
「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況
（平成１９年１月～平成１９年１２月）

違法情報
有害情報

H19.1.1～H19.12.31
8,310件

警察庁

有害情報(※)

※ 有害情報は犯罪や自殺に関するものに限る。

H19.1.1～H19.12.31
5,592件(うち4,742件(84.8%)削除)

H19.1.1～H19.12.31
1,639件（うち1,220件(74.4%)削除）

H19.1.1～H19.12.31
●通報受理件数 84,964件
＜分析結果＞
・違法情報 12,818件
・有害情報 3,600件
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「インターネット・ホットラインセンター」で取り扱う
違法情報、有害情報について

違法情報

① わいせつ物公然陳列（刑法第１７５条）

② 児童ポルノ公然陳列（児童ポルノ法第７条）
③ 売春防止法違反の広告（同法第６条２項）
④ 出会い系サイト規制法違反（同法第６条違反の誘引行為）
⑤ 規制薬物（麻薬及び向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤）の濫用を、公然、あおり、又は
唆す行為（麻薬特例法第９条）

⑥ 広告規制（覚せい剤取締法第２０条の２、麻薬及び向精神薬取締法第２９条の２及び第５
０条の１８、大麻取締法第４条第１項第４号）

有害情報

０条の１８、大麻取締法第４条第１項第４号）
⑦ 口座売買等の勧誘・誘引（犯罪による収益の移転防止に関する法律第２６条第１項、第２
項及び第４項）
⑧ 携帯電話の匿名貸与業・無断譲渡業等の勧誘・誘引（携帯電話不正利用防止法第２０条
から第２３条）

① 情報自体から、違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽
造、殺人、脅迫等）を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報
② 列挙した違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であ
るが、その疑いが相当程度認められる情報

③ 人を自殺に勧誘・誘引する情報（集団自殺の呼びかけ等）
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携帯電話会社
プロバイダ

パソコンメーカー

サーバー管理者

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の概要

会長: 内閣総理大臣
委員: 内閣官房長官、その他国務大臣

策 定

基本計画

フィルタリング開発･
提供事業者

基本理念

インターネット青少年有害情報対策･
環境整備推進会議（内閣府）

・基本方針
・適切なｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用能力の教育・啓発
･フィルタリング性能向上・普及
･民間における取組の支援 等

青少年の適切なｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用能力習得
(発達段階に応じた情報の取捨選択能力等)

青少年の有害情報の閲覧機会の最小化 民間主導(国等は支援)

政 府

その他関係者

青

少

年

民 間

フィルタリング提供義務

有害情報閲覧防止努力義務

啓発等の努力義務

○「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20
年法律第79号）」は、衆議院青少年特別委員会の委員長提案により提出され成立。
○公布日（平成20年６月18日）から、1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行。

○「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20
年法律第79号）」は、衆議院青少年特別委員会の委員長提案により提出され成立。
○公布日（平成20年６月18日）から、1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行。

支
援

開発の努力義務
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背

景

出会い系サイトを利用した児童の犯罪被害が依然として多数発生

○被害児童が、平成14年以降常に
千人を超えている

○法施行後いったん減少するも平成
18年以降再び増加傾向

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律

被
害
児
童
の
推
移

→事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ
届出（無届は処罰）

①届出制の導入

②事業停止命令の創設
→違反者は処罰

【出会い系サイト事業者の規制】
○児童による利用禁止の明示

○違反事業者に対する是正命令（罰金・懲役刑）

○児童でないことの確認

出会い系サイト事業者の把
握が困難

不適格事業者による事業

出会い系サイト事業者に対する規制の強化現行法の概要 問題点

主

1,273 1,278 1,085 1,061 1,153 1,100

0

500

1,000

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ H１９

（人）

警察庁

→ホットライン業務を行う民間団体を国家公安委員
会が登録し、情報提供の支援を実施

⑤民間団体が行う児童利用防止活動の促進

→出会い系サイトに役務を提供する事業者(携帯電話・
PHS会社)や保護者が行う児童の出会い系サイトの利用
防止措置の例としてフィルタリングを明記(努力義務)

