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青少年の携帯電話・PHS利用環境整備に
おけるこれまでの取り組みについて
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■ 電気通信事業者協会（TCA）について

設立： 1987年
設立目的：ネットワーク回線設備を所有する電気通信事業者共通の課題への対処等を通じて、

電気通信事業の健全な発展と国民の利便性向上に資する
会員数： 75社 （平成23年10月1日現在 正会員65社、賛助会員10団体・社）

＜下位部会＞
・青少年有害情報対策部会
・迷惑メール送信者情報交換部会
・不適正利用防止検討部会
・不払者情報交換連絡部会
・携帯電話・ＰＨＳリサイクル検討連絡会
・移動電話ＰＲ部会
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■ 青少年有害情報対策部会について

TCAでは青少年の携帯電話・PHSの安全な利用促進のために、２００６年に
「青少年有害情報対策部会」を設立し、月に1,2回程度の定期的な活動を行っています。

※２０１２年１月までに１０１回実施

２００６年３月 フィルタリング普及啓発アクションプラン公表
２００６年７月 フィルタリング認知率向上に向けた事業者共同キャンペーン実施
２００７年３月 フィルタリング普及に向けたPRイベント

「携帯電話の有害情報から子どもを守ろう！大作戦」開催
２００７年６月 フィルタリング普及啓発アクションプラン 2007公表
２００７年７月 事業者共同キャンペーン（第２回）実施
２００７年１０月 フィルタリング利用者数の公表開始（半期毎）
２００８年３月 フィルタリング普及に向けたPRイベント

「携帯電話の有害情報から「ちばっ子」を守ろう！キャンペーン」開催
２００８年７月 事業者共同キャンペーン（第３回）実施
２００８年１０月 フィルタリング利用者数の公表を四半期毎に
２００９年２月 子どものケータイ利用に関するＷｅｂページの新設
２００９年７月 事業者共同キャンペーン（第４回）実施
２０１０年４月 「青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針」の策定

年齢層別に見た携帯電話・PHSインターネットサービス契約者の
フィルタリングサービス利用率を公表

２０１２年2月 「青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針」の改定

青少年有害情報対策部会

フィルタリング普及施策の企画立案
フィルタリング加入数の公表
事業者キャンペーンの実施

活動内容 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
KDDI株式会社
ソフトバンクモバイル株式会社
株式会社ウィルコム
イー・アクセス株式会社

参加事業者

活動実績
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■ 取り組みの全体像

安全に安心して携帯電話を

利用できるサービスの

普及促進

安全に安心して携帯電話を

利用できるサービスの

普及促進

青少年を取り巻く環境

出会い系サイト・プロフにおける犯罪 ネットいじめ・学校裏サイト 小中学校への持込禁止

フィルタリングサービス

（アクセス制限サービス）の普及促進

フィルタリングサービス

（アクセス制限サービス）の普及促進

子ども向け端末の普及促進子ども向け端末の普及促進

教育プログラムの実施
（ケータイ安全教室の開催／映像教材の配布）

教育プログラムの実施
（ケータイ安全教室の開催／映像教材の配布）

家庭でのルールづくり推進家庭でのルールづくり推進
携帯電話を使う際の

マナーやトラブルへの

対処方法の啓発

携帯電話を使う際の

マナーやトラブルへの

対処方法の啓発

安全に安心して携帯電話・PHSをご利用いただくために、下記の取り組みを進めております。

関連箇所：p.4~12

関連箇所：p.13,14

関連箇所：p.15~17

関連箇所：p.18

スマートフォンの普及スマートフォンの普及



4○ フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針の策定、及び普及促進に関する新施策の実施
・フィルタリング解除にあたり、解除専用用紙や解除理由の申告を必要とする等、店頭対応の強化（１０年４月～）

■フィルタリングサービス普及の取り組みと利用状況
（ＴＣＡ公表値）

○ フィルタリングサービス申込・解除の運用改善
・新規契約者への取り組み強化 （０８年２月～） ： 未成年が利用する場合にはフィルタリングを原則適用
・既存契約者への取り組み強化 （０９年１～２月） ： １８歳未満の契約者を対象に事前に一定の周知期間を設けて、

