
これまでの検討会における主な意見(10/1 時点) 

 

 

第 21 回～第 24 回検討会での議論及び書面意見を、青少年インターネット環境整備法の

基本理念に基づき整理。 

 

１ 民間主導で「青少年保護・バイ・デザイン」の理念を実現するために 

１-(１) 青少年のインターネット利用に関連する事業者等の責務・役割の再整理 

１-(２) 受け手（消費者）の視点に立った民間主導の取組の促進・支援等 

１-(３) 第三者機関に求められる取組等 

 

２ リテラシー教育・普及啓発等の充実強化 

２-(１) 子育てのライフサイクルを見据えた教育・啓発等の充実強化 

２-(２) 地域社会に根差した持続可能な取組の促進・支援等 

２-(３) 実証的なエビデンス等に基づく取組の高度化・技術開発の促進等 

 

３ 青少年有害情報の閲覧の最小化 

３-(１) フィルタリング等の閲覧機会の最小化のための取組の充実強化 

３-(２) 青少年有害情報に係る被害防止・被害拡大防止対策の充実強化 

３-(３) 実証的なエビデンス等に基づく取組の高度化・技術開発の促進等 

 

※小見出しについては、事務局にて、議論及び書面意見の内容を分類 
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１ 民間主導で「青少年保護・バイ・デザイン」の理念を実現するために 

１-(１)青少年のインターネット利用に関連する事業者等の責務・役割の再整理 

 

青少年のインターネット利用環境が大きく変化しており、公衆無線 LAN 接続に

よるインターネット接続、あるいは、MVNO(仮想移動体通信事業者)等の新しい

接続サービスによるインターネット利用機会が多くなってきている。事業者の

意識も変わってきており、事業者の多様化が進んでいる。青少年の利用実態も

大きく変化しており、保護者のリテラシーや問題意識が不足しているのではな

いかという状況が非常に多く指摘されている。こういう状況において、フィル

タリング等については、スマートフォンの環境の下においては、携帯電話事業

者、アプリ事業者、OS 事業者、それに MVNO 事業者等、多様な事業者が存在して

おり、その役割と連携状況が見えにくくなっているという実態がある。【第 24

回検討会：清水座長】 

フィルタリングと普及啓発が重要だと二本柱でスタートしてきたが、予想以上

に社会の変化、技術の変化が著しく、後追い後追いでずっときたということか

と思う。【第 21 回検討会：清水座長】 

フィルタリングをきちんと設定するのでなく、何かあったら保護者がペアレン

タル・コントロールで許可をして使えるようにして適切に使ってくださいなど

と、保護者のペアレンタル・コントロールというものを逆手に取る事業者が見

受けられるのは大変残念な傾向。従来までは、必ずフィルタリングをかけた状

態で安心して使える環境を企業が作って提供する、それが青少年向けの努力義

務だったにもかかわらず、ペアレンタル・コントロールという言葉が一人歩き

して、保護者が許可リストに入れればいいのであれば、あえてフィルタリング

に対応しなくてもいいではないかというような傾向が見受けられる。保護者が

許可をすれば外せるというところを逆に利用して、最初からフィルタリングを

外す形で購入されてスマートフォンを所持する子供が大変増えている状況。【第

21 回検討会：尾花委員】 

ゲーム機を通じたインターネット利用についても、小さな子供が使っているも

のについては、最低限のフィルタリングをかけるのか、かけないのか、また、

初めからセットするのかしないのか等、もう一回、日本の国内でインターネッ

トを利用する際に最低限必要な（フィルタリング等の）利用方法はどうあるべ

きか再検討すべき。【第 21 回検討会：高橋委員】 
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いわゆる低価格のスマートフォン等の端末が販売されているが、家庭内で 18 歳

未満の者がこれらの端末を利用することを想定したフィルタリング等の設定が

用意されていない、店頭での販売に際し 18 歳未満の者の利用に関して説明が十

分になされていない等の状況が認められるのは問題。市場に新たに参入する事

業者が、このような低価格帯のスマートフォン等の端末機器を出される場合に

は、青少年のインターネット環境が守られるよう、フィルタリング等の仕組み

がきちんと組み込まれているのか、フィルタリングの設定が用意されていない

場合の理由は何か、その場合、18 歳未満には販売しない、また、利用させない

ように販売段階で適切に説明・情報提供等がなされているのか、販売段階での

説明や情報提供の体制はどうか等、総務省・経済産業省においてヒアリング等

通じて、青少年ネット環境整備法の適切な履行につき注意喚起すべき。業態が

異なる新しい事業者の参入により、17 条の事業者の義務が適切に履行されてい

ない、青少年のインターネット環境が守られないという危機感をひしひしと感

じている。施策等の見直しに際しては、そのような企業へのメッセージも入れ

る必要あるのではないか。【第 22 回検討会：尾花委員】 

関係者にとっては、業態が違うとか、ネットワークが違うとか、業種が違うと

かそういうものが見えるが、消費者たる保護者にとっては、学習タブレットも、

通常の携帯電話会社の提供しているタブレットも同じタブレット。MVNO 事業者

の安いスマートフォンも、キャリアのしっかり説明して販売されているスマー

トフォンも同じスマートフォン。知識を持っている側がそれを分けて考えて、

ここはいいけれども、こちらはやらなくてはいけないという棲み分けをするの

ではなくて、手に取る消費者が同じに見えるものに対しては、同じような対策

をとらないといけない。消費者が混乱して、そのリテラシーが低いということ

で済ませてしまっては、一番被害に遭うのは子供達。例えば、青少年向けでは

ない端末を開発して売る場合には、青少年向けではないと店頭で説明して販売

させるということもあっていいのではないか。また、ある一つの視点、例えば、

買いに行くという行動から見たときに、どのようなものを手にしたときでも同

じように理解できるような最低限の物差しみたいなものを提供するなど、青少

年バイ・デザインではないが、必要なところは、法令を含め、早急にどんなに

手間でも組みかえる必要があるのではないか。【第 24 回検討会：尾花委員】 
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青少年のインターネット環境整備については、新しい問題が出てくる中で基本

ラインを忘れているところがあるのではないか。青少年が安全に安心してネッ

トを使える環境を作るということで、最低限何が一番適切な方法なのかという

ことでフィルタリング等の話が出たが、いろんなアプリが出てきて、当然、フ

ィルタリングがあるとアプリが使えない。そして、これが黙認されているよう

な現状ができている。今後の検討に際しては、もう一回原点に戻って、やはり

最低限どういったことをしなければならないのか、そういったすり抜ける道が

幾つかあるのであれば、それをどこかでとめる方法なり、ある程度法的なもの

で強制しながらでもフィルタリング等の最低限のシステムは導入すべきなのか

どうか、そういうことも踏まえて検討すべき。【第 21 回検討会：高橋委員】 

原点に戻って、青少年インターネット環境整備法を今の時代に合うように少し

ずつ改正していくことが必要でないか。落とし穴が増えたため、うまく補正で

きればと思う。【第 22 回検討会：高橋委員】 

事業者に対しては、青少年、18 歳未満の子供たちはフィルタリング前提なので、

青少年向けの安全な環境を提供するのが義務であり、責務であるともう一度原

点に立ち返るよう強調していくことが必要。【第 21 回検討会：尾花委員】 
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青少年ネット環境整備法は、現在も５割近くの保護者や関係者がフィルタリン

グを利用しており、その重要性は非常に高い。しかし、今の社会環境の中で、

フィルタリングのあり方に盲点があり、フィルタリングが進まなくなり形骸化

しているのか、それともリテラシーの低さからそのようになっているのか、フ

ィルタリングのあり方をきちんと検討しないと盲点ばかりになってしまう可能

性が高まる。以前は、携帯電話会社に依頼すればフィルタリングがかかるとい

う状況であったが、今はそのような状況ではなく、全ての事業者が参入する可

能性があるということを踏まえて、インターネット環境整備法でどのようにフ

ィルタリングというものを押し進め、日本の青少年のインターネット利用環境

を守るか検討しなければならない。そのためには、省庁間の連携をより効果的

なものとすべきであり、経済産業省は、市場に参入する企業が青少年のインタ

ーネット利用環境の整備に関し、法やマナーを守るような環境の整備を図るべ

き、また、総務省は、フィルタリングに関し、どのようなことを事業者に対し

て求めることができるのか、また、成長段階等に応じ、段階的にフリーに使え

る大人を育てていくためのプログラムとして利用させていくのか検討すべき。

そして、このようなフィルタリングのあり方が社会の中で受け入れられるよう

な状況づくりを関係省庁が連携して効果的に進めるべき。【第 22 回検討会：曽

我委員】 

今の状況は、青少年インターネット整備法ができる前に戻ったというふうに考

えるべき。今の青少年インターネット整備法では対処できないような社会状況

になっている。フィルタリングを設定してから販売することにご同意いただき、

かなりの子供達が設定したまま利用するような環境になり、その中で第三者認

定を受けて、第三者から見てもそれだけの対策をしているからいいだろうとい

うことで、保護者の同意を求める形で外したり、EMA 認定の場合にはフィルタリ

ングをしたものが使える状況ができていた。今は、いろいろな機器があるが、

全てにおいて、そういう状況をもう一度作り直さなければならない状況にきて

いる。何を見直さなければいけないのか、新しい現状に合う法律の状況が生み

出されるように検討を進めるべき。【第 24 回検討会：曽我委員】 
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青少年を取り巻くインターネット環境の変化に対応するためには、フィルタリ

ング提供義務を有する事業者や閲覧制限の対象となる事業者等、関係する事業

者が従来以上に高い意識を持ち、企業の社会的責任として同じ土俵に乗った対

策を強力に講じる必要がある。対外的に説明できる青少年保護対策を関係事業

者が今、このタイミングで講じなければ取り返しがつかないことになりかねな

いのではないか。具体的には、携帯電話やスマホでネット接続を提供する事業

者は、既存利用者への対応強化を含め、従来以上にフィルタリングの設定支援、

リスク説明を重点的に行う、青少年の利用が拡大しているアプリでは、十分な

青少年保護措置とともに、第三者機関の認定を取得するように努める、法制定

以降普及したさまざまなネット接続端末にもフィルタリング機能を持たせるな

ど、関係者が一体となった環境整備を迅速に強力に進めなければならないので

はないか。民間での取組が迅速に進まないようであれば、現行法の見直しを真

剣に検討すべきではないか。【第 21 回検討会：曽我委員（書面）】 

スマートフォンを始めとする各種のインターネット接続機器が次々に登場した

り、アプリケーショ等を通じた多様な新サービスが開発される状況は今後も継

続し、青少年が直面するネットの危険性は常に多様に変化し続けることが予見

される。また、利用者が求める利便性の向上、高機能化や選択肢の拡大は、不

可避的に操作や設定の複雑化を招く傾向があることも否めない。フィリタリン

グやペアレンタルコントロール等により、保護された環境を青少年に提供する

努力は関係者により、今後も継続、強化が図られるべきだが、これらの取組だ

けでは一定の限界があることも認識される必要。また、海外における状況と比

較しても、我が国の規制やその実施状況という面での環境整備が著しく遅れて

いる状況にはないと認識。【第 23 回検討会・奥山委員（書面）】 

法律改正についての御意見も、それを目指した形の御意見もあったが、この点

については、関係府省に任せるということではなく、我々としても、具体的に

どうありたいのかということをもう少し具体的に議論していくことも必要。【第

24 回検討会：清水座長】 
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いろいろ御提言いただいたとおり、原点に返って有効に適切に法律が運用され

るように御努力いただこうというのはよくわかるが、一方で、法律を実効的に

運用しようとするときは、インターネット関係の法律は、いろいろなものの事

由の上にバランスを取ってなり立っているため、ファクツ・ファインディング

が重要という意見があったが、バランスを取りつつ検討することが重要。原点

として、きちんと安心してインターネットを利用できるようにして、過保護で

なく、プールにいきなり放り込むことはしないけれども、泳がせながら泳ぎが

上手になるようにやろうと言ってきた法律であり、一つの法律で何でもできる

のかというところのバランスだけは失わないように議論していくべき。【第 22

回検討会：藤原座長代理】 

やはり大切なのは、インターネットを安全で安心して使える環境を作るという

ことであり、計画の中では確かに「規制する」という部分ももちろん必要であ

り、一定の「制裁をする」、あるいは警察により犯罪は撲滅していただかなけれ

ばならないが、できる限り計画の中にバランスよくベストプラクティスも含め

たものを組み込んでいくというのが、私たちがこの間考えてきたものだと思う。

是非、全体としてそうした前向きなバランス感覚を持ったものになればと思う。

【第 23 回検討会：清原委員】 

インターネット環境における青少年保護とはどうあるべきかを改めて関係事業

者間で確認し、現状ある制度がそのような観点から有効な制度となっているか、

まず、原点に立ち返って考えるべき。その際、インターネットの利用における

自己責任という考え方は、判断が未成熟な青少年には当てはまらないこと、及

び、保護者のリテラシー能力の不足による不利益を、保護者を自ら選択できな

い青少年が負担すべきではないことを、改めて確認すべき。【第 23 回検討会：

モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 
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スマートフォン等の多種類の通信デバイスの登場により、①フィルタリングの

仕組みそのものが複雑になり、保護者による対応が難しくなったこと、②自主

的取組に積極的でない事業者（法的根拠のない規制に応じない事業者を含む。）

の数多い参入などを理由として、制度開始時のコンセプトが大きく崩れている。

継続的に努力している一部の事業者に過大な負荷がかかる一方、それに見合う

メリットがないため、青少年のインターネット環境が整備されないという悪循

環が生じている。保護者への啓発はもとより、提供事業者、OS プラットフォー

ム、通信機器等により異なるフィルタリング提供の仕組みをより簡便化し、統

一感のあるものとするとともに、自主的取組に積極的でない事業者について、

これまでのインターネット上の青少年保護の取組に協調させる対策について、

法的制度を含め検討する必要があるのではないか。【第 23 回検討会：モバイル

コンテンツ審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 

現状、青少年保護の仕組みが全体として問題となっているのであり、青少年有

害情報の流通に係る特定サーバ管理者の責任を個別に議論する前提が崩れてい

る。特定サーバー管理者の責任は、青少年のインターネット利用環境が適切に

整備される一環の中で検討されるべき。【第 23 回検討会：モバイルコンテンツ

審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 

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に関する施策

が沿うべき基本的な考え方を確立し、インターネットの利用環境の変化を前提

に、各関係者の責務を包括的に整理し直すとともに、各関係者に求められる役

割をより具体的に整理する必要がある。【第 23 回検討会：一般社団法人インタ

ーネット・コンテンツ審査監視機構（書面）】 
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青少年保護の効果を高めるためには、これまでの対処療法的な取組から、原因

療法的な取組に転換していくことが必要。「青少年保護バイ・デザイン」の理念

は、この原因療法を可能とするもの。事業者の WEB サービスに対する製品等の

デザインのみならず、政策デザイン・教育デザイン等の関係分野全てにおいて、

「青少年保護バイデザイン」の理念が適用できるはず。この理念を反映させた

政策、技術的保護、啓発教育を行い、民間の自由な経済活動と青少年保護と利

用のバランスを実現させるための方策としては、行動心理学・講堂経済学の知

見を活かした社会的なルールの促し（規制ではなく、利用者を自然に望ましい

方向に導く取り組み）、認知行動科学の知見を活かしたサービス設計（SNN サイ

トのゾーンニングや第三者機関の認証等）、「リテラシー教育分野」と「規範教

育分野」を連携させ、「心のケア」も取り入れた効果的な啓発教育、予測分析的

なアプローチの活用等の方向に可能性が見いだせるのではないか。【第 23 回検

討会：一般社団法人インターネット・コンテンツ審査監視機構（書面）】 

電気通信事業者協会では、会員は、旧一種の事業者が主になっており、MVNO は

含まれておらず、これらの取組については私どもから直接何か申し上げること

はできない。MVNO も多々あり、実際に子供が使われるような形態の MVNO もあれ

ば、そうではない MVNO もあるかと思うが、青少年を対象とした商品については、

当然一事業者としては、子供をターゲットにして商品、サービスを開発するの

であれば、法の規定とかを問わず、やはりそれなりにきちんと供給者側で配慮

した上でサービスを提供するべきではないかと考える。電気通信事業者協会に

MVNO 関係者に入っていただくとか、何かの折に一緒に参加するなどの取組の方

向性については、現時点で具体策はないが、総務省等とも相談しながら取り組

んでいくべきことと認識。【第 24 回検討会：電気通信事業者協会】 

携帯以外の新たなデバイス（I-PoD touch、ウォークマン等）への対処について

は、インターネットへ接続可能な端末・形態が多様化する中で、インターネッ

ト上の危険性に直面する可能性のある青少年自身と保護者が、今後のインター

ネット社会においてどのようにインターネットの接していくのが望ましく、リ

テラシー向上や危険性に対する認識を醸成するために、教育現場、行政、事業

者等の関係者がどのような役割を果たすべきなのか、という観点からも一層議

論を深めるべき。【第 24 回検討会：電気通信事業者協会（書面）】 
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青少年インターネット環境整備法の最大の目的は、青少年のインターネット利

用環境の整備であり、青少年の利用環境に応じた対策が考えられるべき。つま

り、利用者の認識に応じた対策が講じられるべきであり、機器ベースではなく、

青少年の利用実態に応じた対策をすべきであり、どのデバイスから接続しても、

同じ接続環境が確保されることが必要。携帯電話以外の青少年が多く利用する

インターネット通信端末機器においても、インターネット上の青少年保護が現

状に即し、かつ、急激な技術の変化に対応できるよう、早急に青少年の利用環

境に応じた実現可能で効果的な対策を検討すべき。【第 23 回検討会：モバイル

コンテンツ審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 

事業者は、販売店に対する条例の周知について「代理店契約の関係ですべての

販売店に周知はできない」との回答。そのため、条例周知及びフィルタリング

利用の普及のため県警職員が各販売店を訪問する結果となったが、この周知活

動さえも急な訪問、キャンペーン時の訪問は避けてもらいたい等と決して協力

的ではない。販売店は、「説明して、解除されるなら販売店に責任はない」とい

う認識であり、事業者、販売店は、携帯電話にまつわるトラブル事例が数多く

発生する現状を改善するための十分な努力を行っていないのが現状。問題は、

販売時に説明する内容が保護者に理解できないこと。本県では実機を使用した

保護者対象の出前型の教室を開催するが、本来は、このような取組は事業者の

自主な取組の一環としてなされるべきであり、販売店に対する指導も同様にな

されるべき。事業者の「自主的な取組」によるという趣旨に、国も事業者も十

分対応できていない。法の枠組みを遵守するならば、事業者の自主的な取組と

して保護者に対する教育を行わせるよう、国、地方公共団体等が場合によって

は、法令を改正しても行わせることを検討する必要があるのではないか。【愛知

県（書面）】 

インターネットの適切な利用に向けて、保護者等は適切な判断を下すために必

要な知識・能力を身に付けることが求められるが、携帯電話インターネット接

続役務提供事業者等は、フィルタリング機能等を確実に提供する役割とそれを

利用するものが適切に判断を下せるよう、判断材料の情報提供やリテラシー能

力の向上に向けてサポートを行うことが求められる。【香川県（書面）】 
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携帯電話等に限らず、携帯ゲーム機をはじめインターネットに接続できる機器

