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今後のインターネット上の違法・有害情報対策について 

 

 平成 22 年度総合セキュリティ対策会議の下に設置された「違法・有害情報対策分科会」

では、「今後のインターネット上の違法・有害情報対策について」を課題として議論を行

った。インターネット上の違法・有害情報の現状や問題点、とりわけ、現時点でインター

ネット上の違法・有害情報対策の中心となっているインターネット・ホットラインセンタ

ー1（以下「ＩＨＣ」という。）によるホットライン業務の現状や問題点について議論を重

ねる中で、違法・有害情報に対処するためには、インターネット上にサービスを提供して

いる事業者（サイト管理者、サーバー管理者及びプロバイダを指す。以下「サイト管理者

等」という。）2のみならず、警察やＩＨＣも含めて、社会の連帯責任として、それぞれの

立場で、また、それぞれが連携・協力して取り組まなければならない課題であるとの認識

に至った。 

 本分科会では、ＩＨＣで取り扱う違法・有害情報（図１－１）がインターネット上の様々

な情報の中でも、特に違法性や危険性が高いものであることから、その取扱いを主な対象

として議論を行ったものであり、本報告書では、これらの議論の結果を踏まえ、違法・有

害情報の現状とこれらに対する関係者の取組について述べた後、その問題点を明らかにし

た上で、ＩＨＣへの通報を活性化させるための方策、違法・有害情報に対処するためのサ

イト管理者対策について提言することとする。 

 

図１－１ ＩＨＣが取り扱う違法・有害情報の類型 

違法情報

有害情報

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条第４項）
③ 売春周旋目的の誘引（売春防止法第６条２項第３号）
④ 出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為（同法第６条）
⑤ 薬物犯罪等の実行又は規制薬物（覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん及びけしがら）

の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為（麻薬特例法第９条）
⑥ 規制薬物の広告（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５０条の１８、大麻取締法第４条第１項第４号）

⑦ 預貯金通帳等の譲渡等の誘引（犯罪収益移転防止法第２６条第４項）
⑧ 携帯電話等の無断有償譲渡等の誘引（携帯電話不正利用防止法第２３条）

① 情報自体から、違法行為（けん銃等の譲渡等、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 列挙する違法情報について、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 人を自殺に誘引・勧誘する情報（集団自殺の呼びかけ等）

                                                 
1 平成 18 年６月以降、インターネット上の違法・有害情報に関する通報を受理し、警察への通報、サイト管理者等

への削除依頼を行うホットライン業務を警察庁から民間に委託して運用している。詳しくは第２章第１の４参照。 
2 違法・有害情報の書き込みに対して、削除する権限を有するものを想定している。 
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第１章 違法・有害情報の現状 

    

近年におけるインターネットの国民生活への浸透はめざましく、国内のインターネット

利用者（以下「利用者」という。）の数は増加を続け、平成 21 年末には利用者数が 9,400

万人を超えるとともに人口普及率（利用率）は 78％となっている。この背景には、光回線

やケーブルテレビ回線といった大量の情報を短時間で送受信できるブロードバンド回線

の整備によるブロードバンド化の着実な進展とともに、携帯電話やスマートフォン等のモ

バイルインターネット環境の急速な普及がある。 

この大量の情報を容易に送受信できる環境整備の進展は利用者による有益な情報の迅

速な取得を可能にするとともに、ブログを始め電子掲示板等による情報交換やコミュニケ

ーションを容易にしているが、他方で、これらの性質や匿名性等を悪用してインターネッ

トは犯罪の手段として利用され、様々な犯罪が誘引される危険性がある違法・有害情報が

書き込まれており、その結果、あらゆる対象や場面に悪影響を与えて、問題となっている

（図１－２）。例えば、違法情報では、電子掲示板に児童ポルノが掲載された場合には、

被写体になった児童に大きな心の傷を残し、閲覧した児童等の健全な育成を害するほか、

児童を性的搾取の対象とする風潮を助長している。また、規制薬物の広告の場合には、薬

物の入手を極めて容易にし、乱用者を助長することにつながっている。その一方で、有害

情報では、殺害・報復依頼の場合には、殺人を始めとする凶悪な犯罪を助長しているほか、

自殺を募集する書き込みの場合には、人命保護の観点から問題があり、生命の尊厳を著し

く害するものである。 

インターネット上ではこのような違法・有害情報の書き込みとサイト管理者による削除

等が同時並行でなされており、一定時点の違法・有害情報の流通の状況を数的に把握する

ことは困難ではあるが、違法・有害情報の通報を公的に受け付ける機関であるＩＨＣへの

通報件数を一つの指標として見てみると、ＩＨＣへの通報件数は、運用開始以降増加傾向

にあり、平成 21 年には 130,586 件になっている（図１－３）。また、通報された情報を

分析した結果、違法・有害情報に該当すると判断された件数については増加の一途をたど

っており、平成 21 年における該当件数は 33,968 件となっているとともに、通報件数に占

める違法情報の割合も増加傾向にあり、平成 21 年には 21.3％を占めている3。 

                                                 
3 通報件数が増加傾向になるのはインターネット上の違法・有害情報の増加が考えられ、特に平成 20 年に通報件数

が増加したのはＩＨＣの活動が頻繁にマスコミに取り上げられたことが大きいと考えられている。また、平成 21 年

に違法情報の通報件数に占める割合が増加した理由としては、警察庁が民間委託したサイバーパトロールによる通報

が増加したこと等が挙げられる。 
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図１－２ 違法・有害情報の書き込み例 

 

 

 

図１－３ ＩＨＣに対する通報受理件数、違法・有害情報の通報件数の推移
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第２章 違法・有害情報対策における関係者の取組 

 

