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１ ソーシャルメディアの利用に当たっての課題 

 ○ コミュニケーションアプリのプラットフォーム化により、個人の様々な情報

と連絡手段の結びつきが強くなっているが、それによる課題は生じていないか。

 ○ 情報の伝搬力を飛躍的に高めるツールであり、システム上の技術的な動作の

同期化とともに、利用者の行動が集団で同期化したり、知り合い同士の利用者

では善意のデマや炎上のリスクも生じてしまうのではないか。 

 ○ アプリケーション等の様々なサービスが提供されることにより、リテラシー

の多様化が進むため、プライバシーに配慮し、年齢・性別等に応じたリテラシ

ー向上の取組が必要ではないか。 

 ○ 携帯電話事業者による従来の携帯電話とは異なり、スマートフォンは様々な

事業者が関わっており、利用者が必要なサポートを受けられにくいのではない

か。 

 ○ サービス提供事業者のモラル向上策等の利用者への取組についてより一層の

強化を図っていくべき。多くのアプリケーション事業者に対し、消費者保護や

青少年保護等の知識の習得に向けた啓発が必要ではないか。 

 

２ ソーシャルメディアの利用に当たっての青少年特有の課題 

 ○ 青少年の利用の実態と保護者の意識の乖離をどう埋めるか。 

 ○ フィルタリング・年齢確認等、青少年の安心・安全な利用に向けた取組は一

層重要。 

 

（２）青少年インターネット環境整備法上の２つの課題 

  他方、スマートフォンを青少年が利用するに当たって、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。）に規定する２つの主要な課題で

ある、 

 ① 青少年有害情報フィルタリングの普及・閲覧防止措置（フィルタリングの普及

等） 

 及び 

 ② 青少年がインターネットを適切に活用する能力の習得（リテラシーの向上） 

  を民間主導かつ国等の支援により対応することが、スマートフォン時代において

も、青少年保護を図る上で引き続き重要な課題である。 

  特に、第２章で詳述するように、スマートフォンのフィルタリングについては、 
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 ① 携帯電話インターネット接続役務提供事業者以外の者が提供する無線 LAN サー

ビスを利用してインターネットに接続する場合に、従来の携帯電話のようにネッ

トワーク側でフィルタリングがかけられないという問題 

 及び 

 ② スマートフォン利用の前提であるアプリケーションそのものについては、従来

の携帯電話で採用されてきた、いわゆる特定分類アクセス制限方式（カテゴリ分

類によるフィルタリングの方式）に対応したフィルタリングソフトが当初は提供

されていなかったという問題 

 が指摘されてきたが、これらについての最近における事業者の取組の進展を踏まえ、

現時点においてとるべき対策について検討を行う必要がある。 

  また、スマートフォンを利用する上でのリテラシーに関しては、 

 ① フィルタリングに関するリスクや対策に関する現状と課題等のほか、スマート

フォンに関してはセキュリティやプライバシー上の問題、更に上述の（１）で記

述のソーシャルメディアを利用する場合の問題等、スマートフォンの高機能性に

由来する多様な課題が存在している。このため、これらに関して関係事業者等が

利用者に対して十分な情報を提供して利用者リテラシーの向上を図る必要がある

とともに、利用者自身も受け身ではなく、積極的に正しい情報を収集し、自らリ

テラシーを高めて利用することが必要である。 

 ② また、スマートフォンのみならず、タブレット端末やオンラインゲーム端末、

これらの上で展開する多様なアプリケーション等、様々なデバイスと多様なサー

ビスが短期間で提供・普及する中で、リテラシーの向上についても柔軟・迅速な

対応が求められるようになってきている。 

  このような状況に的確に対応するための前提として、昨年来、総務省において開

発してきた、青少年のインターネット・リテラシーを可視化するための指標に関す

る活用の在り方等について検討することが有効であると考えられる。 

 

