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議事次第
１．開

会

２．議

題

（１）報告事項
（２）青少年イン ターネット利 用環境整備法 及び基本計画 に基づく施 策の推進

状況

等に係る検討
（３）青少年からの意見聴取
①「高校生 ICT Conference 2014」最終報告
②自由討論
（４）その他
３．閉会

○清水座長

おは ようございま す。定 刻になりまし たので、
「青少年イ ンターネット 環境の

整備等に関する検討会」の第26回を開始させていただきたいと思います 。
本日もお忙しい中をお集まりいただき、誠にありがとうございます。
それでは、委員の出欠状況等につきまして、事務局からお願いします 。
○山岸参事官

それでは、御報告致します。

本日は、五十嵐 委員、植山委 員、清原委員 、半田委員及 び別所委員 が御欠席され 、別所
委員の代理で吉川 様に御出席を いただいてお ります。尾花 先生につい ては、ちょっ と遅れ
ておられるようでございます。
以上でございます。
○清水座長
○山岸参事官

それでは、初めに事務局から本日の配付資料の確認をお願いします。
そ れでは、配付 資料でござい ますが、まず 、議事次第 でございます 。２枚
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目に資料一覧をお付けしておりますので、それをご覧ください。
資料は、資料１から資料５までございます。
資料１につきま しては、平成 27 年度の青少 年インターネ ット環境整 備関係予算概 算要求
の総括表及びそれぞれの要求額の内訳を記した資料をお付けしておりま す。
資料２につきましては、２－１から２－３まで総務省の配付資料がご ざいます。
資料２－１が「 青少年の安心 ・安全なイン ターネット利 用環境の整 備に向けた取 組」に
ついての ICT サービス安心・安全研究会提出資料と銘打ったもの。
資料２－２が「モバイル創生プラン」。
資料２－３につ いては 、資料に限り がありますの で委員限りと しております が、
「 インタ
ーネットリテラシー・マナー等向上事例集」というものでございます。
資料３が経済産業省の配付資料でございます。
資料４が「法・ 基本計画に基 づく施策の推 進状況等に係 る検討結果 報告書」の骨 子のた
たき台をお示ししております。
資料５について は、「高校生 ICT Conference 2014」の配 付資料をお 配りしている ところ
でございます。
なお、机上配付資料と 致しまして、委員 の先生方には、法・基本 計画、平成 25 年度のイ
ンターネット環境 整備フォロー アップ 、平成 23 年８月の当検討 会の提言 、及び当提 言にお
いて引照された総 務省及び経済 産業省におけ る検討会の報 告書を置か せていただい ており
ます。
また、先般、リベ ンジポルノ及 び危険ドラッ グについて議 員立法が通 っております ので、
青少年インターネ ット環境整備 法の附則との 関係もござい ますので、 これについて も資料
の中に挟んでおります。
不足等がございましたら、事務局のほうにお申しつけいただければと 思います。
また、本日の会 議の議事録に つきましては 、別途各委員 の皆様方の 御確認をいた だいた
上で、座長に諮っ た上、公開を させていただ きたいと考え ております が、宜しいで しょう
か。
宜しくお願い致します。
○清水座長

ありがとうございました。

本日の議事録に つきましては 、ただいま御 説明がありま したように 、そのように させて
いただきたいと思います。
では、議事に入らせていただきたいと思います。
本日は、11 時 15 分から高校生 ICT C onference の代表者 による発表 をお願いして いると
ころですので、速やかな議事進行に御協力をお願い致します。
それでは、議題１「報告事項 」でござ います 。報告案件に つきまして ４件ございま すが、
最初に内閣府から説明をお願い致します。
○山岸参事官

そ れでは 、内閣府のほ うから資料１ 、平成 27 年度の青 少年インター ネット
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環境整備関係予算 の資料につい て御説明を致 します。時間 の関係もご ざいますので 、特に
２ページ目以降で 平成 27 年度に関係省庁が 、現在 、予算概 算要求をし ているものの 中で特
に新規若しくは拡充ということで要求しているものを御紹介致したいと 思います。
まず、２ペ ージ目をご らんいただき まして、
「青少年のイ ンターネッ トの適切な利 用に関
する教育及び啓発 活動の推進に 係る施策に関 する事項」で 、文部科学 省から情報モ ラル教
育推進事業として新規の予算要求がなされているところでございます。
備考欄のところに施策の概要については記載がございます。
また、拡充の ものとして、
「青少年を 取り巻く有害 環境対策の 推進」とし て、イン ターネ
ット上の違法・有害 環境サイトを 通じた犯罪 やいじめ等に 青少年が巻き 込まれるとと もに、
ネット依存による 生活習慣の乱 れなどが課題 になっている ということ を踏まえた取 組を拡
充されると承知しております。
また、２の「社 会における教 育・啓発の推 進」に際しま しては、総 務省が新規で 「異分
野間コーディネイ ト人材育成等 推進事業」と いうことで、 地域のメデ ィアリテラシ ーの指
導者の育成による 域内での学び 合いの仕組み の確立等につ いて概算要 求をされてお ると承
知しております。
また、ページを おめくりいた だきまして、 ４ページにな りますが、 内閣府関係で は、本
年度の行政事業レ ビューを受け て、ネットの フォーラムの 事業につい ては減額をし ておる
ところですが 、これにつ いては中身の ところを PDCA サイクルを 意識して 、効果検証 等も含
めた形で事業の内容の充実に努めていきたいと考えております。
また、６の「フ ィルタリング 普及状況等に 関する調査研 究」の欄に あります「青 少年の
インターネット利 用環境実態調 査」に付きま しては、エビ デンスをき ちんと施策に 反映で
きるよう、その内容のさらなる充実に努めていくこととしているところ です。
また、５ページ 目に「青少年 への名誉棄損 ・プライバシ ー侵害等へ の対策の推進 」につ
きまして、法務省 が「人権相談 体制の整備及 びインターネ ットの適正 利用に関する 啓発活
動等の推進」で事業の内容を拡充されると伺っているところでございま す。
主なものを御紹 介させていた だきました 。平成 27 年度の予算 等が成立した 暁には 、それ
ぞれの取組について、27 年度展開に努めて参りたいと考えております。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

それでは、本件に つきまして御 質問ござい ましたらお願 い致します。宜しいでしょ うか。
（首肯する委員あり）
○清水座長

ありがとうございました。

それでは、御質問がないようですので、続きまして、総務省からお願 い致します 。
○吉田消費者行政課課長

総務省でございます。

資料２－１をごらんください。
総務省では 、現在 、ICT サービス安心・安全 研究会という 研究会を開 催しておりま して、
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この中で幾つかテ ーマがあるの ですけれども 、青少年の安 心・安全な インターネッ ト利用
環境の整備に関しても議論を行ってございます。
そのうち、資料 の最後のペー ジになります が、この研究 会では７月 に青少年イン ターネ
ットセッションの 議長レポート というのを取 りまとめてご ざいまして 、これについ ては、
たしか前回の検討 会のときにも 配付をさせて いただいたか と思います が、フィルタ リング
の推進、リテラシ ーの向上とい ったようなこ とについての 今後の方向 性等について レポー
トをまとめてございます。
この研究会の関 係では、12 月４ 日にこの研究 会を開催して おりまして 、インター ネット
セッションの議長 レポートを踏 まえて、総務 省としてどう いうふうな 形で進めてい くのか
といったことも議論をしております。
資料２－１が、 そのときに提 出させていた だいた資料に なりますが 、今後、直近 でいき
ますと、資料の １ページ目に ありますよう に、
「春の あんしんネ ット・新学 期一斉行動 」と
いうのがございま して、これは御承知 のとおり 、平成 26 年春に初めて 取組をやった わけで
すけれども、こう した取組は引 き続き実施し ていくことが 適当である ということで 、２ペ
ージ目になります けれども 、平成 27 年２月から実施 を考えてお ります「春のあんし んネッ
ト・新学期一斉行動」につ きまして、初めて 実施した平成 26 年春の行 動の成果や課 題に基
づき、また、総務 省と致しまし ては、この７ 月に取りまと めました青 少年インター ネット
セッションの議長 レポートの提 言や、最近の 青少年の利用 動向等も十 分に踏まえ、 これは
当然、この活動は 総務省だけと いうことでは なくて、内閣 府を初め、 今日、この会 議の場
にお集まりいただ いている関係 各省・各団体 と連携をして 進めるとい うことでござ います
が、引き続き実施 していくこと が適当ではな いかというこ とで、こう した取組でや って方
向性を進めていきたいということで、この研究会で議論を行っておりま す。
平成 27 年の「春のあんしんネット・新 学期一斉行動」に おける取組 の方向性と致 しまし
ては、２ページ目 の下のところ にございます けれども、関 係事業者に おけるフィル タリン
グの説明の徹底を 図るとともに、提供方法等 についての検 討を促進して いくというこ とで、
特に青少年インタ ーネットセッ ションの議長 レポートでも 指摘されて いたフィルタ リング
の推進に係る取組 の強化といっ たようなとこ ろについても 、関係者に よる具体的な 検討・
取組を進めて参りたいというふうに思ってございます。
ここで、特に MVNO 事業者によ るフィルタリ ングの提供促 進といった ようなところ も課題
の一つになってい るかと思いま すので、こう いったことも 含めて本年 はやっていっ てはど
うかというふうに考えてございます。
それから、２番 目に、地域に 根づいた活動 として学校や 地域におけ る普及啓発活 動を推
進し、これを自主的・持続的な取組につなげていく。
それから、ぜひ 今日のこの検 討会でもこう いう方向が確 認できたら と思いますが 、関係
者の連携を強化し て、より一体 的な活動とし て展開をして いくことが できればとい うふう
なことで考えてございます。
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総務省の研究会 の際にこうい った取組につ いて御報告さ せていただ いたところ、 この研
究会の中からでも 、こういった 取組は非常に 重要であって 、継続的に 実施していく ことが
適当であるし、ま た、昨年やっ た結果に基づ いてさらに改 善をしてい くということ がいい
のではないかとい ったところと か、また、こ れは昨年もこ の取組をや った場合に、 教育庁
や市長宛てという ことでこうい う取組をやっ ていきましょ うという通 知を関係府省 のほう
から出しておりま すけれども、そ ういったよ うな形で行っ ていくことが 適当である。ただ、
去年よりもう少し 早く準備もし ていくといい のではないか というよう な議論もこの 場で行
われておりました ので、今日の こちらの検討 会のほうにも 御報告させ ていただけれ ばと思
います。
なお、 先ほ ども触 れまし たけれ ども 、今、 携帯電 話の利 用と いうこ とに関 して は MVNO
の利用というよう なことも一つ テーマになっ ておりまして 、もう一つ 資料２－２と いうの
を御用意しており まして、これ は総務省のほ うで 10 月 31 日に発表しました「モバ イル創
生プラン」という ことでござい まして、１ペ ージ目で「モ バイルは、 我が国創生の 切り札
の一つ」というこ とで、モバイ ル通信のサー ビスを「もっ と自由に、 もっと身近で 、もっ
と速く、もっと便 利に」という ことで進めて いくというよ うなことで 方針を出して おりま
すけれども、そ の中で、
「 もっと身近で 」という ことの中で 、安いだけ ではなくて安 心して
使えるモバイルの 推進も重要と いうことで、 青少年等が安 心して利用 可能な環境整 備を進
めるというふうな ことも盛り込 んでございま して、各論で いきますと 、５ページ目 になり
ますけれども、「安 くて安心して 使えるモバ イルの推進」 ということで 、この中で MVNO サ
ービスにおける青 少年に対する フィルタリン グの提供やデ ータ通信サ ービスの提供 に当た
っての本人確認方 法について、 関係事業者に おける具体的 な取組を促 進するという ような
項目も盛り込んで 推進しようと いうことでご ざいまして、 そういう意 味では、最初 の新学
期の一斉行動につ きましても、 こういった方 向も踏まえて 進めさせて いただければ と思っ
てございます。
総務省のほうからは以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