１ 解決に向けた基本的な考え方 

インターネット上に問題となっている違法・有害情報は、これらの情報が掲載され

ること自体が違法で犯罪を構成したり、様々な犯罪が誘引される危険性があって、極

めて悪質なものであり、インターネット上の安全・安心を損なうとともに、利用者等

の財産や生命も脅かすことになることから、これらに対しては、社会全体で対処して

いく取組が重要である。 
   そのためには、利用者や事業者、警察、ＩＨＣ等のインターネットに関係するあら

ゆる者が、違法・有害情報に対処するために、社会の連帯責任として、それぞれの立

場で、また、それぞれが連携・協力して取り組むべきである。もとより、警察による

違法情報の強力な取締りは重要であるが、インターネット上で検索エンジンの運営、

サーバーのレンタル事業、各種情報の発信等、様々なサービスを提供して利益を得て

いる事業者は、インターネット上でサービスを提供するとともに、様々な技術や管理

権を有していることから、違法・有害情報に対処する上で重要な役割を担っている。 
   違法・有害情報対策として関係者は、これまで次のように取組を行ってきた。 

 

２ 事業者の取組 

一般的なサイト管理者等は、通信関連の業界４団体4が作成した「インターネット上

の違法な情報への対応に関するガイドライン」及び「違法・有害情報への対応等に関

する契約約款モデル条項」に沿って、各罪種における違法情報の具体的な態様に基づ

き、該当する情報を発見した場合、発信者に対しその発信をやめるように要求した上

で、要求に応じない場合には、その情報を削除するなどしている。また、警察やＩＨ

Ｃからの違法情報の削除依頼に基づき、その情報が違法であるとサイト管理者等自身

が判断した場合には、可能な限り速やかに削除措置を行っている。 

   このほか、事業者によっては、自社が提供するサービス内で、違法・有害情報や不

適切な利用がないかを定期的にパトロールしたり、違法・有害情報に関するデータベ

ースを広く一般の企業等に提供したりして、違法・有害情報の選別に役立てるなど、

自主的に独自の違法・有害情報対策を講じている。 

 

(1) 情報発信の場を提供する事業者 

レンタル掲示板サービスやブログサービス、ＳＮＳ等、インターネット上におけ

る利用者の情報発信を可能とするサービスを提供する事業者は、利用者が安心して

サービスの提供を受けられるよう、サービス内に違法・有害情報や不適切な書込み

・情報が掲載されていないか事業者自らが選別するシステムの構築や目視による監

視を始め、利用者への啓発活動、通報受付体制の整備、規約違反者に対する利用停

                                                 
4 （社）電気通信事業者協会、（社）テレコムサービス協会、（社）日本インターネットプロバイダ協会及び（社）

日本ケーブルテレビ連盟をいう。 
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止措置等を行っている。 

例えば、株式会社ライブドアでは、違法・有害情報の書き込みを分析して書き込

みを行えなくする機能を有するシステム（「スパムちゃんぷるー」）を開発し、大

規模ブログ事業者から個人のサイト管理者に対して無償で提供しているほか、2004

年秋以降、24 時間 365 時間体制で自社コミュニティサイト内の目視による監視を、

在宅障害者雇用やテレワークの推進と絡めて行っている。 

 

(2) フィルタリングソフト提供事業者 

インターネット上の情報を分類し、パソコンや携帯電話によって有害なサイトへ

の接続を制限するフィルタリングソフトを提供している事業者は、インターネット

へ接続できるゲーム機や各種家電製品へ対応するフィルタリングサービスの迅速

な開発に努めているとともに、フィルタリングソフトとして活用するために分類し

たカテゴリ別の情報のデータベースを一般に提供して、利用者にとって有害な情報

を選別・削除をできるようにして、利用者の違法・有害情報対策の促進に努めてい

る。 

例えば、パソコンを中心にフィルタリングソフトのサービスを提供しているデジ

タルアーツ株式会社では、据置き型又は携帯型のゲーム機やインターネットに対応

したテレビを対象としたフィルタリングサービスを提供しているほか、行政機関主

催の展示会や講演会等を通じて、インターネットの安全な利用方法やインターネッ

ト接続可能な機器へのフィルタリングの提供状況等を周知して、利用者に対する啓

発活動を行っている。 

また、法人・家庭向けフィルタリングソフトメーカーや携帯電話事業者等にフィ

ルタリング要素技術を提供しているネットスター株式会社では、交流サイト等の運

営事業者に対して、フィルタリングで使用される「アダルト」や「詐欺」等の不適

切なサイトのＵＲＬアドレスを網羅的に掲載したリストデータを提供したり、利用

規約に反する表現を自動判別する自然言語処理技術を提供するなどして、運営事業

者の監視・削除業務の精度向上やコスト削減に寄与する取組を行っている。 

 

(3) 検索エンジンサービス提供事業者 

インターネット上の検索エンジンサービスを提供している事業者は、インターネ

ット上の情報を短時間に大量に判別・処理できる検索機能を活用し、インターネッ

ト上の違法・有害情報等についてワード検索するとともに、これにより抽出した情

報を関係機関に提供するなどして、業務を通じて違法・有害情報対策を推進してい

る。 

例えば、マイクロソフト・コーポレーションの研究部門であるマイクロソフト・

リサーチは、米国ダートマス大学と連携して、ハッシュ法5を活用し、インターネッ

                                                 
5 複雑なデータを高速に検索するための手法をいう。 
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ト上に存在する画像に識別用のシグネチャを生成し、同一のシグネチャを有する画

像を検出・照合する「Photo ＤＮＡ」技術を共同開発し、自社の検索エンジンやオ

ンラインサービスに組み込むとともに、ＮＣＭＥＣ（National Center for Missing 

& Exploited Children）6に提供することによって、インターネット上の児童ポルノ

画像の流出阻止を効率的に行っている。 

また、グーグル社では、利用者から違法なコンテンツやサービスの不正使用の報

告を受け付けているほか、直接苦情を受け付けるヘルプセンターを設置している。

また、業務を通じて把握した児童ポルノの掲載に関する情報については、即時にコ

ンテンツを削除してＮＣＭＥＣに報告するとともに、違法なサイト等については、

指定団体が保有する児童ポルノを含む可能性のあるサイトのデータベースを用い

て、自社の検索エンジンの検索結果から取り除いている。 

 