⑥フィルタリングの普及

→・児童が異性を誘う書き込み

④児童に係る誘引情報の削除措置

③欠格事由・事業廃止命令の創設

→違反者は処罰

→違反者は処罰

【その他の者の責務】

○児童の保護者による児童の利用防止措置

○国及び地方公共団体による教育及び啓発等の
措置

○役務提供事業者等の児童の利用防止措置

【利用者規制】
○何人も出会い系サイトを利用して児童を対象と
する以下の行為を禁止（罰金刑）

・性交等の相手方となるように誘引すること

・対償を示して交際の相手方となるように 誘
引すること

○事業者に対する報告徴収（罰金刑）

不適格事業者による事業
の継続

出会い系サイト事業者によ
る児童の被害防止措置が不
十分

出会い系サイト事業者以外
の者による児童の利用防止
に向けた取組みの促進の必
要

児童による利用の防止措置の強化

な

改

正

の

内

容

・大人が異性の児童を誘う書き込み

が対象(不履行は行政処分対象)

①～⑤は平成２０年１２月１日、⑥は平成２０年９月６日に施行。 8



地域におけるフィルタリングの普及促進に向けて

総務大臣からの要請（平成18年11月及び平成19年12月）を受けて、携帯電話・ＰＨＳ各
社は、フィルタリングサービスの導入促進のための取組を推進しているが、国や業界だけで
はなく、地域における草の根的な周知啓発が重要。

平成19年2月及び平成20年3月、警察庁、総務省及び文部科学省は合同で、携帯電話の
フィルタリングについて、学校関係者や保護者をはじめとする住民に対し、その周知活動に
取り組むよう、都道府県知事、都市教育委員会及び都道府県警察等に依頼 。

要請の内容要請の内容

［都道府県や教育委員会］
・携帯電話等のフィルタリングの普及促進やインターネット上の有害情報
について、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組
むこと。
・管内の市区町村、市町村教育委員会及び学校にも啓発活動に取り組むよ
う周知すること。

［各都道府県警察］
・携帯電話等におけるフィルタリングの普及促進のための啓発活動に取り
組むこと。
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フィルタリング普及啓発アクションプランフィルタリング普及啓発アクションプラン 20072007

○ 平成１９年６月、フィルタリングに関係する４業界※（携帯電話・ＰＨＳ事業者、ＩＳＰ、パソコン及
びフィルタリングソフトメーカー）が共同で公表。
（※）社団法人電気通信事業者協会、社団法人テレコムサービス協会、社団法人日本インターネットプロバイダー協会、社団法人日本ケーブルテレビ連盟、
社団法人電子情報技術産業協会及び財団法人インターネット協会の６団体。

○ 平成１８年３月に策定したアクションプランを改訂し、引き続きフィルタリングの一層の普及をフィルタリングの一層の普及を
図ることを目的図ることを目的。

○ フィルタリングの普及を図り、平成２０年３月までには認知率を７０％以上に高め、

その利用を更に高めることを目標として策定。

→ 平成１９年度電気通信サービスモニター調査結果（平成２０年６月公表）によれば、
フィルタリングの認知率は８５．８％と、目標を達成。フィルタリングの認知率は８５．８％と、目標を達成。

○ 今後は、フィルタリングの一層の利用拡大を目標とし、「青少年が安全に安心してインター

ネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の趣旨も踏まえつつ、更なる啓発活動

に取り組む。

１．アクションプランの構成

２．アクションプラン概要等
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インターネット接続可能な機器へのフィルタリングの導入の促進

平成１９年度に経済産業省から（社）電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）に要請した結果、同協会に加盟す
るＰＣメーカー９社が、平成２０年より一般向けＰＣの販売時点でのフィルタリングソフトの搭載等を開始。

一般ＰＣへのフィルタリングソフト搭載

今後、インターネット接続可能な機器（パソコン、家庭用ゲーム機等）のメーカーへの要請等
を通じ、フィルタリングソフトを搭載する等の「フィルタリングの利用を容易にする措置を講じ
た上で販売する義務」が着実に履行されるよう支援。

また、フィルタリング普及啓発アクションプランに基づき、関係事業者等と連携し、フィルタ
リングの普及啓発活動等を推進。

○購入予定のユーザーへの情報提供
各ＷＥＢサイト等でのフィルタリング関連情報の提供

○購入時点でのユーザーへの情報提供
ＰＣへのプレインストール、バンドル、パンフレット同梱

○購入後のユーザーへの情報提供
メールマガジンによる情報提供 等
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○キャンペーン開始イベントの実施
経済産業省幹部及び関係者一同による開始イベント。協力関連
企業・団体等と一緒にパンフレットを配布。