御質問ございましたらお願い致します。
私から１つ質問させていただきたいと思います。
この新学期一斉 行動というの は非常に重要 な取組で、こ の行動を起 こすことによ って成
果も大きいと思う のですけれど も、全国レベ ルで考えて、 どのくらい の規模で行わ れてい
るのでしょうか。 規模というの は、学校数と か人数とかど ういう指標 でもいいわけ ですけ
れども。
○吉田消費者行政 課課長

まず 、これは地域 だけというこ とではなく て全国規模で やって

いきたいと思って おりますが、 その中で、学 校の具体的な 数というの はなかなかは かりに
くいところもあろ うかとは思っ ておりますが 、ただ、今、 総務省の関 係で言います と、各
地方に総合通信局 というのがご ざいまして、 そこを軸にし て、ことし は各地域とこ れに合
5

わせた活動とか普 及をやってい きたいという ふうなことで 内々相談も しております ので、
定量的には難しい ところがある のですけれど も、全国的に 取組を進め られればとい うふう
に思ってございます。
○清水座長

ありがとうございました。

１学期とかそう いう言い方だ と、私は、ど うしてもすぐ 学校との関 係というイメ ージを
してしまいましたのですけれども。
○吉田消費者行政 課課長

そう いう意味では 、例えば総務 省の関係で 言えば、要す るに携

帯ショップのよう なところでも 改めてフィル タリングの徹 底を図って いただく、こ れは当
然全国で行ってい ただきたいと いうのもござ いますし、ま た、時期的 にいっても２ 月ぐら
いの卒業シーズン から新入学の 後の４月、５ 月ぐらいまで にかけてこ ういった活動 をやっ
ていければいいのではないかと思ってございます。
○清水座長

先ほ ど、関係者と の連携という お話もありま したので、 例えば文部科 学省と

の連携というのも 、この件に関 して多少なり ともやってい ただければ というふうに 思いま
した。
○泉参事官

この 話にあった新 学期一斉行動 につきまして は、文部科 学省も協力を させて

いただいておりま して、こちら の御用意いた だいた資料に もあります とおり、都道 府県教
育委員会を通じま して、各学校 に、全国の小 中高に行き渡 るようにと いうことでお 知らせ
を流すとともに、 それから、文 部科学省のほ うでも今回は ポスターを 作成致しまし て、全
国の小中高学校に配布する予定でおります。
○清水座長

ありがとうございました。

非常に効果があるように思いますので、どうぞ宜しくお願いします。
ほかにございましたら。どうぞ、尾花委員。
○尾花委員

尾花でございます。

毎回、MVNO の話にか みついてい るようで大変 申しわけない のですが 、かみつくと いうよ
りも確認させてい ただきたいな と思って、前 向きな取組の 方向性が見 えてきた資料 だった
ので少し安心致し ました 。ただ、資料２－１ のほうにあり ました MVNO 事業者による フィル
タリング提供促進 等を図るとい うのは、例え ば具体的に進 んでいるの かなというふ うに思
って、この２－２ の資料を拝見 させていただ くと、５ペー ジのほうに 「本年度中に 実施」
とか「本年度中に 検討・結論」 とかといって 細かいことが 書いてある のですが、そ もそも
MVNO 事業者さんがフィル タリングに関 して正しい認 識があって 、販売 している窓口 のほう
で説明ができる環 境にあるのか というのがち ょっと疑問に 思っている ところです。 せっか
くこういった形で さまざまな検 討をされたり 、実施が見込 まれている にもかかわら ず、窓
口で説明をできる リテラシーが ない人が売っ ていることに なると全く 無駄になって しまい
ますので、MV NO 事業者さんから 青少年や保護 者へのリテラ シー向上に 向けてという のがあ
りますけれども、 それよりも MVNO 事業者さ んにリテラシ ー向上を図っ ていただくよ うな、
何かそういった取 組もプラスし ていただけれ ばいいなと思 っているの ですが、現状 、販売
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店はどんな感じで しょうか。もと もとの通信 事業者さんで はないので難 しいと思うの です。
ただ、そこの理解 ができるよう な、例えば簡 単なフライヤ ーをつくる とか、一応、 販売の
窓口に立つ人には 最低限このぐ らい覚えてお いてほしいと いうペラ物 でも何かをつ くると
か、何かそういっ た働きとかが 検討されてい るのか、それ とも、それ ぞれの事業者 さんに
任せているのか、 まだそこのと ころは未解決 でこれからな のかという ところを具体 的にお
知らせいただければというふうに思います。
○吉田消 費者 行政課 課長

M VNO サ ービス にお ける青 少年に 対する フィ ルタリ ングに つい

て、どういう形で どうやってい くと非常に効 果的かという ことについ ては、今まで の大手
のキャリアが行う サービスとは やり方等も違 うところがあ りますので 、実は今 、MVNO の関
係者の集まりであ ります MVNO 委員会という 場で、具体的に MVNO の場 合については こうや
ってフィルタリン グを提供して 、こういうよ うな形で利用 者に対して 説明をしてい くと、
どういうやり方が 効果的なのか ということを 、これもこの 検討会での 御議論もあり ますの
で、できるだけ早 く結論をまと めて進めてい くということ で御検討を かなり積極的 に進め
ていただいているというような状況でございます。
尾花先生のほう から御発言あ りましたこと につきまして も、改めて MVNO 事業者さ んに対
しても、このフィ ルタリングの 提供というこ とが重要な課 題であると いうことは十 分御存
じだとは思うので すけれども、 改めて確認し ていただきた いというこ ともありまし て、そ
れで、実は、この 「春のあんし んネット・新 学期一斉行動 」といった 取組の中でも 、本年
につきましては MV NO の事業者 さんも含めた 形でこういっ た活動をや っていきまし ょうと
いうことは改めて 御連絡をさせ ていただけれ ばというふう に思ってい る次第でござ います。
○尾花委員

ありがとうございます。

という こと は、要 するに 、MVNO の安く て安 心して 使える モバイ ルの 推進と いうこ とで
MVNO サービスを広げてい くためには 、青少年 も販売のター ゲットであ るというふう に意識
してこれから取り組んでいただけるというふうに考えて宜しいですね。
○吉田消費者行政 課課長

そこ は、各社の考 え方もありま す。少なく とも青少年を ターゲ

ットにしてこれを 促進していこ うという場合 については、 青少年イン ターネット環 境整備
法とかもございま すので、そう いったところ の枠組みを前 提として進 めてほしいと いうこ
とで取り組んでいただくというようなことを考えてございます。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。
それでは、経済産業省からお願い致します。
○佐野情報経済課長

経済産業省でございます。

私どものほうで は、機器メー カーの自主的 対応の促進と いうことに 取り組んでお ります
が、その具体的な取組を紹介させていただければと思っております。
資料３をごらんください。
年末年始時期で のゲーム機器 メーカー３会 社でございま すが、店頭 での合同啓発 チラシ
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を配布しているという取組でございます。
具体的には、ま ず３ページを 見ていただけ ればと思うの ですが、こ の３ページの ような
チラシを販売店舗でお配りしているということでございます。
１ページ目を見 ていただきま すと、ここで 書いてある３ 社が取り組 んでおりまし て、チ
ラシの主な内容と しましては、 保護者による ゲーム機の初 期設定のお 願いとか、使 用制限
機能の利用のお願 い、各社のホ ームページ、 問い合わせ電 話番号の案 内ということ が記載
されているところであります。
２ページをごら んいただきま すと、実施概 要ということ でございます が、12 月 10 日か
らこのチラシ配布をスタートしております。
配布場所につき ましては、取 引販売店で全 国の各店舗で 実施してい るということ でござ
いまして、販売店 の店頭で買い 上げる際に、 商品包装とは 別にしてチ ラシを直接手 渡しす
るということで取り組んでいるということでございます。
私のほうからは以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

御質問ございましたらお願い致します。
私から済みませ ん。12 月 10 日から既に開 始されている ようですが 、チラシがな くなり
次第というのは、大体どのくらいの期間になるのでしょうか。
○佐野情報経済課 長

それはや ってみないと わからないと ころがあり ますが、配布 部数自

体が販売台数の相 当数は用意し ているという ことですので 、店によっ ては違いがあ るかも
しれませんけれど も、基本的には そうなくな ることはない のではないか と思っており ます。
○清水座長

ありがとうございました。

さっと終わるの ではどうかな と一瞬思った のですが、ち ゃんと残っ ていることは 、多数
印刷されるということで安心しました。
ほかにございましたらお願いします。宜しいでしょうか。
ありがとうございました。
それでは、最後 に法務省から お願い致した いと思います が、前回、 尾花委員から の御質
問がございまして、この点につき まして総務 省から御説明 下さるという ことでござい ます。
宜しくお願い致します。
○福原参事官

法務省の官房参事官の福原です。

本日は、前回、 尾花委員のほ うから児童ポ ルノ法とクラ ウドの関係 で御質問いた だいて
お答えをしており ませんでした ので、今日は 、その法令を 所管してお ります刑事局 の坪井
とともに来ております。御回答させていただきたいと思います。
まず、改正児童 ポルノ法の規 定ぶりのほう から一応確認 をさせてい ただきますと 、改正
児童ポルノ禁止法 第７条第１項 は、児童ポル ノを所持する 行為、児童 ポルノ禁止法 第２条
第３項各号のいず れかに掲げる 児童の姿態を 視覚により認 識すること ができる方法 により
描写した情報を記 録した電磁的 記録を保管す る行為、この 両方を処罰 する規定とし ており
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ます。
法務省は、クラ ウドについて の正確な知見 は持ち合わせ ていません けれども、児 童ポル
ノ禁止法において 電磁的記録の 「保管」とい うのは、電磁 的記録を自 己の実力支配 内に置
いておくことをい います。そこ で、このよう な場合に当た るのであれ ば保管罪が成 立する
ことになります。 例えば、当該 電磁的記録を コンピュータ ーのレンタ ル・サーバー に保存
したり、自己が自 由にダウンロ ードすること ができるリモ ート、これ はいわゆるプ ロバイ
ダーのメールボッ クスに入れら れたメールを 閲覧できる機 能をいいま すが、このよ うな記
録媒体に保存する 行為について は、一般に「 保管」に当た るというふ うにされてい ますの
で、クラウドが そのような ものであれば「保管 」に当たると いうことが 言えると思い ます。
以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

尾花委員、いかがでしょうか。
○尾花委員

あり がとうござい ます。電磁的 記録だろうね というよう な話はずっと してい

たのですけれども 、それが、要 するに所持違 反の中で保管 罪に当たる ということが すごく
はっきりわかりま して、これで 保護者だけで はなくて子供 たちにもし っかり話がで きると
思いますので、大変ありがたい発表でございまして、本当にありがとう ございまし た。
○清水座長

これに関連して御質問ございましたらお願い致します。宜しいでしょ うか。

どうぞ、お願いします。
○福原参事官

刑 事局の坪井の ほうは、また 国会の用務が ありますの で、ここで退 席させ

ていただきます。恐縮ですが、失礼致します。
○清水座長

お忙しいところ、ありがとうございました。

どうぞ、総務省からお願いします。
○吉田消費者行政 課課長

先ほ どの説明で、説明が漏れて いたところが １点ございま して、

実は、お手元に「 インターネッ トリテラシー ・マナー等向 上事例集」 というのが、 これは
総務省のほうで 10 月にまとめた ものでござ いますが、これ を配らせて いただいてお ります。
先ほどの ICT サービス安心・ 安全研究会の ほうでも、こ れから学校 等に「春のあ んしん
ネット・新学期一 斉行動」をや っていく場合 でも、どうい うふうにや っていったら いいか
というふうなこと で、こういう 事例の紹介な んかもあわせ て進めてい ただけるとい いので
はないかというよ うな御意見も いただいてお りますので、 今日も参考 に配らせてい ただき
ました。１点追加させていただきます。
○清水座長

