第青少年インターネット環境の整備等に関する検討会
第 27 会合議事録

日

時：

平成２７年２月１８日（木）１４：００～１６：００

場

所：

内閣府（４号館）共用第４特別会議室

出席委員：清水座 長、藤原座長 代理、五十嵐 委員、尾花委 員、清原委 員、国分委員 、曽我
委員、髙橋委員、矢橋委員代理、吉川委員代理
（内閣府）安田審議官、山岸参事官
（オブザーバー ）内閣官房 IT 総合戦略 室参事官 、警察庁生 活安全局情 報技術犯罪対 策課課
長補佐、警察庁生 活安全局少年 課少年保護対 策室長、総務 省総合通信 基盤局電気通 信事業
部消費者行政課長 、法務省秘書 課政策評価企 画室補佐、文 部科学省ス ポーツ・青少 年局青
少年課長（併 ）参事官（青少年健全 育成担当）、経済産業省 商務情報政 策局情報経済 課課長

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）その他
３．閉

会

○清水座長

皆さ ん、お忙しい ところをあり がとうござい ます。そろ そろ時間にな ります

ので、始めさ せていただ きたいと思い ます。
「 青少年インタ ーネット環 境の整備等に 関する
検討会」、本日は第27回となります。宜しくお願いいたします。
最初に、委員の出欠状況等につきまして、事務局からお願い致します 。
○山岸参事官

それでは、御報告いたします。

本日は、奥山委 員、半田委員 及び別所委員 が御欠席され 、奥山委員 の代理で矢橋 様、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。五 十嵐先生に ついては、15 分程度
遅れるとの連絡を受けているところでございます。
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致します 。
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

目に資料一覧がございます。
資料は、資料１ から資料３と なっておりま す。なお、机 上配付資料 として、委員 の方々
には、法・基本計 画、平成25年 度インターネ ット環境整備 フォローア ップ、平成23 年８月
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の当検討会の提言 、当該提言に おいて認証さ 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。
まず、資料１で ございますが 、資料１－１ 、１－２がご ざいます。 これは、警察 庁のほ
うから御提供いた だいておりま す資料でござ いまして、
「 携 帯電話販売 店に対するフ ィルタ
リング推奨状況等 実態調査の結 果について」 の１枚紙。そ して、本体 の調査の報告 書がご
ざいます。
資料２は内閣府 関係でござい ますが、資料 ２－１、２－ ２、２－３ が平成26年度 の青少
年インターネット 利用環境実態 調査の関係の 資料でござい ます。資料２ －１が速報の 資料、
資料２－２、資料 ２－３がそれ ぞれ青少年用 、保護者用の 実態調査の 調査票をお付 けして
おります。
資料２－４、２－５につき ましては、
「春のあんし んネット・新学期一斉 行動」等 に際し
て、内閣府から都 道府県等に宛 てて出してお ります依頼文 書の写しを 添付しており ます。
２－４が１月27日 付のもの、資 料２－５が昨 年12月４日付 のもの、そ して資料２－ ６が２
月６日付のものでございます。
資料２－７、２ －８でござい ますが、これ は青少年環境 整備に係る 事業一覧とい うこと
で、各地方公共団 体における様 々な取組につ いて、関係都 道府県等の それぞれの取 組につ
いて情報共有・集 約を図る取組 として、内閣 府のホームペ ージで情報 を一覧性のあ る形で
集約して公表して おるものの最 新版でござい ます。来週23 日、全国の 青少年担当課 長会議
等の際にもこの資 料をお配りす るとともに、 近々、アップ デイトした 内容のものを ホーム
ページで公表するものでございます。
資料３の関係は、法・基本計画 に基づく施策 の推進状況に 係る検討結 果の報告書の 素案、
及び報告書の中の 第２章の部分 で、第２次基 本計画のほう との新旧対 照をわかりや すく整
理した資料。
そして、資料名 の記載はござ いませんが、 ２枚紙でそれ ぞれの報告 書の項目を説 明の際
の参考資料として整理した資料をお付けしています。
不足等がございましたら、事務局のほうまで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、座長に諮っ た後、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。
○清水座長