の普及に伴い、少年が有害情報等に接する危険性も増大。また、学校現場（特

に小学校）においても、携帯ゲーム機を通じて児童が有害情報等に接すること

が危惧されている状況。携帯電話事業者に限らず、インターネットに接続可能

な機器を製造・販売する業者等を巻き込んだ対策の推進を検討する必要。【熊本

県（書面）】 

インターネット接続役務提供業者，フィリタリング関係事業者，特定サーバー

管理者等を利用する者は，一つの地域にとどまることなく広範囲の場所から無

差別に利用している現状。そのため、上記業者等へ対する助言・指導を行うた

めの法整備・改正等は，一つの県だけの問題ではなく，国全体の実行性のある

法規制の見直しが必要。【鹿児島県（書面）】 

法第３条第３項の基本理念のとおり、国及び地方公共団体は、民間における自

主的かつ主体的な取組を尊重すべき。【鹿児島県（書面）】 
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１-(２) 受け手（消費者）の視点に立った民間主導の取組の促進・支援等 

 

関係者にとっては、業態が違うとか、ネットワークが違うとか、業種が違うと

かそういうものが見えるが、消費者たる保護者にとっては、学習タブレットも、

通常の携帯電話会社の提供しているタブレットも同じタブレット。MVNO 事業者

の安いスマートフォンも、キャリアのしっかり説明して販売されているスマー

トフォンも同じスマートフォン。知識を持っている側がそれを分けて考えて、

ここはいいけれども、こちらはやらなくてはいけないという棲み分けをするの

ではなくて、手に取る消費者が同じに見えるものに対しては、同じような対策

をとらないといけない。消費者が混乱して、そのリテラシーが低いということ

で済ませてしまっては、一番被害に遭うのは子供達。例えば、青少年向けでは

ない端末を開発して売る場合には、青少年向けではないと店頭で説明して販売

させるということもあっていいのではないか。また、ある一つの視点、例えば、

買いに行くという行動から見たときに、どのようなものを手にしたときでも同

じように理解できるような最低限の物差しみたいなものを提供するなど、青少

年バイ・デザインではないが、必要なところは、法令を含め、早急にどんなに

手間でも組みかえる必要があるのではないか。【第 24 回検討会：尾花委員】(再

掲) 

ゲーム機等の通常のインターネット端末と言われていなかったものの事業者が

歩み寄っていただいて、社会的責任も含めて青少年のネット環境を守っていこ

うという傾向がみられる一方、フィルタリングをかけた状態では使えない、使

う際には外すか、ペアレンタル・コントロールで特別な設定をしてほしいと逃

げてしまっている事業者も出てきているのが現状。この問題はいくらこの場で

言及しても解決策にはならないのではないか。Android と iPhone ということで、

２種類のものがあるがために、片方はそういう制約がきちんとでき上がってい

て、片方はでき上がっていない。端末を両方とも子供が使っている状態でとい

うことだと、事業者さんもどうもすり抜けられるような隙間ができてしまって

いるのではないか。全て iPhone が Android ほどきちっとした環境づくりをして

くれて、いろいろな細かな設定もできるようになっていったら、逆にいろいろ

青少年が使っているアプリも整備せざるを得なくなるのではないか。【第 21 回

検討会：尾花委員】 
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EMA の認定を受けていなくて、それによって LINE を使い続けたい人がフィルタ

リングを外すからフィルタリング率が落ちているということだが、フィルタリ

ング率が落ちるのを防ぎたいのか、あるいは LINE を使って問題が起きるそのも

のを減らしたいのか。当然後者だと考えるが、ややもすると、前者のような響

きがあるので、その辺ははっきりさせた上で議論を展開すべき。要するに EMA

認定ありきで全ては解決しない。【第 21 回検討会：吉田委員】 

青少年がよく使うアプリケーションや SNS のサービスについては、現在、EMA 認

定を受けてフィルタリングがかかった状態で使えるようになっていない事業者

は、青少年の安全で安心なインターネット環境づくりのための計画案を出して

もらうような働きかけはできないか。【第 21 回検討会：尾花委員】 

事業者として非常に幅広い人が関係しているので、その人たちに、この青少年

を守る仕組みづくりということに関してきちっと理解していただくことが極め

て重要。事業者宛てのパンフレット的なものを作成して、それを全国的に普及・

周知していくということが必要ではないか。知恵を出して、どのようなことを

事業者に知ってほしいのか。時間とともに変わる面に対してどういうふうに対

応していくかということも含めて検討していくべきいではないか。【第 21 回検

討会：清水座長】 

企業の社会的責任の履行を促進する観点から、事業者に対して、企業としての

社会的責任はこういうことが求められていますというパンフレットはいいアイ

デア。EMA 認定を外してもいい、お金もかかるしやめようなどという企業が後に

続かないためにも、事業者に企業としての社会的責任の履行を促すパンフレッ

トをつくるような取組は、是非前向きにやっていくべき。また、逆にそういう

指針があれば、事業者もやりやすいのではないか。事業者としてそのような計

画を作る場合はもちろん、方向性として、一定の方向性を保っていただけるよ

うに事業者に周知してその主体的な取組を促進・支援する状況が一番望ましい

のではないか。【第 21 回検討会：尾花委員】 

子供たちをしっかり守るために心を鬼にしてでもみんながもう一回力を再結集

する必要。みんな手出し弁当でやっているところ、予算等につき何らかの資金

的な援助でもあればいいのだが。【第 23 回検討会：高橋委員】 
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スマートフォンの発売により、フィルタリングの普及・周知に係る取組が崩れ

た。フィルタリングをみんなしなくてはいけない、8～9 割に行くなと思ったと

きに、社会で大人が使う道具としてこれはいいというものが出てくると、大人

が子供まで巻き込んでそれを利用する状況に無料というためになってしまう、

これは今後も続くだろうと思う。既にある会社に対しては、１年半にわたって

青少年インターネット整備法に基づいて、青少年保護・バイ・デザインの意思

を持って早く青少年対策をしてフィルタリングして使えるようにお願いしてい

るが、いまだにそのような対応が講じられないということは、今後、やはりそ

ういう企業が増えていくということを前提に考える必要があるのではないか。

企業による主体的な青少年保護・バイ・デザインの取組が進まない中で、フィ

ルタリングを進めるためには、企業が青少年保護・バイ・デザインでそういう

取組をしない限り消費者は使わないのだというぐらいの啓発をしていかなけれ

ばならないのではないか。青少年インターネット整備法の今回の改正は、企業

の信頼を高めるためにも論議すべき。【第 23 回検討会：曽我委員】 

今はいろいろな技術発展の中で、ネット業界の方が変に安心を決め込んでいる

ところがあるのではないか。青少年を扱わなくて大人対象にしているというこ

とをはっきり言っている会社もある。全国約 1,500 万の生徒たちのためにどこ

までやるのか。1,500 万人のほとんど守ったけれども、残りの 300 人のためにい

ろいろな規制をしなければならない、というではなくて、やはり我々は全員を

守ろうとしている、この根底があると思うので、ここで手を抜いてはだめだと

いうことを業界はもう一回認識していただきたい。【第 23 回検討会：高橋委員】 

やはり大切なのは、インターネットを安全で安心して使える環境を作るという

ことであり、計画の中では確かに「規制する」という部分ももちろん必要であ

り、一定の「制裁をする」、あるいは警察により犯罪は撲滅していただかなけれ

ばならないが、できる限り計画の中にバランスよくベストプラクティスも含め

たものを組み込んでいくというのが、私たちがこの間考えてきたものだと思う。

是非、全体としてそうした前向きなバランス感覚を持ったものになればと思う。

【第 23 回検討会：清原委員】(再掲) 
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電気通信事業者協会では、会員は、旧一種の事業者が主になっており、MVNO は

含まれておらず、これらの取組については私どもから直接何か申し上げること

はできない。MVNO も多々あり、実際に子供が使われるような形態の MVNO もあれ

ば、そうではない MVNO もあるかと思うが、青少年を対象とした商品については、

当然一事業者としては、子供をターゲットにして商品、サービスを開発するの

であれば、法の規定とかを問わず、やはりそれなりにきちんと供給者側で配慮

した上でサービスを提供するべきではないかと考える。電気通信事業者協会に

MVNO 関係者に入っていただくとか、何かの折に一緒に参加するなどの取組の方

向性については、現時点で具体策はないが、総務省等とも相談しながら取り組

んでいくべきことと認識。【第 24 回検討会：電気通信事業者協会】(再掲) 

青少年保護の効果を高めるためには、これまでの対処療法的な取組から、原因

療法的な取組に転換していくことが必要。「青少年保護バイ・デザイン」の理念

は、この原因療法を可能とするもの。事業者の WEB サービスに対する製品等の

デザインのみならず、政策デザイン・教育デザイン等の関係分野全てにおいて、

「青少年保護バイデザイン」の理念が適用できるはず。この理念を反映させた

政策、技術的保護、啓発教育を行い、民間の自由な経済活動と青少年保護と利

用のバランスを実現させるための方策としては、行動心理学・講堂経済学の知

見を活かした社会的なルールの促し（規制ではなく、利用者を自然に望ましい

方向に導く取り組み）、認知行動科学の知見を活かしたサービス設計（SNN サイ

トのゾーンニングや第三者機関の認証等）、「リテラシー教育分野」と「規範教

育分野」を連携させ、「心のケア」も取り入れた効果的な啓発教育、予測分析的

なアプローチの活用等の方向に可能性が見いだせるのではないか。【第 23 回検

討会：一般社団法人インターネット・コンテンツ審査監視機構（書面）】(再掲) 

青少年がインターネットを利用する上で、関係者が共有するリスクの度合いを

図る水準やこれらに該当するサイトやサービスの情報が提供されておらず、利

用者や保護者は自身の判断力のみに従って対応しなければならない。【第 23 回

検討会：モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 
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SNS 等を運営する大手サイト運営者は、青少年の利用制限があることや注意事項

が多くあることを、その理由とともにわかりやすく説明すべき。そして、その

説明（簡単なテストを組み込んでもよい）を見た後でないと利用開始できない

ような仕組みを構築すべき。最初のアカウント登録時こそが肝心。また、青少

年の初心者トラブルを想定して、利用規約の例外として、例えば、利用規約違

反ではない場合でも、その情報がインターネットに掲載されているためにいじ

めに遭ったり、将来に影響してしまう場合等に適切に対応できるよう、「青少年

のための特別措置」を設けるとよいのではないか。【第 24 回検討会：一般財団

法人インターネット協会（書面）】 

新たな情報機器やサービスを始め，民間企業による多様な商品・サービスの提

供は，消費者としての子供・若者に様々な影響を与えるものである。子供・若

者の健やかな成長を支えることは社会全体の責任であることや，子供・若者の

問題は大人社会の問題であることを踏まえ，行政のみならず民間企業を始めと

する全ての組織・個人が，当事者意識を持って，それぞれの役割や責任を果た

し，相互に協力・補完しながら，子供・若者の育成に取り組むことが肝要であ

る。【「子ども・若者育成推進大綱の総点検報告書」】 

現状においては、青少年に対し安全で安心な利用環境を整備するためには、フ

ィルタリングを利用することになるが、その方法が複雑化しており、保護者に

おいて十分理解しにくい状況。このため、国において、事業者により積極的に

関与し、安全・安心な環境の整備が強化されるよう、○国の主導により、事業

者と連携して、利用者のニーズに合った簡便で高性能のフィルタリングの開発

する、また、○青少年に対し、フィルタリング設定をしない状態でのインター

ネット端末機器の販売又は提供を禁止するなど、特段の措置を講じていただき

たい。また、法整備までの間、青少年のフィルタリング利用率が一定以上の事

業者に対する、優良事業者の認定や税制上の優遇措置を行うなどのインセンテ

ィブについて検討いただきたい。【群馬県（書面）】 

携帯ゲーム機や携帯音楽プレイヤー等、無線通信によりインターネット接続が

可能な機器が増えており、現行法で事業者にフィルタリング提供義務が課され

ているが、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の

ためには、当該機器の製造事業者に対するフィルタリング提供の強化や、販売

時における説明等の措置について、関係省庁から事業者への働きかけを求める。

【千葉（書面）】 
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事業者は、販売店に対する条例の周知について「代理店契約の関係ですべての

販売店に周知はできない」との回答。そのため、条例周知及びフィルタリング

利用の普及のため県警職員が各販売店を訪問する結果となったが、この周知活

動さえも急な訪問、キャンペーン時の訪問は避けてもらいたい等と決して協力

的ではない。販売店は、「説明して、解除されるなら販売店に責任はない」とい

う認識であり、事業者、販売店は、携帯電話にまつわるトラブル事例が数多く

発生する現状を改善するための十分な努力を行っていないのが現状。問題は、

販売時に説明する内容が保護者に理解できないこと。本県では実機を使用した

保護者対象の出前型の教室を開催するが、本来は、このような取組は事業者の

自主な取組の一環としてなされるべきであり、販売店に対する指導も同様にな

されるべき。事業者の「自主的な取組」によるという趣旨に、国も事業者も十

分対応できていない。法の枠組みを遵守するならば、事業者の自主的な取組と

して保護者に対する教育を行わせるよう、国、地方公共団体等が場合によって

は、法令を改正しても行わせることを検討する必要があるのではないか。【愛知

県（書面）】(再掲) 

青少年がインターネットに接続する通信端末は、携帯用ゲーム機や音楽プレー

ヤーなど多岐に亘る現状で、これらの機種が携帯性に優れ、保護者の目が届か

ない屋外で無線ＬＡＮを通じて容易にインターネットにアクセスできること

や、且つ購入に際しては青少年が単独で行えることから、インターネット接続

端末を与えているという認識のない保護者も少なくはなく、犯罪被害に遭う事

例も多く報告されている状況から、これら関係企業の自主的な取組を更に促進

していく必要。【和歌山県（書面）】 

青少年の安全なインターネット利用については、「青少年インターネット環境整

備法」により取組が行われているが、現状に即しておらず、必ずしも有効な対

策が講じられておらず、各等道府県の条例で補完している現状である。上記法

を早急に改正し、事業者も含めた対策を全国で統一的に取り組めるようにして

ほしい。地方でも事業者等と連携した取組が進められているが、効果は限定的

なので、中央省庁と民間事業者等が連携して、より一層効果的な事業に取り組

めるような体制を検討してほしい。【島根県（書面）】(再掲) 
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携帯電話等に限らず、小学校就学以前の幼児等から使用している携帯ゲーム機

器についてもインターネット接続可能である。特に幼児や小学生については、

保護者によるペアレンタル・コントロールがなされなければ、有害情報等に関

する知識がなく、知らないうちにインターネットを介した犯罪被害に巻き込ま

れたり、有害情報を閲覧する等の可能性が高い。子どもを犯罪被害・有害情報

から守るためには、保護者に対するペアレンタル・コントロールの必要性・重

要性を周知させる等、情報リテラシーの更なる向上を図る必要。また、そのよ

うな機器を製造・販売する側においても、どのような危険性があるのか、また、

どのようなサービスを受けることが出来るのかを責任を持って周知説明する必

要。【熊本県（書面）】 

近年、ネットいじめの形も変わり、無料通話アプリ（LINE 等）を使っての誹謗

中層の書き込み、特定の友達の外し、恥ずかしい画像の送り合い等がトラブル

原因となっている。無料通話アプリの特性として、「友だち」でないと内容が確

認できないため、従前のネットパトロールでは、発見することができない。本

人や関係者の訴えがないといじめの事実が内在化してしまう可能性が高い。青

少年の無料通話アプリ使用率の高さを考えると、アプリ提供会社が監視機能を

強化し、不適切な書き込みや画像を管理していく必要【浜松市（書面）】 

青少年がフィルタリング機能を敬遠する理由の一つとして、無料通話アプリ

（LINE）の利用ができなくなることが考えられる。携帯電話会社によっては、

設定により無料通話アプリが利用できるフィルタリングもあり一貫性が見られ

ない。無料通話アプリ提供会社が青少年が利用するにふさわしいよう運用監視

を強化し、認定サイトとなることが求められている。【浜松市（書面）】 

フィルタリング提供義務の趣旨からみて、データ通信全般にわたる違法・有害・

不適切情報を選別することが最善であるなら、今後のアプリ開発時点から OS で

登録された年齢に即したフィルタリング、ペアレンタル・コントロールの運用

をさせることを推進することはできないか。あるいは、本来予定していなかっ

た利用方法により、青少年の犯罪被害の温床となっているにもかかわらず、抜

本的な改善ができない場合は、事業者等によるサービスの改善や閉鎖等の措置

を要請する等の決まりを構築できないか。【岩手（書面）】 

企業の CRS 活動によるインターネットのルールやマナーに関する講座は、かな

りの効果を持ち意義ある事業としいて定着しつつある。【静岡県（書面）】 
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インターネットへの接続可能な機器は、低年齢層にも広く普及しいている携帯

用ゲーム機や音楽プレーヤーなど多岐にわたる現在、これらの機器を使用して

有害情報を閲覧する事例や犯罪被害に遭う事例が発生しており、携帯電話と同

様にフィルタリングの利用が不可欠。青少年が使用する携帯電話を契約する際

は、フィルタリングの利用が前提となっているのに対し、携帯用ゲーム機や音

楽プレーヤーは購入時のチェック機能がないことや、フィルタリングソフトが

インストールされていない状態での販売が前提となっていることから、関係企

業の協力が不可欠。【和歌山県（書面）】 
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１-(３) 第三者機関に求められる取組等 

 

EMA の認定を受けていなくて、それによって LINE を使い続けたい人がフィルタ

リングを外すからフィルタリング率が落ちているということだが、フィルタリ

ング率が落ちるのを防ぎたいのか、あるいは LINE を使って問題が起きるそのも

のを減らしたいのか。当然後者だと考えるが、ややもすると、前者のような響

きがあるので、その辺ははっきりさせた上で議論を展開すべき。要するに EMA

認定ありきで全ては解決しない。【第 21 回検討会：吉田委員】(再掲) 