３ 政府の取組 

政府においては、国民が安心してインターネットを活用できるよう、関係省庁が一

丸となって、民間の事業者による自主的・自律的な取組と連携しながら、インターネ

ット上の違法・有害情報対策に取り組んでいる。 

「インターネット上の違法・有害情報等に関する関係省庁連絡会議（ＩＴ安心会

議）」では、平成 17 年６月、インターネット上の青少年有害情報7を排除するフィル

タリングソフトの普及促進や技術開発、プロバイダ等による自殺サイトや違法・有害

情報への自主的な規制等に対する支援、違法・有害情報対策に関するモラル教育の充

実、国民への相談窓口の充実等を含む「インターネット上における違法・有害情報対

策について」を取りまとめるとともに、これらの対策を充実させるため、平成 19 年

10 月「インターネット上の違法・有害情報に関する集中対策」を決定し、関係省庁で

これらの施策を推進している。 

また、「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。以下「青少年インターネット環境整備法」という。）

に基づき、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための

施策に関する基本的な計画」が策定され、関係省庁において、青少年のインターネッ

トの適切な利用に関する教育及び啓発の推進、青少年有害情報を排除するフィルタリ

ングの性能の向上及び普及、青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行

う民間団体等の支援等の施策を推進している。 

   特に、児童ポルノについては、児童に対する著しい人権侵害であることから、平

成 22 年７月、犯罪対策閣僚会議において「児童ポルノ排除総合対策」が策定された

ほか、民間においても児童ポルノのブロッキング等の流通防止対策に係る取組が進

んでいる。 

 

                                                 
6 児童誘拐・性的搾取を防止し、失踪児童の発見や児童誘拐・性的搾取の被害児童、家庭及び専門家への支援を行っ

ている民間の非営利組織（1984 年設立）。 
7 インターネットを利用して公衆の閲覧（試聴も含む。）に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく

阻害するものをいう。青少年インターネット環境整備法第２条第３項参照。 
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４ ＩＨＣと警察が連携した取組 

(1) ＩＨＣの運用開始に至るまでの経緯 

平成 17 年当時、インターネット上には、すでに児童ポルノ、薬物取引等に関す

る情報や、直ちに違法とは評価されないものの、いわゆる自殺サイトや殺人等の違

法行為の請負等に関する情報が氾濫している状況にあり、また、これらの情報に関

連した事件8が社会的に大きく取り上げられるなど、これらの情報に対する社会の関

心が非常に高まっていた。 

警察では、ウェブサイトや電子掲示板等を閲覧してサイバーパトロールを行い、

これらの情報を把握するとともに、これを端緒として発信者の取締りやサイト管理

者等に対する削除依頼を実施するなどの対策を講じてきたが、インターネット上に

流通する情報は違法情報だけでも膨大に上るほか、匿名性が高いこと、被害対象が

広範囲にわたること、証拠の隠滅が図りやすいこと等の特性から、警察による取締

りだけでは限界があった。 

このような情勢の下、総合セキュリティ対策会議においては、平成 17 年度のテ

ーマとして、「インターネット上の違法・有害情報への対応における官民の連携の

在り方について」を取り上げ、官民連携の一つの方策として、すでに諸外国でも運

用され、一定の成果を上げていたインターネット上の「ホットライン」9活動の運営

の在り方等について、関係事業者や学識経験者等を交えた専門的な検討を行った。 

    この結果、インターネット上の違法・有害情報対策について、表現の自由等の基

本的人権と公共の福祉とのバランスを考慮した上で効果的に推進するためには、利

用者等が発見した違法・有害情報を「ホットライン」に通報する仕組みを整備する

ことが重要とされ、インターネット上の「ホットライン」を導入する必要性が提言

された。その後、平成 18 年６月には、警察庁の委託を受けた民間団体により、イ

ンターネット上の違法・有害情報に関する通報を受け付けるＩＨＣの運用が始ま

り、現在に至っている。 

 

(2) ＩＨＣで取り扱う違法・有害情報の選定手続 

ＩＨＣで取り扱う違法・有害情報は、インターネット上における流通が社会問題

化し、かつ、ＩＨＣにおいて適切かつ円滑に判断することができる情報を対象とし

ており、その情報の範囲・判断基準・手続等については、ＩＨＣにおける対応の正

当性を確保・維持するため、関係者の意見を踏まえて策定されたホットライン運用

ガイドラインを根拠としている。このガイドラインは、インターネット上を流通す

る情報をめぐる状況の変化等を踏まえ、関係事業者や学識経験者等から構成される

ホットライン運用ガイドライン検討協議会において見直しが図られ、パブリックコ

                                                 
8   山口県光市で発生した高校生による爆弾製造・爆破事件（６月）、大阪府において発生したいわゆる自殺サイト

を利用した連続殺人事件（８月）等。 
9  インターネット利用者からインターネット上の違法・有害情報についての通報を受け付け、その情報について一定

の基準に基づいて判断を行い、警察への通報やサイト管理者等に削除依頼等を行う仕組みをいう。 
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メントを経た後に運用されている。 

    このような手続きを経て、違法情報については、インターネット上の流通が法令

に違反する情報で、上記の条件を満たした８類型の情報が対象とされ、また、有害

情報については、インターネット上における情報の流通を契機として現実の社会に

おいて違法行為が発生した事例等を踏まえ、表現の自由と公共の福祉とのバランス

に配慮し、違法行為を引き起こすおそれがある３類型の情報が対象とされている

（図１－１）。 

 