（３）本報告書における取扱い 

  本報告書においては、まず青少年のインターネット利用上の基本的な課題である

スマートフォンのフィルタリング環境の整備に関する課題と関係者の役割について

論じた上で、フィルタリングに関する正しい知識と対応能力を含めた、利用者リテ

ラシーの向上のための課題と対応について論ずることとする。 

  その上で、中間報告で取りまとめた論点を中心に、スマートフォンにおけるソー

シャルメディアの利用に係る課題について論ずることとする。 

  なお、諸外国においても青少年のスマートフォンの利用動向やリテラシー向上の

ための取組、フィルタリングの普及等について、国により特徴はあるもののそれぞ

れ進展しているところであり（参考資料参照）、こうした点も参照しながら検討を進

めることとする。 
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  また、スマートフォンの利用が進展する中での青少年インターネット環境整備の

推進に当たっては、青少年の発達段階に応じたフィルタリング環境の整備とリテラ

シー向上の取組のバランスに配慮することが重要である。 
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第２章 スマートフォン時代に適応したフィルタリング環境の整備 

 

 

１ スマートフォンの普及に伴うフィルタリング環境 
 

（１）スマートフォンにおけるフィルタリングに対する現状と課題 

  「フィルタリングの推進」は、青少年インターネット環境整備法において、「リテ

ラシーの向上」とともに、青少年インターネット環境整備における柱の一つとされ

ている。 

  青少年インターネット環境整備法第 17条において、携帯電話インターネット接続

役務提供事業者9は、契約者又は使用者が青少年である場合には、保護者の不要申出

があった場合を除き、フィルタリングサービスの利用を条件として契約を締結しな

ければならないこととされている10。従来の携帯電話においては、一般に、携帯電話

インターネット接続役務提供事業者の無線ネットワークを通じてインターネットに

接続しているため、ネットワークにおいて自動的にフィルタリング（閲覧制限）が

かけられていた。その一方で、スマートフォンにおいては、①（携帯電話インター

ネット接続役務提供事業者以外の者の提供する）無線 LAN を通じてインターネット

に接続する場合、②アプリケーションをダウンロードして利用する場合には、フィ

ルタリングがかからない場合があることが課題とされてきた11 12。 

  

                                                 
9 携帯電話端末又はPHS端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利
用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものを提供する事業者（青少年インター
ネット環境整備法第２条第７、８項） 
10 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の相手方又は携

帯電話端末若しくは PHS端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を
条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少

年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合はこの限りでない。（青少年インターネット環

境整備法第17条第１項）なお、青少年のフィルタリングの利用者数は828万人であり、12歳以上～15歳未満の契
約者におけるフィルタリングサービスの利用率は65.7%、15歳以上～18歳未満の契約者における利用率は46.5%

（2013年（平成 25年）3月末時点）（一般社団法人電気通信事業者協会）。 
11 スマートフォンにおいても、従来の携帯電話と同様に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者のネットワー
ク（３Ｇ回線等）ではフィルタリングがかかっている。なお、無線 LANを利用する場合においては、パソコンにお
ける無線 LANフィルタリング対策として提供されていたフィルタリングソフト（Yahoo!あんしんねっと等）に関し、
利用者が自ら携帯電話端末にインストールすることにより安心・安全のための対策を講じている場合がある。 

12 当該課題が存在する一方で、青少年インターネット環境整備法第18条及び同法施行令第２条では、契約数が５
万を超えるインターネット接続役務提供事業者は、利用者から求められた場合は、青少年有害情報フィルタリング

ソフト又はフィルタリングサービス「以下、「フィルタリングサービス等」という。」を提供しなければならないこ

ととされている。 このため、求めに応じてフィルタリングサービス等を提供する義務を負う公衆無線LANサービ
ス提供事業者は、利用者から求められた場合に備え、フィルタリングサービス等が速やかに提供可能となるように

あらかじめ準備しておくことが必要である。 総務省「無線 LANビジネスガイドライン」（平成 25年 6月 25日）「3.2.3 
フィルタリングについて」： http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000058.html 
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図表３－２－１：従来の携帯電話とスマートフォンにおけるフィルタリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  こうした課題に対処するため、利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問