どうもありがとうございました。

ほかに報告事項 に関連して御 発言がござい ましたらお願 い致します。宜しいでしょ うか。
ありがとうございました。
それでは、続きまして 議題２でござ います。
「青少年が安 全に安心し てインターネ ットを
利用できるように するための施 策に関する基 本的な計画の 見直しに係 る報告書の取 りまと
めに向けた検討」という議題でございます。
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これまでの検討 会におきまし ては、関係機 関とか団体等 からヒアリン グを行いまし たり、
第２次基本計画に 基づいて施策 の推進にかか わる評価を初 め、平成 27 年度予算概算 要求及
びこれまでの議論 等を踏まえま して、事務局 から基本計画 の見直しに 向けた報告書 の構成
案及び骨子案が示されているところでございます。
最初に内閣府か ら説明をいた だき、御意見 をいただきた いというと ころでござい ます。
宜しくお願いします。
○山岸参事官

それでは、内閣府から説明を致します。

これまでの検討 会におけるヒ アリングや議 論等を踏まえ まして、基 本計画の見直 しの提
言に係る報告書の 取りまとめに 向けて、基本 的な考え方等 の議論に資 するように事 務局の
ほうにおきまして骨子案を作成致しております。
資料４をごらんいただければと思います。
報告書の骨子案 の構成につき ましては、まず、
「は じめに」と致しまして 、青少年 を取り
巻くインターネッ ト利用環境の 整備に係るこ れまでの取組 を概観する とともに、基 本計画
見直しに向けた検 討会における これまでの検 討状況につい て概説した いと考えてお ります。
その上で、２と 致しまして、「 青少年を取 り巻くインタ ーネット利用 環境の現状と 課題」
として、インターネ ット社会にお ける「青少年 を取り巻くイ ンターネッ ト利用環境の 現状」、
「現状における課 題認識 」として 、これらの 状況を踏まえ た課題に係る 認識を提示し た上、
「（３）今後の取組の方 向性に関する 基本的な考 え方」として、基本計 画の見直し等 を見据
え、青少年の安全 で安心なイン ターネット利 用環境の整備 のために求 められる今後 の取組
の方向性について、基本的な考え方を提示してはどうかと考えておりま す。
骨子案の各項目 の細目につき ましては、こ れまでの検討 会における 議論、関係機 関・団
体等のヒアリング 、第２次基 本計画の評価 等、先ほ ど御紹介致し ました関係省 庁の平成 27
年度の予算概算要 求調べ等を踏 まえまして、 事務局で項目 をたたき台 として整理し たもの
でございます。検 討会におかれ まして、これ までの議論等 を踏まえて 、特に関係者 に対し
て強く訴求すべき 事項等を含め 、項目立てや 内容等につき 御議論を賜 れればと考え ており
ます。
３と致しまして、
「 青少年が安 全に安心して インターネッ トを利用で きるようにす るため
の施策に関する基 本的な計画の 見直しに係る 提言」を記載 しておりま す。これは、 上記の
２の「（３）今後の取組の 方向性に関す る基本的な考 え方」を 踏まえ、基本計画の見 直しに
係る提言として第 ３次基本計画 の素案たたき 台となる施策 事業等の内 容を提示して はと考
えておるところです。
骨子案の項目は 、ネット環境 整備法に基づ く第２次基本 計画の柱立 てとなる区分 け、こ
れは①から⑥と書 いております が、これをも とに２の（３ ）で示され ております「 今後の
取組の方向性に関 する基本的な 考え方」等を 反映させたも のでござい ます。今後、 本日の
議論を踏まえまし て、報告書の 構成、項目立 てについて必 要な修正等 を行うととも に、関
係省庁と協力して 、事務局にお いてそれぞれ の記述を文章 化して、各 委員の御意見 を伺い
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ながら取りまとめ に向けて作業 を進めて参り たいと考えて おります。 検討会におい て項目
立てや内容等について御議論を賜れればと考えております。
なお、書面での 意見聴取を今 後お願いしよ うと考えてお るところで ございますが 、平成
26 年度の青少年のインタ ーネット利用 環境実態調査 等、一 部エビデン スのデータの 関係で
記述がペンディングになり得ることをあらかじめ御了解いただければと 考えており ます。
事務局からは以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

資料４につきま して御説明い ただきました 。この点につ きまして、 委員から意見 を求め
たいと思いますが、いかがでしょうか。
どうぞ、曽我委員、お願いします。
○曽我委員

曽我 でございます 。御質問をさ せていただき ますという か、確認をさ せてい

ただきます。
前回の見直しの ときに青少年 保護・バイ・ デザインとい う、青少年 がインターネ ットを
使用する場合に安 全・安心な環 境を企業は、 またインター ネットを提 供するところ は意識
して施策をしてい く、また、技 術を開発して いくというこ とをお願い し、スマート フォン
が一気に普及した ときに 、LINE の皆さんには こちらにおい でいただい ていろいろな お話を
させていただき、 さまざまな取 組をしていた だいたと思う のですが、 環境がかなり 変わっ
てきたと思います 。というのは 、今、我々が 存じ上げてい る企業だけ ではなくて、 さまざ
まな企業が青少年 がかかわる可 能性のあるイ ンターネット を提供して いるのですが 、それ
が安全であるか安 心であるかと いうのは、一 般の庶民にと っては非常 にわかりづら い状況
です。しかしなが ら、それをわ かる状況がフ ィルタリング だったのか というと、フ ィルタ
リングに参加する 、参加しない という問題も あり、一体ど こを基準に もってそれを 確認す
ればいいのかという状況が非常に見えにくくなってきている。
そんな意味では 、この青少年 インターネッ ト整備法をど のように改 定すれば、青 少年が
安全に安心して利 用できる環境 を消費者とし て確認しなが ら、利用者 として各企業 のアプ
リやいろいろなも のを使用でき るような環境 ができるのか というのは 、まさしくこ こを展
開するところの青 少年保護・バ イ・デザイン の意識を全て のインター ネットを提供 する企
業に伝えていかな ければならな いと思うので すが、それを どのように 伝えていくか という
中で、我々が企業 にお願いする というだけで 本当にいいの か、それと も、やはり官 民一体
となって青少年を 守るために、 また、安全で 安心に使える ことは青少 年のみならず 全ての
国民がインターネ ットをよりよ い活用ができ る状況になる わけですか ら、その部分 の中で
どのような法改正 をするといい のかというの が、やはりも う少し知恵 が出てこなけ ればな
らないのかなというふうに思います。
先ほど、総 務省さんの MVNO は 、さまざまに フリーにいか に安く多く の方たちが使 いやす
い環境になるかと いうことにな ればなるほど 、その辺の重 要性が非常 に高まってく ると思
いますので、ぜひ その辺の施策 にかかわる省 庁に関しては 、このよう な方策で今の 青少年
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インターネット整 備法をこのよ うにするとそ の辺が担保で きる。また 、今、企業も 取り組
んでいるところと 取り組んでい ないところが 物すごく競争 がないので す。競争がな いとい
うよりも、過去に やっていたと ころは一生懸 命取り組んで くれている のですが、不 平等競
争の中で競争して いるみたいな ところがある ので、先ほど のゲーム機 ではないので すが、
ここに個社の名前 を言っていい かどうかとい うのは別です が、一つの 会社は、フィ ルタリ
ングを全部かけて おいて 、外すために 30 円かかると いう施策を していただい て、そ ういう
ところというのは もっとオープ ンに知らせて いって、そう いうものは こういう安全 が提供
されているのです よともっと訴 えていかない と、知らない で通り過ぎ ていくという ところ
もありますので、 ぜひそういう ものがどうや ったら提供で きていくの かという仕組 みも考
えていただければありがたいというふうに思います。
以上です。
○清水座長
○山岸参事官

質問がありましたが、御説明ありましたらお願いします。
そ れでは、事務 局のほうから １点。まさに 青少年保護 ・バイ・デザ インに

ついては、第２次基本 計画の中でも 文言として取 り入れた概念 です。今回、
「今後の 取組の
方向性に関する基 本的な考え方 」の①として 、これをこの ような形で 提示しており ますの
は、まさに新しい サービスや端 末がこれだけ 広がる中で、 このコンセ プトというも の、具
体的な着地点自身 については、 曽我先生がお っしゃられた 、着地点と して何を考え るかと
いう点については それぞれの業 界や団体の中 でも意見が分 かれるとこ ろもあるかと 思いま
すが、子供たちを 守ろうという 原点に立ち返 って、その上 で端末接続 環境を問わず に、受
け手の立場に立っ て実刑的な取 組を進めてい こうというベ クトル、着 地点について は、い
ま一度関係者、ス テークホルダ ーが共有すべ きコンセプト であろうと 考えまして、 事務局
としては基本的な考え方の一つ目に置いたところでございます。
これについては 、中身の肉づ けに際しまし て、先生の御 提示された 御発言等も踏 まえた
上で肉づけを図っていきたいと考えております。
○清水座長

ありがとうございました。宜しいですか。

○曽我委員

はい。

○清水座長

ほかにございましたらお願いします。

どうぞ、吉川委員。
○吉川委員

１ペ ージの（３）の 基本的な考 え方のところ で③とござい まして 、そこで「実

証的なエビデンス に基づく PDC A サイクルを 意識した推進 体制の構築 」と書いてご ざいま
す。、その後 、各省の施策 が並んでいる 中でも、数値による事 後的な検証 、リテラシ ーをき
ちんとはかるため の指標を活用 した取組を推 進するといっ たようなこ とが入ってお りまし
て、ここのところ は私ども大変 重要だと思っ ておりまして 、委員の別 所も継続的に 申し上
げてきたところで す。啓発教育 事業において 、現状では多 くの場合、 回数と人数と いうと
ころが各省から御 報告あるとこ ろであります けれども、そ れに加えま して、こうし た指標
などを活用して、 どういった効 果があったと いうところも 含めて、し っかり評価を しなが
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ら、御報告もいただきながら進めていただければというふうに思ってお ります。
もう一つござい まして、法務 省さんのほう で新たにイン ターネット による人権侵 害の被
害を受けた青少年 等からの相談 等への対応と いうところが 新しく入っ てございまし て、私
どもの団体は、今 年度からイン ターネット上 のいじめや、 いわゆるリ ベンジポルノ に当た
るようなものの相 談、削除対応 をやっており ます。数は非 常に少ない のですが、や はりい
ただくお悩みとい うか御相談は 非常に深刻な ものがござい まして、私 どもとしては 、ネッ
ト上に出ている画 像とかを削除 するというこ とをやってお るのですが 、やっていて 感じま
すのは、単に画像を 削除して終わ りというわ けではなくて、一旦画像が 外に出てしま うと、
ずっと不安でその 画像を探すと いったような ことがありま して、精神 的なケアとか も含め
て総合的にしっか り対応してい く必要がある なと思ってお ります。私 どもの業務は 、イン
ターネット上の画 像等を削除す るというとこ ろに専念して やっており ますけれども 、こう
いった形で行政の ほうで相談等 の窓口を広げ ていただいて 、そこで私 ども連携させ ていた
だくなど、官民うま く連携してこ うした新し い問題に対応 していければ と思っており ます。
ぜひ連携をさせていただければと思います。
○清水座長