(3) ＩＨＣの取組 

ＩＨＣは、インターネット上における違法・有害情報に該当する情報に関する通

報を受理し、その該当性を判断した後、違法情報については、取締りにあたる警察

へ通報するとともに、サイト管理者等へ当該情報の削除依頼を行っている一方で、

有害情報については、サイト管理者等に対し、契約約款等に基づく削除等の対応を

依頼している（図２－１）。このように、ＩＨＣの仕組みは、削除依頼という事実

行為を行うにとどまり、実際に削除するかどうかの最終的な判断はサイト管理者等

の自主的な判断に委ねることで、表現の自由等の基本的人権と公共の福祉との均衡

を図っている。 

これ以外にも、外国のサーバー上に蔵置されている違法情報について、諸外国に

おけるホットライン相互間の連絡組織であるＩＮＨＯＰＥ10を通じて情報提供を行

っているほか、フィルタリングソフト提供事業者等の関係機関・団体への情報提供

も行っている。 

 

図２－１ ＩＨＣの取組 

 

 

                                                 
10   International Association of Internet Hotlines。1999 年に設立された団体で、2010 年５月の時

点で 38 団体（33 の国・地域）が加盟。日本では、財団法人インターネット協会が 2007 年３月に加盟。 
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５ 警察の取組 

(1) 全国協働捜査方式による取締りの強化 

警察では、サイバーパトロールやＩＨＣから提供された情報によって、発信者の

検挙等とともに、違法・有害情報の削除依頼を行うなどして違法・有害情報対策を

講じてきた。このような取組は、ＩＨＣによる削除依頼によってインターネット上

の多数の違法・有害情報が削除されていることと相まって、一定の成果を上げてき

た。その一方で、ＩＨＣに通報された違法・有害情報の件数は増加の一途をたどっ

ており、警察とＩＨＣによる削除依頼を通じたインターネット上の違法・有害情報

の除去には限界があることから、インターネット上に流通する違法情報の総量抑止

を図る必要性が高くなった。これを踏まえ、警察では、より悪質な違法情報の取締

りを強化することとし、平成 22 年 10 月から新たな捜査態勢である全国協働捜査方

式を試行している（図２－２）。 

その特徴は、警視庁において初期捜査を集中的に行うというものである。これま

でＩＨＣから警察庁に通報された違法情報は、都道府県警察に全てを通知した後、

各都道府県警察がプロバイダへ照会するなど所要の捜査を行うことによって発信

者を特定し、取締りを行っていた。しかしながら、違法情報が各都道府県警察に通

知される段階では書き込み等の発信地が不明であることから、取締りを担当すべき

都道府県警察が不明確となっており、取締りが必ずしも十分に推進されてこなかっ

た。 

この点を改善するため、全国協働捜査方式ではＩＨＣから警察庁に通報された違

法情報について、警視庁に設置する情報追跡班において、違法情報が掲載されてい

るサイト管理者等への照会によって発信者が使用した端末が存在する都道府県を

割り出した後、その結果を違法情報と合わせて発信地を管轄する都道府県警察に通

知し、通知を受けた都道府県警察がプロバイダに対する契約者情報の差押え、契約

者に関する捜査を行い、発信者の検挙を行うものである。 

この全国協働捜査方式によって取締りを強化し、多量のわいせつ図画等を掲載

し、不特定多数の者に閲覧させるなど、悪質な違法情報の発信者に対しては断固と

した姿勢で臨み検挙するとともに、違法情報の削除依頼に故意に応じない悪質なサ

イト管理者に対しては刑事責任を追及することとしている。 

図２－２ 全国協働捜査方式 

警察庁
情報の分析・分配

警視庁
発信地の地域性の特定（県別）

インターネット・ホットラインセンター

通報
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情報に基づく捜査
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サイト管理者への削除依頼

当初から地域性の明らかな情報等

削除依頼等
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④

⑤

②
③

連携

地域性の判明
しない違法情報 発信地を特定し

情報を還元

結果の報告

発信地に応じて各都道府県警察
に情報提供
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第３章 違法・有害情報対策における問題の所在 

 