題に関する研究会・青少年インターネットＷＧ13の提言、その提言を受けた安心ネッ

トづくり促進協議会14・スマートフォンにおける無線LAN及びアプリケーション経由

のインターネット利用に関する作業部会15の報告書を受け、関係事業者においては、

携帯電話端末にフィルタリング機能を有するアプリケーション（以下「フィルタリ

ングアプリ」という。）をインストールすることにより、このような無線LANの利用

時やアプリケーションの利用時においてもフィルタリングが機能する仕組みを整え

つつある。 

  具体的には、スマートフォンに対応したフィルタリング機能（アプリ起動制限、

無線 LAN フィルタリング）を具備したフィルタリングアプリについては、携帯電話

事業者が 2012 年（平成 24 年）11 月以降、順次提供を開始しており、新規契約者、

既存契約者の双方において利用が進むことが期待される。 

 

 

 

                                                 
13 2010年（平成22年）９月～2011年（平成23年）７月開催。主査 堀部政男一橋大学名誉教授。主査代理 藤川

大祐 千葉大学教授、宍戸常寿 東京大学准教授。 
14 インターネットの利用環境を整備するための民間における様々な取組の結節点となり、これまでの活動をより大胆
に、そしてより効果的に行っていくための、利用者・産業界・教育関係者等が集う組織として、2009年（平成21

年）２月27日に設立。活動キャッチフレーズ「１億人のネット宣言 もっとグッドネット」に基づき、全国各地

での普及啓発イベントの開催のほか、スマートフォンに関する課題を検討し提言を行うなど、民間主導により様々

な活動を実施。会長：堀部政男 一橋大学名誉教授 
15 2011年（平成23年）10月～2012年（平成24年）５月開催。主査 藤川大祐 千葉大学教授。 

※ 総務省作成 
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図表３－２－２：無線LANやアプリケーションに対応したフィルタリングの提供状況 

事業者名 サービス名 サービス概要 

KDDI 安心アクセス for Android TM 

（平成24年 11月 1日～） 

 

 

 

 

①ウェブフィルタリング機能 

無線 LAN 等経由を含む不適切なウェブページへのアクセ

スを制限 

②アプリフィルタリング機能 

アプリケーションの起動制限機能を学齢に応じて段階別

に提供（小学生・中学生・高校生の３段階から選択） 

ソフトバンク 

モバイル 

スマホ安心サービス 

（平成25年 2月 1日～） 

 

 

 

 

①ウェブフィルタリング機能 

無線 LAN 等経由を含む不適切なウェブページへのアクセ

スを制限 

②アプリフィルタリング機能 

アプリケーションの起動制限機能を学齢に応じて段階別

に提供（小学生・中学生・高校生の３段階から選択） 

NTTドコモ 

 

あんしんモード(機能拡張) 

（平成25年 3月 7日～） 

 

 

 

 

①ウェブフィルタリング機能 

無線LAN
※
等経由を含む不適切なウェブページへのアクセ

スを制限 

②アプリフィルタリング機能 

アプリケーションの起動制限機能を学齢に応じて段階別

に提供（小学生・中学生・高校生の３段階から選択） 

スマートフォン for ジュニ

ア  

SH-05E 

（平成25年 2月 1日～） 

 

 