ありがとうございました。

尾花委員、お願いします。
○尾花委員

２つ ほどあります 。１つは、２ ページ目の３ の「②青少 年のインター ネット

の適切な利用に関 する」云々と いうところで 、４番目に「 ネット上の いじめ」とい うふう
に書いてあって、 これを今、吉 川さんのほう は児童ポルノ をその中に 例として一緒 に挙げ
てくださったので すが、やはり 児童ポルノ関 係に関しては 別個に記載 していただけ るよう
なことで検討いただけないかと思っております。
といいますのは、やはりいじめ の一環では ないというよ うな部分も多 いのと、それ から、
大人が絡んできて いるというケ ースがあると いうこと、そ れから、子 供たちの認識 がどう
も間違った認識を している部分 があるという ことで、児童 ポルノに関 する正しい認 識の醸
成と誘発防止とい うことはすご く大切なこと ではないかと 思っていて 、これをいじ めやほ
かのネットトラブ ルと一緒くた にしてしまう のも、情報モ ラル教育の 中でカバーし ようと
いうのもちょっと難しいかなというような気がしております。
先立っての内閣 府で行われま した児童ポル ノの排除シン ポジウムの 際にも、やは り児童
ポルノに関しては 別個にいろい ろ考えないと 、自画撮りに よるものと いうのも多く て、子
供たちの意識も高 めないといけ ないという点 もございます し、そもそ も「児童」と いう名
前がついているの で小さい子供 だけが対象な のではないか という大人 も子供も誤解 してい
る部分があります ので、せっか く児ポ法が改 正になり、リ ベンジポル ノに関しても 新しい
法案が成立したと いうことで、 ここを一つで きれば追加し ていただき たいというふ うに思
っております。これは意見です。
もう一つは 、次のペー ジの③のとこ ろなのですけ れども、
「事業者に よるフィルタ リング
提供義務等の実施 徹底」という ところが、フ ィルタリング の提供義務 というところ が一体
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どこまで及ぶのか 、また MVNO たたきみ たいな発言に なってしま って恐縮なの ですが 、そう
いうことではなく て、要するに 、通信事業者 さん以外のと ころでもき ちんと提供し なけれ
ばいけないという ような、
「提供しなけ ればいけない 」とい う言い方が もしきついよ うであ
れば、
「提供す ることが望ま しい」とか「提供す るように検討 してほしい 」みたいな ことで
も何でもいいので すけれども、 通信事業者以 外はここを読 み飛ばすよ うな内容では ないこ
とに工夫することができないかというのは一つ御質問を兼ねたお願いで ございます 。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

２点いただきま したが、児童 ポルノについ ては非常に重 要な御発言 と思いますが 、今、
ここでの②の整理 というのは、 各関係府省が 行っているこ とを当ては めていったと いうよ
うなニュアンスで すので、この 点については 、また事務局 から説明い ただきますが 、別に
どういうふうに続けるかというのは検討していただければと思います。
２番目の御質問がありましたので、お願いします。
○山岸参事官

ま ず、１つ目の 児童ポルノの 部分について は、今回は 、３の部分は 関係省

庁の個別の施策の ところを第２ 次基本計画の 枠の中でお出 ししており ますので、こ れはま
た書きぶり、場所等については検討させていただきたいと思います。
③の「青少年有 害情報フィル タリングの性 能の向上及び 利用の普及 等に係る施策 に関す
る事項」の部分に ついては、現 行の第２次基 本計画の構成 について、 総務省、経産 省とも
協議をした上で、 たたき台とし てお示しする に際して縦割 り的な枠組 みのところは これを
見直した上で、１ の「事業者に よるフィルタ リング提供義 務等の実施 徹底及び保護 者への
説明等の推進」に 続ける形で、 青少年保護・ バイ・デザイ ンを念頭に 置いたフィル タリン
グ等の青少年保護に係る取組の推進という形でまとめさせていただきま した。
これは、先ほど 曽我委員のほ うからもあり ました今後の 取組の方向 性を、次期基 本計画
の中では義務かど うかというこ とよりは、着 地点について きちんと見 通しを出して いこう
ということでこのような形で御提示をさせていただいているところでご ざいます。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

国分委員、お願いします。
○国分委員

この 資料の４ペー ジ目の最後の ところに「推 進体制等」 とあるのです が、そ

の中の３で「国際 的な連携の促 進」と、もう 一つ上の「国 内外におけ る調査」では 「諸外
国の取組の調査」 とかとあるの ですけれども 、推進体制に ついて地方 公共団体、保 護者は
いいのですけれど も、「事業者及 び民間団体 等との連携体 制の活用」と ありますけれ ども、
これのイメージし ている事業者 というのは 、例えば携 帯の事業者と か、MVNO もあり ますけ
れども、何となく 国内の企業と いうイメージ がまずあるの ではないか というふうに 思うの
です。だけど、実際、SNS とかツ イッターとか 、この間 LINE にも来て いただきまし たけれ
ども、フェイスブ ックとか、海 外に根っこが ある企業がほ とんどで、 もちろん日本 に出先
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がありますから、 そことコンタ クトしてある 程度のことは できるので すけれども、 私ども
もツイッター社と は米国のほう の担当者とお 話しする機会 があって、 そうすると、 やはり
ヨーロッパとかア メリカの社会 というものに おける企業の 社会的責任 というのは、 大体み
んなすごく強く持 っていますか ら前向きに対 応しようとす るのですが 、何となくこ の体制
で今までずっと国 内の企業と国 内の自治体と というような 、そういう イメージのも とでイ
ンターネットの今 後の展開とい うことを考え ると少し実態 がずれてく るのではない かとい
うような見通しと いいますか、 そういうふう に持つのです けれども、 今後のことを 考えて
その辺のところも少し配慮していただきたいと思います。
○山岸参事官

あ りがとうござ いました。こ こに記載の推 進体制の項 目の出し方は 、現行

の２次の基本計画 と同じものを 並べておると ころです。事 業者として は、当然、本 拠地、
拠点がアメリカと か外国にある ものも含んで いると認識を しておると ころですが、 御指摘
ありましたとおり 、我々のほう からも子供の 件とビジネス 検索等の情 報提供をさせ ていた
だいておりますが 、やはり国際 的なスタンダ ードですとか 、多国籍企 業のグローバ ルな取
組の展開というも のを、日本か ら外に出てい く、もしくは 外国から日 本で展開する こと、
両建てで見なくて はいけない。 その上で、そ れぞれの取組 のスタンダ ードについて も勘案
していかなければ いけない点は まさに御指摘 のとおりだと 考えており ますので、項 目の立
て方も含め、また、肉づけに際して御意見を勘案して参りたいと考えて おります。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。
いつもは高橋委 員が発言され るのが、今日 は静かなので どうかなと 思いますが、 いかが
でしょうか。
○高橋委員

今日 はおとなしく しておこうか なと思ってあ れなのです けれども、こ れだけ

まとめていただい て非常に感謝 しています。 ただ、今、今 後いろいろ な意味でネッ トが変
化していって、当 然、総務省さ んたちが、今 ずっと管理し ている SIM ロックだとか 、そう
いった状況が変わ っていること はよくわかる のですけれど も、この１ 年、２年ずっ と言い
続けていたのは、 今の子供たち に対してどう 対応していく か、まずそ の第一歩がう まく出
ていないので、そ れをどうやっ て対応してい くかというこ とをお願い したいという ことを
ずっと言い続けて きたのですけ れども、その ためには何か というと、 多分今日、高 校生が
いろいろな意味で 発表するので すけれども、 フィルタリン グというこ とがどれだけ 効果が
あるかということ は、実際使っ ている子供た ち自身も非常 に感じてい るわけです。 それが
任意加入みたいな 感じになって しまって、全 部きばを抜か れたような 環境を現在つ くって
いること自体がおかしいのではないか。
特にここの会議 で何を持って きたかという と、子供たち 、青少年の ための健全に 安心し
て使えるネットに 対する環境づ くりというこ とでこの会が できたはず なのに、だん だんそ
れが今の技術の進 歩と同時に、 エリアが広が っていくこと に関しては 私たちも理解 をする
のだけれども、大 もとの蛇口を 閉めることを まだ忘れたま まになって いるのではな いかと
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いう気がしてならないのです。
ですから、リベ ンジポルノに してもそうで すし、いろい ろな意味で 、サイトで中 学生か
小学生かわからな いですけれど も、顔を出さ ない、たまに は顔を出し ている写真も あるの
ですけれども、実 際、私も見せ てもらいまし たけれども、 すごいショ ックでした。 小さい
子供の裸がネット 上に出回って いること自体 が、まだそう いった現状 が続いている 、その
ためにはどうすれ ばいいか。１ つは、フィル タリングを強 制的にかけ ることをすれ ば、そ
この大きなガード フェンスがで きるというこ とをみんなわ かっている のにもかかわ らず、
そこに一歩踏み込 めない、そこ の壁とは何な のだろうか。 それは業界 の意向なのか 、それ
とも行政上の問題 なのか、それ とも何かする と大きな壁が まだほかに 見えないとこ ろがあ
るのか。ですから 、できる壁で あれば一つず つ取り壊して いって、ま た新しい壁が できれ
ば、それに対してみ んなで考えて いけばいい のではないか という気がし てならないの です。
ですから、そ この大もと を忘れないで 、いろい ろな枝葉のほ うにずっと発 展して、当然、
こういったネット に関しては進 歩が激しいで すから、それ はすごい進 歩していって いただ
きたいのですけれ ども、やはり ネットに一番 初めにかかわ る小学生、 特にほとんど 毎年一
緒なのですけれど も、そういっ たチェーンメ ール的な既読 だとか、そ ういったネッ ト依存
症にかかるのも４ 年生、５年生と いうのも、デ ータも山ほど 出てきてい ると思います ので、
もう一回その辺をやっていただければと。
そういった点で は、今、ずっ と文科省、総 務省さん、い ろいろな今 まで事業の報 告をい
ただいた中で、文科 省さんの動き というのが 非常にスピー ド感が出たな という感じが して、
学校と子供たちと 家庭が一体と なった動きが 本当の意味で できた、先 生が目を覚ま してく
れたかなというこ とに関しては 、文科省さん に関しては評 価をしてい きたいと思う し、た
だ、来年度の予算 を見てもほと んど文科省さ んの予算が多 いのですけ れども、総務 省さん
を初めほかのとこ ろも予算がつ くのであれば 、もう少し一 斉行動にし ても何にして も、何
でもかんでも業界 任せではなく て、国として も予算が通っ て、もっと 積極的に活動 しても
いいのではないか と、何千億、 何兆円持って いけという話 とは違いま すので、その 辺を少
し考慮していただければ。
ただ、最後にも う一回言いま すけれども、 基本を絶対忘 れないで、 これから積み 重ねて
いって最終的な結 論を出してい ただきたい。 そうしないと 、何のため の会議で何回 も見直
しをやってきたのかがわからなくならないようにお願いしたいと。
以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

関連してかもしれません。どうぞ、お願いします。
○尾花委員

私も ずっとフィル タリング、フ ィルタリング と思ってフ ィルタリング に注意

をしていたのです が、最後のペ ージのほうに プライバシー のことは書 いてあるので すけれ
ども、このとこ ろ個人情報の 流出とか ID、パ スワードを盗 まれるとい うようなケー スも大
変多くなってきて いて、ウイル ス対策という かセキュリテ ィーに関す ることをもう ちょっ
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と取組の中に今後 つけ加えてい くのもいいの ではないかと 。内閣官房の ほうには NISC とか
もありますので、 そういった意 味で、セキュ リティーとい うのは大人 も子供も一様 にしっ
かり気をつけなけ ればいけない ことで、フィ ルタリングと 同じように 、事業者さん のほう
からはサービス提 供の一つのア イテムとして 提供されてい るにもかか わらず、全員 が入る
かどうかというと そうではない 。そういうよ うな環境の中 で、世界的 にいろいろな パスワ
ードが盗まれて、 クラウドをあ けられてしま うとか金銭が だまし取ら れるというよ うなケ
ースがことし大き く、要するに 一般のユーザ ーさんまでそ ういったケ ースで巻き込 まれる
ことが多くなって きていますの で、セキュリ ティーに関す る項目をど こかで検討す べきか
なと。やっていた だける内閣官 房みたいなと ころがあるの で、ぜひそ ういったとこ ろも今
後検討課題の中にひとつ入れていっていただければというふうに思って おります。
○清水座長