当初、この法律ができる前にある程度強制力の強い、国が主となった第三者機

関を作るという話が合った際に、そういうものではなく、それぞれの企業間で

自主的に第三者機関を作ってフィルタリング等の方法を進めていくことになっ

たが、フィルタリングを解約する権利を保護者に与えたため、それが変に悪用

されて、保護者が十分理解しないまま、アプリを使うためにフィルタリングを

外すという状況が生じている。ネット管理ができる大人になるまでは、子供達

をしっかり守っていこうというのが法律の基盤であり、もう少し厳しく強制化

して、フィルタリングをつけなければだめだとまで言わざるを得ないのか、子

供達を中心において原点に立ち返った議論が必要。【第 21 回検討会：高橋委員】 

EMA 認定は、事件等を防ぐための一つの防御ラインとして、社会的に認められた

第三者機関の EMA の認定を最低限受けていただいているもの。完全に無法地帯

で、後は使う方の判断というわけにはいかないということで、みんなでルール

を作ろうということで第三者機関を作ったもの。できるだけ民間で対応してい

ただきたいというのがあの当時発足したときのスタートだったが、EAM 認定を使

うところ、使わないところ、お金がかかる、かからないなど、５年間の間にい

ろんな利害関係が出てきているのが実情。もう一回５年前の原点に戻ろうと言

ったのは、子供たちを守る方法として何が必要なのかという基本に立ち戻ると

いうこと。別に EMA だけではなくて、EMA にかわるものが何かきちっとできれば、

保護者の立場としては子供を守ってくれればいい。真ん中に子供を置いて考え

るので、EMA 認定を真ん中に置いて考えているわけではない。青少年を対象にし

て入ってくるサイトがあるのだったら、そこはきちっとしたルールで子供たち

に入ってきても大丈夫なようなシステムにすべき。巡回や、場合によっては注

意勧告して退会もしてもらうということである程度平和に来たが、ここ１～２

年違う方向に動き始めたので、もう一回原点に戻るべきではないかということ。

【第 21 回検討会：高橋委員】 
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思いもかけない機種が出てきているので、（第三者機関の）認定の範囲について

ももう少し広くとらえるべきではないか。子供達が健全にインターネットを使

うためにはどのような方法がいいか、もう一度原点に戻り、必要であれば国が

第三者機関を作っていただけばいい。国が入ってくるというと、強硬発言的な

ものがあって、皆さんの自由な発想でいろんなものができない、何かどこかで

弊害が出たら困ると思うから、できるだけ１回民間に任せてくれませんかとい

う話をしたけれども、それが調整できないのだったら、いつ入ってきても構わ

ないと思う。【第 21 回検討会：高橋委員】 

この法律ができた時に、国が定める第三者機関を作るという話があったが、そ

の際には、しばらく民間でやらせてみて、それで、不足があったときには、国

のほうから助言なり指導を賜れればありがたいということになった。国主導で

ある機関を決めてそこで審査をするというのでは、どうしてもどこかに偏りが

ちな部分が出てくるということで、そのような話になったが、今こそ、国がい

ろいろな意味で助言とか指導をしていただく時期ではないかと思う。【第 24 回

検討会：高橋委員】 

第三者機関のこれまでの取組の実績は実績としてあるわけで、時代とともに今

急速に変わってきた問題点が新たに出てきていると捉えるべき。原点に戻ると

いう言葉の理解をどのように捉えるかという問題はあるが、全く白紙でゼロか

ら考えるのではなくて、現状を踏まえて最初に決められた考え方で今どういう

問題が起きているのか、そして、それに対してどうするのかということをここ

できっちり整理した上で考えていく必要があるのではないか。国にやってもら

えばいい、通信業界でどうぞというのでは、この検討会の責務は果たせないと

思う。現状の問題点をきっちり把握していくということが重要であり、その上

で、子供をどのように守るかという考え方をきちっと通した上で、今後検討し

ていくということ。【第 21 回検討会：清水座長】 
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既存の第三者機関の取組については、LINE 等の会社も一緒に飛び込む形で、何

かいい形のパッケージができればいい。安心協の取組についても、設立時に、

社会環境を良くするために社会貢献的に参加しましょうといって参加した大き

な企業がほとんど抜けてきた。実際に５～６年経って、その場にいた人たちが

皆、人事異動でいなくなり、お金を払っているけれども何をしているかさっぱ

りわからないというような状況が出てきて、実際に今、会員数が減ってきてい

る。今後こういった活動をやっていく上で非常に難しい話になってきていると

思う。出会い系サイトとか、無料サイトとか、コミュニケーションツールを持

っているところが皆、安心協や EMA からも抜けたり、辞めたりして、今、悶々

としているところがある。子供達のために安心してインターネットができるよ

うな環境を作るという意識が業界の方で最近薄れてきているという気がしてな

らない。原点に戻って、その辺を再度きっちり話し合っていくことが必要。【第

24 回検討会：高橋委員】 

安心協さんとか子どもネット研さんが独立して、私たちはこれとこれをやって

いますではなくて、もう一回手を組んで、どうすれば効率のいい運営ができて

いくかということも今後一緒に考えていく必要があるのではないか。【第 23 回

検討会：高橋委員】 

青少年がインターネットを利用する上で、関係者が共有するリスクの度合いを

図る水準やこれらに該当するサイトやサービスの情報が提供されておらず、利

用者や保護者は自身の判断力のみに従って対応しなければならない。利用者に

とっては複雑化するインターネット環境において、適切な情報提供及び意見表

明を行う機関が必要ではないか。利用者を代表して、必要な行動ができるより

公益的な機能が必要ではないか。また、インターネットは既に通信インフラと

して社会に定着していることから、その公益的な機能は、純粋な市場環境とは

なじまず、その機能の実効性を担保するための根拠が必要ではないか。【第 23

回検討会：モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 

青少年の安全なインターネット利用については、「青少年インターネット環境整

備法」により取組が行われているが、現状に即しておらず、必ずしも有効な対

策が講じられておらず、各等道府県の条例で補完している現状である。上記法

を早急に改正し、事業者も含めた対策を全国で統一的に取り組めるようにして

ほしい。地方でも事業者等と連携した取組が進められているが、効果は限定的

なので、中央省庁と民間事業者等が連携して、より一層効果的な事業に取り組

めるような体制を検討してほしい。【島根県（書面）】 
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２ リテラシー教育・普及啓発等の充実強化 

２-(１) 子育てのライフサイクルを見据えた教育・啓発等の充実強化 

 

ネット社会の一層の深化が予見される中で、将来にわたり青少年がネット社会

において、自律的にその便益を安全・安心に、また、適切に享受できるための

リテラシー及びモラルの習得が重要。このための啓発は青少年と保護者の双方

に向かって行われることが必要だが、特に、学校、保護者、事業者等の関係者

の緊密な連携・協力の下で、当事者として危険性に直面しつつ便益を享受する

青少年に向けての直接的な啓発が求められていると認識。【第 23 回検討会・奥

山委員（書面）】 

未就学児の保護者が子育てに、スマートフォンやタブレットを使うことが増え

ている。保護者の育成の観点から、現在、未就学児を育てる保護者として、ま

た、未来の中高生の保護者として、未就学児の保護者への普及啓発・教育が必

要はないか。【第 21 回検討会：尾花委員】 

児童生徒だけではなく、より低年齢の子供を育てている保護者を含めて、より

きめ細かく、普及啓発・教育が必要ではないか。【第 21 回検討会：清原委員】 

日本小児科学会から「スマホに子守りをさせないで」ということで、子供の健

全な発達を妨げる恐れがあるとの指摘がなされている。学校の保護者会に出て

こない保護者でも、初めての子供が生まれるときの母親学級はかなりの割合で

行ったのではないか。少なくとも母子手帳は 100％持っているもの。現在の保護

者はもちろんのこと、これから増える新しい保護者に伝えられるように、母子

手帳の中への記載や、母親教室や検診の際のフライヤーに入れるなどして、母

親になる前から興味を持ってもらい、将来の関心のない保護者を減らすことが

できるのではないか。未来の関心のない保護者を減らす取組はすぐにでもでき

ると思うので、それをまずやっていただきたい。【第 22 回検討会：尾花委員】 

子供達が買ってほしいというから買い与えるという状況もよくない。どういう

道具であれ、これだけの問題が出ているものであれば、フィルタリングしたも

のを外すというのはそれなりのリスクがあるということをきちんと教育しなけ

ればいけない。だから、最初にフィルタリングをして販売してほしい。義務教

育になればなるほど、その話が強くなっていく。そういう段階をどうしていく

のかがわかるように保護者を育てなければならない。保育園や２～３歳の保護

者から、子供の子育てが始まるところからやらないといけない。【第 24 回検討

会：曽我委員】 
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最近の保護者は以前より親の自覚がなくなってきているが、その一方で、入学

式には両親がそろって参加する方が増えてきている。保護者への普及啓発の一

斉行動等の取組については、このような傾向を踏まえ、入学式の入学説明会等

の保護者との接点となる節目の機会を最大限に活用して、集中的に時間を取っ

て進めていくべき。【第 22 回検討会：高橋委員】 

関係省庁のパンフレット等の普及啓発資料は、利用者の利便性・利用率の向上

の観点から、過去の資料を含め、分野・対象別、訴求対象別（保護者・子供、

学齢（高校生・中学生・小学生））に区分して、一覧性・網羅性の高い形で参照

できるよう、内閣府等で情報集約して取りまとめることを検討すべき。【第 22

回検討会：清水座長】 

今の若い人たちは、情報リテラシーは長けているけれども、情報モラルが長け

ていないところがあるので、新入社員には情報モラルのことを教え直さなけれ

ばいけないのではないか。学校においても、新しく教職員になられた方に全国

一律で情報モラルを教えられるようなベーシックな研修をやるのはどうか、ま

た、その前段階の大学における教職課程の教育の中で情報モラルを教えるよう

な講座を設けたらどうか。【第 23 回検討会：尾花委員】 

ある種の道具は、コンピュータ化すると、やはりエキスパートとそうじゃない

人との間では、同じ道具を使っていても出来不出来の差は歴然としたものとな

る。最低限のところをある程度確保するという観点で言えば、何らかのテスト

を受けさせて、ミニマムのレベルを担保するための何らかの方策があってもい

いのではないか。【第 24 回検討会：国分委員】 

保護者による青少年のインターネット利用の適切な管理を論ずる前提として、

保護者がデバイスによるインターネット利用可能性を適切に把握できることが

前提。現在、デバイスが多岐にわたり、インターネット利用可能性を保護者が

把握できていない。現実世界よりも広いインターネット上において、保護者が

青少年のインターネット上の行動を監督することは、フィルタリングが原則適

用されていない限り不可能であり、まず、その原則を確認すべき。適切な管理

は、保護者自らの判断で利用可能とした次の問題であり、現状の課題としては、

（保護者による）管理のあり方以前に（保護者自身が）把握できない状況にあ

ることをどうするかに力点を置くべき。【第 23 回検討会：モバイルコンテンツ

審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 
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保護者の監督義務とは、青少年のインターネット利用による責任を全て保護者

が負うべき、という議論ではない。保護者のリテラシー不足による不利益を青

少年が負担する事態は適切とは言い難い。保護者啓発の目的は、青少年が賢く

インターネットを利用できるよう、青少年の発達に伴うインターネット利用環

境を監督できるようにすること。そのため、各年齢に従って、保護者が青少年

の適切な利用を選べるための仕組みを整えた上で、それを普及すべき。「フィル

タリング」「事業者の取組」「保護者の監督」の 3 要素をわかりやすく定義し、

保護者が負うべき責任をより明確にした上で、啓発を行うべき。【第 23 回検討

会：モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 

保護者による青少年のインタ―ネット利用の管理のあり方については、保護者

のほぼ 5 割がスマートフォンの利用に一切ルールを設けていないので、その前

提に立って、保護者に対する啓発を推進する必要。保護者には IT リテラシーに

強く関心を持って適切又は過度な干渉をする層と、ほとんど無関心で放置状態

の層に大きく分かれる。無関心グループへの啓発は容易ではなく、その対処方

法については大胆な発送で追及する必要。【第 24 回検討会：一般社団法人全国

高等学校 PTA 連合会（書面）】 

保護者等に対する実効性のある普及啓発のあり方に関しては、スマートフォン

や IT リテラシーに対する実質的に最後で最大のチャンスは、中学３年次の高校

入試終了から卒業式の前の時期。このため、それ以前に、保護者啓発を何度で

も展開していく必要がある。スマートフォン等の購入が終わった時期では、家

庭内のルール作りやフィルタリングに注力する啓発活動が効果的。高校におい

ては、校内でのスマートフォンの利用について一定のルール作りを推進すべき

であり、教育委員会・学校・PTA が三位一体の協議会等を設けて検討するなど、

従来の生徒指導の枠を超えた行動を起こす必要。【第 24 回検討会：一般社団法

人全国高等学校 PTA 連合会（書面）】 

未成年者のスマートフォン等 IT 機器の利用に伴う犯罪（加害・被害）を防止す

るためには、リテラシー教育と合わせて、一定の法的規制が必要な時期に来て

いる。残念ながら、子供を野放しに状態にしている保護者も多いので、保護者

が指導監督責任を強く自覚できるよう、購入時における責務の明文化と徹底を

図ること、また、責務を担保する何らかの社会的な仕組みを考案することが望

まれる。【第 24 回検討会：一般社団法人全国高等学校 PTA 連合会（書面）】 
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OECD の調査結果では、教育学習の面で特に日本の ICT 関係が非常に遅れている

という結果が出ている。昔も遅れていて、今も遅れている。その一方で、青少

年が個別に持つスマートフォン等は、学習用のタブレットとほとんど機能が同

じであり、趣旨的には子どもたちの持つスマートフォンというのは、学習端末

でもある。今後、教育学習の面の整備も大きな議論となっており、この検討会

で扱っている子供達を守るという仕組みづくりと、子供達、あるいは、保護者、

教員も含めた、指導する立場の者の指導力と子供達の能力形成という点が大き

く関係しているのではないかと思う。その指導力、あるいは、子供たちの能力

育成については、子供達を守るという、安全安心という観点だけの能力ではな

くて、学習面のこれからの社会に必要な能力ということも含めて、トータル的

に国として考えていく方向で動き始めているので、幅広目に連携協力というこ

とを考えながら、この検討会も進めていく時代になってきている。【第 24 回検

討会：清水座長】 

保護者自身が子供に対して、インターネットの使い方のお手本を示すことがで

きるようにすることを目指すべき。その際に、保護者自身がインターネットに

不得手な場合には、PTA や学校、専門家の協力により知識を習得できるように体

制整備をすべき。また、様々なインターネット利用端末機器からフィルタリン

グをかけることができるようになり、サービスもより複雑になってきているた

め、どのようにフィルタリングをかけてよいのか容易にはわからない状況にあ

る。フィルタリングをかけるために、主要なサービスの機能や設定画面を集め

た具体的なマニュアルを整備すべき。【第 24 回検討会：一般財団法人インター

ネット協会（書面）】 

インターネットの上には、青少年の目に触れてほしくない情報が多くある。特

にわいせつ情報や異性交際が偏った形で掲載されている。大人であればそれが

普通ではないと判断できても、青少年が初めてわいせつ画像を見たとしたら、

偏った情報なのに、それが普通かと錯覚する。インターネットで彼氏彼女を見

つけることが自分のステータスにもなっている。そして、安易に裸の画像を送

り合って楽しんでいる。「みんながやっているから問題ない」と思わせるように

なっているのが現状。フィルタリングをかける以前の問題であるが、非常に重

要。学校では、安全安心に、そして上手にコミュニケーションができるように、

子供の判断力を高める啓発活動が求められる。例えば、学校の授業でインター

ネットで起こり得る出来事を試験問題にして解いてみたり、ロールプレイング

方式にて必要な知識を習得してもらう方法がある。【第 24 回検討会：一般財団

法人インターネット協会（書面）】 
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インターネットに振りまわらされないように、インターネットから離れる時間

を作り、現実の人間を見据えてみることを啓発すべき。現実を大切にすれば、

インターネットのふるまい方がわかってくるもの。家庭で利用時間のルールを

決めてからネット端末を与えるべき。【第 24 回検討会：一般財団法人インター

ネット協会（書面）】 

インターネットに関する問題については，これまで主に学齢期や思春期の子

供・若者に対する教育や広報啓発が進められてきた。これらについて，とりわ

け保護者への広報・普及啓発を一層充実強化していくべきであり，加えて，子

供が乳幼児の時からの対応も必要である。例えば，母子手帳にスマートフォン

やインターネットに関する情報を掲載したり，両親学級でそうした情報を提供

することなどを検討すべきである。【「子ども・若者育成推進大綱の総点検報告

書」】 

インターネット上の違法・有害情報対策が必要なことは言うまでもないが，情

報化社会には良い面もあり，メディアや情報機器の利用を抑制する，制限する

という発想ではなく，子供・若者がインターネット適切に活用する能力を育成

していくことも忘れてはならない。そうした観点も踏まえ，情報モラル教育や

メディアリテラシー向上などの取組を一層進めるべきである。【「子ども・若者

育成推進大綱の総点検報告書」】 

思春期の若者の中に，いわゆる「インターネット依存」の傾向にある者が一定

程度存在していることが各種の調査研究などで指摘されている。このため，イ

ンターネットに関する問題を考えるに当たっては，「依存」という心理的・医学

的観点や，いわゆるサイバーコミュニティへの傾倒といった社会的観点から，

一層の危機感や問題意識を持って取組を行うべきである。【「子ども・若者育成

推進大綱の総点検報告書」】 

インターネット接続機器が多様化しているが、それについて保護者等の理解が

追いついていない。そのため子どもへの注意や防犯対策が不十分と思料される。

そこで、進化し続けるインターネット環境（無線 LAN、フィルタリングに係る情

報等）や犯罪事例について情報共有ができる取組が必要と考える。（ホームペー

ジで紹介できる仕組みを作るなど）【宮城県（書面）】 
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青少年のスマートフォンや新たなインターネット利用機器の所持率や利用頻度