違法・有害情報対策については、第２章で述べたように、関係者がそれぞれの立場で取

り組んでいるところであるが、利用者等からの違法・有害情報を受け付け、その情報に

ついて一定の基準に基づいて判断を行い、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼

等を行う仕組みであるホットライン業務を国から委託され、その運営資金を財政的に手

当されているＩＨＣの活動については、事業者がその社会的責任の一環として自主的に

行う対策とは異なり、国家予算による違法・有害情報の削除依頼に関する唯一の公的機

関として位置付けることができることから、関係者による議論を通じて活動を向上・充

実させる必要がある。しかしながら、現状においては、ＩＨＣへの通報制度が必ずしも

活用されていないこと、ＩＨＣがサイト管理者に削除依頼を伝達できていないこと、削

除依頼に応じないサイト管理者がいること等の問題点も認められるところであり、現時

点においては、そのような問題点を解決する方策について早急に検討し、当初の制度検

討の中でホットライン業務として期待された機能を果たすよう取り組むことが現実的か

つ喫緊の課題となっている。 
 

第１ ＩＨＣへの通報に係る問題点 

 １ ＩＨＣへの通報制度が必ずしも活用されていないこと 

現実社会では、違法行為等を受けたり、発見した場合等に警察に通報するため１

１０番が設けられており、これを受け付けた警察では、警察官を派遣し、事件の捜査

・検挙を行うほか、紛争を処理するなど適切に対応している。１１０番は、警察に対

する通報の窓口として広く認知されていることから、現実社会における違法行為等に

ついては１１０番通報がなされ、警察における違法行為等への対応の基点として活用

されているといえる。 
インターネット上の違法・有害情報に係る１１０番通報制度に相当する役割を担っ

ているものがＩＨＣへの通報制度であり、これによって違法・有害情報が削除され、

その状況を改善するきっかけになることから、違法・有害情報対策としても非常に有

効であると考えられる。この通報制度を活用することによって、違法・有害情報には

積極的に対処すべきではあるものの、現状は、インターネット上の違法・有害情報の

一部しか通報されておらず、ＩＨＣへの通報制度が必ずしも活用されていない状況に

ある。 
その要因としては、ＩＨＣの活動や取組が利用者等に十分に認知されていない11こ

とが考えられる。企業等においても、ウェブページにおいて違法・有害情報を発見し

た際の通報先としてＩＨＣへのリンクを張り、利用者等をＩＨＣのウェブページに誘

導するように協力しているものもあるが、その数も多いとは言えず、利用者等が認知

するのに十分とはいえない状況にある。 
また、児童ポルノについては、児童に対する著しい人権侵害であり、その排除気運

                                                 
11 警察庁が都道府県警察を通じて行ったアンケート調査（運転免許試験場等で優良運転者講習受講者を対象とし、平

成 23 年１月に実施）では、4,294 名のうち、ＩＨＣを知っている者は単に名称のみを知っている者を含めても 1,310

名（約 30.5%）でその認知度が非常に低いことがうかがわれる。 
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も高まっていることから、ＩＨＣに児童ポルノの掲載に関する情報を集約して流通

防止対策を的確に進める必要があるが、現状では、児童ポルノの掲載に関する通報

も利用者等の善意によるところが大きく、特に、業務上児童ポルノの掲載に関する

情報を取り扱う機会が多い事業者からの情報の提供が必ずしも十分とはいえない状

況にある。 
このように、違法・有害情報対策を推進するためには、ＩＨＣへの通報制度を活用

すべきであるところ、利用者等に対するＩＨＣの活動等の周知の不徹底、企業等にお

けるＩＨＣの活動の意義に対する理解の不足等により、必ずしも活用されていないと

いう問題がある。 

 

 ２ 利用者等における情報の違法性・有害性の判断の困難性 

 平成 17 年度総合セキュリティ対策会議では、ホットライン実施主体には、様々な

情報について通報が寄せられることが予想されることから、人権侵害、知的財産権

侵害に係る通報等については関係機関・団体に対して情報提供することとされると

ともに、ホットライン実施主体において、頻繁に寄せられる質問に対応するために、

ウェブページ上でＦＡＱを作成するなどして適切な相談機関等を教示することがで

きる仕組みを作ることとされた。 

これらを受け、ＩＨＣのウェブページでは、ＦＡＱを設けるとともに、通報フォ

ームにおいてＩＨＣが受理する違法・有害情報の詳細についての記載を設けている。

また、ＩＨＣが受理する違法・有害情報以外の違法・有害情報の通報先等へのリン

クを掲載している。しかしながら、これらの記載は、法令の条文をほぼそのまま引

用したような文章も多く、利用者等にとって通報しようとする情報が違法・有害情

報に該当するか否かを判断しにくい状況にあると考えられる。 

さらに、通報するに当たっては、情報が違法・有害情報のいずれの類型に該当す

るかを利用者等が自身で判断しなければならず、いずれの類型にも該当しないと誤

った判断をした情報については、ＩＨＣに通報されないことになる。 

このように、利用者等は、違法・有害情報の通報に際し、違法・有害情報の該当

性の判断が困難で、必ずしも的確にできていないために、本来通報されるべき情報

が通報されていない場合もあると考えられる。 

 

３ 通報対象となる情報の該当性が困難な場合のＩＨＣ内の判断手続の未整備 

通報を受け付けたＩＨＣでは、個別の通報について、ホットライン運用ガイドライ

ンに基づき適切に違法・有害性の判断を行っている。これまでの業務を通じて、判断

基準については一定の蓄積がなされてきているものの、最近では様々な違法・有害情

報があり、これまでの蓄積では必ずしも判断しにくいものもある。例えば、児童ポル

ノについては様々なものがあり、被写体となっている人物が児童であるか否か、また、

児童であった場合において当該画像が法で規定される児童ポルノに該当するか否か

など、違法性・有害性の判断に迷う情報も少なくない。今後、児童ポルノに関しては、

ブロッキングといった、より踏み込んだ流通防止対策が実施される情勢に鑑みると、
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児童ポルノに関する違法性の判断については、厳格な判断が求められる。 

一方で、ホットライン運用ガイドラインでは、「違法情報該当性の判断が難しい場

合には、法律家等の専門家に相談した上で判断する」とされているが、その明確な手

続きは定められておらず、難しい判断であるほど個々のＩＨＣ職員の知見に頼ってし

まう場合もある。 
このように、ＩＨＣにおける違法・有害情報の該当性の判断について、組織的な判

断を行うための手続や運用の在り方について必ずしも明確になっていない問題があ

る。 

 

