンラインでのリスクの経験数は

最も低い数値でした。また、自身、家族、友人のどの経験

数おいても対象国で最も低い数値となっています。 

2. 知人、友人、家族が加害者になるケースが増加していま

す。 

3. 日本の Microsoft Civility Challenge が定義した礼儀正しさの

レベルは相対的に低くなっています。国民性と回答者の点

数の付け方の相違により、地域ごとでの比較は困難です。 

4. ミレニアル世代（18-34 歳）がオンラインリスクを最も多

く経験しており、礼儀正しさのスコアでも最低となってい

ます。 

5. いじめやハラスメントの影響は男性に対してよりも女性に

対しての方が大きくなっています。 

 1  日本の DCI は 37%

オンラインリスクの経験数では日本は世界平均よりも 28 ポ

イント低い結果となり、23 カ国中、最も低い数値となりまし

た。2017 年に迷惑行為のカテゴリーに 2 つのリスク、いじめ

行為のカテゴリーに 1 つのリスクを追加しましたが、これらの

変更がなれば日本の DCI は 35% でした。 

 

迷惑行為（Intrusive）: 回答者の4人に1人が、オンライン上で迷

惑行為を経験しています。迷惑な接触と詐欺行為 （どちらも

13%） が最も一般的です。それぞれのリスクはグローバルでは 

2 位と 3 位に位置しますが、日本ははるかに低い割合です。  

性的嫌がらせ（Sexual）: 回答者のおよそ 5 人に 1 人が、オンラ

イン上で性的嫌がらせを経験しています。セクスティング

（性的なメッセージ）の受信 (15%) が最も一般的であり、グロ

ーバルでも同様です。他のカテゴリーと同様に、ほとんどの

性的嫌がらせリスクの経験数はグローバル平均以下でした。 

いじめ（Behavioral）: オンライン上でいじめを経験した回答者

は5人中1人の割合をわずかに下回りました。意地悪な扱い、オ

ンラインハラスメント、トローリング（晒し行為）がトップ3

のリスクですがいずれもグローバル平均以下でした。  

名誉毀損（Reputational）: オンラインで名誉毀損を経験した回

答者は10人中1人以下でした。すべての名誉毀損関連のリスク

は、グローバル平均と比較して統計的に有意な差はありませ

いじめと性的嫌がらせのリスクはグローバル平均以下 

リスクの経験はグローバル平均以下 

 



 

Prepared by Telecommunications Research Group for Microsoft Corporation                2 
 
 

んでした。 

2  知人が加害者のこともよくある
多くの人がオンラインのリスクはインターネットの匿名性を

悪用していると考えていますが、実際には回答者の21%が家

族、友人、知り合いが関与していたと述べています。日本は、

調査対象国の中でフランスとベトナムの23%を若干下回る、最

も低い結果となりました。回答者の 10 人中約 3 人(29%)が加害

者に実世界で会ったことがあると回答しています。これは、グ

ローバル平均 (53%) よりも 24 ポイント低いです。加害者に会

ったことがあると回答した者の 58% が、リスクの発生前に会

ったと回答していますが、これも調査対象国中、日本が最も低

くくなりました。加害者と実世界でも繋がりがあることはオン

ラインリスクの危険度を高めます。加害者に実世界で会ったこ

とがある者の方が、会ったことのない者と比べると、リスク数

の平均は56% 増加しています (3.9 対 2.5)。 

加害者と実世界で繋がりがあれば、その後、何らかの影響を及

ぼす可能性があります。回答者の 3 分の 2 (61%、グローバル平

均の 7 ポイント下) がオンラインリスクの経験後にも悪影響が

残ったと回答しています。最も多い影響は、うつやストレスで

す。実世界で加害者に会った事があると回答した者のうち 

57% がうつ状態になり、42% がストレスが増したと回答して

います。実世界で加害者に会ったことが無いと回答した者では

（19 ポイント低い）38% がうつ状態になり、（15 ポイント低

い）27% がストレスが増したと回答しています。

3 礼儀正しさのスコアは平均以下 

 

2017年に発表されたMicrosoft Digital Civility Challengeで定義さ

れた日本の礼儀正しさのスコアは、グローバルの平均よりもは

るかに低くくなりました。これは、極端な数値よりも平均的な

数値を回答する傾向がある、日本の国民性によるものである可

能性があります（日本を対象にした調査ではよく見られる現象

です）。（個人主義ではなく）集団主義的なアジアの文化が、

自分または他人の権利を守るという点で低いスコアに結び付い

た可能性もあります。中国とマレーシアも同様にこれらの項目

では低いスコアです。直近で（1 カ月内に）リスクを経験した

人は、それ以上前に経験した人と比較して、他人を常に尊重す

るスコアが11ポイント高くなっています (40% 対 29%)。 

オンラインのリスク管理が充分にできていると回答した者は 

11% に過ぎません (グローバル平均は 46%)。調査対象者の 38% 

(グローバル平均は 25%)が必要な支援をどこで得られるかわか

らないと回答しており、43% (グローバル平均は 30%)が必要な

支援をどこで得られるか確信できないと回答しています。オン

礼儀正しさのスコアはグローバル平均以下 

加害者の 21%が家族、友人、知り合い 
(危険または不作法な扱いを受けた回答者における割合) 