ありがとうございました。

高橋委員から根 本的なお話で 、一歩進める 壁ということ で言われた のですけれど も、い
ろいろな壁がある だろうと、そ れを明確にし てというお話 で、後追い ではなく、今 回のこ
の提言の中で基本的な考えを入れるべきというような意見にとらえまし た。
今、尾花委員が 、その一つの ポイントとし て情報セキュ リティーの 点という御発 言があ
ったということで 、その壁をも う少しみんな で知恵を出し 合う必要が ある、高橋委 員のお
話ではこういうことで宜しいでしょうか。
○高橋委員

いいです。

○清水座長

それ から、情報セ キュリティー につきまして は非常に重 要な課題とい うこと

で、総務省とか経 済産業省でか なり取り組ま れていると聞 いているの ですけれども 、その
点につきまして、 この提言にも し関連して御 発言があれば お願いした いと思います が、総
務省の取組もちょ っと御紹介い ただけるとあ りがたいと思 いますが、 いかがでしょ うか。
あるいは、経済産業省でしょうか。
○吉田消費者行政 課課長

情報 セキュリティ ーにつきまし ては、青少 年に限らず大 人も含

めて一般に進めて いかなければ いけないとい うことで、こ の分野であり ましたら NISC さん
とか経産省さんと 連携してとい うこともあり ますけれども 、青少年に も当然かかわ るとい
うようなところが ありますので 、特に周知啓 発なんかにつ いてはそう いう要素も入 れて進
めるということも やっておりま すけれども、 また、今日の 検討会での 御議論も踏ま えて、
十分関係部局とも連携してやっていきたいと思ってございます。
○清水座長

ありがとうございます。

経済産業省さんは、何かありますか。特にないですか。
○佐野情報経済課 長

私どもの ほうでは、必 ずしも青少年 に限定した セキュリティ ーの関

係のものはやって いないわけで ありますが、何ができるか は検討してみ たいとは思い ます。
○清水座長

ありがとうございました。

どうぞ、事務局からお願いします。
○山岸参事官

尾 花先生の御指 摘でございま すが、インタ ーネットの いろいろなト ラブル
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の状況等について は、消費者白書 等の中でも 今回まとめら れておるとこ ろでございま すが、
それはトラブルや 相談等の中身 を見てみます と、青少年の インターネ ット利用を管 理する
保護者自身のイン ターネットリ テラシー、メ ディアリテラ シーが十分 でないことが うかが
えまして、これに ついては消費 者教育、そし て、個人情報 保護のいろ いろな普及に 際して
も指摘をされてい るところです 。特に大人と しての適切な 生活習慣が 身についてい るのか
という点について 疑念を持たれ るような取組 もあるところ 、それが子 供等である青 少年の
インターネット利 用環境にも無 視できない影 響を与えてい るのではな いかという指 摘も出
されているところ です。結果と して、子供に 対する保護者 の見守り管 理が十分にで きてい
ない場面というも のも増加して いるというこ とも指摘され ているとこ ろでございま すので、
そのような観点か ら青少年及び 保護者等に対 するインター ネットリテ ラシー教育の 充実強
化の枠の中で、御指摘の論点についても肉づけを考えていければと考え ております 。
以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

今、事務局から 御説明いただ きましたよう に、この観点 に関しては 保護者の指導 力とい
うのは非常に重要 な意味を持っ ていると思い ます。IT 総合戦 略本部の中で 、創造的 IT 人
材育成方針という のを昨年 12 月に出されて いますけれど も、そこにも 保護者の子供 に対す
る指導力というこ とが重要とい う記述もあり ます。その中 に、尾花委 員が言われま した情
報セキュリティー に関する安全 ・安心につい て記述をされ ていて、そ れをどうする かとい
うのはそこのほうでも検討を始めているということでございます。
いずれにしまし ても、今回、 この資料４に つきまして事 務局から御 説明いただき 、各委
員から非常に重要 な御意見をい ただいたとこ ろであります 。ここで重 要なことは、 提言と
いう形で事務局で これから委員 の意見を踏ま えて、また関 係省庁との関 係で議論しな がら、
この点をどのよう にまとめてい くかというこ とが非常に重 要な課題と いうふうにな ってい
ると伺っております。
これをまとめる に当たりまし ては、インタ ーネット規制 法ができて いろいろ取り 組んで
きている中で、高 橋委員が言わ れるように、 いろいろな課 題が見えて きていて、ど ういう
ふうにしていけば いいかという ことをこの提 言の中で明確 な形をまと めることがで きて、
今後の方向性が示されればいいと私自身は思っているところであります 。
また、昔、国民 運動という言 葉もあったの ですけれども 、先ほど総 務省から説明 があり
ました一斉行動と いうような形 で行うことに よって、多く の人たち、 多くの関係者 が一堂
に会して、この観 点に関して関 心を持っても らうというこ とであると 考えます。こ の提言
が政策的にわかる ということも 重要ですけれ ども、一般の 国民がわか るような形の 提言と
いうのを別枠でつ くるかどうか わかりません けれども、そ ういうよう な形で進めら れれば
いいと思っております。
以上が議題２でございますが、ほかに御発言ありましたらお願いしま す。
どうぞ、曽我委員、お願いします。
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○曽我委員

今、 座長のほうで いろいろおま とめいただい て、それは 大変ありがた いこと

で、そのように進 めていただけ ればいいので すが、一つフ ィルタリン グについて皆 さんに
考えていただきた いことがあり ます。これだ け各いろいろ な道具を持 っていて、一 つ一つ
にフィルタリング を有料でかけ たら、例えば 家庭の中に 20 個あったら 20 個分かか るわけ
ですね。それだけ 全てがインタ ーネットに通 じる道具にな ってきたと なると、かけ たくて
も非常にコストが かかるために できないとい うことにも将 来つながっ てくることも ありま
す。だから、安全 ・安心をどう やったらもっ と全体でくく ってやれて 、それを国民 が安く
利用できるように するかという のは、今後物 すごく大きな テーマにな ってくるよう な気が
します。
今、一つ一つに かけることを 考えているの ですが、イン ターネット 全体がどうや ったら
安心な道具になっ ていくのかと なると、そこ に究極いって いかないと 、安全な道具 だけを
使うということに なれば全ての 道具が使えな いということ になります ので、ぜひ企 業はそ
の辺も今後考えて いただきたい。それが先ほど お話しした、30 円は かかったとし ても、基
本的に外すのに 30 円ですから、全て製品を発 売するときに そこまでイ ンクルードし て料金
形態を出していた だけたらわか るわけです。 ところが、そ うでなくて 、それは別途 幾らで
すよとなると、必 ず別途の料金 を保護者が考 えて導入しな いみたいな 形になってし まった
りするところがあ るということ も、そういう 心理的なもの もぜひそう いうふうな形 になら
ないような環境づくりをお願いしたいというふうに思います。
○清水座長

ありがとうございました。

どうぞ、高橋委員。
○高橋委員

その 考え方には、 私は余り賛成 はしていない ですけれど も、基本的に 携帯電

話を使うのは子供 の間で、一般 の社会人に普 及している携 帯電話は相 当数あります し、そ
れを一つ一つ全部 フィルターを かけるかとい うと、その必 要性までは ないのではな いかと
いうふうに正直思っています。
それと、以前、 携帯屋の社長 さんと、どこ とは言いませ んけれども お話をしたこ とがあ
るのですけれども 、今、みんな いろいろなサ ービスで、パ ケット料金 のサービスだ とかそ
ういったものを込 み込みで幾ら ですとやって いるのであれ ば、その中 に一緒にフィ ルタリ
ングの分も、子供 たち専用のや つがセットで きないのだろ うか、そう してしまえば 表に出
てこない。ある一 定年数して、 そのまま継続 してもいいし 、だから特 別料金として あえて
設定をすると、か えって、今、 曽我さんが言 われたみたい に高いとい うイメージが あるの
です。単体に対し てフィルタリ ングをかけた 場合のものが 高い。だっ たら新しいや つを買
ったほうが早いよ ねという感じ になってしま うので、そこ のところを うまく行政の ほうが
指導していただい て、業界をリ ードしていた だいて、やる 以上はどう いった方法が いいの
か、そして、業界 も困らない方 法はどうすれ ばいいのか、 具体的に会 社の経営もあ るでし
ょうから、その辺 を圧迫しない 範囲内でどう いうふうにす ればいいか ということを 逆に聞
き取っていただい て、そのかわ り、ぜひやる 方向で検討し ていただき たいというよ うな強
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い指導をしていただけるとありがたいかなと思っています。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかに御発言ありましたらお願い致します。宜しいでしょうか。
どうもありがと うございまし た。この議題 ２は、基本計 画の見直し に向けた要の 部分で
ございます。した がいまして、 本日、御意見 をいろいろい ただきまし たが、さらに 追加す
べき論点とか御意 見がございま したら、ぜひ 書面で事務局 まで積極的 に御提出いた だきま
すようお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。
それでは、続きまして、議題３に入らせていただきたいと思います。
議題３でござい ますが、「高校生 ICT Conferen ce 2014～ 考えよう！ これからのス マート
なネットの使い方・あり方～」の代表者による発表についてでございま す。
昨 年並 びに 一昨 年 も御 報告 いた だい て おり ます けれ ども 、 本日 は、 まず 、高 校 生 ICT
Conference 2014 の概要につき まして、大阪 府の羽衣学園 高校の林姫 穂さん、大分 県別府
青山高校の佐藤多 加良さんから カンファレン スの結果につ いて御発表 いただき、そ の上で
意見交換をさせていただきたいと思います。
昨年も高校生の 御発表をいた だいて、本当 に高校生が自 ら体験した 経験を自分の 言葉と
してお話しいただ きまして、多 くの委員が非 常によかった ということ を伺っている ところ
であります。本日もどうぞ宜しくお願いします。
それでは、それ に先立ちまし て、本検討会 に対して傍聴 者からの高 校生の最終報 告につ
いて、写真撮影の 許可が申請さ れております 。検討会では 、原則、傍 聴者の撮影、 録音は
禁止しているとこ ろでございま すけれども、 この事案につ きましては 、高校生お二 人の活
動の一環として、 その記録を残 す意味が非常 に大きいと考 えまして許 可したいと思 います
が、委員の皆様方、許可しても宜しいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○清水座長

ありがとうございました。

それでは、写真撮影、録音を許可させていただきたいと思います。
なお、撮影に際 しましては、 議事に影響を 及ぼさないよ うに慎重な 対応をお願い 致した
いと思うところでございます。
それでは、最初に高校生 ICT Confere nce に参画しており ます羽衣学 園高校の米田 先生か
ら、昨年も御報 告いただいて いますが 、ことしの高 校生 ICT Conf erence について簡 単に御
紹介いただきたいと思います。宜しくお願い致します。
○米田先生