第２ 違法・有害情報に対処するためのサイト管理者に係る問題点 

 １ サイト管理者における連絡受付体制の未整備 

 サイト管理者は、情報の流通の場を提供するとともに、その管理権に基づいて、サ

イト内の違法・有害情報のみを個別に削除するなどの対応が可能であることから、そ

の事業の特性に応じて、サイト管理者の自主的対応として、サイト内に違法・有害情

報があった場合には削除するなどの適切な対応を講じることが社会的にも期待され

ている。また、サイト管理者は、サイト内で違法・有害情報が掲載されている全ての

場合を発見することは必ずしも容易ではないことから、利用者等やＩＨＣから連絡を

受け付けるための体制（以下「連絡受付体制」という。）を整備することで、サイト

内の違法・有害情報を察知し、削除することを促進させる必要がある。 

現に、青少年インターネット環境整備法第 21 条では、特定サーバー管理者12に対し

ては、管理する特定サーバーを利用して青少年有害情報の発信が行われたことを知っ

たときや自ら当該情報の発信を行おうとするときは、当該情報について閲覧防止措置

をとるよう努めなければならないとされており、また、第 22 条では、管理する特定

サーバーを利用して発信した当該情報について、国民からの連絡受付体制を整備する

よう努めなければならないとされているところである。 

   大手サイト管理者においてはおおむね連絡受付体制が整備されており、措置も講じ

られているが、一部のサイト管理者においては、その管理するサイトに自らの連絡先

等13を記載していない場合が散見され、平成 22 年上半期にＩＨＣになされた通報につ

いて、違法情報が掲載されていた 2,296 サイトのうち 57％に当たる 1,319 サイト、有

害情報が掲載されていた 97 サイトのうち 54％に当たる 52 サイトには、連絡が取れな

い状況であった（図３－１、２）。 

このように、違法・有害情報が掲載されたサイトにおいて、連絡受付体制が整備さ

れていない場合に、ＩＨＣがサイト管理者に削除依頼を伝達できていないという問題

がある。 

                                                 
12 インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー（特定サーバー）を用いて、他人の求め

に応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する

者をいう。青少年インターネット環境整備法第２条第 11 項参照。 
13 メールアドレスや問合せフォーム等をいう。 
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図 サイトに連絡先等が記載されている割合 

図３－１ 違法情報          図３－２ 有害情報 

記載あり
977
43%

記載なし
1,319
57%

記載あり
45

46%

記載なし
52

54%

 

 

 ２ 削除依頼に応じないサイト管理者の存在 

 平成 21 年にＩＨＣが削除等の依頼を行った違法情報 16,496 件のうち 14,518 件、

有害情報 1,971 件のうち 1,546 件が削除されており、違法情報の削除率は 88.0%（前

年：85.0%）、有害情報の削除率は 78.4%（前年：75.8%）であった。違法情報につ

いて 1,978 件（12.0%）が削除依頼を行ったにもかかわらず削除されておらず、イン

ターネット上に放置されていることが分かる（図３－３、４）。 

 

図３－３ 違法情報の削除推移      図３－４ 有害情報の削除推移 
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サイト管理者で見ると、平成 21 年にＩＨＣが行った違法情報の削除依頼について

応じなかったサイト管理者が 75 者存在しており、最も削除依頼に応じなかったサイ

ト管理者の 1,227 件を始め、上位 10 者で未削除の件数が全体の 87.0%を占めている

状況にある（図３－５）。このような、削除依頼に応じないサイト管理者の存在が、

削除依頼の実効性を阻害している問題がある。 

このようなサイト管理者に対しては、上位管理者であるプロバイダ等14が問題とな

っているサイト内の違法情報を削除するなどの対応が考えられるが、現状では、プ

                                                 
14 サイト管理者にインターネット上のサービスを提供し、かつサイト管理者のメールアドレスや電話番号を始め連絡

先に関する情報を保持し、ＩＨＣからの削除依頼を伝達できる立場にある者（例えば、ホスティングプロバイダ）を

想定している。 
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ロバイダ等が、サイト管理者の意思に反して削除を行うために必要となる法規又は

契約上の根拠（例えば、プロバイダ等とサイト管理者間の契約等）が整備されてい

ないために、プロバイダ等がその自主的な判断により削除することが適切であると

認めた場合についてまで、対応ができないという問題がある。 

なお、国内法では対処できない海外サーバーに蔵置される違法情報が存在するが、

これらについては、ＩＮＨＯＰＥを通じた対応を頼らざるを得ない状況である。 

 

図３－５ 未削除の違法情報が多い上位のサイト管理者とその未削除数 
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第４章 ホットライン業務の機能向上のための対応策について（提言） 

 
 インターネット上の違法・有害情報対策では、第３章で明らかになった問題点を踏まえ、

ＩＨＣが行っているホットライン業務の実効性を担保する観点から、その対応策を講じる

ことが重要である。 

 具体的には、①インターネット上の違法・有害情報がより多くＩＨＣに通報されるには

どうすればよいか、②インターネット上の情報の違法・有害の該当性について、利用者等

及びＩＨＣが判断しやすくするにはどうすればよいか、③連絡受付体制が整備されていな

いサイト管理者に対して、ＩＨＣの削除依頼の実効性を担保するにはどうすればよいか、

④削除依頼に応じないサイト管理者に対して有効な措置は何かという点について、本章で

は、その対応策を提言することとする。 

 
第１ ＩＨＣへの通報を活性化させるための方策 

 １ ＩＨＣの認知度を向上させるための取組等 

   ＩＨＣへの通報制度が、利用者等に十分認知されていないために必ずしも活用され

ていないことから、ＩＨＣの存在や活動内容について、多くの利用者等に認知される

ようにするとともに、インターネットを利用している企業等に対しては、ＩＨＣの意

義や活動内容を理解してもらった上で、その活動に協力してもらうことにより、ＩＨ

Ｃに対する通報制度を一層機能させることが重要である。 

また、児童ポルノについては、官民が一体となった排除気運が高まっていることか

ら、業務上児童ポルノの掲載に関する情報を取り扱う機会が多い事業者等からＩＨＣ

へ積極的に情報提供してもらうことにより、より効果的に排除することが考えられ

る。 

   そこで、利用者等に対しては、ＩＨＣの活動についてそのホームページで具体的に

広報したり、警察による事件検挙の広報の際に盛り込むなどして、ＩＨＣの認知度を

向上させるための取組を行うことが望ましい。また、企業等に対しては、そのホーム

ページの目立つ位置に、ＩＨＣのホームページへリンクする通報ボタンを設置しても

らうとともに、ＩＨＣの活動を分かりやすく紹介して利用者等が通報しやすいよう工

夫するなどしてもらうことによって、ＩＨＣの認知度を向上させ、その活動に協力し

てもらうための取組を行うことが望ましい（図４－１）。 

図４－１ ＩＨＣの通報フォーム例 

事業者のホームページ等

インターネット
○○サービス

ＩＨＣの
通報フォーム
へのリンク  

 