①ウェブフィルタリング機能 

sp モードフィルタにより不適切なウェブページへのアク

セスを制限。無線LANには接続不可 

②ジュニアスマホ向けｄメニューの提供 

小中学生向けに安全性の高いアプリのみを提供 

※ sp モードフィルタにより自社の提供する無線LANについてフィルタリングが可能。 

   ※ 携帯電話事業者からのヒアリング等に基づき、総務省作成  

（２）青少年に広く普及するアプリケーションのフィルタリングに関する現状と課題 

  我が国におけるフィルタリングサービスは、サイトやアプリケーションへのアク

セスの制限をカテゴリごとに、いわゆるブラックリスト方式（特定分類アクセス制

限方式）で行うことを前提に、第三者機関により認定された個別サイトが反映され

る形で提供されている16。また、子どもの発達段階に応じたきめ細かな設定を可能と

し、閲覧制限の範囲を最小限に止める観点から、カスタマイズ機能も提供されるこ

とが前提とされている17。 

                                                 
16 2008年（平成20年）4月、総務大臣から携帯電話事業者等に対して行われた要請（2008年（平成20年）４月 25

日「携帯電話・PHSのフィルタリングサービスの改善等に関する携帯電話事業者等への要請」（総務省））では、ブ
ラックリスト方式のフィルタリングサービスについて、アクセス制限すべきカテゴリや、アクセス制限すべきカテ
ゴリであっても第三者機関により認定された個別サイトが反映されるよう、関係事業者間での協議の上で対応する

こと等が盛り込まれた。 
17 青少年インターネット環境整備法の附帯決議（2008年（平成 20年）6月 10日参議院内閣委員会）第６項において、
「子どもの発達段階に応じたきめ細かな設定が可能となる携帯電話及びインターネット端末用のフィルタリング

サービス、閲覧制限の範囲を最小限にとどめる技術の実現等、インターネットに関する技術の進展に速やかに対応

できる体制の整備に努めること」が明示されている。 
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  スマートフォン環境下においてもこのような考え方に変更はなく、スマートフォ

ン端末にインストールされる前述のフィルタリングアプリは、アクセス制限をカテ

ゴリごとにブラックリスト方式で行い、カスタマイズ機能も有している。 

  また、第三者機関においても、一般にアプリケーションの利用を前提としたスマ

ートフォン環境下において、アプリケーションの審査にも対応することができるよ

う、認定基準の制度整備を進めてきている。 

  第三者機関の認定がフィルタリングサービスに反映されるべきである一方、スマ

ートフォンのアプリケーションの現状としては、スマートフォンの急速な普及によ

り利用の進むコミュニケーションアプリや SNS、ゲーム等のアプリケーションの多

くは第三者機関の認定を受けているが、認定を受けていないものもある。適切な青

少年保護の取組を行っているアプリケーションは、第三者機関の認定を受けること

によって、フィルタリングによる一律の閲覧制限対象となることを避けることがで

きる。このような事業者の努力によって、青少年のフィルタリング利用が促進され

ると考えられる。 

  アプリケーションが認定を受けていない状況で、青少年が利用するためには、保

護者の同意のもとで、カスタマイズ機能を利用して個別にそのアプリケーションを

フィルタリングの対象から除外することで利用可能となるが、そのような機能の存

在を保護者や青少年が知らなければ、フィルタリングそのものを解除してしまう場

合も考えられる。その結果、青少年が利用したいアプリケーション以外の有害情報・

有害アプリケーションにアクセスすることも可能となり、結果的に青少年の被害が

増加することも懸念される。 

 

（３）コミュニティサイト等事業者の青少年保護に向けた取組 

  SNS 等に代表されるコミュニティサイトは、他の利用者とのコミュニケーション

を行いながら、ともにゲームを共有できる等、青少年の自由な表現活動の育成やコ

ミュニケーション手段の提供に積極的な役割を果たす一方、青少年がトラブルに巻

き込まれ、コミュニティサイトに起因した事件の検挙数が 2010年（平成22 年）ま

では増加傾向にあったことから、早急な対策を必要としていた。 

  そこで、本研究会の第２次提言（2010 年（平成 22 年）５月）を受け、通信の秘

密の観点から、利用者から取得した有効な同意の下、主要なコミュニティサイト等

事業者においてミニメールの内容確認を実施するとともに、携帯電話事業者が取得

した年齢情報を基に、コミュニティサイト等事業者が年齢詐称対策に取り組んでい

るほか、一部の事業者においては、携帯電話事業者からの年齢情報に基づき青少年

に対するID 検索機能の制限（自分（青少年）の IDを他人から検索させない、され

ない）を行う等の青少年対策を講じている。 
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 【コミュニティサイト等事業者の青少年保護に向けた取組の例】 