議事 録につきまし ては、宜しい でしょうか。 ありがとう ございます。 そのよ

うにさせていただきたいと思います。
それでは、本日 の議事次第に ありますよう に、報告事項 と施策の推 進状況等に係 る検討
ということで、報告書（案）等についての御意見を伺うことになります 。
では、最初の「報告事項 」ですけれ ども、２件 ございまして 、警察庁 からお願いし ます。
○村瀬少年保護対 策室長

警察 庁でございま す。宜しくお 願いします 。お手元の資 料１－

１、１－２を御用意いただければと存じます。
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先ほど参事官の ほうから御案 内のございま した「携帯電 話販売店に 対するフィル タリン
グ推奨状況等実態 調査の結果」 につきまして 御報告したい と存じます が、まずもっ て資料
１の概要から御覧いただければと存じます。
調査の目的でご ざいますけれ ども、コミュ ニティサイト に起因致し ます犯罪被害 の多く
がスマートフォン からサイトに アクセスして いる現状にあ るなど、児 童へのスマー トフォ
ンの急速な普及を 背景とした犯 罪被害が深刻 化しておりま す。現在、 御案内のとお り、有
害サイトへのアク セス制限がで きるフィルタ リングがあり ますが、ス マートフォン では設
定方法が複雑であ るなどの理由 から利用率が 低くなってい る現状にあ ります。こう したこ
とから、被害防止 対策として有 効なフィルタ リングが適切 に推奨され ているか、携 帯電話
販売店に対して調査を行ったものでございます。
本調査につきま しては、全国の 携帯電話販 売店から専売 店及び量販店 約1,200店舗 を抽出
致しまして、大き く分けまして フィルタリン グの説明・推 奨状況に関 する調査と販 売員の
アンケート調査を実施しております。
２番、調査結 果の概要でご ざいますが、
（１）フィルタリン グの説明・推奨状況に 関する
調査につきまして 、総合 評価は御覧の グラフのとお りとなってお りまして、
「一部は 改善を
要する」及び「不 適切」と認め られた店舗が 51.7％となっ ております 。個別には、 特にス
マートフォン用の 知識が要求さ れる項目にお きまして、不 適切とされ た店舗の割合 が高く
なっていることか ら、スマート フォンの急速 な普及に販売 店側の対応 がいまだ追い ついて
いないことが推測されるところであります。
続いて、
（２）、販売員 に対するアン ケート調査 についてです が、保護 者に推奨する 上で、
スマートフォンの フィルタリン グの仕組みが 複雑であるこ とから、説 明に苦労を感 じてい
る販売員が多くなっております。
また、フィルタ リングを利用 しない場合に 最も多い理由 を聞いてお るわけでござ います
が、特定のアプリ が利用できな い、子供から 頼まれたから など、子供 の意向に左右 されて
フィルタリングを利用しない保護者が多いという意見が大半を占めてお ります。
続いて、資料１－２に基づきまして資料本体でお話ししたいと存じま す。
１ページ目に概 要がございま すが、先 ほどの補足を 致しますと 、３番 、調査対象で すが、
約1,200店舗のうち専売店７割、量販店３割で実施しております。
さらに、４番、 調査方法につ きましては、 警察庁の委託 を受けた業 者の調査員が 、身分
あるいは調査目的 を明らかにす ることなく対 面で調査を実 施しており ます。調査終 了後、
身分を明かした上でアンケート調査を実施しております。
調査項 目は５ 番に 書いて あると おりで ござい まして 、御 覧のと おりと なって おりま す。
（１）につきましては５つほどございます。
調査の時期でございますが、昨年９月から10月にかけて実施しており ます。
続いて２ページ ですが、総合評 価で先ほど 御覧いただい たものと同じ になっており ます。
全体感をお話しし たいと思いま すが、個別に は３ページ以 下になりま す。フィルタ リング
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の必要性に関する 調査項目がご ざいますが、 おおむね良好 な評価とな っております が、ス
マートフォン用の フィルタリン グの知識が要 求される調査 項目、４ペ ージから６ペ ージに
かけてございますが、これにつきましては総じて評価が低くなっており ます。
続いて３ページ は、フ ィルタリング の必要性に関 する説明でご ざいますが、
「適切 な説明
があった店舗」と 「一般的な説 明があった」 店舗を合計し ますと約98 ％となってお り、多
くの店舗において一定の説明がなされております。