が高まる中、リテラシーが充分でない保護者がフィルタリングの設定やネット

に関する「家庭のルールづくり」等の対応をとらないまま、安易に子ども達に

それらの機器を使用させている現状から、青少年に係わる関係機関がそれらの

保護者に対してネット利用に関する指導を徹底する必要がある。【山形県（書

面）】 

全国どの地域でもインターネット端末等が購入でき、また、利用できる範囲も

全国均一になりつつある現状を考えれば、地方での対策と都市部での対策とを

区分けする必要はない。インターネット社会である現在、子ども達にとってイ

ンターネットは、生まれてきた時から存在するものである。この時期に、正し

い使用方法を学ぶ、家庭の中でルール等を作ることが将来の適正利用に繋がっ

ていくものと思われることから、早期のネット教育を行うことが必要。インタ

ーネット教育はこれからが出発点である。対応にあたっては、何らかの道標が

必要と思われ、将来的には、各年齢層に応じたガイドラインを設ける必要。【福

島県（書面）】 

青少年のネット依存問題については、○青少年やその保護者に対して、早急に

ネット依存の予防について普及啓発を行うとともに、都内青少年のネット依存

の実態把握も含め、ネット依存対策に取り組むこと、○青少年のネット依存予

防のため、家庭のルール作り支援施策の充実を図り、中学生・高校生について

は、生徒自身による自主ルールの作成が進むよう、その支援に取り組むこと。

○ 国の関係省庁に、教育、保健医療分野を含めた総合的なネット依存対策の

実施を求めるとともに、携帯・ＳＮＳ・ゲーム事業者等に対して、ネット依存

予防の啓発その他青少年保護のための自主的取組の推進を要請することが緊急

な対処を要する課題と認識。【東京都（書面）】 

 青少年とその保護者に対する各種施策をより一層効果的にするためには教育

分野との連携が、また、既にネット依存に陥った者に対する臨床関連の施策を

推進するためには保健医療分野との連携が不可欠。【東京都（書面）】 
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携帯電話インターネット接続役務提供事業者については、無線ＬＡＮ回線に対

応した青少年有害情報フィルタリングサービスや店頭におけるアプリ起動制限

の設定サポートなどを提供しているが、これらの機能を保護者が正しく理解す

ることが肝要であり、既存の各種機能について、保護者の理解度を高めていく

ことが、緊急な対処を要する課題。保護者が、身近な機器である携帯電話端末

のフィルタリング機能や端末のカスタマイズ機能を習得すれば、ＰＣやテレビ

ゲーム等のあらゆる機器にも対応できるスキルが身に付くと考える。今後とも

行政や事業者の取組が推進されていく中で、保護者に自分の責務を自覚させる

ための施策が必要。 【東京都（書面）】 

現在の青少年は、新しい道具を使いこなす能力（リテラシー）は非常に高いが、

インターネットを適切に使うために必要な能力（情報モラル）が欠けている。

学習指導要領にも示されているとおり、学校教育の中で情報モラルについて指

導を行わなければならないが、各学校ではこの問題を適切に教えることが可能

な教員はほとんどおらず、時間的にも他の業務に追われて余裕がない状況。ま

た、この問題については残念ながら各家庭で個別に教えられる範囲を既に超え

ており、青少年に対しインターネットの適切な使い方を学校と家庭で連携し教

える必要。情報モラルを青少年に身に付けさせるため、各学校で年間指導計画

に明確に位置付けるとともに、年間を通じての家庭と連携した指導が急務。【埼

玉県（書面）】  

インターネットの過度の利用による健康被害や生活習慣への悪影響が懸念され

ているため、これに対する対応方針の策定や青少年・保護者に対する啓発が必

要。【山梨県（書面）】 

スマートフォン・携帯電話の利用者が、全国的な傾向であるが、当県において

も、低年齢化している。当県では、これまで高校入学時に携帯電話を所有する

傾向にあり、進学前の生徒及びその保護者を中心に普及啓発を行ってきたが、

対象者の幅を拡大する必要性がある。青少年に与える機器について、保護者が

理解し、利用の状況を適切に把握することが重要であり、その普及啓発が課題。

【新潟県（書面）】 
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当県では青少年がインターネットを利用できる端末設備が、スマートフォンや

携帯電話の他にも、ゲーム機、テレビなど多岐にわたるうえ、次々と新たな情

報通信技術が出現することもあり、まずは保護者や青少年を対象にインターネ

ットの安全・安心利用の啓発活動等情報リテラシー教育に力を置くべきと考え

ている。（青少年育成審議会や青少年と環境に関する懇談会、富山県青少年安

心・安全ネット利用促進連絡会でも、同様の意見がある。）。【富山県（書面）】 

青少年が日常生活に支障をきたし、ネット依存に陥る危険性を回避するために

も、保護者の理解と気づきが必要であり、親子でのルール作りの向上は重要な

課題。【岐阜県（書面）】 

当県においては、保護者団体である県の PTA 連合会のフィルタリングの徹底に

関する要請を踏まえ、事業者に対し、携帯電話端末等の使用者確認や青少年有

害情報に接する機会が生じることの説明、フィルタリング（無線 LAN に対応す

るフィルタリングソフトウェアを含む。）の内容説明を義務付けるとともに、保

護者に対し、フィルタリングを利用しない旨を申し出る場合の書面提出を義務

付ける条例改正を検討しているところであるが、こうした取組は、保護者の判

断を制限する例外的なものではなく、保護者がフィルタリングを利用しない場

合の危険性を認識しないまま、安易に不使用・解除を選択することのないよう、

保護者のフィルタリングに対する認識を深め、適切な判断をサポートするため

の取組であり、法の意図するフィルタリングサービス提供義務の実効性を高め

るための対策である。【岐阜県（書面）】 

ネットに関する新たな知識の面では、大人のほうが青少年よりも遅れているこ

とを自覚かつ理解したうえで、問題解決能力を発揮するためには何ができるの

か、という視点をもった講座や研修が重要。子どもは、単に話を聞くだけでは、

何が問題で何が悪いのか、ということが、理解できない。自分達で話合いなが

ら、思いやりの気持ちをもってマナーやルールを理解していく場が必要。例え

ば、特別支援教育における特別支援学校のセンター的機能のように、中学校区

で１人程度の単位で、ネットリテラシーの専門教員を任命し、地区の学校の先

生方へのアドバイスや、問題解決の援助などを実施していくようなシステムは

考えられないか。保護者や若手の教職員に対し、自分の使い方と子どもの使わ

せ方とは違う、ということを正しく理解させる機会が必要。【静岡県（書面）】 
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インターネットリテラシーの指標については、全国一律であるべきではないか。

ILAS 等の調査項目を、教科「情報」の教育課程に組み込んだり、検定サイトの

充実を図ったりすることで、客観的な指標が多くの人に認識できるようにする

ことができるのではないか。【静岡県（書面）】 

LINE 等閉鎖的なコミュニティーでのトラブルが多く発生。しかし、トラブルに

ついては、ほとんどが大きくなってから大人が知ることになっている。この様

なトラブルが発生した場合、初期段階から身近な大人に相談するという基本的

な対処の仕方をはじめ、トラブルを起こさないための情報モラルの向上に向け

ての取組が必要。規制の考え方より、使う側の知識やモラルの向上についてど

う対応していくかが問題。また、スマートフォンが販売の主流となり、多くの

子どもが使用している中、保護者は従来の電話を使用している方も多くあり、

機器の使い方ひとつとっても大人と子どものギャップの問題も考えるべき。【三

重県（書面）】 

青少年をインターネット上の有害情報、犯罪被害、トラブルなどから守るため

には、①フィルタリングの確実な設定②家庭での利用ルール作り③保護者の管

理・監督が最低限必要であるが、昨年度、県内全域において「フィルタリング

の利用状況などに関する調査」を実施した結果、前年度と比較してフィルタリ

ング利用率が大きく低下しており、その最も大きな要因が「保護者の判断によ

るもの」。青少年のネット利用について、前記３点を浸透させるには、管理・監

督者となる保護者や青少年自身がインターネットに関して正しい知識を習得す

ることが前提となり、その上で民間、行政、警察等の関係機関が連携して、そ

れぞれの分野において情報発信等の活動を行っていく必要。本県については、

都市部と比較しても対象となる事業者、店舗（携帯電話販売店、インターネッ

ト接続機器販売店等）などが少ないことや各市町が設置主体となって青少年健

全育成活動を行っている少年補導センターが県下全域（１６か所）にあること

などの地域特性から、青少年のフィルタリング利用について、比較的推進しや

すい環境にあり、いかに正しい知識、情報を青少年やその保護者に提供できる

か、また聞き入れてもらえるかがフィルタリング利用率を上げるための課題。

【滋賀県（書面）】 

保護者のネットリテラシーを醸成するため、県内の学校や PTA からの要請によ

り、講演を実施しているが、インターネットやスマートフォンを利用する上で

の危険性に無関心な層への啓発が課題。 【和歌山県（書面）】 
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青少年のインターネット機器に係る保護者の見守りや家庭でのルールづくり啓

発（りフレット、ホームページ、講習会、データ放送等）については、機器や

サービスが複雑で分かりにくい上に常に進化して行くため、保護者に具体的に

見守りの内容を理解してもらう資料の作成が困難。また、どの啓発手段も一長

一短があり、特に保護者に周知できない。【岡山県（書面）】 

無線 LAN 対策の説明義務が課されていないため、販売店には説明の要請のみ行

っている状況。子供の訴えによりフィルタリングを利用しなかったり、解除す

る保護者が多いがそれを止めるための有効な対策がない。また、ゲーム機等の

インターネット接続機器販売店に、フィルタリングについての説明義務が課さ

れていないため、こうした機器へのフィルタリングの必要性が十分に理解でき

ていない保護者がいる。【岡山県（書面）】 

児童生徒を対象とした情報モラル教育は、現状では学校段階、発達段階等に応

じて必要とされる情報教育を実施するとされているが、携帯電話所持者と非所

持者が混在している学校現場では、情報モラル教育の実施にはかなりバラつき

がある。情報モラル教育受講の有無は、いずれ所持する携帯電話を利用してい

く上で生じるトラブル等の回避を左右するものであり、情報モラルに関する児

童生徒の知識について醸成する必要があり、情報モラル教育の必修化を検討す

べきと考える。【和歌山県（書面）】 

インターネットに係る諸問題に対して対処が困難になっているのは、急速に進

化、普及する情報端末にアプリケーションなどの知識、情報に大人がついてい

けず、子供（青少年）に適切に指導できないことが一つの要因。安全管理が可

能となるレベルの知識を大人が身に付けることが喫緊の課題。また、子供達に

対するメディアリテラシー教育、情報モラル教育は勿論、保護者、大人を対象

とした研修会、講座の実施等により啓発を図ることが必要。情報通信関連事業

者、自治体、PTA、販売店、学校関係者等が定期的に情報交換を行う「場」を設

定することや「ノーメディアディ」の設定など、コミュニケ―ションの重要性

を踏まえた取組も、できる範囲で実施していくことを検討すべき。【長野県（書

面）】 
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インターネットは、国民生活には必要不可欠の存在となっている反面、青少年

の健全な育成を阻害する情報が数多く流通しており、その利用方法を誤れば、

犯罪に巻き込まれ被害者や加害者になるおそれも非常に強い。また、携帯電話、

スマートフォンの普及により、インターネットは、より身近に感じられ、いつ

でもどこでもアクセスが可能になるなど、あらゆる情報が瞬時に取得可能とな

るが、個人情報の流出など問題も多い。現在、中・高生は、連絡ツール（例：

LINE アプリ）を利用するなど、友達同士で仲間をつくり、グループトークなど

の利用が著しいが、それによる弊害もでてきている。友達同士の会話に夢中に

なる一方で、その会話から抜け出せない、会話に参加しなかったことで仲間は

ずれにされたり、そのグループからいやがらせを受けたり疎外されたりするい

わゆる LINE はずしというものが存在する。ネット上の友達と繋がっていること

で安心感もあるが、そのことがいつも気になり、生活が不規則になるなど、健

康上の問題も懸念されている。インターネットゲームに夢中になり、一日中ネ

ットと繋がるなどゲーム依存、ネット依存の問題もある。インターネットに係

る年齢も低年齢化しており、こうしたインターネットに起因したネットのモラ

ル教育の充実や依存等に対して、青少年だけでなく社会全体で取組む施策が必

要。インターネット教育の充実やインターネットに関連する健康被害の実態の

検証も検討すべき。【香川県（書面）】 

全国でも数百万人とも言われるネット依存の問題に対し、国レベルでの検討が

必要。【福岡県（書面）】 

保護者による利用状況の管理については、家庭内の問題でもあるため、教育現

場や講演会等での情報モラル教育で意識を変えていくことが大切。また、フィ

ルタリングソフトを導入しないとした場合に、その理由を付した申出書の提出

を義務付けているが、強制的に全員導入させるのは難しく、保護者の判断を優

先させるべきと考える。その上で、保護者が前向きになるよう、接続役務提供

事業者や契約代理店には丁寧な説明等を求めたい。【佐賀県（書面）】 
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携帯電話だけでなく、ゲーム機や音楽プレイヤー、スマートフォンなどの利用

開始年齢が早まっているため、幼稚園や小学校低学年においても、保護者向け

の普及啓発など行う必要。また、児童生徒に対しては、小学校 3 年生以上に対

しては、情報モラル教育として、使わせながらネットの危険への回避、ネット

での安心・安全なコミュニケーション力の育成といったことが重要。文部科学

省が学力テストを実施した教科と生活習慣の分析結果から、インターネット等

をする時間が長くなるほど成績が低い等の課題も出現。スマートフォンの普及

等により、ネット依存症について社会問題となってきている現在、インターネ

ットの利便性、必要性等を考慮、認めつつ、ネット依存とならない対策、依存

症となった者に対する支援等が求められる。【大分県（書面）】 

大人が子どもたちのネット利用の現状を知らないため、こうしたことを学ぶ場

が必要。特に、教職員に向けては、ICT 利活用能力の育成とともに、情報モラル

の指導力の育成を推進する必要。そのためには、地域の有識者などを巻き込む

取組が重要。大分では、すでにネット利用時のトラブルをなんでも相談できる

「ネットあんしんセンター」をハイパーネットワーク社会研究所が設置してい

るが、そうした相談窓口が、各地にできることが求められる。【大分県（書面）】 

携帯電話等に限らず、小学校就学以前の幼児等から使用している携帯ゲーム機

器についてもインターネット接続可能である。特に幼児や小学生については、

保護者によるペアレンタル・コントロールがなされなければ、有害情報等に関

する知識がなく、知らないうちにインターネットを介した犯罪被害に巻き込ま

れたり、有害情報を閲覧する等の可能性が高い。子どもを犯罪被害・有害情報

から守るためには、保護者に対するペアレンタル・コントロールの必要性・重

要性を周知させる等、情報リテラシーの更なる向上を図る必要。また、そのよ

うな機器を製造・販売する側においても、どのような危険性があるのか、また、

どのようなサービスを受けることが出来るのかを責任を持って周知説明する必

要。【熊本県（書面）】(再掲) 

保護者の認識不足、ネットリテラシーの向上及び保護者と青少年の家庭内ルー

ル作りが課題。また、県内の公立小中学校においては「学校内への携帯電話持

ち込み禁止」を理由に携帯の適切な利用に向けた取組が行われていない状況。

小中学校の早い段階での取組推進が課題【沖縄県（書面）】 
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青少年が使用する携帯電話（スマートフォンを含む）のフィルタリングサービ

スを安易に解除してしまう保護者が多くいる。青少年や保護者に対して、フィ

ルタリングサービスの利用を推進する学習、啓発活動を充実させる必要。【千葉

市（書面）】 

 インターネット普及率が約 80％となるなか、子ども・青少年をインターネッ

トから遠ざける施策は非現実的であり、インターネットを有効に使いながら、

社会を生き抜く力を身につけていくような取組を進めるべき。また、インター

ネットに関する問題のほとんどは、インターネットそのものに問題があるわけ

ではなく、人と人とのつながりの希薄化、居場所の喪失、自己肯定感の低下と

いった、子ども・青少年を取り巻く状況によって起きている。インターネット

の利用制限やネットリテラシーを高める取組は、トラブル回避のために一定の

効果はあるものの、根本的な課題解決にあたっては、様々な人とのつながりや

多様な体験機会を、どのように子ども・青少年に与えていくかに取り組む必要。

【横浜市（書面）】 

子供のインターネット利用状況を保護者が把握し、適切な管理を行うことと併

せて子供の規範意識を教育することも保護者の責務であることを啓発してきた

が、情報機器の急速な発達に保護者がついていけず、もはや保護者だけの力で

は対応できない現状。【浜松市（書面）】 

いわゆる「リベンジポルノ」と言われる軽はずみな画像のやり取りによるトラ

ブルが青少年の間でも増加。一度ネットに掲載されると劣化せず半永久的に残

るデータ画像の扱いの難しさについて、青少年や保護者に広く啓発していく必

要。このようなトラブルの具体例を周知する新たな DVD の作成配布をお願いし

たい【浜松市（書面）】 

近年、ネットいじめの形も変わり、無料通話アプリ（LINE 等）を使っての誹謗

中層の書き込み、特定の友達の外し、恥ずかしい画像の送り合い等がトラブル

原因となっている。無料通話アプリの特性として、「友だち」でないと内容が確

認できないため、従前のネットパトロールでは、発見することができない。本

人や関係者の訴えがないといじめの事実が内在化してしまう可能性が高い。こ

のようなトラブルの具体例を周知する新たな DVD の作成配布をお願いしたい。

【浜松市（書面）】 
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インターネットは今や国民誰もが必要な道具であり、使い方を誤れば大きな事