  コミュニティサイト等事業者は多岐に渡っているが、第三者機関(一般社団法人モ

バイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA))の認定を受けているコミュニティサイ

ト等事業者においては、様々な青少年保護に向けた取組を行っている。 

 ・GREE(グリー株式会社) 

   携帯電話事業者からの年齢情報等も活用し、18歳未満の利用者について、メー

ルや検索等の機能における制限を設けている。また、青少年保護及び健全なサイ

ト利用を目的として利用者の同意に基づき GREE 内でのメールを監視しているほ

か、「あんしん・あんぜん」に GREE を使うために「GREE とみんなの 6 つの約束」

を標榜し、啓発活動に取り組んでいる。 

 ・Mobage(株式会社ディー・エヌ・エー) 

   携帯電話事業者からの年齢情報をもとに、18 歳未満の利用者について、３歳以

上離れている利用者からの友だち検索ができない措置を講じている。また、青少

年保護及び健全なサイト利用を目的として利用者の同意に基づきミニメール監視

を実施しているほか、「個人情報をウェブサイト上に置かない」、「ウェブサイトの

外で会わない」、「ネットは匿名ではない」を３つのメッセージとして啓発活動を

展開している。 

 ・mixi(株式会社ミクシィ) 

   携帯電話事業者からの年齢情報をもとに、18歳未満の利用者に対してプロフィ

ール検索の機能制限(検索制限、閲覧制限)を実施している。また、青少年保護の

観点から利用者の同意に基づきミニメール監視を実施しているほか、コーポレー

トサイト「より健全な SNS を目指して」による取組紹介や東京都ファミリｅルー

ル講座への協力を実施している。 

 

  また、本ＷＧにおいては、数社のコミュニティサイト等事業者から青少年保護に

向けた取組に関するプレゼンテーションを行った。以下はその主な取組である18。 

 ・comm（株式会社ディー・エヌ・エー） 

   コミュニケーションの相手方は実名の利用者を前提としており、初期登録に際

しては実名登録を要件としておりあだ名等は目視チェックを行っている(ID 検索

についても実名検索のみ)。また、年齢に応じて検索制限をかけており、例えば大

人の利用者が 18歳未満の利用者を検索できないほか、初期設定では友人以外から

のメッセージ交換、通話がブロックされる仕組みとなっている。また、利用規約

                                                 
18 本項にて例示する取組については、特に昨今のスマートフォンの普及に伴い、青少年利用が進んでいる事業者の取
組について事実関係を整理したものであり、こうしたサービスを推奨又は安全性を保証するものではない。 
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において出会い目的の異性交際を禁止している。 

 ・Facebook（Facebook,Inc.） 

   実名制をとることにより無責任な書き込み、暴言、わいせつな表現への抑止効

果を図っているほか、管理者権限により書き込み機能を制限できる仕組みとなっ

ている。また、監視体制及び有人監視を 24 時間/365 日体制で実施しており、迷

惑行為を行う可能性のあるユーザーを事前にシステムで検知し、迷惑行為等を行

う前に排除・機能制限を行っている。 

   また、周知啓発をより効果的に行う観点から、保護者、教育関係者、青少年向

けにそれぞれの立場に応じた利用上の注意喚起や迷惑行為を受けた場合の対処方

法等に関する情報発信を行っている。 

 ・LINE（LINE株式会社） 

   青少年保護の観点から ID 交換などによる面識のない異性との出会いや交際を

目的とする利用を阻止するため、年齢認証によるゾーニング対策を実施している。

年齢認証については登録時の利用許諾に基づき一部の携帯電話事業者からの年齢

情報に基づき青少年利用者に関するID検索機能を制限する措置を講じている。 

   また、出会いを求めるようなレビュー書き込みを常時モニタリングし、OS 事業

者に対して当該レビューの削除依頼を行っている。また、無差別勧誘を目的とし

たメッセージ対策としては、電話番号又は SNS による本人認証を必須とするとと

もに通報機能の実装によりスパム情報の収集に努めている。 

 