続いて４ページ 、スマ ートフォン用 のフィルタリ ングに関する 説明でござい ますが、
「適
切な説明があった 」店舗は52.6 ％と約半数、 不適切と認め られた店舗 につきまして は、従
来型の携帯電話用のフィルタリングの説明のみであったいう状況になっ ております 。
続いて５ページ は、学齢に応 じた適切なフ ィルタリング 強度の推奨 について聞い たもの
でございますが、「 適切な推奨が あった」店 舗は51.7％、 約半数。本項 目につきまし ては、
強度につきまして は一定の説明 が行われてい るものの、学 齢に応じた 適切な推奨が 徹底さ
れていないということがうかがえます。
続いて６ページ は、iPhoneの 機能制限（ペ アレンタルコ ントロール ）の説明につ いてで
ございますが、
「適切な 説明があった」店 舗は33.6％と、各 調査項目の 中で最も低い 評価と
なっており、不適 切と認められ た店舗も20.0 ％と、最も高 い数値にな っております 。不適
切と認められた店 舗の多くは、 機能制限が必 要であること を認識して いなかった。 一部不
備につきましては 、機能制限が 必要であるこ とを知ってい たが、設定 方法について は不知
であったものでございます。
続いて７ページ は、フィルタ リングの非加 入の申出に対 する推奨の 状況について でござ
いますが、
「適切な推奨 があった」店舗は 56.2％であり、不 適切と認め られた店舗も ３％と
いうことになっております。
続いて８ページ は、県別の総 合評価の比較 でございます が、非常に 良好及び適切 であっ
た店舗の割合の平 均値は49.3％ 、御覧の赤線 となってござ います。都 道府県による ばらつ
きが御覧のとおり、見られるところでございます。
続きまして９ページは、販売員へのアンケート調査の結果でございま す。
１つ目が保護者 に推奨する上 での苦労とい うことですが 、御覧のと おり、黄色、 赤、緑
で半分強でござい まして、保護 者が仕組みを よく理解して いない、あ るいは危険性 がうま
く伝わらない、あるいは仕組みが複雑で説明が困難といったことがあり ます。
さらに２番です が、保 護者の主な反 応としまして、
「特定 のアプリが 利用できるか を気に
している」、あるい は「子供の意 見に左右さ れている」、青 と黄色を足 すと半分強ご ざいま
す。
続きまして３番 ですが、10ペ ージになりま す。フィルタ リングを利 用しない場合 に最も
多い理由ですが 、青と黄 色で８割にな っておりまし て、
「子 供が利用し たいサイトや アプリ
が利用できない」、 あるいは「子 供から解除 するよう頼ま れた」といっ たものがあり ます。
では、その子供 が利用したい サイトアプリ は何かという ことにつき ましては、４ 番でご
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ざいますが、御覧のとおりの結果となっております。
調査結果につい ては申し上げ たとおりでご ざいますが、 警察庁とし ましては、さ らなる
フィルタリングの 利用・普及が 重要と考えて おるところで ございます が、本調査結 果につ
きまして、国家公 安委員より次 のような指摘 がございまし たので、口 頭で恐縮でご ざいま
すが、御報告させていただきます。４点ほどあります。
１点目は、子供 を守り、育て る視点が極め て重要である 。青少年向 きについては 、健全
育成の観点から、 あらかじめフ ィルタリング を組み込んだ 子供専用の 端末などを提 供して
はどうか。
２点目は、保護 者には保護す る青少年のイ ンターネット 利用状況を 把握し、フィ ルタリ
ング等の利用によ り適切に管理 する責務があ る。しかし、保 護者にはい ろいろな層が おり、
善意の保護者もい れば、フィル タリングは無 関係と思って いる保護者 もいる。この ような
中では、社会全体 で子供を守っ ていくことが 重要であり、 できる限り の措置を講じ ていく
必要があること。
３点目は、フィ ルタリングの 設定方法が複 雑であり、保 護者にとっ て手順がわか らない
場合が多いと思う 。関係事 業者等におか れましては 、利用者視 点に立って 、保護者に 対し、
わかりやすく、きめ細かい支援を工夫していただきたいこと。
最後に４点目で ございますが 、携帯電話の 長時間使用に よるネット 依存は問題で あり、
子供たちの心身に配意した環境整備が必要であること。
以上でございま すが、委員の 皆様において 行われます基 本計画の見 直しに係る提 言案の
御審議に際しまし て、御参考に していただけ れば誠に幸甚 に存じます 。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。