平成 22 年度総合セキュリティ対策会議（抜粋） 

- 46 -

また、事業者等が、業務上の影響や保秘等を考慮した上で、児童ポルノの掲載に関

する情報を積極的に提供できるよう協力してもらうために、ＩＨＣはこれらの情報提

供を受け付ける体制を整備することが望ましい。 

 

 ２ 利用者等が通報対象となる情報の該当性を判断しやすくする工夫 
ＩＨＣがその機能を十分に発揮するためには、利用者等が該当する情報を発見した

場合には、その情報がＩＨＣの通報対象となる違法・有害情報に該当するかどうかを

的確に判断した上で、通報してもらうことが必要である。 

そこで、「分かりやすさ」と「使いやすさ」をキーワードに、ＩＨＣへの通報フォ

ームに記載されている違法・有害情報の判断に関する説明について平易な表現にした

り、通報フォームに設けられている入力の手間をより簡易にするとともに、ＩＨＣの

ホームページに記載されている違法・有害情報の該当性に関するＦＡＱについても、

ＩＨＣがこれまで判断して積み重ねた知見を活かした具体例を交えながら、より分か

りやすいものに改善したりするほか、質問に対し違法・有害情報の事例集を適宜示し

ながらそのポイントを説明するなどして、ＩＨＣの取組として、利用者等が通報対象

となる情報が違法・有害情報に該当するかどうかを判断しやすくする工夫を加えるこ

とが望ましい（図４－２）。 

図４－２ ＩＨＣのホームページの工夫例 

ＩＨＣホームページ

通報フォームを
わかりやすく改善

違法・有害情報に関
するＦＡＱを掲載

 
 
 ３ 通報対象となる情報の該当性判断が困難な場合のＩＨＣ内の判断手続の制度化 

ＩＨＣが通報対象となる情報の該当性を的確に判断するためには、その判断が困難

な場合に、組織内でその問題を顕在化させ、情報を共有化した上で、的確に判断し、

解決策を蓄積することが必要である。 

そこで、ＩＨＣには、児童に該当するかどうか判断が難しい児童ポルノを始め、当

該情報の該当性の判断が困難な場合に、的確に判断するために、法律の専門家等にど

のような形で協力してもらうかについて、手続面や運用面も含めて見直してもらった

上で、組織内で判断する手続を制度化することが望ましい。 

 
第２ 違法・有害情報に対処するためのサイト管理者対策 

 １ ＩＨＣの削除依頼をサイト管理者に確実に伝達するための方法の確保等 

ＩＨＣの削除依頼の実効性を担保するためには、違法・有害情報が掲載されている

が、連絡受付体制を整備していないサイト管理者に対して、ＩＨＣの削除依頼を確実

に伝達するための方法を確保する必要がある。しかしながら、このような方法が確保
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されていない場合には、インターネット上の表現の自由やプライバシーに十分配慮し

つつ、サイト管理者に連絡受付体制を整備するよう努めてもらうとともに、プロバイ

ダ等の協力を得て、連絡受付体制を整備していないサイト管理者に対して、ＩＨＣの

削除依頼を確実に伝達するための方法を確保するよう促すことが望ましい。 

プロバイダ等が行う取組としては、プロバイダ等とＩＨＣが協力して、サイト管理

者に対してＩＨＣの削除依頼を確実に伝達するための方法を確保するため、例えば、

通信関連の業界４団体において、プロバイダ等とサイト管理者との間の契約に関する

標準約款を作成し、その中で、サイト管理者は連絡受付体制を整備し、プロバイダ等

においては、ＩＨＣの削除依頼をサイト管理者に伝達する旨を定めることなどが考え

られる。その際には、個人情報の保護や通信の秘密が侵害される可能性について慎重

に検討する必要がある。また、これと並行して、当該標準約款がプロバイダ等とサイ

ト管理者の間における契約実務に幅広く用いられることとなるよう、標準約款を契約

に用いることのインセンティブを付与することについて検討することも必要と考え

られる。 

 

２ 違法情報を排除するための取締りの強化と効果的な対策の検討 
  インターネット上の違法情報が放置されている要因の一つは、悪質なサイト管理者

が違法情報の削除に応じないことにあり、掲載自体が法令違反となる違法情報をイン

ターネット上に放置することは、犯罪を放置するばかりか、新たな犯罪も引き起こし

かねない危険なものであるといえる。合理的な理由もなく、このような違法情報の削

除依頼に応じない悪質なサイト管理者は、犯罪を誘発している場所を作り出し、容認

している蓋然性が高く、犯罪と認められる場合には、警察において積極的に検挙する

必要がある。 
  その一方で、今後は、違法情報を効果的に排除する観点から、ＩＨＣの削除依頼の

実効性をより担保するために、このようなサイト管理者に対する効果的な対策や措置

を考える必要がある。また、このようなサイト管理者に対しては、プロバイダ等が契

約に基づいて対応することが違法情報の流通を早期に防止する観点から有効である

ことから、両者の契約の在り方についても、上記の標準約款の作成を通じて検討する

必要がある。 
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試論 インターネット上の個人をめぐるトラブルについて 

 