故につながることが経験的にわかってきた。安全性や利便性とともに、危険性

についても、運転免許のように使用について判断できる年齢から所有させると

いうことも考える必要があるのではないか。適切な講師の下、全小中高等学校

で取り組むべき課題。一定の条件で、入学式や卒業式といった式典等の前後を

利用する必要があるのではないか。また、地域の行事等でも専門家が話をする

機会を設ける必要。【岡山市（書面）】 

保護者にフィルタリングの存在、その効果と設定方法を伝える場の設定に苦慮

している。各学校においては、入学説明会等の保護者の集う場を捉えて啓発が

行われている。より多くの保護者に啓発できるよう、地域コミュニティーで啓

発回数並びに啓発対象者を増やしたい。【岡山市（書面）】 

児童生徒の携帯等、情報端末の保有者が年々増加傾向。このことに伴い、SNS サ

イトに起因した児童・生徒同士の人間関係のトラブルが多発しており、いじめ

に繋がることを危惧。その解決は学校が担う場合が多く、業務多忙な教員がま

すます生徒指導に追われるようになっている。インターネット上で生じた人間

関係は、保護者が責任を負うという原則を明確にすべき。また、トラブルが発

生した場合の対処についても、その専門家を学校に派遣するなどの援助が必要。

これからのネットワーク社会の担い手である児童・生徒、また、その保護者が

多く集う学校での啓発がインターネットのマイナス要因を押さえるのに効果的

と認識。学校には啓発及び発生したトラブルを解決する人員が不足しており、

学校教育への支援体制を新たに検討すべき。【岡山市（書面）】 

青少年のネット利用上のトラブルの多くは、放漫な利用や危険性予測の甘さか

ら生じており、また、保護者は、ネットへの知識不足、子供への信頼、多忙等

の理由から、子供の言いなりになりがちと考えられる。利用実態を保護者が知

ることなく、青少年の被害を防止できるのか疑問であり、利用履歴閲覧ツール

等の利用の是非はともかく、保護者が青少年の利用実態を把握して当然という

機運をづくりは必要。【岩手（書面）】 

3～４月の重点期間直前にチラシを配分されても、各機関等に配布する頃には、

受験や卒業式の準備に入る中学校等もあり、1 か月ほど早い準備を希望。【岩手

（書面）】 
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保護者の管理のあり方については、家庭内の指導・教育が基本となることに変

わりはないが、インターネットの利用方法が様々な機器を通じている実態を考

えれば、青少年の管理のみならず、保護者自らの使用方法を含めて家庭内のル

ール作りなどをする必要。各関係機関としては、それらを手助けする情報提供

を積極的に行っていくべき。また、特定のツールを奨励する必要はないが、ど

のようなツールが存在し、どのような効果が見込まれるのか等は知識としては

知っておく必要。【福島県（書面）】 

保護者に対する普及啓発の内容が総論的な話に終始するケースもあることか

ら、具体的な手段・方法、機器の使用方法、機能等、各関係機関の情報を出し

合いながら、わかりやすい啓発活動が必要。【福島県（書面）】 

保護者に対して「保護者には青少年のインターネット利用の管理について努力

義務があること」に目覚めさせることが困難。子供のネットリテラシー教育に

関心がない保護者に対する普及啓発をいかにして行っていくのか（店舗での取

組もその一つ）が課題。機種による設定やカスタマイズ機能が保護者に理解さ

れているとは言い難く、既存の設定方法や機能を平易に伝えることも課題。【東

京都（書面）】 

青少年のインターネットの適切な利用については、保護者の適切な関わりが重

要であり、子供が携帯電話を持ち始めることが多いと言われる小学校四年生の

保護者に対して、インターネットの仕組みや保護者の役割を理解してもらう必

要。【神奈川（書面）】 

保護者等の啓発に当たっては、サイトの閲覧やアプリのダウンロードの機会を

意図的に作り、会話・見守りにつなげていけばいいのではないか。青少年の問

題に関しては、保護者が重要な役割を担っており、保護者が青少年のインター

ネット利用を放置することは、子供を危険にさらすことであるというところま

で認識を持っていけないか。【埼玉県（書面）】 
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青少年の保護者の中には、多忙のあまり、青少年のインターネット環境につい

て知識不足で、対応が十分でないケースもあるため、広報媒体等を利用するな

どし、できる限り多くの保護者に対して、インターネット環境対策について、

青少年の人権を尊重した上での適切な対応方法を指導する必要。また、保護者

については、学校説明会や講習会に不参加の場合があり、フィルタリング等に

関する指導の徹底が完全に話されていないのが現状。テレビ番組、コマーシャ

ル、その他広告等、様々な手段を活用し、多くの保護者に対して、インターネ

ットに関する危険性やフィルタリングの必要性を伝達する必要。【石川県（書

面）】 

青少年は新たなインターネット機器の操作には精通している一方で、インター

ネットの危険性や利用のルールについては意識が低く、無料通話アプリ利用に

関するトラブルや SNS や掲示板での誹謗中傷、反社会的な行為の安易な公開、

それらに伴ういわゆる「ネット炎上」等、フィルタリングだけでは対応できな

い状況。安心・安全にインターネットを利用するためのルールやマナーについ

て青少年に対する教育・啓発が必要。一方で、保護者は新たなインターネット

機器の実態がよくわからないまま、青少年のインターネット利用状況を放置す

るか、一方的に禁止してしまいがちであり、保護者を始めとする周囲の大人に

対する啓発も必要。また、このような啓発活動に興味を示さない保護者に対す

る啓発方法が課題。【京都府（書面）】 

フィルタリングに対する保護者の関心が高まらないことや、危険性は感じなが

らも子供にせがまれてフィルタリングを外す保護者も多い。保護者への周知啓

発の徹底が課題。スマートフォンが急速に普及したため、青少年のスマートフ

ォン所持率も高まっているが、インターネット利用に関する学習機会が少ない

ため、危機意識が低く、トラブルに巻き込まれる事例も跡を絶たない。青少年

への情報リテラシー向上の取組が課題。【第○検討会：大阪府（書面）】 

青少年にインターネット利用の環境改善に関しては、保護者の能力が大きく関

わっていると考えられ、適切な判断ができるよう、保護者の教育が必要。しか

しながら、講習会を行っても、より適切な判断が求められる保護者ほど参加し

ない傾向にあるため、どのようにすべきかが課題。【佐賀県（書面）】 

安易なフィルタリングの不使用・解除がないように、保護者の情報リテラシー

を向上させる必要。また、携帯電話事業者においても、契約時のフィルタリン

グに関する説明方法を改善し、説明時期についても契約の当初に行うなどの工

夫が必要。【熊本県（書面）】 
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子供のプライバシーを尊重しつつ、情報モラルについて家庭で話し合うことの

重要性を認識し、行政、教育機関、関係業者で家庭でのルール作りを積極的に

推進しているが、保護者のリテラシー不足、ペアレンタル・コントロール不足

もあり、各家庭まで浸透し、家庭内で子どもを見守っているか懸念。意見交換

の場で携帯電話販売店等の取組や販売時の説明事項を聞く限りでは、業務指導

に基づいた販売を行っており、自主的な取組がなされていると感じられる。保

護者への対策をすることは必要なことではあるが、むやみに判断権を制限しな

いように慎重を期する必要。【鹿児島県（書面）】 
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２-(２) 地域社会に根差した持続可能な取組の促進・支援等 

 

保護者の方のフィルタリングの促進は、保護者にフィルタリングをかけないと

きの怖さを知っていただくのと同時に、フィルタリングのペアレンタル・コン

トロールの実際のやり方、こうやったら緩められる、こうやったらレベルを変

えられるよということを具体的にやらせないと定着できない。怖いことを実感

してもやり方がわからないからやらないというのが、全国を回っていて、どこ

の地域でも共通したポイント。保護者にフィルタリングをかけさせるには、か

けた後に緩めることを知っていることが一番のキーポイント。地域に密着した

形で、小さな勉強会の機会を通じて、フィルタリングの実際の設定やレベルの

変え方を具体的にやらせて、実地で理解できる取組を推進すべき。【第 23 回検

討会：尾花委員】 

各地方自治体から緊急な対処を要する課題等を見ると、学校の外での利用につ

いて緊急性を感じているという問題意識が多く示されている。学校の外で児童

同士がつながる、生徒同士がつながる、あるいは全く出会ったことのない関係

がつながっていくという中で起こってくる課題については緊急な対処を要する

のではないか。学校で学ぶ時間の外で子供たちが直面しているインターネット

環境の中での課題について、LINE、ゲームを含めた「ネット依存」や「リベン

ジポルノ」対策については、これまでの検討では、技術革新の方が早く、対応

は少しずつというところがあるので、ぜひ今後の計画、あるいは取組に反映し

ていただきたい。また、これらの課題は、各自治体において、かなり共通性が

ある課題だと思われるので、先進的な取組について、都道府県及び市町村にし

て、より一層情報伝達に努めるなど連携強化をお願いしたい。【第 23 回検討会：

清原委員】 

子供たちに時間を短くして早目に切り上げろということは言っても、大人側は、

その分、この時間にいじっていいよという代替策を用意していない。子供たち

から取り上げるだけではなくて、かわりにこうしたらという選択肢を提供して

あげることによって、ちょっと子供に歩み寄れるのではないか。一方的に取り

上げるだけではなくて、子供たちをいいほうに導く対策を考えていく必要があ

るのではないか。【第 23 回検討会：尾花委員】 
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保護者や学校関係者に対する普及啓発活動については、政府及び民間の関係者

の取組により、普及啓発活動の「量」は充実してきていると評価してよい状況。

次の段階として、セミナー等の実施回数や参加人数のみならず、そのセミナー

に参加した保護者等が、その後どのような形で児童のインターネット利用に取

り組んでいるのか/いないのか、どのようなセミナーを実施すれば実際に保護者

の具体的な行動に繋がるのか、具体的な評価をすることを目指すべき。保護者

等に対する実効性ある普及啓発のあり方として、次に目指すべきは、「質」の向

上ではないか。【第 23 回検討会：セーファーインターネット協会（SIA）（書面） 

保護者啓発に関する要望としては、第１に、地域単位の取組の活性化をさらに

図っていただきたい。子どもネット研では、地域単位の取組が重要であると認

識。地域によってインターネット使用の問題は大きく異なっており、地域単位

の取組によって教育啓発の評価指標モデルなどの集中的な啓発の手法も可能。

第２に、行動評価の普及促進を図っていただきたい。従来、満足度評価や、講

習会を何回開催したとか、参加者が何人というような、いわゆる実績評価が見

られるが、こうしたものばかりでなく、行動評価が進んでいくことが望ましい。

第３に、保護者啓発研究に対する御支援を強化していただきたい。保護者啓発

に関する研究は世界的にも進んでいない分野だが、重要な問題と考えており、

研究のてこ入れがあってもよいのではないか。【第 23 回検討会：子どもたちの

インターネット利用について考える研究会】 

各都道府県において効果的な取組を進めるためには、全国と比較して地域の実

情や特徴を把握する必要がある。このため、全国を対象として行った調査の結

果について、各都道府県のデータをフィードバックしていただきたい。【山梨県

（書面）】 

スマートフォンの急速な普及により、青少年のネットへの依存や犯罪・いじめ

被害等の問題につながる危険性が高まっており、インターネットの適正利用に

向けた取組の徹底を図る必要。また、インターネット利用環境の急速に変化す

る中、全ての児童生徒及びその保護者、教職員等への意識啓発の徹底を図るた

めには、行政、教育委員会、警察がそれぞれの立場で行っている取組について、

これまで以上に連携・協働しながら推進していく必要。【山口県（書面）】 

保護者にフィルタリングの存在、その効果と設定方法を伝える場の設定に苦慮

している。各学校においては、入学説明会等の保護者の集う場を捉えて啓発が

行われている。より多くの保護者に啓発できるよう、地域コミュニティーで啓

発回数並びに啓発対象者を増やしたい。【岡山市（書面）】(再掲) 
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水際での対策として、端末内アプリによるフィルタリングやペアレンタル・コ

ントロールを利用させるためにも、保護者の意識啓発が重要性を増しており、

交通安全教育のように、反復した指導と迷惑メール等の軽微なトラブル遭遇時

の機会指導を通じて、青少年に自制心を持たせること、そのためにも保護者等

の身近な大人が青少年のネット利用に関心を持ち、指導できる関係を築くこと

が今後の課題。【岩手（書面）】 

保護者については、青少年の指導などの意欲や必要性の理解があっても、それ

に向けての動きが取れない様子に見えることから、行政の広報や研修等だけで

は具体的な動きに結び付かないと考える。PTA や地区会といった単位で身近な青

少年のネットをめぐる問題をテーマに、問題の解決に向けた方法をお互いに検

討することで、問題が身近にあるという実感と適切な判断力を身に付ける動機

づけになると考える。また、講座方式で人集めをするより葉、学校の授業参観

日や PTA 総会等、保護者が集まっている場を利用しての、テーマを絞った話題

提供や問題提起の方式の方が、保護者の意識に浸透しやすい。そのためにも学

校教育現場での「保護者に向けた」根と利用環境整備への意識が必要と感じる。

【岩手（書面）】 

携帯電話事業者の協力を得て、保護者等を対象に市町でのフィルタリング講習

会を実施してきたが、参加者の確保が難しい面があり、啓発事業の開催につい

ては見直しが必要。講習会対象者、内容、手法について、これまでとは違うも

のを検討し、ニーズに合った講習会となるよう工夫が必要。市町におけるイン

ターネットの適切な利用についての取組に温度差があることも課題。昨年度、

内閣府による青少年のインターネット利用環境づくりフォーラムを開催し、参

加した市町から同種の教育・啓発事業を実施したいとの連絡があるところ、市

町の実情に応じて、自立的に各種取組を実施できるような体制を構築していく

必要。【広島県（書面）】 

各地域における子供・若者の支援者として「ユースサポーター」を養成して。

青少年補導センターと連携し、ネットパトロール活動やフィルタリング利用促

進活動を実施しているが、スマートフォン等の技術の進展や利用環境の変化に

対応できる能力の向上が課題。【徳島県（書面）】 

 

 

  

 42 / 70 
 



２-(３) 実証的なエビデンス等に基づく取組の高度化・技術開発の促進等 

 

関係省庁のパンフレット等の普及啓発資料は、利用者の利便性・利用率の向上

の観点から、過去の資料を含め、分野・対象別、訴求対象別（保護者・子供、

学齢（高校生・中学生・小学生））に区分して、一覧性・網羅性の高い形で参照

できるよう、内閣府等で情報集約して取りまとめることを検討すべき。【第 22

回検討会：清水座長】(再掲) 

各家庭でのコミュニケーションの問題でしっかり話し合いができているか。ス

マートフォンに関して、中高生の保護者は子どもが使っているから使える保護

者が意外といるが、小学生の保護者は若いから詳しいと思っていたら、子供が

使っていないから、扱えないという人もいる。若い人であれば、インターネッ

トに詳しく、携帯電話を扱えるというのは錯覚であり、青少年とその保護者の

インタネットリテラシーやインターネット機器の利用実態等を踏まえて対策を

講ずることが重要。【第 21 回検討会：高橋委員】 

保護者のリテラシーや利用実態と青少年の実態の相関等が比較して把握できる

ように、保護者の携帯電話やスマートフォンの利用行動との相関関係を調査す

る必要があるのではないか。青少年にはポジティブにリテラシーを高めてほし

いと思っているが、そこに関わる保護者の対応の仕方があまりにも急速なメデ

ィアの変化の中で追い付いけていないのか、あるいは、追いついている保護者

がいるのであれば、それはどの様な要因なのか、ポジティブな例と上手くいっ

ていない例とを浮き彫りにすることも必要。青少年のインターネット利用環境

実態調査」については、企画分析会議等において、できる限り調査方法等をさ

らに創意工夫して、分析を深めていただきたい。【第 21 回検討会：清原委員】 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」のように、各省庁連携して一斉行動

をやる場合には、一定期間経過後に現場の関係機関・団体等における取組状況

のフィードバックを求めるなど、現場における実施状況を確認できる工夫や地

方公共団体等の間で取組状況を比較検討できる工夫を検討すべき。【第 21 回検

討会：尾花委員】 
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現状をどう把握するかについては、かなりのところまで行ったけれども、いろ

いろ利用環境も変わってきて、壁にぶつかっているのではないかという感じが

する。今後の対策で必要なことは、被害に遭わないとか危険だとかということ

に対する対策というのも当然引き続き強化していかないといけないが、同時に、

何か賢い使い方・ベストプラクティスを整理して、それを保護者なり子供たち

に、あるいは、学校の先生達に理解してもらう。危険だからそれを制限すると

いうことに加えて、何かいい使い方とか安全な使い方とかいうのをちゃんと掘

り起こして整理するのがいいのではないか。実際に使われている経験の中で、

こういうことはうっかり穴に落っこちて失敗してしまったのだけれども、こう

すればそういうところからうまく抜け出せたとか、あるいはひやっとしたのだ

けれども、そういう被害に遭わなくて済んだとか、あるいは、尾花委員の話の

朝メールなんかもそういうベストプラクティスの一つかもしれない。【第 23 回

検討会：国分委員】 

フィルタリングをそろそろ制限の道具とするのはやめるべきではないか。小学

校から大人になるまでに、どのような形でインターネットと触れ合わせるとい

いのか、利用に制限がない大人になっても、インターネットの利用を通じて事

件・事故等に巻き込まれることのないような大人をつくるための育成プログラ

ムがフィルタリング。日本でそういうプログラムをつくりましょう、というこ

と。制限道具だったらみんな使わない。PTA が望んでいるのは、我が子を育てて

くれる道具としてそういうものが存在してほしいということ。フィルタリング

をぜひ育成プログラムにするために、みんなの知恵を合わせて、フィルタリン

グを多くの保護者が使うような社会づくり、教育の皆さんが理解して安心でき

るような育成プログラムなのだというようなものにつくり上げてほしい。規制

という言葉をフィルタリングのレッテルに張ると絶対に悪くなると思う。企業

も絶対に、そうしたらイメージが悪いから逃げていくと思う。官民一体、企業

の皆さんにも協力していただいて、フィルタリングを規制の道具から育成プロ

グラムにして、日本は最高のインターネット育成プログラムを開発できたとい

うようにしていただきたい。【第 23 回検討会：曽我委員】 

これまでフィルタリングに対しては、その機能や実効性の向上に向けて各関係

者が努力しているが、フィルタリングの機能向上に向け客観的評価が行われて

いない。青少年のリスク回避能力の状況に適合した、適切なフィリタリングに

改良されていくためにも、フィルタリングの効果に関する科学的なデーターを

得るための調査・実験等、客観的評価への取組が必要。【第 23 回検討会：一般

社団法人インターネット・コンテンツ審査監視機構（書面）】 
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各省庁の保持するデータの共有・活用のあり方に関しては、各省庁の行った調

査報告書は、青少年保護を行う上で有効なエビデンスとなっているが、これら

のデータに対する分析的な取組はあまり行われていない。既存のこれらの調査

報告書のデータを、多角的に分析することにより、より具体的・より説得力の

ある保護の方策が導き出されるのではないか。【第 23 回検討会：一般社団法人

インターネット・コンテンツ審査監視機構（書面）】 

ネットに関する新たな知識の面では、大人のほうが青少年よりも遅れているこ

とを自覚かつ理解したうえで、問題解決能力を発揮するためには何ができるの

か、という視点をもった講座や研修が重要。子どもは、単に話を聞くだけでは、

何が問題で何が悪いのか、ということが、理解できない。自分達で話合いなが

ら、思いやりの気持ちをもってマナーやルールを理解していく場が必要。例え

ば、特別支援教育における特別支援学校のセンター的機能のように、中学校区

で１人程度の単位で、ネットリテラシーの専門教員を任命し、地区の学校の先

生方へのアドバイスや、問題解決の援助などを実施していくようなシステムは

考えられないか。保護者や若手の教職員に対し、自分の使い方と子どもの使わ

せ方とは違う、ということを正しく理解させる機会が必要。【静岡県（書面）】(再

掲) 