最大の悪影響はうつ 
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ラインリスクの被害は小さい一方で、極端な回答を避ける傾向

がこのような結果に結び付いたのかもしれません。 

4  ミレニアル世代が最大のオンライン

リスクを報告 

ミレニアル世代（18-34歳）の DCI(46%) は最大であり、平均

のリスク数 (1.3) とリスクによる悪影響の割合 (72%) も最大でし

た。一方、 2017 年に発表された  Microsoft Digital Civility 

Challenge で定義された礼儀正しさに関するスコアは最低レベ

ルでした。他人を尊重する、他人の視点に敬意を払う、反対意

見を述べる前に少し考えるといったカテゴリーでは、すべての

年齢別グループの中で最低の結果が出ています。  

ミレニアル世代の 10人 中 7 人以上がオンラインリスク後に悪

影響があったと回答しています。およそ 3 分の 1 (32%) がオン

ラインリスクにきわめて強い関心を寄せており、これは年齢別

グループの中で最大です。36% がドキシング（晒し行為）が

最もやっかいなリスクであると回答しています。  

 

 

5  ハラスメントによる悪影響は女性の

方が大きい  

 

回答者の 27% がオンライン上でのハラスメントの経験があ

ると回答しています。これは 23 カ国中最小であり、グローバ

ル平均 (54%) より 27 ポイント低いです。本調査では、ハラス

メントを迷惑な接触、セクスティング、オンラインハラスメン

ト、ネットいじめ、女性蔑視と定義しています。ネットいじめ

と迷惑な接触が性別と年齢層を問わず最もよく見られるハラス

メントとなっています。 全ハラスメントについてその後の悪

影響は男性よりも女性の方が大きくなっています。うつ症状に

なったという女性の回答は男性より23 ポイント高く、オンラ

インで人を信頼できなくなったという回答は 2 倍であり、より

ストレスを感じるようになったという回答は14ポイント高く、

現実（オフライン）でも人を信頼できなくなったいう回答も同

様に14 ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

27%がハラスメントを経験 

ミレニアル世代のオンラインリスクが最大 

礼儀正しさはミレニアル世代が最低 
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オンラインリスクの定義 

1. ネットいじめ: インターネットや電話などのデバイスを経由して、他人を傷つけ、困らせ、怖がらせるためのテ

キスト、イメージ、動画を送信する行為。 

2. 個人の名誉毀損: ブログ、投稿、写真、ツイート、動画などオンラインで公開した個人情報を使用して他人の名

誉を毀損する行為。 

3. 職業上の名誉毀損: ブログ、投稿、写真、ツイート、動画などでオンライン公開した職業上の情報を使用して他

人の名誉を毀損する行為。 

4. 差別行為: 性別、人種、宗教、障碍、性的嗜好によって他人を差別したり、排除したりする行為。 

5. ドキシング（晒し行為）: 第三者の情報（氏名、年齢、メールアドレス、住所、電話番号、写真など）を許可無

く収集し、公開する行為。 

6. ヘイトスピーチ: 性別、人種、宗教、障がい、性的嗜好によって個人やグループを攻撃するスピーチ。 

7. 詐欺行為: 虚偽の流布（チェインメールなど）、金銭的目的のための個人情報取得（フィッシングなど）、知り

合いになりすました悪意のメール（ウィルスなど）などの行為。 

8. マイクロアグレッション（無自覚の差別）: 社会的弱者(宗教的または人種的マイノリティ、女性、LGBT、障がい

者等) に対する無自覚な侮辱行為。 

9. 女性蔑視: 女性に対する嫌悪、軽蔑、偏見を表現する行為。 

10. オンラインハラスメント: 脅迫などの（性的誘惑以外）の無礼な行為をオンラインで送信・投稿する行為。 

11. リベンジポルノ: 了解なしに卑猥な映像を配布する行為。 

12. セクストーション(sextortion): 性的画像・情報や金銭を提供しなければ、プライベートな情報を公開すると脅迫

する行為。加害者は、要求に応じない場合、電子機器から入手した情報を使用して友人や家族に危害を加えると

脅迫することもある。 

13. 性的誘惑: 性的行為や性的会話への誘い、または、個人の性的情報の迷惑な提供行為。 

14. スワッティング: 虚偽の通報により、緊急サービス（警察、消防、救急車）を呼び出す行為。 

15. テロリズムへの勧誘: テロリストまたはテロ組織による加害行為への勧誘行為。 

16. 誹謗中傷: 誹謗する悪意あるメッセージを他人に送る行為。 

17. 煽り行為: ソーシャルメディアで不適切なコメンをすることで、他人を意図的に怒らせる行為。 

18. セクスティングの送信: 卑猥なメッセージや画像の送信。 

19. セクスティングの受信: 卑猥なメッセージや画像の受信。 

20. 迷惑な接触: オンラインで個人情報を入手した者による電話または対面による迷惑な接触行為。 

 

i 追加された 9 カ国: アルゼンチン、コロンビア、ペルー、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、マレーシア、ベトナム 

前回から対象の 14 カ国: オーストラリア、ベルギー、ブラジル、チリ、中国、フランス、ドイツ、インド、メキシコ、ロシア、南ア

フリカ、トルコ、英国、米国 

追加された 3 種のオンラインリスク: 詐欺、マイクロアグレッション、女性蔑視 

                                                           