不要の申出がなければフィルタリングを適用

○ フィルタリングサービスの充実・改善
・サービスの多様化
・第三者機関（ＥＭＡ）が認定したサイトを閲覧可能に（０９年１月～）

様々な取り組みを実施した結果、着実に利用者が増加

０７.９末

２１０万

４５５万
４９５万

０８.９末 ０９.３末

５７３万５９３万

０８.１２末 ０９.６末

６０７万６２３万

０９.９末 ０９.１２末

青少年インターネット環境整備法制定（０８.６月）

６６２万

１０.３末

７００万

１０.６末

７０９万

１０.９末

７１９万
７７７万８１０万８１８万

１０.１２末 １１.３末 １１.６末 １１.９末

○ 青少年インターネット環境整備法施行（０９．４月）
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■フィルタリングサービスの充実・改善

◇ ホワイトリスト方式
（携帯事業者提供リスト方式）

一定の基準を満たしたサイトのみをア
クセス可能とする方式。
安全ではあるが、リストにないサイトは
全て閲覧できない。

様々なニーズに合わせたきめ細やかなフィルタリングサービスを提供

◇ ブラックリスト方式
（特定分類アクセス制限方式）

特定のカテゴリーに属するサイトへのア
クセスを制限する方式。
カテゴリーに分類したサイトを一律的に
制限するため、健全な運営を行うサイト
も閲覧できない可能性がある。

◇個別フィルタリング設定（カスタマイズ）
アクセス制限対象をカテゴリ/サイトごとに
個別設定

◇時間帯制限
アクセス制限時間帯を設定

◇年齢層別フィルタリングサービス
年齢や知識、判断力に応じた閲覧制限レベ
ルのフィルタリングサービスを提供

サイトA：閲覧OK
サイトB：閲覧NG

21：00～9：00
まではweb利用禁止

小学生向け
中学生向け

高校生向け

レベルに応じた
アクセス範囲
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有害サイトアクセス制限サービス
会社名

フィーチャーフォン スマートフォン

「キッズiモードフィルタ」
「iモードフィルタ」
「Web制限」
「アクセス制限カスタマイズ

（サイト設定・カテゴリ設定・時間設定）」

「ｓｐモードフィルタ」
「ｓｐモードフィルタカスタマイズ

（サイト設定・カテゴリ設定）」
「ブラックベリーＷｅｂフィルタ」

「Yahoo！きっず」
「ウェブ利用制限」
「ウェブ利用制限（弱・弱プラス）」

「Yahoo！きっず」
「ウェブ利用制限」
「ウェブ利用制限（弱・弱プラス）」
「Yahoo！あんしんねっと for SoftBank」

「有害サイトアクセス制限サービス」 「有害サイトアクセス制限サービス」

「EZ安心アクセスサービス
・カスタマイズコース
・接続先限定コース
・特定カテゴリ制限コース

「EZweb利用制限」
「安心セキュリティパック」
（「i-フィルター for iOS」 ）

Webアクセス制限

「EZ安心アクセスサービス
・カスタマイズコース
・接続先限定コース
・特定カテゴリ制限コース

「EZweb利用制限」

Webアクセス制限

■フィルタリングサービスラインナップ

※各サービスの詳細はp.22（参考）参照

フィルタリングサービスラインナップ

http://www.nttdocomo.co.jp/
http://mb.softbank.jp/mb/
http://www.willcom-inc.com/ja/index.html
http://emobile.jp/
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◆ スマートフォン利用における無線LAN経由での通信及びアプリ利用についても、
安心・安全にご利用いただけるよう対策を実施

■ 無線LAN利用に関する対策
①自社無線LANサービス利用時には、これまで同様フィルタリングを適用
②端末向けフィルタリングソフトの案内
③無線LANの利用を制限する機能（機能制限アプリ）の提供

■ アプリ通信に関する対策
④アプリの利用を制限する機能（機能制限アプリ）の提供

違
法
有
害
サ
イ
ト

①自社無線LANにフィルタリング適用

携帯電話事業者

ブラウザ通信

フィルタリングサービス

■ スマートフォンにおける対策

④アプリの利用を制限

③無線LANの利用を制限

フィルタリングソフト事業者

②端末向け
フィルタリングソフトの案内
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① フィルタリング原則適用
＜新規契約者対応＞

親権者同意書のフィルタリング申込欄改定

＜既存契約者対応＞

既存の１８歳未満契約者
※

へ「ウェブ利用制限」を適用完了
※２００８年１月１４日以前にご加入の１８歳未満ユーザー

加入有無について、
親権者意思を確認

Y!きっず 不要
ウェブ

利用制限
Y!きっず 不要

ウェブ
利用制限

「ウェブ利用制限」をプレ印字
（原則適用）

親権者同意書に解除理由選択欄を新設

② フィルタリング解除理由取得

■フィルタリングサービス申込・解除の運用改善 （施策詳細）
ソフトバンクモバイルの例