 
２ スマートフォンのフィルタリング環境の一層の整備のために必要な対応 

  スマートフォンのフィルタリング環境を一層整備することを通じて、青少年が安

全に安心してスマートフォンを利用できる環境を整備するためには、関係事業者や

保護者がそれぞれの役割を的確に認識し、相互に連携しながら必要な取組を推進す

ることが求められる。以下においては、それぞれの関係者に求められる役割につい

て整理する。 

 

（１） 携帯電話インターネット接続役務提供事業者 

  第２章１（１）のとおり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者において

は、スマートフォンにおけるフィルタリングが可能となるよう、フィルタリングア

プリを備えた端末の展開等の取組を一層進めていくことが求められる。 

 ① 新規契約時の説明等の徹底 

   携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、スマートフォンの利用者が青

少年である場合には、店頭において、その契約時に、スマートフォンにおけるフ
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ィルタリングに関する説明を行っており、その際、公衆無線 LAN を通じてインタ

ーネットアクセスする場合やアプリケーションを利用する場合には、フィルタリ

ングがかからない場合があること、そのリスク及び対応等が説明されている19。 

   今後は、第２章１（２）にあるアプリケーションのフィルタリングに関する課

題を踏まえ、フィルタリングは、保護者の不要申出によりフィルタリングの対象

から除外するだけでなく、カスタマイズ機能によりフィルタリングの対象から個

別に除外することも可能であることの説明も含め、一層の取組の徹底が求められ

る20。 

  

 ② 既存契約者への周知の徹底 

   2012年（平成24 年）11月以降の携帯電話インターネット接続役務提供事業者

がフィルタリングアプリの提供を開始する前にスマートフォンを購入した既存の

青少年の利用者についても、このフィルタリングアプリの端末へのインストール

を推進することにより対応を進めていく必要がある。 

 

   そのため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者においては、当該フィ

ルタリングアプリを利用すべき旨を積極的に周知していくことが重要である。具

体的には、フィルタリングアプリのインストールを促すメールを配信したり、料

金請求時等において同様の表示・説明を行うことにより対応を促したりする等の

方策により、フィルタリングアプリの普及に向けた取組について、これまで以上

に積極的に周知を進める必要がある。また、フィルタリングアプリのインストー

ルに関して店頭における設定サポートを強化するほか、上記①の「カスタマイズ

機能」についての説明も併せて行うことが期待される。 

 

 ③ フィルタリングの利用者の把握 

   従来の携帯電話においては、携帯電話インターネット接続役務提供事業者のネ

ットワークにおいてフィルタリングを行っているため、保護者の申出等により、

フィルタリングを解除する場合には、利用者は解除手続をとることが必要である。

このため、携帯電話の利用者が青少年である件数、そのうち保護者の申出により

                                                 
19 本 WG第 11回会合（2013年（平成 25年）５月 27日開催）において、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル
より各社の青少年保護に対する取組が説明された。 

20 携帯電話事業者が提供を開始したフィルタリングアプリは、アプリケーション提供事業者との調整を踏まえ、カス

タマイズ機能がインストールされている。なお、青少年インターネット環境整備法第20条では、青少年有害情報フ

ィルタリングソフトウェア開発事業者の責務として、青少年の発達段階や利用者の選択に応じ、きめ細かく設定で
きるように努める努力義務が規定されている。 

なお、第8回（2013年（平成 25年）４月 25日開催）の竹内構成員からのプレゼンテーションにおいて、フィルタ

リングの対象から個別に除外することのできるカスタマイズ機能の周知に一層取り組むべきと説明されている。 
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フィルタリングを利用していない件数を除いた実利用件数を事業者が把握するこ