皆さ ん、おはよう ございます。 いつもお世話 になってお ります。今回 も本当

に貴重な場をいた だきまして、あ りがとうご ざいます。簡単 に御報告さ せてもらいま して、
後ほど高校生たちの発表というふうにつなげさせていただきたいと思い ます。
今年度で 2011 年からや って参りまし て、2011、12 、13、14 という ことになりま して、
今年度のテーマは、
「考 えよう！これ からのスマ ートなネット の使い方・あり方」と いうふ
うなことで、全国 同様に５か所 、札幌、東京 、大阪、奈良 、大分とい うことでさせ ていた
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だきました。参加 人数は 44 校 221 名ということになりま して、前回 11 月に、その ５地域
から集まって参り ましたメンバ ープラス、本 年度は沖縄県 からも１つ 招待というこ とで、
沖縄のほうで高校 生たちがいろ いろ考えてい るという取組 も含めまして 、それを 11 月にも
う一度みんなでま とめまして、 最終的に今日 は２名の代表 生徒が、そ の中で出てき た全国
のことをまとめてのお話ということにさせていただきます。
ことしの大きな テーマは「考 えよう！これ からのスマー トなネット の使い方・あ り方」
なのですけれども、それぞれ分科 会的に１回、２回というこ とのちょっ とした小テー マは、
１つ目が「小中 学生に伝えた い情報モラル 」、実は 、これは昨 年度、清 水先生のほう から御
提言いただきまし て、高校生で 実際に小中学 生に向けて具 体的に考え てみたらどう ですか
というふうなこと をいただきま したので、そ れを踏まえて 、本当に高 校生たちが実 際に考
えました。後であ ると思います が、大阪のほ うでは実際に そういった 形で中学生に 対して
講演という形も動いたというのが今年度の部分になります。
２回目の小テー マは、「2020 年の ICT 環境 を創造する」 ということ で、今日、実 はちょ
っと少ないのです けれども、オ リンピックに 向けてという こともあり まして、そう いった
流れのお話になると思います。
では、早速です けれども、こ こで２人、今 からプレゼン テーション ソフトを使っ てお話
しさせていただき ますので、宜 しくお願い致 します。前の ほうをごら んいただきま して、
上に上がらせていただきます。
全国の部分と 11 月にまとめた 部分を、今 回、２人が 、本当に今 の時代なので 、SNS ソフ
トを使って遠隔でやりとりしてつくり上げたプレゼンテーションになり ます。
では、２人、用意できたらお願いします。
○林さん

今からプレゼンテーションを始めたいと思います。

羽衣学園高等学校林姫穂。
○佐藤さん
○林さん

大分県県立別府青山高等学校の佐藤多加良と申します。
「ネットとの上手な付き合い方」。

（PP）
○佐藤さん

スマ ートフォンや パソコンなど で相手とやり とりする上 において、自 分たち

が身につけておく 大切なことと して、まず、 相手のことを 考えて思い やること、こ れはま
ず大事なことの一つだと思っています。
（PP）
そして、ネットを使う上で、ネットの光と陰という部分があると思い ます。
まず、光という のは、便利な 部分として、 情報をやりと りすること でたくさんの 人と交
流することができ るということ が１つと、生 活にも役立ち 便利、これ は、地図アプ リや翻
訳など、辞書など を使っていろ いろなことに 役立って便利 に使うこと ができるとこ ろが光
の部分だと思っています。
そして、陰の部 分として、犯 罪に巻き込ま れる可能性が ある。使い 方を間違えれ ば、一
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度発信した情報は 二度と消せな い、先ほど言 ったとおり、 画像などは 消しても残っ てしま
うこともあり、いろいろな犯罪につながることがあると思います。
（PP）
そして、最初に 申したとおり 、思いやりを 心に。日本人 は、昔から 思いやりの心 を持っ
ています。そして 、それは人と 接する上で大 切なことなの ですけれど も、それはネ ットで
も変わらないということが１つ覚えていてほしいことです。
（PP）
○林さん

そして 、私たちが小 中学生に伝え ることとして は、「ネット の仕組みと怖 さ」。

ネットというのは 世界中につな がっていて、 一度発信すれ ば、それは 世界に発信す るのと
同じということで便利だけれども、その反面、危険なこともたくさんあ るというこ と。
「個人情報の大切さ」。個人 情報は、氏名、年齢と か生年月日と かなのですけ れども、身
長や体重まで個人 情報に含まれ ているのだよ というのを知 らない小中 学生が多いと 思うの
で、そういうことも伝えていきたいと思います。
「思いやり」は 、ネットを使 う上で相手の 顔が見えない 分、より思 いやりの気持 ちを大
切にして接さなけ ればならない ということ。 そして、ルー ルを自分で 決めて、それ を守る
のも思いやりの一 つだと思いま す。例えば、 ネットを使う 上で他人に は迷惑をかけ ないで
おこう、そしてそ れを守ろうと いうのも、相 手とのやりと りの中です ごく重要なこ とだと
思います。
そして、「依存」。これは、こ の前、中学校 に行ったとき にも、依存 というのを感 じてい
るという子が多か ったのですけ れども、そう いった依存と いうのも気 づくことが大 切なの
だよというのも伝えていきたいと思います。
先ほどからあり ますように、「 フィルタリ ング」。実際に フィルタリ ングを使って いない
子たちに聞くと 、LINE とかが使え なくなってし まうから、それは嫌だ といってかけ ない子
が多いのですけれ ども、そうでは なくて、段階的 にかけること ができて、LINE も使 えるけ
れども有害なサイ トはブロック してくれるフ ィルタリング もあるのだ よということ も伝え
ていきたいと思います。
（PP）
では、どうや って伝えるか ということな のですけれ ども、
「出 前講座」は 、小中学 校へ行
き、出前講座をする 。自分たちの 経験などから 伝えられると いうのがあ るのですけれ ども、
先ほども言いまし たように、私 は先日、ある 中学校へ後輩 と一緒に６人 で全校生徒 300 人
を相手にスマホに ついてのプレ ゼンテーショ ンをしてきた のですけれ ども、結構真 剣にな
って聞いてくれる 子が多かった し、自分たち の経験からこ ういうこと はしてはだめ だよと
か、例えばちょっ とぐらいいい やという感覚 で課金とかし たらだめだ よとか、そう いった
ことも伝えました し、そして、 私たち行った みんなも、ふ だんから携 帯を使い過ぎ ている
というのを自覚し ているし、自 覚して、そこ からどう依存 と立ち直る かとかいうの を考え
る、向き合うことも大切だということも伝えました。
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先ほど米田先生 がおっしゃっ ていたように 、沖縄県では 、全県立高 校で、高校生 がつく
ったネットやスマ ートフォンの ルールやマナ ーを記載した ハンドブッ クというのを 全県立
高校の生徒へ配布 していて、そ れを私たちの 周りからも発 信していけ たらいいなと いうの
を思っています。
そして、
「企 業講座」と いうのは 、企業の方に 来てもらって 講座をしても らうので 、私の
学校でも LINE さんであるとか 、グリー さんであると か、そ ういった企 業の方に来て 講座を
してもらっていて 、企業の方に 来て講座をし てもらうには 、大人の立 場であるとか 専門的
な観点から伝えら れるというの があって、や はりプレゼン 力もすごく て身に入って きます
し、こういったビ ジネスという のもこれから どんどん盛ん になってい くのではない かとい
うふうに思います。
（PP）
○佐藤さん

2020 年のネ ット環境とし て、今 よりもネット の通信速度 が速くなると いうこ

とと、今、眼鏡型 や腕時計型の 新しい端末も 出てくるので 、また一風 変わった新し い端末
も 2020 年に登場するので はないかとい うことで、そ して、2020 年、 さまざまな端 末や通
信速度が速くなることによって、ネットがより身近になるということが あると思い ます。
（PP）
そして、その 2020 年に 向けてネット についての正 しい知識 、仕組み や怖さについ て知ら
ない小中学生が結 構いるので、 それについて 正しい知識を 教える、そ して、その教 えるこ
とによってネット に対する意識 を変える、相 手に対する思 いやりや光 と陰について 知って
もらうことで意識を変えることができると思います。
そして、そのよう なことを伝え るためには 教育が必要だ と思っていま す。情報の教 科書、
情報の授業、そのような教育が必要だと思っています。
（PP）
○林さん

そして、私たちの提言 としては、学校 での情報教育 の導入で、
「2020 年ま でに」

と書いているので すけれども 、ほとんどの 学生が情報 教育を受けら れるように 、2020 年と
いうのはオリンピ ック開催の年 でもあり、そ ういったオリ ンピック開 催の年という は過去
にもあったように 、いろいろ整 備されたり新 しいものが出 てくるきっ かけになる年 でもあ
りまして、そうい ったところで もっとスマー トフォンより すごい端末 やすごいネッ トが出
てきたりすると思 うので、そう いったときに うまくそうい ったものを 使える人たち という
のが必要になって くると思うの で、だからこ そそういった 情報教育を ちゃんとして ほしい
というふうに思います。
（PP）
では、どうやっ て情報教育を するかという のですけれど も、題材が ないとどうや って授
業をしたらいいか というのがわ からないと思 いますので、 教科書、例 えば国語や数 学のよ
うに年代に応じた 教科書、小学 校ならちょっ とかみ砕いた ものである とか、中学生 であれ
ばちょっと難しい ようなことと か、高校生で あれば問題提 起で考えさ せられるよう な内容
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とか、そういった 年代別に応じ た教科書。イ ラストなどを 用いて、字 ばかりではな くてイ
ラストでちゃんと 心に残るよう な教科書とい ったもので最 低週１回の 授業。どこの 学校で
も同じような授業 というのは、 例えば情報に 強い学校だと 情報教育と いうのが盛ん でいろ
いろなことを知っ ている。逆に 、情報という のが盛んでな い地域では 、情報教育が 全然な
っていないという のはすごく格 差が出てしま うと思うので 、そういっ たことがない ように
どこの学校でも国 語や英語や数 学や英語のよ うに同じよう な教育をす ることが、こ れから
のネットが発達し ていく中で大 事だと思いま す。もちろん 技術面でも そうですが、 知識や
モラルとかそうい ったことをち ゃんと情報教 育していくこ とが重要に なってくると 思いま
す。
そして、「ディス カッション」 とあるのは 、私たちは ICT Conf erence で同じ高校 生と同
じスマートフォン やネットの問 題について議 論をしてきて 、新しい問 題を発見した りそう
いったことをして きましたが、 そういうのは 本当にごく少 数で、そう いったことを みんな
で広げていけば高 め合えるし、 コミュニケー ション能力と かプレゼン テーション能 力とか
というのも高めることができると思います。
（PP）
○佐藤さん

ネッ トの仕組みや 知識を学ぶだ けでも学生た ちの意識は 変わってくる という

ことで、そうする ことによって ネットを有効 に活用できる 学生がふえ る、こういう ことは
犯罪に巻き込まれ る学生も減り ますし、ネッ トをもっとう まく使うこ とによってい ろいろ
な人とのかかわり を持つことも できる、そう いったことが 情報教育の 意義だと思っ ており
ます。
（PP）
○林さん

まとめ としましては 、こういった 熟議を通して 活動してい る高校生や講 演を行

っていただいてい る企業さんだ けでは限界が あります。な ので、国で の情報教育の 導入を
お願いしたいです 。これから、 そういったモ ラルとか知識 というのが 本当にない子 に対し
てすごくつらい社 会といいます か、ネットが どんどん発達 していくの に自分は何も 知らな
いという子がふえ たらだめだと 思うので、私 たちは知って いるからこ ういった活動 に参加
して学ぶことがで きますけれど も、そういっ た場がない子 たちには、 では、どうす ればい
いのかというふう になりますの で、私 たちの 2014 年の提言とし ては、情報教育の導 入をお
願いしたいということになります。
御清聴ありがとうございました。これで発表を終わります。（拍手）
○清水座長

