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1.座間市事件を考える 

座間市の事件は、Twitterという可視化されたインターネット空間の中で、 
「死にたい」とつぶやく子ども・若者が標的となり 
命が奪われる痛ましい出来事が起きた。 

 

希死念慮を抱えると、自分の身の安全・健康を守れない心理状態になることがある（事故傾成）。 
（ 例：無意識で赤信号を渡る） 

 
今回の事件はこういった危険を回避する力が弱まっている子ども・若者達が標的にされた。 

 

SNS上で「死にたい」とつぶやくユーザーは可視化されている。 

支援の手（生きる支援）につなげるための対策を。 



1-1 「死にたい」の検索履歴 

ＳＮＳのみならず検索エンジンにも自殺関連用語が膨大に打ち込まれている現状がある。 

例：日本で、Ｇｏｏｇｌｅで「死にたい」と入力されている回数（検索履歴）は約24万回／月 

 

検索エンジンであれ、ＳＮＳであれ、インターネット上で「死にたい」と打ち込むのは 

現実の世界で「死にたい（くらいつらい気持ち）」を他者に打ち明けられず、 

思わず手に持つ携帯電話に打ち込んでいる人が多いのではないかと考えられる。 

 （検索と自殺に関する国内外の研究） 
・自殺率と自殺関連用語の検索ボリュームの間には時系列的な関連がある 
 （Yang.et al,2011;McCarthy,2009） 
・自殺企図歴と自殺関連用語の検索歴の間には関連がある。（Sueki,2011） 
・自殺サイト利用者の約6割が1回以上の自殺企図を有する    (Sueki et al,2012) 
 
研究は自殺に関するウェブ検索と自殺の危険性との間に関連があることを示している。 
つまり、死にたいと感じた人の一部は、自殺方法に関する検索を行い、 
その後に自殺死亡に至ってしまうと考えられる。 



1-2 なぜＳＮＳに「死にたい」と書き込むのか 

ＳＮＳ上の「死にたい」の言葉には人それぞれ様々な意味が含まれているが 

多くは以下のような意味があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  また、自殺に追いこまれている人の多くが、「100％死にたい」というより、 

 「生きたい」と「死にたい」の間で揺れ動いている（両価性）と考えられる。 

１）カタルシス（精神浄化作用） 
 誰にも言えない抑圧された心理的苦痛を、  
「死にたい」と吐き出すことで、気持ちを楽にする。 
 
２）クライシスコール（SOS） 
 自らが死にたいほどに思いつめていることを周囲に伝え、 
 助けを求めるＳＯＳ 
 
→「生きる」ために「死にたい」と書き込んでいる。 



1-3 今、やるべきこと 

 

SOSを意味する「死にたい」の書き込みが、 

自殺教唆・自殺幇助等の犯罪行為と同列に扱われ 

画一的に規制されるようなことは決してあってはならない。 

   

テクノロジーの発展により 

今まで見えづらかった自殺ハイリスク者が特定しやすくなった今、 

悪意の手ではなく、支えの手（生きる支援）を 

どのように届けるかを検討し、 

 

子ども・若者達が安心して「助けて」と言える社会、 

「助けて」を受けとめられる社会の受け皿をつくっていくことが急務。  



 2-1 ＩＣＴを用いたアウトリーチの強化を 

大人と比較して援助希求能力（助けを求める力）が低い子ども・若者には、 
相談を待つだけでなく、 
積極的に支援を届ける工夫（アウトリーチ）が必要。 

 

ただし、ＩＣＴを用いたアウトリーチにおいては、 
パターナリズム（過度なおせっかい）にならないよう注意が必要。 

 

 
参考：ナッジ（リバタリアン・パターナリズム） 
2017年ノーベル経済学賞受賞を受賞した行動経済学のリチャード・H・セイラー氏らが提唱している考え方。 
ナッジ（nudge）とは「ヒジで軽く突く」の意味で、科学的分析に基づいて人間の行動を変える戦略。 
一方的な制約や強制にならないように、選択環境の操作を通じて一定の環境を作り出すこと。 
例えば、ある企業の社員食堂で「社員の健康のため」と食堂の全てのメニューが低カロリーに代わると 
「過度なおせっかい（干渉）」「自己決定権が尊重されていない」と感じる。 
カロリーの低い食事を1列目（手に取りやすい）に置く施策は「ナッジ」と言える。 
 



SNSでの対策について 

・例えば「死にたい」のつぶやきに対し、「画一的に」「自動的に」 

 個々に返信する（声をかける）などの取り組みは「過度な干渉」と思われる。 

 