保護者への啓発の場や各種研修会で，ネットに関する専門知識を持った講師や

コーディネーターの紹介を依頼される際、当県には，インターネット関連業者

はいるものの，研修会等で講師を行う者は数名しか把握していないため、毎回

同じ講師が講話をすることがあることから、国，県の枠を超えて講師依頼でき

る方のリスト等の情報を共有したい。【鹿児島県（書面）】 

市民への広報・啓発を行う際、客観的なデータの提示は非常に有効。福祉犯罪

等の事例を映像化し誰もが閲覧可能にすることによって、フィルタリングの重

要性の啓発効果が高まる。【岡山市（書面）】 

各省庁の保有するデータの共有・活用のあり方については、情報共有を図るシ

ステムと必要な情報（単なる集計結果ではなく、具体的な対策や機器について）

を速やかに閲覧できるようなシステムが必要。【福島県（書面）】 

関係各省庁間で共有された情報について、各都道府県に対して迅速に、わかり

やすく伝達していただく必要。【石川県（書面）】 
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３ 青少年有害情報の閲覧の最小化 

３-(１) フィルタリング等の閲覧機会の最小化のための取組の充実強化 

 

青少年を取り巻くインターネット環境の変化に対応するためには、フィルタリ

ング提供義務を有する事業者や閲覧制限の対象となる事業者等、関係する事業

者が従来以上に高い意識を持ち、企業の社会的責任として同じ土俵に乗った対

策を強力に講じる必要がある。対外的に説明できる青少年保護対策を関係事業

者が今、このタイミングで講じなければ取り返しがつかないことになりかねな

いのではないか。具体的には、携帯電話やスマホでネット接続を提供する事業

者は、既存利用者への対応強化を含め、従来以上にフィルタリングの設定支援、

リスク説明を重点的に行う、青少年の利用が拡大しているアプリでは、十分な

青少年保護措置とともに、第三者機関の認定を取得するように努める、法制定

以降普及したさまざまなネット接続端末にもフィルタリング機能を持たせるな

ど、関係者が一体となった環境整備を迅速に強力に進めなければならないので

はないか。民間での取組が迅速に進まないようであれば、現行法の見直しを真

剣に検討すべきではないか。【第 21 回検討会：曽我委員（書面）】(再掲) 

スマートフォンの発売により、フィルタリングの普及・周知に係る取組が崩れ

た。フィルタリングをみんなしなくてはいけない、8～9 割に行くなと思ったと

きに、社会で大人が使う道具としてこれはいいというものが出てくると、大人

が子供まで巻き込んでそれを利用する状況に無料というためになってしまう、

これは今後も続くだろうと思う。既にある会社に対しては、１年半にわたって

青少年インターネット整備法に基づいて、青少年保護・バイ・デザインの意思

を持って早く青少年対策をしてフィルタリングして使えるようにお願いしてい

るが、いまだにそのような対応が講じられないということは、今後、やはりそ

ういう企業が増えていくということを前提に考える必要があるのではないか。

企業による主体的な青少年保護・バイ・デザインの取組が進まない中で、フィ

ルタリングを進めるためには、企業が青少年保護・バイ・デザインでそういう

取組をしない限り消費者は使わないのだというぐらいの啓発をしていかなけれ

ばならないのではないか。青少年インターネット整備法の今回の改正は、企業

の信頼を高めるためにも論議すべき。【第 23 回検討会：曽我委員】(再掲) 
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青少年のインターネット利用環境が大きく変化しており、公衆無線 LAN 接続に

よるインターネット接続、あるいは、MVNO(仮想移動体通信事業者)等の新しい

接続サービスによるインターネット利用機会が多くなってきている。事業者の

意識も変わってきており、事業者の多様化が進んでいる。青少年の利用実態も

大きく変化しており、保護者のリテラシーや問題意識が不足しているのではな

いかという状況が非常に多く指摘されている。こういう状況において、フィル

タリング等については、スマートフォンの環境の下においては、携帯電話事業

者、アプリ事業者、OS 事業者、それに MVNO 事業者等、多様な事業者が存在して

おり、その役割と連携状況が見えにくくなっているという実態がある。【第 24

回検討会：清水座長】(再掲) 

携帯電話事業者にフィルタリング提供義務が課せられているのは携帯電話回線

によるものだけでが、アプリ・フィルタリングについては、提供義務の対象外

なのか。また、量販店に対する指導はどこがやるのか。フィルタリングの指導

ができないような量販店では売ってほしくないという気持ちがある。一番説明

の弱いのは量販店なのでできるだけ指導を徹底していただきたい。【第 21 回検

討会：高橋委員】 

小学生がゲームを使ってインターネットを使って、フィルタリングにかかって

いないサイトに行っている状況があり、地域の大人がびっくりしたとことがあ

る。早急に手を打つ必要があるのではないか。【第 21 回検討会：高橋委員】 

学習用タブレットについては、子供が保護者のパスワードを使って、保護者モ

ードに切り替えてインターネットに接続してトラブルに巻き込まれる事例が見

られることから、パスワードの管理のあり方を含め、保護者へのリテラシーブ

ックを作成・配布する等事業者として、保護者に対する注意喚起や情報提供を

行っていただく必要。【第 22 回検討会：尾花委員】 

保護者がスマートフォンを買い替える際に、古いスマートフォンやタブレット

等の端末を、保護者が利用していた設定・環境のままで、子供にお下がりとし

て使わせる、いわゆる「お下がり」の端末の問題が生じている。販売する時に

は、事業者がきちんと対応する法律があるが、販売した中古の端末についても、

課金やネット依存等の問題もあるので、保護者等にこれらの端末の取扱いをう

ながすべく、適切な対応を検討すべき。【第 22 回検討会：尾花委員】 
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青少年ネット環境整備法は、現在も５割近くの保護者や関係者がフィルタリン

グを利用しており、その重要性は非常に高い。しかし、今の社会環境の中で、

フィルタリングのあり方に盲点があり、フィルタリングが進まなくなり形骸化

しているのか、それともリテラシーの低さからそのようになっているのか、フ

ィルタリングのあり方をきちんと検討しないと盲点ばかりになってしまう可能

性が高まる。以前は、携帯電話会社に依頼すればフィルタリングがかかるとい

う状況であったが、今はそのような状況ではなく、全ての事業者が参入する可

能性があるということを踏まえて、インターネット環境整備法でどのようにフ

ィルタリングというものを押し進め、日本の青少年のインターネット利用環境

を守るか検討しなければならない。そのためには、省庁間の連携をより効果的

なものとすべきであり、経済産業省は、市場に参入する企業が青少年のインタ

ーネット利用環境の整備に関し、法やマナーを守るような環境の整備を図るべ

き、また、総務省は、フィルタリングに関し、どのようなことを事業者に対し

て求めることができるのか、また、成長段階等に応じ、段階的にフリーに使え

る大人を育てていくためのプログラムとして利用させていくのか検討すべき。

そして、このようなフィルタリングのあり方が社会の中で受け入れられるよう

な状況づくりを関係省庁が連携して効果的に進めるべき。【第 22 回検討会：曽

我委員】(再掲) 

フィルタリングをそろそろ制限の道具とするのはやめるべきではないか。小学

校から大人になるまでに、どのような形でインターネットと触れ合わせるとい

いのか、利用に制限がない大人になっても、インターネットの利用を通じて事

件・事故等に巻き込まれることのないような大人をつくるための育成プログラ

ムがフィルタリング。日本でそういうプログラムをつくりましょう、というこ

と。制限道具だったらみんな使わない。PTA が望んでいるのは、我が子を育てて

くれる道具としてそういうものが存在してほしいということ。フィルタリング

をぜひ育成プログラムにするために、みんなの知恵を合わせて、フィルタリン

グを多くの保護者が使うような社会づくり、教育の皆さんが理解して安心でき

るような育成プログラムなのだというようなものにつくり上げてほしい。規制

という言葉をフィルタリングのレッテルに張ると絶対に悪くなると思う。企業

も絶対に、そうしたらイメージが悪いから逃げていくと思う。官民一体、企業

の皆さんにも協力していただいて、フィルタリングを規制の道具から育成プロ

グラムにして、日本は最高のインターネット育成プログラムを開発できたとい

うようにしていただきたい。【第 23 回検討会：曽我委員】 
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既にある会社に対しては、１年半にわたって我々は青少年インターネット整備

法に基づいて、青少年保護・バイ・デザインの意思を持って早く青少年対策を

してフィルタリングして使えるようにお願いしたいと申し上げているが、いま

だにその現状にならないということは、今後、やはりそういう企業がふえてい

くということを前提に考える必要があるのではないか。企業による主体的な青

少年保護・バイ・デザインの取組が進まない中で、フィルタリングを進めるた

めには、企業が青少年保護・バイ・デザインでそういう取組をしない限り消費

者は使わないのだというぐらいの啓発をしていかなければならないのではない

か。【第 23 回検討会：曽我委員】 

保護者向けの説明会等に参加できない・しない方でも守れるようなフィルタリ

ングの制度をきちんと作って、子供達に使ってもらい、段階的に大人になって

フリーに使えるという環境を作っていかなければならないと思う。そのような

状況づくりまで手が届く法律にどこまで近づけることができるか、検討すべき。

【第 22 回検討会：曽我委員】 

フィルタリングを初めからセッティングしたらという話は、多分２年か３年く

らい前に一回したことがある。その時は、一般の人が購入したときに大変です

よと言ったけれども、今は逆に初めからセットしておけば一般の人は外すだけ

だから、そのほうがフィルタリングの普及率は高くなるのではないかという声

も出てきたようなので、私はそれであればスタンスを変えても構わないと思う。

以前はこうだったけれども、今はこうと。その時々で、子供達の環境や保護者

の考え方が変わってきている。始めから外すときは、そのかわり、保護者は、

完全に自分の子供に関して責任を持って外す。【第 24 回検討会：高橋委員】 

 49 / 70 
 



携帯電話でもお酒でも、18 歳未満は使用禁止、つまり、青少年対策をしていな

い道具に関しては、18 歳未満は使用禁止と書ければ、確実にこれは子供の道具

ではなくて大人の道具だということが明快になる。そのくらい明快にしないと、

多分子供の道具か、大人の道具か、保護者はわからなくて買い与えてしまうと

思う。大人の道具を 18 歳未満に渡して、それで問題が起きれば 18 歳未満使用

禁止なのにどうしてこれを渡したのか、ということで非常に問題を明快にしや

すい。基本的に子供に使わせる道具に関しては、18 歳未満の対策をしている道

具を買って、そして、それを使ってもらう。この意思の協調度がきちんとしな

いと、うやむやでは、やはり道具でわからないというふうになってしまうので

はないか。そこまで考えた上で、そういう意識ができて、その後にフィルタリ

ングを親の責任を持って外すというのであれば結構理解できるが、まず、その

位の気持ちから始まって論議をしなければならないのではないか。【第 24 回検

討会：曽我委員】 

インターネットへ接続可能な端末・形態が多様化するとともに、青少年に身近

になってきている環境変化を踏まえ、利用者、保護者へのリテラシー向上を目

的とした一層の普及啓発が必要。関係機関との協力の下、より幅広くフィルタ

リングの必要性等を訴求すべく、継続的な啓発・奨励等が必要。また、OS 事業

者、SNS 事業者、ゲーム事業者等の関係事業者が協力しつつ、幅広くフィルタリ

ングの訴求・普及啓発を進めていく必要。【（第 24 回検討会：（一社）電気通信

事業者協会） 

現状、フィルタリングの利用の有無について、「わからない」と回答する保護者

が増加していることから、フィリタリングの利用率を上げるためには普及啓発

により保護者のリテラシー向上をという意見があるが、本末転倒。「わからない」

場合には、原則（フィルタリングを）適用すべき。フィルタリングが必要なの

は、青少年の行動範囲をその発達段階に応じたものにするためであり、インタ

ーネットの場合、いきなり世界かつ不特定多数に対する行動が可能であること

から、現実世界と同様の環境を確保するためにもフィルタリングは必須。青少

年インターネット環境整備法が、青少年による青少年有害情報の閲覧機会を最

小化する旨を規定しているのもこのような状況を鑑みたものであり、リアルに

おけるのと同程度に保護者が青少年の行動を監督できるだけの仕組みが必要で

あることを原則として確認すべき。青少年の利用には、原則適用され、保護者

のリテラシーの向上により、更なる利用をさせることが可能だという仕組みが

必要。【第 23 回検討会：モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）（書面）】 
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青少年インターネット環境整備法の最大の目的は、青少年のインターネット利

用環境の整備であり、青少年の利用環境に応じた対策が考えられるべき。つま

り、利用者の認識に応じた対策が講じられるべきであり、機器ベースではなく、

青少年の利用実態に応じた対策をすべきであり、どのデバイスから接続しても、

同じ接続環境が確保されることが必要。携帯電話以外の青少年が多く利用する

インターネット通信端末機器においても、インターネット上の青少年保護が現

状に即し、かつ、急激な技術の変化に対応できるよう、早急に青少年の利用環

境に応じた実現可能で効果的な対策を検討すべき。【第 23 回検討会：モバイル

コンテンツ審査・運用監視機構（EMA）（書面）】(再掲) 

保護者が青少年保護のためのサービスの存在を認識していないケースが多いこ

とから、保護者による多様な青少年保護の方策（各家庭の事情に合った保護）

を支援するためにも、保護者による青少年のインターネット利用の管理のため

のツールの選択肢については、（奨励ではなく）これらが利用可能であることを

公知する必要がある。【第 23 回検討会：一般社団法人インターネット・コンテ

ンツ審査監視機構（書面）】 

これまでフィルタリングに対しては、その機能や実効性の向上に向けて各関係

者が努力しているが、フィルタリングの機能向上に向け客観的評価が行われて

いない。青少年のリスク回避能力の状況に適合した、適切なフィリタリングに

改良されていくためにも、フィルタリングの効果に関する科学的なデーターを

得るための調査・実験等、客観的評価への取組が必要。【第 23 回検討会：一般

社団法人インターネット・コンテンツ審査監視機構（書面）】(再掲) 

野放し状態の保護者は、子供の健全育成に関心のある層の保護者に比べて、啓

発的な事業への参加率が低いと想定される。この点を踏まえれば、スマートフ

ォン等の出荷段階・販売時点で一律にフィルタリングを設定しておき、必要な

らば購入時に保護者がフィルタリング解除の手続きを取るような仕様にしてお

くのが効果的である。つまり、「保護者がフィルタリングを施す」方式から、「保

護者がフィルタリングを外す」方式に転換することを提言したい。このような

方式に転換することを前提として、関係機関・業者による連携を進めて欲しい。

【第 24 回検討会：一般社団法人全国高等学校 PTA 連合会（書面）】 
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インターネットの上には、青少年の目に触れてほしくない情報が多くある。特

にわいせつ情報や異性交際が偏った形で掲載されている。大人であればそれが

普通ではないと判断できても、青少年が初めてわいせつ画像を見たとしたら、

偏った情報なのに、それが普通かと錯覚する。インターネットで彼氏彼女を見

つけることが自分のステータスにもなっている。そして、安易に裸の画像を送

り合って楽しんでいる。「みんながやっているから問題ない」と思わせるように

なっているのが現状。フィルタリングをかける以前の問題であるが、非常に重

要。SNS 等を運営する大手サイト運営者は、青少年の利用制限があることや注意

事項が多くあることを、その理由とともにわかりやすく説明すべき。そして、

その説明（簡単なテストを組み込んでもよい）を見た後でないと利用開始でき

ないような仕組みを構築すべき。最初のアカウント登録時こそが肝心。また、

青少年の初心者トラブルを想定して、利用規約の例外として、例えば、利用規

約違反ではない場合でも、その情報がインターネットに掲載されているために

いじめに遭ったり、将来に影響してしまう場合等に適切に対応できるよう、「青

少年のための特別措置」を設けるとよいのではないか。【第 24 回検討会：一般

財団法人インターネット協会（書面）】 

スマートフォンのフィルタリングの普及に向け、法 17 条の適用範囲の拡大や事

業者による説明義務化を検討してもよいのではないか。フィルタリングの実効

性の向上の観点から、青少年有害情報の通報先について、広く周知し、国民全

体でインターネットを監視しようという機運醸成も必要ではないか。端末フィ

ルタリングについても、法整備が必要ではないか。アプリについても、審査機

関やガイドライン等を整え、不適切なアプリを利用しない体制を作る必要があ

るのではないか。【埼玉県（書面）】 

急拡大している無料通話アプリ等が青少年向けの健全な認定するアプリとして

認定されていないことが、フィルタリングの利用の低下の一因と考えられるこ

とから、現行の民間主導のフィルタリングでは対応に限界があることから、国

主導の新たなフィルタリングの制度創設を要望。【北海道（書面）】 

各地域に、いわゆるＬＡＮスポットが増えている中、青少年がインターネット

ができるゲーム機等新たなネット利用機器を用いてネットを使用している状況

から、これらに対する有害情報閲覧防止方策等を検討する必要がある。【山形県

（書面）】 
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携帯電話の安易なフィルタリング不使用・解除への対策として、一部の都道府

県の条例において、保護者へのフィルタリングを解除する際の制限が課され、

それに伴い携帯電話事業者においても全国的に同様の取り扱いがされている状

況にある。その後、スマートフォンの急速な普及により、無線ＬＡＮやアプリ

ケーションを通じたインターネット利用には、既存の携帯電話に係るフィルタ

リングが無効になる問題があったが、携帯電話各社がスマートフォンに対応し

たフィルタリングの提供を進めている。しかし、スマートフォンに対応したフ

ィルタリングについては、既存の携帯電話と違い利用者自らが設定しなければ

ならず、複雑化している。また、一定のアプリケーションを利用するためにフ

ィルタリングを解除するといった事例も多く見られる状況にある。こうした中、

条例や普及啓発だけでは、対応が難しくもなっているため、法律の見直しなど

抜本的な対応も必要ではないか。【茨城県（書面）】 

携帯電話やスマートフォンからインターネットを利用できることは、多くの保

護者が承知しているが、ゲーム機や携帯音楽プレーヤー等、新たなインターネ

ット接続機器については、未だインターネットに接続可能なことを承知してい

ないと思われる。現状の法律では、機器製造業者に義務が課されているところ、

これらの機器を実査に販売する店舗において、フィルタリングに関する情報の

提供が実施されることが望ましい。。【茨城県（書面）】 

スマートフォン等の安全・安心な環境整備については、青少年によるインター

ネットの適切な活用を促進する上でも、青少年有害情報の閲覧機会をできるだ

け少なくするために、「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」の見直しが必要。【栃木県（書面）】 

携帯ゲーム機や携帯音楽プレイヤー等、無線通信によりインターネット接続が

可能な機器が増えており、現行法で事業者にフィルタリング提供義務が課され

ているが、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の

ためには、当該機器の製造事業者に対するフィルタリング提供の強化や、販売

時における説明等の措置について、関係省庁から事業者への働きかけを求める。

【千葉（書面）】(再掲) 

フィルタリングの提供や利用に際しての基準を地方自治体ごとに定めることは

困難なため、国においてガイドラインを定めていただきたい。【山梨県（書面）】 
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無線ＬＡＮ経由でのインターネット接続対策が課題（青少年がゲーム機等で公

共施設等の親の目が届かないところから、インターネットを利用することがで

きるため）【石川県（書面）】 

昨年１１月～１月に岐阜県教育委員会が行った情報モラル調査によると、スマ

ートフォンは県内高校生の８５．８％が所持しており、小学校低学年の６５.