第１ インターネット上の個人をめぐるトラブルの現状 

  インターネット上には、違法・有害情報が問題となっている一方で、この他にも個

人をめぐるトラブル（以下単に「トラブル」という。）が年々増加しており、今後は、

問題として大きく発展することが予想される。このようなトラブルの例としては、イ

ンターネット通販をめぐるトラブルや電子メールを利用した架空請求、不当請求事案等

があるが、これらの相談件数が独立行政法人国民生活センター（以下「国民生活センタ

ー」という。）に数多く寄せられている状況にあるほか、インターネット上の名誉毀損、

誹謗中傷に関する相談も増加傾向にある（図１－１、２）。 

  このようなトラブルは、次々と重なったり、そのまま放置すれば個人の財産や知的財

産の侵害になるなど、犯罪につながる場合も少なくない。本分科会では、その重要性に

かんがみ、インターネット上の個人をめぐるトラブルに対する関係者の取組等につい

て、議論を試みたものである。 

図１―１ インターネット通販等に関する相談件数 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

インターネット通販等に関する相談件数（架空請求に関する相談を除く）※１
インターネットを利用した架空請求に関する相談件数（件）

（年度）  
平成12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3,125 6,647 8,404 18,220 56,240 35,422 35,875 67,795 66,495 111,868

521 582 745 8,256 22,825 4,292 2,711 18,442 22,094 26,343

・「独立行政法人国民生活センター」調べ

・平成22年８月19日までのPIO-NET登録分

※1 平成12年度から平成20年度：「電子商取引」、「インターネット」に関する相談

　　　平成21年度から平成22年度：「インターネット通販」、「インターネットオークション」に関する相談

インターネット通販等に関する相談件数
(架空請求に関する相談を除く）※1

インターネットを利用した架空請求
に関する相談件数

 
 

図１－２ インターネット上の名誉毀損、誹謗中傷に関する相談 
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第２ インターネット上の個人をめぐるトラブルに対する関係者の取組 

 １ 解決に向けた基本的な考え方 

このようなトラブルは、違法・有害情報とは異なり、主に個人間や相談者と事業者

間の問題で、個人の権利や財産が侵害されて、民事上の問題となることが少なくない

が、問題解決がこじれると刑事事件に発展する可能性もある。このことから、個人の

自由な意思に委ねてその解決方法を選択・決定できる「私的自治の原則」に基づいて、

話し合い等を通じて円滑に解決される方法が望ましい。なぜならば、このトラブルに

よって権利等を侵害された個人は、早期にトラブルとなった書き込みが削除されるな

どして名誉が回復されたり、行為者を特定し謝罪を求め再発を防止することなどを主

眼に置いていて、必ずしも警察や裁判所等の介入による方法を望まない場合が多いか

らである。 

 

 ２ 事業者の取組 

事業者の多くは、その運営するサイト上に、一般的な利用者からの問合せ等を受け

付けるフォームやメールアドレス等が設けられており、ここで、利用者のトラブルが

生じた場合に受け付けて対応している。 

 

３ 国民生活センターの取組 

国民生活センターでは、消費者と事業者との消費生活に関するトラブルに対応して

いる。同センターに寄せられるインターネット関連の相談としては、いわゆる架空請

求メールや出会い系サイトで高額な利用料を請求されたというもの、アダルトサイト

やパチンコ必勝サイト等における高額な情報提供料の請求に関するもの、インターネ

ット通販における商品の破損・未配達等に関するもの等がある。 

これらの相談に対しては、同センターでは、相談内容に応じた助言等を行っている。

他方、ブログやサイトに自分の写真や名前が無断で貼られているといった相談や、イ

ンターネット・オークションによる個人間売買でのトラブル等については、いわゆる

プロバイダ責任制限法に基づく掲示板管理者等への削除依頼の方法や弁護士を通じ

て救済を求める方法を教示するにとどまっている。 

 

 ４ 社団法人テレコムサービス協会の取組 

  社団法人テレコムサービス協会では、電気通信事業者、特定サーバー管理者、学校

関係者等からのインターネットにおける違法・有害情報や安全・安心に関する相談に

対応するために、「違法・有害情報相談センター」（http://www.ihaho.jp/）の窓口

を設置し、相談員が解決に向けた助言を行っている。 

 

 ５ ＩＨＣや警察の取組 

ＩＨＣでは、このようなトラブルについては必要に応じて関係機関・団体への情報

提供を行っており、中でも、名誉毀損・誹謗中傷に関する情報等の関係機関・団体に

おいて処理することが適当な場合は、法務省人権擁護局等の専門的な対応を行ってい

http://www.ihaho.jp/
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る関係機関・団体に提供するなどしている。 

   また、警察では、警察庁のホームページ上の「インターネット安全・安心相談」

（http://www.npa.go.jp/cybersafety/）を始め、都道府県警察の各種相談窓口等に

よって、トラブルのアドバイスをしたり、適切な関係機関・団体を紹介するなどして

いる。 

 

第３ インターネット上の個人をめぐるトラブル対応における問題の所在 

国民生活センターや都道府県警察に寄せられたトラブルに関する相談は近年増加傾

向にあるが、このようなトラブルについては、相談者が適切な相談先の知識がないなど

のために、比較的知名度の高い警察、国民生活センター等に対して相談がなされるもの

と考えられる。しかしながら、相談者は書き込みの削除等を望む場合も多く、相談先と

して適切ではない場合もあり、このことが相談者にとって二重の手間となっている。 
このように、相談者がトラブルを適切に解決するための関係機関・団体の周知が不

十分であり、相談者にとって適切な関係機関・団体が分からないという状況が起きて

いる。 

 
第４ トラブルの解決に向けた適切な関係機関・団体に相談できる環境の整備等 

このようなトラブルについては、近年増加傾向にあるにもかかわらず、相談者が必

ずしも適切な関係機関・団体を見つけることができず、そのことが相談者の負担とな

っていることから、相談者が適切な関係機関・団体に相談できる環境を整備する必要

がある。その前提として、このようなトラブルに関する実態や問題点、対応可能な相

談窓口の有無等を整理する必要がある。 

 

http://www.npa.go.jp/cybersafety/