・SNS事業者が「死にたい」等の言葉をつぶやいている  

 ユーザーに対して、相談窓口（支援情報）を表示させる。  

 その際、文字（テキスト）で相談できる相談窓口も表示させる。  

 （SNSでは「死にたい」と冗談のようにつぶやいているユーザーもいるので 

  より精緻なターゲッティングができると望ましい。） 

 

・支援団体がSNS上で自殺関連用語を調べているユーザーを対象に 

 「広告」を表示させて直接相談を受けるのを推進する。   

  

まずはSNS事業者と自殺対策の関係者が具体的な対策について検討する場の設置を。 



検索エンジンでの対策について 
参考：NPO法人OVA「インターネット・ゲートキーパー活動」 

検索エンジンをハイリスク者のスクリーニングとみなし、 
検索連動広告を用いて、自団体のメール相談に誘導する。 





  

自殺予防ホットライン 
NPO法人OVA 

インターネット・ゲートキーパー活
動 

広く市民に知らせ、 
電話・メールがくるのを待つ 

性質 
検索エンジン連動型広告により 

ハイリスク者を特定 

マスマーケティング 
（広く市民に広報を行う） 

手法 
ダイレクトマーケティング 

（自殺ハイリスク者にのみ支援を届け
る） 

新聞広告、ラジオCM 
ティッシュ配り 

具体的手法 
検索連動型広告のみ 
（Google Adwords） 

測定困難 広告の費用対効果 全て測定可能 

（トレーニングを受けた） 
一般市民のボランティア 

支援者 
精神保健福祉士 

臨床心理士等の対人援助職を雇用 

電話 
単発相談／傾聴 

支援手法 

メール・チャット・電話・対面 

継続相談／傾聴／アセスメント（見立
て） 

ソーシャルワーク（環境調整） 

※2013年のGoogle Adwordsを利用した運用では平均ＣＰＣ（1クリック単価）：約5円、 平均ＣＰＡ（自殺ハイリスク相談者獲得単価）:約137円 
  現在はGoogle Ad Grants （Googleの非営利団体への助成プログラム）を利用しているため広告費用はかからない。 

他の取り組みとの比較 



検索連動広告による相談窓口の表示を 

現状、具体的な自殺の方法や有名人の自殺の情報（ウェルテル効果）などが 
インターネット上で散在している。 
（また、ECサイトで自殺手段に関する商品を閲覧・購入している人たちもいると思われる） 
 

自殺手段へのアクセスを制限することは効果があると報告されている(WHO 2014)。 

自殺関連用語を調べるユーザーに対し、検索連動広告を活用して、 
（そのユーザーが住む）地域の相談窓口を表示させるなど、 
効果的な援助につなげるための広告を自殺ハイリスク者の目のつきやすいところに表示させるこは、 
自殺方法等に関する情報への「認知的アクセス」を遠ざけるため、 
結果として自殺企図を予防する効果が期待されると考えられる。 

検索連動広告は地域限定ができる。 
（例えば、東京都から「死にたい」や自殺方法を調べた人にのみ 
 東京都の相談窓口を表示させることが技術的にできる。） 

なお、すでに検索エンジンのYahoo! JAPAN、Googleや動画共有サイトYouTubeでは 
自殺関連用語を調べると「こころの健康相談統一ダイヤル」が表示される。 

 
→全ての都道府県で検索連動広告による地域の相談窓口の表示を。 

（まずはICT関連事業者との検討の場を。） 

 

 



 2-2 子ども・若者のコミュニケーション・ニーズに 
    あったインターネット相談窓口の設置 

現在、子ども・若者は文字で会話できるメッセージアプリ等を 
日常的なコミュニケーションの手段として利用しており、 
電話など音声によるコミュニケーションは慣れていない。 

 

ＳＮＳや検索エンジン等に相談窓口が表示されたとしても、 
電話など普段使わないコミュニケーション方式による相談窓口は、 
援助希求能力（助けを求める力）が弱い・弱まっている 
子ども・若者が利用するには敷居（障壁）が高い。 

 

具体的にはライブチャット・メール等の子ども・若者の 

コミュニケーション方式（文字）にあった相談窓口の設置が急務。 

 



web接客ツール（チャット）を用いた相談 
メールを送らずに、サイト上でメッセージアプリと似た画面で相談できる。 

但し、相談員がその場に待機している必要がある。ＮＰＯ法人ＯＶＡでは資源不足から積極的な利用が出来て
いない。 

※なお、多くの子ども・若者が利用しているLINEに関しては「既読」の仕組みがあるため 
 「既読」がついたのちに、相談員から返信がしばらく返って来ないと孤独感が高まり、 
 自殺念慮が高まる可能性もあるため、ライブチャットのように同じ時間を共有できる場合は良いが 
 メールのように「次の日に返信する」といた使い方は、自殺に関する相談には適していない。 