９％が通信型ゲーム機を所持している。また、公衆無線ＬＡＮのアクセスポイ

ントについても、観光地・商店街・飲食店など年々増加してきている。携帯電

話の場合、こうした無線ＬＡＮによるインターネット接続は、従来の携帯電話

回線のフィルタリングサービスでは対応できず、パソコン、通信型ゲーム機、

携帯音楽プレーヤー等と同様に、フィルタリングソフトウェア（アプリ）をダ

ウンロードしてフィルタリングを設定する必要があるとともに、有害なアプリ

のダウンロード・起動制限についても設定を行う必要がある。しかしながら、

急速に複雑・高度化するこれらの通信機器の機能を、全ての保護者が完全に理

解して青少年に買い与えることは困難であり、こうしたインターネット接続役

務の提供についても、青少年が青少年有害情報に接する危険性は携帯電話イン

ターネット接続役務の提供となんら異なるところがないため、青少年を守るこ

とを第一に考えれば、携帯電話インターネット接続役務のフィルタリングサー

ビス提供義務に準じた法整備が必要。【岐阜県（書面）】 

保護者の中には、フィルタリングをかけると何も見られなくなってしまう、無

料通話アプリがダウンロードできないといったマイナスの認識を持つ方もおら

れるため、フィルタリングに関する具体的な情報提供を行い、プラスのイメー

ジを浸透させていくことが利用率向上のために重要。また、年齢に応じたフィ

ルタリング機能の細分化や、SNS アプリについても個別に利用設定を選択できる

ような保護者のニーズに応じた機能の向上が求められる【岐阜県（書面）】 

 54 / 70 
 



当県においては、保護者団体である県の PTA 連合会のフィルタリングの徹底に

関する要請を踏まえ、事業者に対し、携帯電話端末等の使用者確認や青少年有

害情報に接する機会が生じることの説明、フィルタリング（無線 LAN に対応す

るフィルタリングソフトウェアを含む。）の内容説明を義務付けるとともに、保

護者に対し、フィルタリングを利用しない旨を申し出る場合の書面提出を義務

付ける条例改正を検討しているところであるが、こうした取組は、保護者の判

断を制限する例外的なものではなく、保護者がフィルタリングを利用しない場

合の危険性を認識しないまま、安易に不使用・解除を選択することのないよう、

保護者のフィルタリングに対する認識を深め、適切な判断をサポートするため

の取組であり、法の意図するフィルタリングサービス提供義務の実効性を高め

るための対策である。【岐阜県（書面）】(再掲) 

青少年をインターネット上の有害情報、犯罪被害、トラブルなどから守るため

には、①フィルタリングの確実な設定②家庭での利用ルール作り③保護者の管

理・監督が最低限必要であるが、昨年度、県内全域において「フィルタリング

の利用状況などに関する調査」を実施した結果、前年度と比較してフィルタリ

ング利用率が大きく低下しており、その最も大きな要因が「保護者の判断によ

るもの」。青少年のネット利用について、前記３点を浸透させるには、管理・監

督者となる保護者や青少年自身がインターネットに関して正しい知識を習得す

ることが前提となり、その上で民間、行政、警察等の関係機関が連携して、そ

れぞれの分野において情報発信等の活動を行っていく必要。本県については、

都市部と比較しても対象となる事業者、店舗（携帯電話販売店、インターネッ

ト接続機器販売店等）などが少ないことや各市町が設置主体となって青少年健

全育成活動を行っている少年補導センターが県下全域（１６か所）にあること

などの地域特性から、青少年のフィルタリング利用について、比較的推進しや

すい環境にあり、いかに正しい知識、情報を青少年やその保護者に提供できる

か、また聞き入れてもらえるかがフィルタリング利用率を上げるための課題。

【滋賀県（書面）】(再掲) 

 55 / 70 
 



青少年をインターネットの有害情報から守る閲覧制限（フィルタリングサービ

ス）については、国は通信の自由を尊重し、民間事業者の自主的取組みや保護

者の監督を前提とした自己責任という基本的な考え方に立っているが、スマー

トフォン等の急速な普及により、青少年がコミュニティサイト等を通じて被害

に遭う事案が後を絶たない状況にある。このため、（１）青少年がインターネッ

トを利用して有害情報を閲覧する機会を減少させるという観点から、「青少年イ

ンターネット環境整備法」の見直しを行うべき。青少年のインターネット環境

の整備については、インターネット上の自由な表現活動の確保ばかりに着目す

るのではなく、青少年が使用する携帯電話のフィルタリング解除の厳格化やス

マートフォンの無線 LAN 回線におけるフィルタリングサービス提供の義務化を

図るとともに、タブレット端末、音楽プレーヤー、ゲーム機器等についても同

様の対策を行うなど、青少年の被害の実態を踏まえた取組みを進める必要。（２）

青少年がコミュニティサイトの掲示板機能を介して性犯罪被害等に遭う事例が

増加していることから、「出会い系サイト規制法」の適用外となっている掲示板

アプリ対策を行うべき。スマートフォン向けの掲示板アプリ等は、掲示板機能

しか有していない等の理由から「出会い系サイト規制法」の適用外となってい

るが、掲示板アプリと無料通信アプリを組み合わせることにより、事実上は出

会い系サイトとして利用されており、その対策が急務。【大阪府（書面）】 

フィルタリングの実効性の向上に関しては、フィルタリングと生徒の利用率の

高い SNS との関係について、一層の検討と対策が必要。【長野県（書面）】 

青少年のスマートフォンやゲーム機でのインターネットへの接続が増加してい

ることを踏まえ、無線 LAN やアプリ用のフィルタリング利用を徹底する必要。

青少年インターネット環境整備法の改正により、青少年利用の場合の無線ラン

やアプリ用フィルタリングサービスの提供を義務化すること、ゲーム機等のイ

ンターネット接続機器について、青少年利用の場合のフィルタリングサービス

の提供について義務化すること、携帯電話事業者等へ、携帯電話回線、無線ラ

ン、アプリ用フィルタリングを一括で行うことのできるサービスの提供を義務

化することを検討すべき。【岡山県（書面）】 
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無線 LAN 対策の説明義務が課されていないため、販売店には説明の要請のみ行

っている状況。子供の訴えによりフィルタリングを利用しなかったり、解除す

る保護者が多いがそれを止めるための有効な対策がない。また、ゲーム機等の

インターネット接続機器販売店に、フィルタリングについての説明義務が課さ

れていないため、こうした機器へのフィルタリングの必要性が十分に理解でき

ていない保護者がいる。【岡山県（書面）】(再掲) 

インターネットに接続するサービスが青少年による青少年有害情報の閲覧に重

大な影響を及ぼす場合は、今後もフィルタリング利用を条件として役務提供し

なければならないと考える。また、フィルタリング設定に係る手順等、今後よ

り容易に使用できるようにしなければならない。【香川県（書面）】 

インターネット利用機器レベルでの対策や、サービス、アプリに対する規制等

について、国レベルでの検討が必要。【福岡県（書面）】 

スマートフォン等による青少年有害情報の閲覧防止に向けた対策が必要。【佐賀

県（書面）】 

携帯電話等に限らず、携帯ゲーム機をはじめインターネットに接続できる機器

の普及に伴い、少年が有害情報等に接する危険性も増大。また、学校現場（特

に小学校）においても、携帯ゲーム機を通じて児童が有害情報等に接すること

について危惧されている状況。携帯電話事業者に限らず、インターネットに接

続可能な機器を製造・販売する業者等を巻き込んだ対策の推進を検討する必要。

【熊本県（書面）】 

ゲーム機等、携帯電話以外でもインターネットに接続可能な機器が普及。携帯

電話に限らず、ゲーム機等でもインターネットに接続可能であることを知らな

い保護者が多く、そのような機器に関しては、ペアレンタル・コントロールの

必要性・重要性を周知啓発していく必要。【熊本県（書面）】 

青少年が使用する携帯電話（スマートフォンを含む）のフィルタリングサービ

スを安易に解除してしまう保護者が多くいる。青少年や保護者に対して、フィ

ルタリングサービスの利用を推進する学習、啓発活動を充実させる必要。【千葉

市（書面）】(再掲) 
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スマートフォンの急激な普及に伴い、手軽にインターネットにつながることが

できるようになり、青少年が SNS 等で不特定多数の人とコミュニケーションを

とることや有害情報等の閲覧の危険性が高くなっている。青少年が不特定多数

の人と不必要に接触することや不適切なコンテンツを使用することを制限する

ためにはフィルタリングの設定は重要。しかしながら、2月に発表された内閣府

の実態調査ではフィルタリングの利用率が下がってきているという現状があ

り、本市も同様の傾向があると推察できる。フィルタリングの利用率の低下の

原因としては、スマートフォンでは電話回線だけでなく、Wi-Fi でも利用でき、

フィルタリングの設定が複雑になっていること、フィルタリングを設定するこ

とにより、子どもが使いたいコンテンツが使えなくなることから、子どもにせ

がまれてフィルタリングを外す実態があげられる。今後、さらにスマートフォ

ンの普及が進んでいくことが十分予想されるため、フィルタリング関連業者に

よるフィルタリング設定の簡易性の向上と行政を含めた関連機関の啓発活動な

どの取組が必要。【相模原市（書面）】 

携帯電話やスマートフォンに限らず、携帯ゲーム機及び携帯音楽プレーヤーな

どから青少年がインターネット接続する際のフィルタリング利用にも、保護者

の努力義務を加えていく必要。インターネット環境整備法及び県条例等のフィ

ルタリングサービス利用の保護者の努力義務に関する項目の見直しを検討すべ

き。【浜松市（書面）】 

いわゆる親ケータイについては、サイト運営側が青少年保護対策を講じても、

適応されないという実態がある。「機器の利用者が青少年か否か」の確認は、機

器購入時だけでなく、インターネット接続時にも何らかの形で年齢確認できる

制度が必要。【浜松市（書面）】 

携帯ゲーム機や携帯音楽プレーヤーからの Wifi 等の無線 LANによる青少年のイ

ンターネット利用は、現行では保護者の努力義務とされていない。小中学生の

インターネット利用はこれらの機器が主流である現状を踏まえると、今のまま

では有害情報閲覧流通防止措置が不十分。インターネット利用可能機器には、

全て本体からフィルタリング設定できる仕様を施すべきであり、更にフィルタ

リングは無料で利用できようにする必要。また、無料で利用できる公衆無線 LAN

が増える現状を踏まえると、青少年が無線 LAN 回線接続時に何らかの制限が加

わる措置等を国の施策として行うことも必要。【浜松市（書面）】 
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スマホで無線 LAN 回線を使用してインターネットに接続する場合やアプリを使

用する場合は、青少年による青少年有害情報の閲覧の危険が高いので、既に携

帯電話事業者の自主的な取組が行われているが、法 17 条第１項と同様の義務を

設ける必要性について事業者側と検討する必要があるのではないか。 【東京

都（書面）】 

急速にスマートフォンが普及しているが、法律では青少年が無線 LAN に接続す

る場合、フィルタリング義務が課されていないほか、保護者が適切に判断を下

せる判断材料の情報提供や保護者のリテラシー能力の向等を行う義務が課され

ていない。  【神奈川（書面）】 

WI-FI 接続に対するフィルタリング等について、販売店等で個別に説明されても

世間一般には周知されないので、フィルタリング等のサービスを通信事業者自

身が世間に周知させる自主的取組が必要。【岩手（書面）】 

フィルタリング提供義務の趣旨からみて、データ通信全般にわたる違法・有害・

不適切情報を選別することが最善であるなら、今後のアプリ開発時点から OS で

登録された年齢に即したフィルタリング、ペアレンタル・コントロールの運用

をさせることを推進することはできないか。あるいは、本来予定していなかっ

た利用方法により、青少年の犯罪被害の温床となっているにもかかわらず、抜

本的な改善ができない場合は、事業者等によるサービスの改善や閉鎖等の措置

を要請する等の決まりを構築できないか。【岩手（書面）】(再掲) 

保護者に対するフィルタリング対策については、使用することのメリット、使

用しない場合のデメリットについて、知る機会を増やすことが大切。多くは購

入時に事業者から説明を受けている状況だが、予備知識を植え付けていくこと

も大切。また、未成年の利用については、購入時に青少年が利用するか否かを

確認することも大切だが、購入後の使用については、保護者の判断となること

から、最終的には保護者のリテラシーを向上させなければならない。フィルタ

リングの実効性向上に向けた取組については、現在のフィルタリングで防げる

部分と防ぐことができない部分については、物理的に対策が可能なのか、不可

能なのかなども分析し、対策を考えるべき。使用機器の違いでフィルタリング

を義務付けるか否かを区別することは、有害情報の閲覧を防止するという趣旨

から見ても不自然であり、インターネット接続機器という枠組みで捉えるべき。

【福島県（書面）】 
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フィルタリングの必要性は一定程度の認識がなされたと思うが、スマートフォ

ンの普及や SNS 利用者の増加により、フィルタリング設定率が下がっている。

誤った情報に左右されない知識を啓発していくことが重要。また、販売店での

販売/購入時点でのフィルタリングの必要性に関する説明も有効な手段。一方で

携帯電話直営店以外での端末販売や、インターネットが利用できる携帯電話や

スマートフォン以外の機器の販売においては、フィルタリング若しくは保護者

管理機能の説明が不十分。携帯電話直営店以外の販売店での販売員の研修が必

要。【静岡県（書面）】 

インターネットへの接続可能な機器は、低年齢層にも広く普及しいている携帯

用ゲーム機や音楽プレーヤーなど多岐にわたる現在、これらの機器を使用して

有害情報を閲覧する事例や犯罪被害に遭う事例が発生しており、携帯電話と同

様にフィルタリングの利用が不可欠。青少年が使用する携帯電話を契約する際

は、フィルタリングの利用が前提となっているのに対し、携帯用ゲーム機や音

楽プレーヤーは購入時のチェック機能がないことや、フィルタリングソフトが

インストールされていない状態での販売が前提となっていることから、関係企

業の協力が不可欠。【和歌山県（書面）】(再掲) 

有害サイトの閲覧を制限する従来のフィルタリングから、スマートフォンの普

及によってインターネットサイト、アプリ、無線 LAN に対応したフィルタリン

グが必要であることやカスタマイズが未だ保護者に浸透しておらず、その周知

と簡便性の向上が課題。 【和歌山県（書面）】 

スマートフォンの無線 LAN 接続やアプリケーション等ブラウザ以外のソフトウ

ェアからのインターネット接続について、利用している青少年は多く、可能で

あれば、何らかの制限（フィルタリングソフト導入）等の検討が必要。【佐賀県

（書面）】 

安易なフィルタリングの不使用・解除がないように、保護者の情報リテラシー

を向上させる必要。また、携帯電話事業者においても、契約時のフィルタリン

グに関する説明方法を改善し、説明時期についても契約の当初に行うなどの工

夫が必要。【熊本県（書面）】(再掲) 

SIM ロック解除端末、タブレット型 PC、ゲーム機、インターネット対応テレビ

等に関して、有害情報を閲覧できることの周知が課題【沖縄県（書面）】 
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３-(２) 青少年有害情報に係る被害防止・被害拡大防止対策の充実強化 

 

リベンジポルノについては、被害の未然防止だけではなく、現にそうした画像

あるいは写真等が流布されてしまっていて、それを削除できない法整備の中で

大変傷ついている当該御本人や、あるいは家族や友人や関係者の皆さんをどう

したら救えるのかということが問題。被害者及びその関係者を救済するために、

立法機関の動きに委ねるべき部分はあろうが、現在の法律の解釈等によって対

応できる事柄については、被害者等に情報提供していくことが必要。【第 21 回

検討会：清原委員】 

リベンジポルノは、その当事者からすると非常に深刻な問題であり、未然防止

というのを超えて、もう既に起きたところをどうするかということが大きな課

題【第 21 回検討会：清水座長】 

ヨーロッパとかアメリカでは、通報があってからそれを削除するまでの日数を

できるだけ短くしていこうということで、そういう迅速化ということに力を入

れている。我が国では、プロバイダ責任制限法では削除まで、1週間の猶予期間

があるが、公職選挙法では候補者の誹謗中傷については二日間と期間が短縮さ

れている。リベンジポルノについても、そういうものが広く流通したまま多く

の人の目にさらされるということがないように、見つけたら即対応するという

方向で、何かベースとなる方針や法改正が必要なるのではないか。【第 21 回検

討会：国分委員】 

現在、日本国内の ISP の削除は 7日以内に終わっているのではないかと思う。

国内法を改正しても、海外のサーバーには効果は及ばないため、どのような実

態や情報があるのか、統計に基づいた分析した上で、慎重な議論が必要。【第 21

回検討会：吉田委員】 
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特定サーバー管理者の青少年閲覧防止措置は、例示のみではなく具体的な施策