米田 先生、林さん 、佐藤さん、 本当にすばら しいプレゼ ンテーション をあり

がとうございました。
それでは、ここ で、ただいま の御発表につ きまして、高 校生との質 疑あるいは意 見交換
をさせていただきたいと思います。どうぞ御発言をお願い致します。
○尾花委員

口火を切らせていただきます。

お二人ともあり がとうござい ました。私は 、たまたまお ととい日曜 日に大阪でや ったス
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マホサミットも見 てきまして、中 学生、高校生の 取組、高校生 ICT Conference も１ 回目か
らいろいろと参加 してお手伝い させていただ いているので 、とてもよ く皆さんの発 表がど
んどん成長してい るのも、それ から、現状が どんどん変わ っていくの も、子供たち の現状
に対する対応力が どんどんつい てくるのも、 経年経過をず っと見てき ているのでよ くわか
りました。
実は、大阪のス マホサミット のときに、兵 庫県立大学の 竹内先生の ところの生徒 さんか
らちょっとおもし ろいことを聞 きました。そ れは、今の３ 年生、４年 生は、入学式 のとき
にメールのアドレ スを聞いたり 、電話番号を 聞いたりして 交換して、 やりとりをし て友達
関係が始まった。でも、今の １年生、２ 年生は、入 学式のときに はもう 100 人ぐらい LINE
でつながっている 。それはどう してかという と、例えばツ イッターと かで何々大学 合格し
たとか、何学部だと かというのを 何となく広 まることによ って、そこで グループがで きて、
入学式のときには そうやってつ ながっている 人たちがとっ くに仲のい い状態で入っ てくる。
逆に入学式とか学 校が始まった 後にぽつんと している子も いる。それ は、そういっ た SNS
の中に入ってこな かったので、 もう既にでき てしまってい るお友達の グルーブの中 に新た
に入るのが意外と 大変そうだと いうような話 を聞いて、も う今の１、 ２年生と３、 ４年生
でそれだけ違うのだなというのを実感したのです。
そこで、お二人 に質問なので すが、という ことは、高校 時代にツイ ッターで大学 の結果
報告とかをし合っ ているという ことになるの だなと。ツイ ッターとか フェイスブッ クとか
そういった SNS で安全にまだ知 らない同世代 の人たちとや りとりをす るのに対して 、例え
ば不安はないのか なということ と、それから 、それが安全 にできる自 信があるかと いうの
と、安全にできる 方法を教わっ たり、見たり 聞いたりして いるのかと いう、この３ つを聞
かせてほしいなと 。多分、お二 人には近々そ ういった環境 が待ってい ると思うので 、現状
でいいです、御自分たちの感覚でいいので教えてください。
○清水座長
○林さん

どうぞお願いします。
そうい ったツイッタ ーとかフェイ スブックで何 々大学合格 したよという ふうに

書くのは、友達を つくる面では いいかもしれ ないのですけ れども、個 人情報の流出 である
とか、誰が見てい るかわからな いというので は不安もあり ますし、そ ういったこと を安全
に使うといいます か、交流する 上で、ツイッ ターにも鍵か けとかがあ ったりして、 それだ
と他人に見えない から外してし まうというの があって、そ ういうこと をすると不安 になっ
て安全ではなくな るのですけれ ども、大学で の友達づき合 いのことを 考えると、や はりそ
うせざるを得ない のかなという 社会の現状と いいますか、 実際に中学 校の私が高校 に入学
するときも、その ときはツイッ ターとかはや っていなかっ たのですけ れども、プロ フとい
うのがありまして 、そこでたま たま見つけて 掲示板とかで 絡んで仲よ くというのが あった
ので、やはり そういった LINE とかが発 達していくと 、そう いうことが ないと逆に入 れなく
なってしまうから 、そういうふ うに行ってし まうというの があって、 安全に使うた めには
どうしたらいいの かと考えると 、周りでも自 分の学校名を さらしてい る子とかがい っぱい
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いて、安全ではな いけれども、 でも交流する ためには仕方 ないという のがみんなの 中にあ
るのではないかというのがあります。
これからセキュ リティーとか そういうのも なってくると 、私も今、 自分で何を言 ってい
るかわからないの ですけれども 、社会と私た ちの中の認識 というのが ちょっとずれ ている
のかなという感じ もします。ツ イッターで交 流するのが私 たちは当た り前だけれど もとい
うのとずれているのかなという感じもします。
○尾花委員

ありがとうございます。

ということは、 安全ではない けれども仕方 ないというの が一番大き いところなの かな。
安全に使える自信 があるからや っているわけ ではないし、 逆に安全に 使える方法を 教わる
機会も今のところはそんなにないということですね。ありがとうござい ます。
では、佐藤さん、お願いします。
○佐藤さん

自分 はツイッター やフェイスブ ックはしてい ないので、 それをかいま 見るこ

とはあって、LI NE の中でどこの大 学に受かりま したというツ イッターの 、自分も仲 間に入
れてくださいみた いなことがあ って、そこで もう派閥がで き上がって いて、自分は そうい
う派閥に入れない ので逆側なの ですけれども 、もし自分が ツイッター とかを始めて 、そう
いった大学に受か ったという情 報を外に出す ときは、不必 要な自分の 、受かってう れしか
ったですみたいな ことをみんな 書いているの ですけれども 、それ以外 の個人情報、 自分に
かかわることを載 せなければ、幾 らか個人情 報の流出とい う面では防げ ると思ってい ます。
○尾花委員

ありがとうございます。

そうですよね。 別に友達を見 つけるためだ けのアカウン トをとるみ たいなことを して気
をつけてやればい いかなという ようなアイデ アですよね。 そんなもの が高校生自身 の口か
ら出てくるのがとてもほっとしました。
私が説明してし まうとあれだ なと思って、 出てこないか なと思った ら、今言って くれた
ので、高校生もち ゃんと考える とそこに行き 着くのだなと いうのがと てもわかりま した。
でも、逆に安全で はないけれど も仕方がない という本音も 聞けたので 、大変参考に なる御
意見でした。ありがとうございました。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかに。どうぞ、国分委員。
○国分委員

６ペ ージに「出前 講座」のとこ ろで、自分た ちの経験な どから小中学 生に伝

えるという、非常 にいいことだ と思いますが 、この経験と いうのは、 自分自身が経 験した
こと、あるいは友 達が経験した こととか、そ の結果、例え ば犯罪にひ っかからなく て大丈
夫だったという、 ヒヤリとした けれども大丈 夫だったとか 、この中身 を知りたいな という
ふうに思います。
実は、私のとこ ろのインター ネット協会で も、子供だけ ではなくて 大人に対して もなの
ですけれども、ネ ットでこうい うトラブルに 遭遇したけれ ども、それ をうまく解決 してき
たとか、そういう ものの手記を 募集して、近 く発表します けれども、 そういうこと をやろ
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うとしているもの ですから、自 分たちの経験 というものの 中身を教え ていただけれ ば非常
にうれしく思います。
○林さん

私がネ ットを使い始 めたときとい うのはガラケ ーで、スマ ートフォンと いうの

がなくて、そうい った何もない 空っぽの状態 からネットを 使い始めた わけなのです けれど
も、そういった中で SNS をする と、こういう 書き込みをし たら消され るのだとか、 そうい
ったことを一から 学んでいった といいますか 、中傷の発言 とかをすれば 運営から消さ れる、
それはだめなのだ と。それは現 実でも考えて だめだし、現 実でだめな ことはネット でもだ
めなのだというの をリンクして いったり、あ と、自分的に課 金していた 時期もありま して、
そういったことも 小中学生には 「課金したら あかんで」み たいな感じ で伝えていっ たり、
実際に自分でルー ルというのを 決めていたり 、例えば他人 の迷惑にな らないように しよう
とか、誰が見てい るかわからな いというのも 頭に入れてお かなければ いけないとい う、自
分の考えたものと か、例えば先 生から教えて もらったこと とか、そう いったことも 経験と
して小中学生に伝えていきました。
あとは、ネット のニュースと かでよくある 、出会い系サ イトを通じ て変なことに 遭った
とかというのも見 て、ニュース とかそういう のも見て自分 で蓄えてい って、こうい うこと
をしたらだめなの だとかという のを私は経験 していて、出 前講座をし たメンバー自 身もそ
ういった経験をし ていて、ルー ルを決めてい てというのが あって、そ れが私の自分 の体験
として伝えたということです。
あと、依存とい うか、使い過 ぎているなと 感じるのも、 たまにトイ レにまで携帯 を持っ
ていってしまうと か、御飯中も 気になるとか 、そういった ことも自分 の経験という ふうに
私の中では置いています。答えになっていますでしょうか。
○佐藤さん

自分 は、スマホを 持ち出したの が４か月前ぐ らいなので 、自分が何か 経験し

たということはな いのですけれ ども、自分の周りの 友達が 、例えば LINE のアカウン トを乗
っ取られたりした ことなどを、 他人から聞い た話ですけれ ども、こう いうこともあ るのだ
ということを伝えていければいいなと思っています。
○国分委員

本当 にありがとう ございました 。プレゼンテ ーションも すばらしく、 今の質

問に対する答えも非常にわかりやすくてよかったです。どうもありがと うございま した。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかにございましたら。どうぞ、曽我委員。
○曽我委員

毎年勉強させていただいてありがとうございます。

ちょっと御質問 というか、最 初にこういう ネット関係の いろいろな 道具を使うと きに、
最初から自分で安 全に使えるよ うな環境の中 で使おうとし て動くのか 、それとも、 最初は
そうではなくて、 やはりみんな が使っている ものとか便利 だというも のにぱっと飛 びつい
て、それで先ほど のように学ん でから、こう いう使い方を しよう、こ ういうふうに しよう
というふうに変化 していくのか 、これという のは物すごく 入り口のと ころが大事で 、皆さ
んのその経験が多 分すごく出前 講座につなが っていると思 うので、普 通の子たち、 あなた
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方もそうだろうけ れども、普通 の子たちとい うのは、最初 はどういう ふうに使い始 めてし
まうのですか。
○林さん

私が中 学校３年生の ときにすごく スマホが主流 になって、 みんな新しい 物好き

といいますか、そ れでどんどん ガラケーから スマホとなっ て、後者の ほうで何も知 らなく
てとか、そういっ たはやりの中 で使って、そ の中で学んで いくという ことが多いの ではな
いかと、私の周りとか私の経験としてはそう思います。
○曽我委員
○林さん

落とし穴に入りやすいよね。
そうですね。

○佐藤さん

自分 も似たような 形で、中学３ 年のころはみ んなガラパ ゴス携帯のパ カパカ

の携帯だったので すけれども、 自分が高校に 入って１年生 のときに周 りの８割、９ 割がほ
ぼスマホで、やは り新しく出た のがそのとき ぐらいだった ので、みん な使い出した と思う
のですけれども、最初に LINE とかが 出てきたと きは、多少いざこ ざというか、現実 世界ま
で持ち込んでちょ っと問題にな ったりもした のですけれど も、半年ぐ らいたったら みんな
普通に使い出した のがあるので すけれども、 これは高校生 だからとい うところも多 少ある
と思うのです。小 中学生は相手 のことを考え るというとこ ろの面では 少しまだ幼い と言っ
たらあれですけれ ども、という 面もあるので 、高校という ちょっと精 神年齢の高い ところ
で新しいのが出て 、ちょっとい ざこざはあっ たけれども、 そういう問 題もなくなっ て普通
に使えるようにな ったので、小 中学生のとこ ろからこうい うことを知 っていれば、 うまく
使うことができると思っています。
○曽我委員

もう 一ついいです か。となると 、道具で小学 生とか中学 生にはそれぞ れの段

階に合わせた道具 があったほう がいいのか、 それとも皆さ んと同じ道 具を使い方で それで
いいのかというふうに質問されたらどういうふうに御返事されますか。
○林さん