とは比較的容易である。 

   一方、スマートフォンの場合、端末上で行っているフィルタリングを保護者又

はその同意の下で青少年が解除した件数も考慮して、携帯電話インターネット接

続役務提供事業者がフィルタリングの実利用件数を把握しようとすれば、現時点

ではアンケート調査等を行うことが必要となる。 

   携帯電話やスマートフォンにおけるフィルタリングの実利用件数の統計データ

を、従来どおり携帯電話インターネット役務提供事業者ができるだけ正確な形で

把握しておくことは、フィルタリングの普及状況を明らかにするためにも今後と

も必要であると考えられる。このため、有効な同意のもと、例えば利用者におい

て端末のフィルタリングを解除した際に端末から発信される信号等により、携帯

インターネット接続役務提供事業者がその旨を把握できる技術的な仕組みを導入

する等、フィルタリングの実利用状況をできるだけ正確に把握できる方策を事業

者等において検討することが期待される。 

 

（２） 第三者機関 

  青少年による閲覧の制限対象とならないための認定基準を運用し、サイト等の審

査を行っている第三者機関である一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視

機構（EMA）においては、アプリケーションの認定を可能とするため、以下の３つの

段階を経て対応してきている。この結果、EMA においては、これまで全体で 400 件

を超えるアプリケーションを認定している。 

 

  第１ステップ： 認定サイトと同一内容のアプリケーションを認定対象とする

内容の基準改定を2012年（平成 24年）４月に行い、審査の限

定運用を経て、同年10月15日から申請受付を開始。 

  第２ステップ： 認定サイトと同一の運用管理体制上で提供されるアプリケー

ションを認定対象とし、同年 10 月22日から申請受付を開始。 

  第３ステップ： サイトを前提としないアプリケーション単体の運用管理体制

も審査対象として追加し、その申請受付を2013年（平成25年）

１月 29 日から開始。 

 

  第三者機関においては、今後とも独立性・中立性を維持しつつ、青少年における

インターネットの利用環境の変化や、サービス構造・ビジネスモデルの変化等の様々

な社会情勢の変化も踏まえながら、多くの関係者の参加が得られる形で、青少年の

安心・安全なインターネット利用環境の整備のため、適正な運営がなされることが

望ましい。 
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表３－２－３：第三者機関(EMA)における認定対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） アプリケーション提供事業者、コンテンツ配信事業者21 

 ① フィルタリングに関する仕組みへの対応 

   音声通話やチャット機能など複合的な機能を包含するコミュニケーションアプ

リをはじめとして、青少年において幅広く利用されているアプリケーションは、

フィルタリングにおける閲覧制限の対象となるものも含まれるが、この中には第

三者機関による認定を受けているものと認定を受けていないものがある。他方、

（２）のとおり、第三者機関においては、スマートフォンのアプリケーションに

対応した基準改定を行い、アプリケーションの認定業務を進めているところであ

る。 

   前述したように、我が国におけるフィルタリングサービスについては、カテゴ

リごとにいわゆるブラックリスト方式（特定分類アクセス制限方式）で行うこと

を前提に、第三者機関により認定された個別サイトが反映されることにより、閲

覧制限の対象を最小限に止める仕組みが構築されている。 

   青少年に広く利用され、青少年に大きな影響を持つアプリケーションを提供し

ている事業者やコンテンツ配信事業者においては、青少年の安心・安全なインタ

                                                 
21 ここでは、個々のアプリケーションを作成・提供する事業者を「アプリケーション提供事業者」、それらを利用者

に提示・提供するプラットフォームを提供する事業者を「コンテンツ配信事業者」と表現している。 

出典：ＷＧ第９回会合資料９「第三者機関としてのスマートフォンへの対応」 

（一般社団法人モバイルコテンツ審査・運用監視機構） 
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ーネット利用環境の整備に関する社会的な責任を果たす一環として、このような

第三者機関による認定制度の仕組みに積極的に対応することにより、利用者にと

って、客観的に青少年保護対策を講じていることが明らかとなる。その結果、青

少年による利用の拡大にもつながり、青少年がスマートフォンによる、より大き

な利便を享受することに寄与することをこれらの事業者が認識し、適切に対応す

ることが求められる。 

 