3.最後に 「何をやるか（対策）」と「誰がやるか（担い手）」 

インターネット上での支援のみを強化すれば良いというわけではなく、 

2017年7月に改訂された自殺総合対策大綱に書かれた 

「子ども・若者の自殺対策を更に推進する」の対策を具体的に進めていくのが前提。 

 

自殺の危機にある若者達を支えていくためには、 
彼らのコミュニケーション形式（文字）にあった 
インターネット上の相談窓口の設置と適切なアウトリーチが必要。 
 

そのためには具体的に相談を受ける「担い手」が必要不可欠。 

 

現状、現場の前線にいる「担い手」の多くは、死にたいくらい辛い状況にある人を 
 
少しでも支えようという気持ちを持った心ある市民（ボランティア）であり、 

「死にたい」と思っている人に対し、「担い手」が深刻に不足している実感が現場にはある。 
 
「担い手」が継続的に支援を行える仕組みづくりを行うなど、 

ボランティアに頼らない人材（「担い手」）の拡充が急務ではないか。 



参考資料1：ウェルテル効果とパパゲーノ効果 

ウェルテル効果： 

メディアの影響で自殺が増加する現象。 

（例：有名人の自殺報道後に自殺が増加する） 

特に若者が影響をうけやすく、若者に特徴的な現象と言われる。 

ＷＨＯは、これらを踏まえ、「自殺予防 メディア関係者のための手引き」を発行している。 

 

パパゲーノ効果：  

Niederkrotenthaler らの研究によると 

厳しい環境で自殺念慮を持った個人が、その危機を乗り越えて行った報道内容には、 

有意な自殺予防効果があることを見出された。 

つまりメディアの内容によっては自殺予防効果を持つ可能性があることを示した。 

参考： 
自殺予防メディア関係者のための手引き 2008年改訂版日本語版訳 河西千秋 横浜市立大学医学部精神医学教室  
太刀川弘和. "自殺予防とメディア: ウェルテル効果とパパゲーノ効果 (特集 自殺予防と精神科臨床: 臨床に活かす自殺対策 (1))." 精神科治療学 30.3 (2015): 369-374. 
Niederkrotenthaler, Thomas, et al. "Role of media reports in completed and prevented suicide: Werther v. Papageno effects." The British Journal of Psychiatry 197.3 (2010): 234-243. 



参考資料2：インターネット・ゲートキ―パー活動の成果 

※3相談率の変化率(自殺予防的にポジティブな変化がみられた相談者の割合) 
（以下３点のいずれかが認められた割合） 
 「感情の変化」：ポジティブな感情の変化が認められた相談者 
 「援助要請行動」：今までにつながっていなかった新たな社会資源につながった相談者 
 「援助要請意図」：援助機関に行く／予約をするなどの発言が具体的にあった相談者 
 



参考資料3：インターネット・ゲートキ―パー活動に関する論文・MISC 

・Sueki, H., & Ito, J. (2017).  
    Appropriate targets for search advertising as part of online gatekeeping for suicide prevention. Crisis, 36 (1) 

・Sueki, H., & Ito, J. (2015) 
     Suicide prevention through online gatekeeping using search advertising techniques: A feasibility study.Crisis 36(4), 

・末木新・伊藤次郎 (2015). 
     インターネットを使った自殺予防： 
     ゲートキーパー活動におけるリアルとネットの融合 最新精神医学, 20(3), 213–219. 
 
・末木新・伊藤次郎 (2015). 
    インターネットを用いた自殺予防の試み： 
    夜回り2.0における援助事例 精神科治療学, 30(4), 505–509. 
 
・末木新・伊藤次郎 (2016). 
    インターネットを用いた自殺予防の課題： 
     夜回り2.0における援助事例をもとに 臨床精神医学, 45(10), 1253-1258. 
 
・末木新・伊藤次郎 (2017) 
    電話・メール応対が難しいクライエントにどう対応するのか？ 
    ―面接以前の面接. 臨床心理学.第17巻第１号 

 
・伊藤次郎（2016） 
     インターネット・ゲートキーパーの現場から『こころの科学』（日本評論社）Vol．186. 

 