小中学 生に対応した 道具とかでは なくて、私の 考えとして は、スマート フォン

だったら主流のス マートフォン をいかにうま く使えるかと いうのを小 中学生に教え てあげ
るというのがすごく大切だと思います。
○佐藤さん

自分 も同じなので すけれども、 小中学生に正 しい使い方 を教えた上で やりと

りをしていれば、 自分たちと同 じように多少 の意見のそご とかで口論 とかには、少 しはあ
るかと思いますけ れども、時間 がたてばうま く使いこなせ るようにな ると思うので 、その
ほうがいいと思います。
○清水座長

ほかにございましたらお願いします。

高橋委員。
○高橋委員

本当にお疲れさまでした。

今から皆さんた ちが、もし後 輩の小学生、 中学生に今い ろいろ教え てあげるので あれば
という話で、その 中で１つだけ 聞きたいのだ けれども、実 際、自分た ちが携帯を持 って今
まで過ごした時間 の中で、フィ ルタリングと いうのはやは りあったほ うがいいと思 うか、
別にフィルタリン グがなくたっ て今までやっ てきたし、別 にそれはい いのではない かとい
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う気持ちがあるのか。
というのは、先 ほどから LINE さんの話が 出たのだけれ ども、私は相当 LINE さん をいじ
めているみたいな ことを言われ たのだけれど も、僕は決し ていじめたわ けではなくて 、LINE
さんが高校生を集 めて、「皆さん 、LINE 使っ ていますよね 。というこ とは、フィル ターは
かかっていません よね」とうれ しそうな顔を して言うから 余計に頭に 来ただけの話 で、ち
ょっとそれはない よねと。フィル ターがかか っていても LINE さんが使 えるようにな れば一
番いいのに、何で そういった努 力をしないの ですかという ことがあっ たのだけれど も、実
際はそういったこ とで過ごして きた人間とし ては、これか らの後輩た ちのためにフ ィルタ
ーはあったほうが いいのか、端 的にその一言 でいいのです けれども、 お二人の意見 を聞か
せていただければと思います。
○林さん

フィル タリングはあ ったほうがい いと思います し、私もガ ラケーのとき 、小学

生、中学生でスマー トフォンに変 えるまでは フィルタリン グに加入して いましたし、でも、
スマートフォンに なってくると 、Wi-Fi を経 由すればフィ ルタリング の効果がなく なって
しまうという部分 もあるので、 そこがどうな のかなという ふうになる のですけれど も、で
も、フィルタリン グをしていれ ば、そういっ た有害サイト にアクセス できませんし 、そう
いった犯罪にもつ ながらないと 思うので、フ ィルタリング の加入とい うのはすごく 大切な
ことだと思います 。私はフィル タリングに加 入したほうが いいよとい うのも勧めて いきた
いと思います。
○佐藤さん

自分 もフィルタリ ングは段階的 にやっていく のは賛成で す。小学生の あたり

にフィルタリング をしておけば 、先ほどのよ うな例外もあ りますけれ ども、犯罪や 危ない
有害サイトに行く ことは、興味 本位でばっと 押してそうい うところに 飛ばないよう にする
というのは大事なことだと思うので、自分はフィルタリングは必要だと 思います。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。
それでは、私からお願いします。
まず、昨年の 検討会の意 見によって 、小中学生 に指導する会 、講座を 設けてくださ った、
その経験は非常に すばらしいと 思います。や はり、お兄ち ゃん、お姉 ちゃんが自分 の言葉
で話してくれると いうのは、小 学生、中学生 にとって非常 に実感とし て理解しやす いとい
うふうに思いました。
質問は２つあり まして、１つ は、先ほどの プレゼンテー ションの中 で沖縄県の例 を示し
て、自分たちの経験 をまとめたも ので発信し ていきたいと いうお話があ りましたけれ ども、
この計画はいつご ろまでに、ウ エブに上げる という意味だ と思います が、まとめて 発信と
いうことを考えて いるかという のが第１点の 質問です。こ れはどちら からの質問で も構い
ません。
２番目の質問は 、お二方にそ れぞれ伺いた いのですけれ ども、情報 教育の導入を 提言さ
れたわけですけれ ども、現在、 高等学校には 共通教科「情 報」は必修 科目としてあ ります
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ね。ということから すると、導入 の提言という のは言葉とし てどうかな と思ったので すが、
内容的に見ると、 今、皆さんが 取り組んでお られるような 内容を高等 学校の授業の 中でき
っちり位置づけられていないということの提言のように思いました。
現実に、現在の 受けている情 報教育は、そ ういう観点は ほとんど触 れられないと いうふ
うに考えて宜しいのでしょうか。これはお一人ずつお願いします。
○林さん

今の情 報教育の内容 というのは、 多分、エクセ ルとかワー ドとかそうい った技

術面での教育で、 知識とかネッ トの仕組みと かネットに対 するモラル というのが全 然教育
されていないとい うのが現状で 、もちろん技 術面も大切な のですが、 そういった知 識とか
モラルというのを やらないと、 これからどん どんネットが 進んでいく 社会になると 思うの
で、そういったこ とを教育しな いと、うまく 使える人がい ないとネッ トというもの が残念
なものになってし まうというか 、悪い使い方 ばかりする人 ではなくて 、そういった 教育を
していいように、 うまく使える ようにという ふうに持って いかないと だめだと思う ので、
情報教育の導入と いうことで、 こうした知識 とかモラルと かというの を教えてくだ さいと
いうのを言いました。
小中学生には必 修科目という 「情報」がな いので、そう いった面で も、今ある「 道徳」
の時間とか「技術」
「工芸」の時間 とか、そういった ところにはめ 込む形でもい いので、そ
ういった知識とか というのを小 さいときから 学んでいくと いうのが大 切になると思 います。
○佐藤さん

言い たいことはほ とんど言われ てしまったの ですけれど も、同じよう なこと

で、高校生の段階 で「情報」の 授業はあるの ですけれども 、専門的な 知識でビット パーセ
カンドとか難しい ところの問題 でネットの基 本的な使い方 、どういう ことでつなが ってい
るのだというそう いうところは 少ないので、 小学生や中学 生の段階で そういう基本 的な使
い方を導入していってもらいたいと思います。
○清水座長

ありがとうございました。

最初の質問に対してはいかがでしょうか。
○林さん

私の学 校では、実際 にそういった 冊子、パンフ レットみた いなものをつ くろう

というのがありま して、学校で 私たちが決め たルールとか をプリント か何かで、と りあえ
ず自分の学校で配 布しようとい うのがありま して、そうい うのをやっ ていまして、 いつま
でというのはなく て、とりあえ ず、できるだ け早い段階で そういった ことをできれ ばいい
し、それを学校外にも広げていけたらいいなというふうに思っています 。
○清水座長

ありがとうございました。

情報教育につき ましては 、文部科学 省の学習指導 要領できっち り決めていま して、
「情報
活用の実践力」と 「情報の科学 的な理解」と 「情報社会に 参画する態 度」という３ つの能
力が目標となって いるのです。 情報社会に参 画する態度の 中で情報モ ラル教育は大 きな柱
となっています。 ただ、今、お 二人の御説明 によると、情 報モラル教 育というのが 実態に
合わせた形できっちり行われていないということがよく理解できました 。
今、学習指導要 領の改訂がス タートしてい ますので、大 変貴重な御 意見ですので 、文科
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省も出ていますけ れども、担当 のほうに、私 、頻繁に会っ ていますの で、きちんと 伝えて
おきたいと思います。今、重要な課題にはなって検討しているところで あります。
ほかにございますでしょうか。宜しいでしょうか。
それでは、米田 先生、林さん 、佐藤さん、 誠にありがと うございま した。大変勉 強にな
りました。本日は 、短時間で明 確な主張をし ていただきま して、本当 にありがとう ござい
ました。
今日のお話を伺 いながら思い ましたのは、 自分たちの経 験を踏まえ て小中学生に 自分た
ちの言葉で説明し てくださって 、先ほどのお 言葉でいくと 、小中学生 は本当によく 聞いて
くれるだとか理解 してもらえた という感想も 述べられてい ました。こ れは非常に効 果があ
るものだと思いますので、ぜひ広げていただきたいと思います。
また、難しい問 題がありまし て、聞いてく れてというの は、ほとん ど聞いてくれ た人は
大丈夫なのですけ れども、一部 の人が知らな い間にとかち ょっとした きっかけから とか不
安な行動に入りそ うになってい る、あるいは 入ってしまっ たという人 たちに対して どのよ
うに説明すればい いか。白紙で 知らない小中 学生に説明す るというの が今の例かも しれま
せんが、不安な行 動を起こしそ う、起こしつ つある、その 人に対して 自分たちの経 験から
してどのようにそ の人に理解し てもらって、 適切な行動を 持ってもら うためにはど うすれ
ばいいか、非常に 難しい課題だ と思うのです 。下手をする といじめの 対象になって しまっ
たりということも 起こりますの で、そういう 面も踏まえて 議論する場 があったら少 し検討
してもらえるといいなと思います。
保護者に対する 講習会も、こ の問題に関し てセミナーを します、講 習会をします という
と、多くの保護者 が来て下さる のですけれど も、来て下さ る保護者と はほとんど問 題なく
て、来られない保 護者をどうす ればいいかと いうのはこの 検討会でも いつも議論に なるの
です。それに対し ての、来られ ない方に対し て、関心を持 っておられ ない方に対し てどの
ようにすればいい かというのは 非常に難しい 課題になって います。今 度、フィール ドは高
校生、あるいは中 学生対象もあ るかもしれま せんけれども 、そういう 不安な行動に なりそ
うという人たちに 対してどのよ うにするかと いうことも少 し研究して いただけると 、私ど
もは非常に参考になるように思います。
本日は、高校生 からの意見と いうことでプ レゼンテーシ ョンをして いただきまし て、本
当にありがとうご ざいました。 先ほど申しま したように、 大変勉強に なりました。 今後と
もどうぞ宜しくお 願いします。 深く感謝申し 上げます。皆 様、恐縮で すが拍手をお 願いし
ます。（拍手）
それでは、最後 の議題４「そ の他」ですが 、今後の予定 について事 務局からお願 いしま
す。
○山岸参事官

次 回以降の会合 につきまして は、第 27 回の会合を２月 下旬または３ 月上旬

に開催する方向で調整を進めさせていただければと考えております。
平成 26 年度の青少年のインタ ーネット利 用環境実態調 査の速報値や 、警察庁にお けます
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販売店等の実態調 査等、最新の エビデンスを 可能な限り報 告書に反映 させる方向で 今後日
程の調整を進めて参りますので、宜しくお願い致します。
次回につきまし ては、これら の結果につい て御報告した 上で、これ までの議論等 を踏ま
えて本検討会の報 告書の素案に つき、肉づけ をしたものに ついて御議 論をいただく 予定と
なります。宜しくお願いします。
なお、素案の取 りまとめに際 しましては、 本日、御報告 致しました 構成案や骨子 の項目
等につき、本日の 検討会の御意 見を踏まえて 修正し、具体 的に肉づけ をしたものを たたき
台として事前に送 付致します。 その上で、各 委員のほうか ら御意見を 頂戴した上で 、次回
の検討会に提出さ せていただく 案の取りまと めを進めてい きたいと考 えております 。お手
数をおかけ致しますが、宜しくお願い致します。
以上でございます。
○清水座長

どうもありがとうございました。

それでは、本日は以上でございます。
本日は、大変重 要な基本計画 の見直し、ま た、高校生か らの事情聴 取ということ で高校
生 ICT Conference 2014 の報告をいた だきました。26 回の 検討会を以 上で終了させ ていた
だきたいと思います。本日も誠にありがとうございました。
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