を示した運用ガイドライン等の策定等、特定サーバー管理者の機能、能力、ス

キル等の標準化への努力が必要。また、業務担当者に関しても、その能力の明

確化等、特定サーバー管理者の自主的な取組に一方的に委ねるのでなく、より

一層具体化・標準化する方向で実践すべき。上位特定サーバー管理者の催告に

も関わらず、下位特定サーバー管理者が青少年閲覧防止措置を講じない場合等

に関し、モデル約款の整備は必要であり、リベンジポルノの問題等の実態に鑑

みると、特定サーバー管理者研修等で共通して使用される運用ガイドラインモ

デルの提示等を通して、特定サーバー管理者の能力向上を現実のものとする努

力をすべき。【第 23 回検討会：一般社団法人インターネット・コンテンツ審査

監視機構（書面）】 

特定サーバー管理者の連絡受付体制の整備については、法的義務への引上げは

検討すべき。上位特定サーバー管理者が、青少年有害情報を発見した外部機関

に当該下位特定サーバー管理者の連絡先を提供しない場合、外部機関は当該特

定サーバー管理者の青少年有害情報閲覧防止措置の運用についての情報を公表

するなど、対応措置を実践すべき。【第 23 回検討会：一般社団法人インターネ

ット・コンテンツ審査監視機構（書面）】 

特定サーバー管理者の取組として、特定サーバー管理者の使用する問い合わせ

フォーム等を業界として整備し、問い合わせ等の運用ガイドラインを整備する

などにより、青少年有害閲覧防止措置のプロセスの可視化をより実効あるもの

とすべき。【第 23 回検討会：一般社団法人インターネット・コンテンツ審査監

視機構（書面）】 

利用者の年齢等の属性に応じた利用可能なサービスを区別するゾーンニングに

関し、このゾーンを利用者に判断させるのは、現実には困難を伴うことから、

情報の発信者側でサービスの適切なラベルを明示して発信する形の制度整備が

必要。【第 23 回検討会：一般社団法人インターネット・コンテンツ審査監視機

構（書面）】 
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SNS 等を運営する大手サイト運営者は、青少年の利用制限があることや注意事項

が多くあることを、その理由とともにわかりやすく説明すべき。そして、その

説明（簡単なテストを組み込んでもよい）を見た後でないと利用開始できない

ような仕組みを構築すべき。最初のアカウント登録時こそが肝心。また、青少

年の初心者トラブルを想定して、利用規約の例外として、例えば、利用規約違

反ではない場合でも、その情報がインターネットに掲載されているためにいじ

めに遭ったり、将来に影響してしまう場合等に適切に対応できるよう、「青少年

のための特別措置」を設けるとよいのではないか。【第 24 回検討会：一般財団

法人インターネット協会（書面）】(再掲) 

子供達が安全にインターネットを利用できる環境を整備するための対策につい

ては、子供達がどんな隙があって被害に遭うのか、また、その隙をカバーする

ためのこれらの対策により、どのような効果が期待できるのか、具体的な説明

が必要。また、インターネットで知り合った人の他に、知人が加害者になるこ

ともあることから、予防策をとる際は、これらの点も配意すべき。【第 24 回検

討会：一般財団法人インターネット協会（書面）】 

犯罪防止や被害防止の観点での教育はもちろん大切だが、それよりも、前向き

な教育が望ましい。また、親や先生に言えないことを相談するために、相談窓

口照会のパンフレット等には「秘密は守る」「一人で悩まないで」と大きく掲げ

るなど、相談窓口への敷居を低くすることが望ましい。始めの第一歩の相談が

大切で、受け入れ口は大きく広げておくべき。相談している場合に親に話した

方がいいんだと気づく場合もある。トラウマにならないよう、専門家のカウン

セリングの手法・手腕に期待。【第 24 回検討会：一般財団法人インターネット

協会（書面）】 

未成年者のスマートフォン等 IT 機器の利用に伴う犯罪（加害・被害）を防止す

るためには、リテラシー教育と合わせて、一定の法的規制が必要な時期に来て

いる。残念ながら、子供を野放しに状態にしている保護者も多いので、保護者

が指導監督責任を強く自覚できるよう、購入時における責務の明文化と徹底を

図ること、また、責務を担保する何らかの社会的な仕組みを考案することが望

まれる。【第 24 回検討会：一般社団法人全国高等学校 PTA 連合会（書面）】(再

掲) 
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当県においては、保護者団体である県の PTA 連合会のフィルタリングの徹底に

関する要請を踏まえ、事業者に対し、携帯電話端末等の使用者確認や青少年有

害情報に接する機会が生じることの説明、フィルタリング（無線 LAN に対応す

るフィルタリングソフトウェアを含む。）の内容説明を義務付けるとともに、保

護者に対し、フィルタリングを利用しない旨を申し出る場合の書面提出を義務

付ける条例改正を検討しているところであるが、こうした取組は、保護者の判

断を制限する例外的なものではなく、保護者がフィルタリングを利用しない場

合の危険性を認識しないまま、安易に不使用・解除を選択することのないよう、

保護者のフィルタリングに対する認識を深め、適切な判断をサポートするため

の取組であり、法の意図するフィルタリングサービス提供義務の実効性を高め

るための対策である。【岐阜県（書面）】(再掲) 

現行の児童ポルノ禁止法が悪質と思われるリベンジポルノに対応できるものな

のかどうか。リベンジポルノについては、「インターネット利用環境の変化等を

踏まえ」の「変化」として位置付けて、一つの問題の所在として認識を共有す

べき。【第 21 回検討会：清原委員】 

LINE 等閉鎖的なコミュニティーでのトラブルが多く発生。しかし、トラブルに

ついては、ほとんどが大きくなってから大人が知ることになっている。この様

なトラブルが発生した場合、初期段階から身近な大人に相談するという基本的

な対処の仕方をはじめ、トラブルを起こさないための情報モラルの向上に向け

ての取組が必要。規制の考え方より、使う側の知識やモラルの向上についてど

う対応していくかが問題。また、スマートフォンが販売の主流となり、多くの

子どもが使用している中、保護者は従来の電話を使用している方も多くあり、

機器の使い方ひとつとっても大人と子どものギャップの問題も考えるべき。【三

重県（書面）】(再掲) 

スマートフォンをはじめとする新たなインターネット機器の普及により、子ど

もたちが児童ポルノの被害にあったり、子どもたち自身が児童ポルノを送信す

るなどして罪に問われる事案が発生。子どもたちがスマートフォンをはじめと

するインターネット利用に係る児童ポルノの被害者にも加害者にもならないよ

う、関係事業者への改善指導・規制の強化や情報リテラシー教育の充実など、

児童ポルノの根絶に向けた取組を強化していただきたい。【京都府（書面）】 
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児童生徒を対象とした情報モラル教育は、現状では学校段階、発達段階等に応

じて必要とされる情報教育を実施するとされているが、携帯電話所持者と非所

持者が混在している学校現場では、情報モラル教育の実施にはかなりバラつき

がある。情報モラル教育受講の有無は、いずれ所持する携帯電話を利用してい

く上で生じるトラブル等の回避を左右するものであり、情報モラルに関する児

童生徒の知識について醸成する必要があり、情報モラル教育の必修化を検討す

べきと考える。【和歌山県（書面）】(再掲) 

当県では、17 歳の少女が同年代の少女を殺害するという衝撃的な事件が発生し、

その際にインターネット上の SNS におけるやりとりが事件に大きな影響を与え

たという報道があり、有害情報から子供達を保護するとともに、その正しい使

い方を身に付けさせて、犯罪の被害者や当事者にならない取組を進めていく必

要性が高まっている。このため、引き続き、保護者への啓発を行うとともに、

当事者である青少年を啓発活動に巻き込み、子供達に自主的にネットの安全・

安心利用について考えるきっかけを作る事業を展開する必要。【広島県（書面）】 

スマートフォンの普及により、各携帯電話会社のフィルタリングも無線 LAN 対

応に改善されてきているが、携帯電話会社により設定方法や効果にばらつきが

あり、保護者が自力で利用しようと試みても、複雑でわからないという声が聞

かれる。個人でも簡単に設定できる方式や、契約時でなくても事業者で設定し

てもらえる方式、電話会社に関わらず一律の方式等の平易な方式での提供が必

要。【浜松市（書面）】 

近年、ネットいじめの形も変わり、無料通話アプリ（LINE 等）を使っての誹謗

中層の書き込み、特定の友達の外し、恥ずかしい画像の送り合い等がトラブル

原因となっている。無料通話アプリの特性として、「友だち」でないと内容が確

認できないため、従前のネットパトロールでは、発見することができない。本

人や関係者の訴えがないといじめの事実が内在化してしまう可能性が高い。青

少年の無料通話アプリ使用率の高さを考えると、アプリ提供会社が監視機能を

強化し、不適切な書き込みや画像を管理していく必要。【浜松市（書面）】(再掲) 

青少年がフィルタリング機能を敬遠する理由の一つとして、無料通話アプリ

（LINE）の利用ができなくなることが考えられる。携帯電話会社によっては、

設定により無料通話アプリが利用できるフィルタリングもあり一貫性が見られ

ない。無料通話アプリ提供会社が青少年が利用するにふさわしいよう運用監視

を強化し、認定サイトとなることが求められている。【浜松市（書面）】(再掲) 
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民間主導を定める条項があることから難しい面もあるが、有害情報の削除等に

非協力な管理者等については、何らかの義務を課す条項があってもよいのでは

ないか。青少年有害情報に対して迅速な対応がとれるシステム作りも必要。ま

た、ゾーンニングを導入しているコミュニティサイトもあるが各事業者単位の

取組であり、携帯電話会社との連携による年齢確認等も一部のサイトのみであ

ることから、サイト管理者へゾーンニングを周知徹底することや様々な青少年

対策についての業界との連携等、手探りでも対策を進めて行くべき。【福島県（書

面）】 

携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び契約代理店等に対しては、条

例を順守するよう協力を依頼することや、新たな有害アプリ等への対応策を検

討し、実行していただくよう依頼する必要。【石川県（書面）】 

ネットパトロール事業により、不適切な書き込みや SNS での情報発信等の抽出

を行っているが、一部のサイト管理者には当事者以外の行政や教育機関からの

削除要請に応じないケースがある等の報道がされている。関係するサーバー管

理者の自主的な取組を更に促進していく必要。 【和歌山県（書面）】 

SNS での犯罪被害が依然として絶えないため、引き続き、有害サイトの危険性等

について広報啓発を行う必要。【島根県（書面）】 

被害実態の情報共有及び保護者等への情報提供が課題（被害に遭った掲示板等

についての規制、公表等）【沖縄県（書面）】 
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３-(３) 実証的なエビデンス等に基づく取組の高度化・技術開発の促進等 

 

スマートフォンを始めとする各種のインターネット接続機器が次々に登場した

り、アプリケーショ等を通じた多様な新サービスが開発される状況は今後も継

続し、青少年が直面するネットの危険性は常に多様に変化し続けることが予見

される。また、利用者が求める利便性の向上、高機能化や選択肢の拡大は、不

可避的に操作や設定の複雑化を招く傾向があることも否めない。フィリタリン

グやペアレンタルコントロール等により、保護された環境を青少年に提供する

努力は関係者により、今後も継続、強化が図られるべきだが、これらの取組だ

けでは一定の限界があることも認識される必要。また、海外における状況と比

較しても、我が国の規制やその実施状況という面での環境整備が著しく遅れて

いる状況にはないと認識。【第 23 回検討会・奥山委員（書面）】(再掲) 

各地方自治体から緊急な対処を要する課題等を見ると、学校の外での利用につ

いて緊急性を感じているという問題意識が多く示されている。学校の外で児童

同士がつながる、生徒同士がつながる、あるいは全く出会ったことのない関係

がつながっていくという中で起こってくる課題については緊急な対処を要する

のではないか。学校で学ぶ時間の外で子供たちが直面しているインターネット

環境の中での課題について、LINE、ゲームを含めた「ネット依存」や「リベン

ジポルノ」対策については、これまでの検討では、技術革新の方が早く、対応

は少しずつというところがあるので、ぜひ今後の計画、あるいは取組に反映し

ていただきたい。また、これらの課題は、各自治体において、かなり共通性が

ある課題だと思われるので、先進的な取組について、都道府県及び市町村にし

て、より一層情報伝達に努めるなど連携強化をお願いしたい。【第 23 回検討会：

清原委員】(再掲) 
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フィルタリングをそろそろ制限の道具とするのはやめるべきではないか。小学

校から大人になるまでに、どのような形でインターネットと触れ合わせるとい

いのか、利用に制限がない大人になっても、インターネットの利用を通じて事

件・事故等に巻き込まれることのないような大人をつくるための育成プログラ

ムがフィルタリング。日本でそういうプログラムをつくりましょう、というこ

と。制限道具だったらみんな使わない。PTA が望んでいるのは、我が子を育てて

くれる道具としてそういうものが存在してほしいということ。フィルタリング

をぜひ育成プログラムにするために、みんなの知恵を合わせて、フィルタリン

グを多くの保護者が使うような社会づくり、教育の皆さんが理解して安心でき

るような育成プログラムなのだというようなものにつくり上げてほしい。規制

という言葉をフィルタリングのレッテルに張ると絶対に悪くなると思う。企業

も絶対に、そうしたらイメージが悪いから逃げていくと思う。官民一体、企業

の皆さんにも協力していただいて、フィルタリングを規制の道具から育成プロ

グラムにして、日本は最高のインターネット育成プログラムを開発できたとい

うようにしていただきたい。【第 23 回検討会：曽我委員】(再掲) 

これまでフィルタリングに対しては、その機能や実効性の向上に向けて各関係

者が努力しているが、フィルタリングの機能向上に向け客観的評価が行われて

いない。青少年のリスク回避能力の状況に適合した、適切なフィリタリングに

改良されていくためにも、フィルタリングの効果に関する科学的なデーターを

得るための調査・実験等、客観的評価への取組が必要。【第 23 回検討会：一般

社団法人インターネット・コンテンツ審査監視機構（書面）】(再掲) 

特定サーバー管理者の青少年閲覧防止措置は、例示のみではなく具体的な施策

を示した運用ガイドライン等の策定等、特定サーバー管理者の機能、能力、ス

キル等の標準化への努力が必要。また、業務担当者に関しても、その能力の明

確化等、特定サーバー管理者の自主的な取組に一方的に委ねるのでなく、より

一層具体化・標準化する方向で実践すべき。上位特定サーバー管理者の催告に

も関わらず、下位特定サーバー管理者が青少年閲覧防止措置を講じない場合等

に関し、モデル約款の整備は必要であり、リベンジポルノの問題等の実態に鑑

みると、特定サーバー管理者研修等で共通して使用される運用ガイドラインモ

デルの提示等を通して、特定サーバー管理者の能力向上を現実のものとする努

力をすべき。【第 23 回検討会：一般社団法人インターネット・コンテンツ審査

監視機構（書面）】(再掲) 
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海外における有害情報に係る取組の実態把握に関しては、有害情報の規制の方

策も含め、インターネット・コンテンツの健全性・信頼性を保つためにどのよ

うな基本的な方策が採用されようとしているか、その全体像と方向を調査する

ことが必要。【第 23 回検討会：一般社団法人インターネット・コンテンツ審査

監視機構（書面）】 

保護者の中には、フィルタリングをかけると何も見られなくなってしまう、無

料通話アプリがダウンロードできないといったマイナスの認識を持つ方もおら

れるため、フィルタリングに関する具体的な情報提供を行い、プラスのイメー

ジを浸透させていくことが利用率向上のために重要。また、年齢に応じたフィ

ルタリング機能の細分化や、SNS アプリについても個別に利用設定を選択できる

ような保護者のニーズに応じた機能の向上が求められる【岐阜県（書面）】(再

掲) 

インターネットに接続するサービスが青少年による青少年有害情報の閲覧に重

大な影響を及ぼす場合は、今後もフィルタリング利用を条件として役務提供し

なければならないと考える。また、フィルタリング設定に係る手順等、今後よ

り容易に使用できるようにしなければならない。【香川県（書面）】(再掲) 

インターネット利用機器レベルでの対策や、サービス、アプリに対する規制等

について、国レベルでの検討が必要。【福岡県（書面）】(再掲) 

スマートフォンの普及により、各携帯電話会社のフィルタリングも無線 LAN 対

応に改善されてきているが、携帯電話会社により設定方法や効果にばらつきが

あり、保護者が自力で利用しようと試みても、複雑でわからないという声が聞

かれる。個人でも簡単に設定できる方式や、契約時でなくても事業者で設定し

てもらえる方式、電話会社に関わらず一律の方式等の平易な方式での提供が必

要。【浜松市（書面）】(再掲) 

いわゆる親ケータイについては、サイト運営側が青少年保護対策を講じても、

適応されないという実態がある。「機器の利用者が青少年か否か」の確認は、機

器購入時だけでなく、インターネット接続時にも何らかの形で年齢確認できる

制度が必要。【浜松市（書面）】(再掲) 
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携帯ゲーム機や携帯音楽プレーヤーからの Wifi 等の無線 LANによる青少年のイ

ンターネット利用は、現行では保護者の努力義務とされていない。小中学生の

インターネット利用はこれらの機器が主流である現状を踏まえると、今のまま

では有害情報閲覧流通防止措置が不十分。インターネット利用可能機器には、

全て本体からフィルタリング設定できる仕様を施すべきであり、更にフィルタ

リングは無料で利用できようにする必要。また、無料で利用できる公衆無線 LAN

が増える現状を踏まえると、青少年が無線 LAN 回線接続時に何らかの制限が加

わる措置等を国の施策として行うことも必要。【浜松市（書面）】(再掲) 

フィルタリング提供義務の趣旨からみて、データ通信全般にわたる違法・有害・

不適切情報を選別することが最善であるなら、今後のアプリ開発時点から OS で

登録された年齢に即したフィルタリング、ペアレンタル・コントロールの運用

をさせることを推進することはできないか。あるいは、本来予定していなかっ

た利用方法により、青少年の犯罪被害の温床となっているにもかかわらず、抜

本的な改善ができない場合は、事業者等によるサービスの改善や閉鎖等の措置

を要請する等の決まりを構築できないか。【岩手（書面）】(再掲) 

インターネットに係る有害情報（コンテンツ）に対する取組については、現在

の対策は，いかにして青少年の手前で防ぐかに重点が置かれているが、将来的

には、有害情報を管理・把握するシステムや情報発信機関との連携による対応

等の対策が不可欠。【福島県（書面）】 

有害サイトの閲覧を制限する従来のフィルタリングから、スマートフォンの普

及によってインターネットサイト、アプリ、無線 LAN に対応したフィルタリン

グが必要であることやカスタマイズが未だ保護者に浸透しておらず、その周知

と簡便性の向上が課題。 【和歌山県（書面）】(再掲) 
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