 ② 利用者の年齢認証の取組 

   多数の青少年が利用するコミュニケーションやゲーム等に係るアプリケーショ

ン提供事業者やコンテンツ配信事業者が、年齢による機能制限（いわゆる「ゾー

ニング」）22を行うことにより、青少年の被害の防止の実効性を高めることは、青

少年保護の観点から重要な取組である。携帯電話インターネット接続役務提供事

業者が保有する利用者の年齢情報について、利用者からの有効な同意のもとで提

供を受けることにより、利用者の年齢認証を活用することができ、より実効性の

ある対策を講ずることが可能となる。このため、既に年齢認証を行っている事業

者はもとより、現時点では行っていない事業者においても、携帯電話インターネ

ット接続役務提供事業者と連携し、このような取組が進められることが期待され

る。 

 ③ 個人間メッセージの内容確認 

   従来から、SNS サービスをパソコンで利用する場合を中心として、コミュニテ

ィサイト等事業者が行っているミニメールの内容確認23は、このアプリケーション

等に起因する青少年の被害の増大に対する実効性ある対応策の一つとして、本研

究会における法的な位置づけの整理24の下で実施され、一定の成果を挙げている。 

   より携帯性が高く長時間利用傾向にあるスマートフォンの場合、ソーシャルメ

ディア、コミュニケーションアプリにおける個人間のメッセージ交換等において

も、青少年の被害に関して上記と同様あるいはそれ以上の危険が生じることも懸

念されることから、コミュニティサイト事業者等においては、ミニメール内容確

認と同様に利用者の有効な同意を得て、青少年保護の観点から、メッセージの内

容確認を行うことを様々な取組の中で有効な施策の一つとして検討すべきである。 

                                                 
22 利用者検索機能やミニメール機能等、面識のない他人同士の接触を容易にし得る機能について、利用者の年齢やフ

ィルタリングへの加入状況に応じて利用可能な範囲を制限するもの。 
23 いわゆる「ミニメール」は、SNS等のサイトに会員登録を行っている利用者の間でメッセージを交換するサービ
スであり、発信者がその運営者の管理するサーバにメッセージを発信・記録し、受信者が当該記録されたメッセー

ジを閲覧（受信）することによって通信が行われるもの等がある。 
24 2010年（平成22年）５月の第二次提言。Ｐ９～Ｐ17において整理されている。具体的には、Ｐ17において「「ミ
ニメール」が通信当事者の範囲について特段の前提条件なく提供されている場合、内容確認を追加的に行うに際し

ては、利用者から有効な同意を取得することにより、通信の秘密の保護との関係で問題なく実施することができる」

と整理されている。 
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（４） 保護者・青少年 

  第１章で論じたように、中学生・高校生及びその保護者に対して実施した意識調

査において、無線 LAN 利用においてフィルタリングがかからない場合があることに

ついては、中学生・高校生の認知率は約６割、保護者の認知率は４割前後にとどま

っており、中学生・高校生の認知率を引き上げる必要があるだけでなく、保護者に

おける、より一層のリテラシー向上が強く求められる結果となっている。 

  特に保護者の場合、 

 ① スマートフォンにおけるフィルタリングの仕組みとその現状、 

 ② 無線 LAN やアプリケーションを利用する場合にフィルタリングがかからないリ

スクがあること及びそれに対する対応の方法、 

 ③ あるアプリケーションをフィルタリングの対象から除外するためには、保護者

の判断に基づく、保護者の不要申出によりフィルタリングを解除するほか、カス

タマイズ機能により保護者が個別に対応することが可能であること 

 等について、正しく理解することが重要である25。 

 

  総務省では、各総合通信局等が地域のコーディネータとして、全国高等学校 PTA

等の地域の関係者と連携し、地域に密着した草の根レベルでの勉強会、研修会など

を全国で展開しているが26、保護者・青少年においては、このような取組も活用し、

最新の情報を積極的に情報共有すべきである。 

 

  

                                                 
25 なお、保護者等のリテラシー向上に向けた取組は、第３章において詳述している。 
26 2012年度（平成24年度）の一年間では、約 1,600講座を開催したところである。 
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