○店頭キャンペーンの実施
各地の中核店舗で、関係事業者によりパンフレットを手渡し配布
（東京、名古屋、大阪、広島、福岡の計５地域）。

○パンフレット設置
大手家電量販店の各店舗で「フィルタリング」パンフレット（約１０万枚）や小型看板
を設置。

インターネット上の違法・有害サイトから青少年を守るため、消費者（保護者等）との接点
である量販店店頭において、携帯・パソコン等のインターネット接続機器のフィルタリング
利用を呼びかけるパンフレットの手渡し等のキャンペーンを平成２０年５月より実施。

今後、年１回を目途に継続して実施予定。

フィルタリングソフト
普及啓発キャンペーン

今後も関係事業者と連携したキャンペーン等により、一層のフィルタリングの認知率・利用率の
向上を目指す。

フィルタリング普及啓発キャンペーンの実施
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簡易フィルタリングソフトの開発及び無償提供

（財）インターネット協会に委託し、ＰＣ用の簡易フィルタリングソフトを開発するとともに、同協会のホームページ上で無

償提供を実施。

※無償配布フィルタリングソフトのダウンロード数（平成20年3月までの実績） 総数約 38,000件

無償提供を皮切りに、ソフトメーカーによるフィルタリングソフトの販売や、プロバイダなどによるフィルタリングサービ
スの提供が増加。

（財）インターネット協会が提供する
フィルタリングソフト

今後も引き続き簡易フィルタリングソフトの無償提供を実施し、一層のフィルタリングの認知
率・利用率の向上を図る。 １３



フィルタリングに関する情報提供の促進

フィルタリングのより効果的な普及促進を図るために、青少年・保護者及び学校関係者向け
の説明会や、ホームページを通じた情報提供を実施。

フィルタリングに関する情報提供の促進

※平成１８年度・・・関東中心に説明会４８回
平成１９年度・・・普及啓発セミナーを全国的に９３回実施 等

今後もこれらの取組の強化により、保護者等の意識向上を図る。

子どもから被害経験の相談を
受けたことがない保護者
【Ｈ１９年１２月 内閣府調べ】

見たくない、目にしたくないサイト（有害
サイト）を見てしまった
経験のある子ども
【Ｈ１９年２月Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ調べ】

４５．３％ ８２．７％
フィルタリングの普及と合わせて、
保護者等の理解向上が必要不可欠

子どもは実際に有害サイトの被害に遭っていても、保護者に相談していない。

《アンケート・調査の実施》

《セミナーの実施》

《キャンペーンの実施》

サイト管理者は書き込みを削除・閲覧防止等を行った際の対応について熟知していない。

いかなる対応が望ましいのか、約款に何を盛り込んでおくべきか等の検討・情報共有が必要。

インターネット安全教室、民間の自主的セミナーの支援等。

民間事業者等と連携し、広く国民全体への広報キャンペーンを実施。
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背景

インターネット上における
有害情報の氾濫

違法・有害情報へのアクセ
スによる青少年の非行・児
童買春等の犯罪被害

青少年ネット環境整備法成立

平成２０年６月、議員立法
により「青少年が安全に安
心してインターネットを利
用できる環境の整備等に関
する法律」成立

青少年ネット環境整備法成立

青少年インターネット環境整備法施行にかかる広報啓発事業

平成２１年６月までに施行
（法施行後３年内に見直し）

携帯事業者、プロバイダー、
パソコンメーカー等のフィ
ルタリング提供義務 等

広報啓発事業

青少年ネット環境整備法の施行に
係る広報啓発

・有害情報の内容及びその危険性
が、保護者、学校関係者に十分に
理解されていない

ポスター・リーフレットを作成し、
保護者、中高生、行政機関、事業
者等に配布

見込まれる効果

・広報その他の啓発活動を行うもの
とする法律上の要請（法第１５条）

青少年ネット環境整備法の
趣旨、目的の浸透

フィルタリングの活用によ
り青少年が適切にインター
ネットを利用できるように
なり、青少年の権利の擁護
に資する
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