ただいまの御説 明につきまし て、御質問、 御意見等ござ いましたら お願いします 。どう
ぞ、尾花委員。
○尾花委員

尾花 でございます 。この資料は 、発表になっ たときから すごく注目し ており

まして、今週末に セミナーをや りに伺う先の 資料も、締め 切りを延ば してまで、こ の情報
を入れさせていた だいたという 状況なのです が、１つお尋 ねしたいの は、携帯事業 者さん
のダイレクトの店 舗の場合は、 まず問題はな いのですが、 量販店さん とかを調べら れたと
きに、これはキャリアさんの携帯を買いに行くという前提で調べられた のかなと。
要するに、MVMO の話がどうし ても気になる ので、MVMOで 例えばフィ ルタリングが そもそ
も設定されていな いものに対し て、これはフ ィルタリング をかけられ るのですかと いう調
査もされたのか、 されていない のか。どうし てくださいじ ゃなくて、 お伺いできれ ばと思
います。
○村瀬少年保護対 策室長

一定 の普及が見込 まれているも のというこ とを前提にし てござ

いますので、御指摘のMVMOにつきましては調査対象としてございません 。
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○尾花委員

次回 というか、これ はまた継続 的に行ってい かれる可能性 もあると思う ので、

そういった際にはM VMOの様子も 聞かせていた だければ大変 うれしい。 指導するこち らのほ
うも、保護者の方が不 安視される。安い ものなので、子供 に与えるもの として1,000 円ぐら
いのものは大変有 効だと。でも 、それで安全 が守られない のだったら 、そこの部分 は考え
なきゃいけない。 どうしたらい いのだろうと いう御相談も 、じかに保 護者から寄せ られて
いますので、次に またやられる 機会がありま したら、その あたりのこ とを宜しくお 願いで
きればと思います。ありがとうございます。
○清水座長

ありがとうございました。

どうぞ、お願いします。
○曽我委員

質問させていただきます。曽我でございます。

２の７番の都道 府県別の総合 評価の比較で 、長野とか群 馬、岡山、 宮崎、とても 説明が
適切になっている 。この県が特 出してすごく いい状況が出 ているとい うのは、参考 例にす
る必要性があると 思うのですが 、ほかのとこ ろと何がどう 違ったのか という情報が 入って
いれば教えていただければありがたい。
○村瀬少年保護対 策室長

先生 御指摘のあり ました地域は 、まさに地 域における取 組が極

めて進んでおると いいますか、 私ども警察で ございますの で、県警と 携帯電話の販 売店、
地域でこういった ことを盛り上 げていこうと いう関係者が しっかりと 汗をかいてい るとい
いますか、そのことが平素よりあったと聞いてございます。
○曽我委員

ありがとうございます。

○清水座長

ほかにございますでしょうか。

私から１つ。総 合評価をされ ている中に、 不適切のパー セントが意 外に多い感じ ですけ
れども、この不適切とは具体的にどういう意味合いの不適切でしたでし ょうか。
○村瀬少年保護対 策室長

説明 が不足してお りまして、大 変失礼致し ました。この 総合評

価につきましては 、今回、フィ ルタリングの 推奨状況調査 、全部で５ つほど調査し てござ
います。５つほど 調査したもの を、それぞれ ３段階評価し ているわけ でございます が、こ
れを集計したもの を便宜上、４ つに分けてご ざいます。そ れで不適切 なものにつき まして
は、集計上、最もよくない分類に位置づけられたといった状況でござい ます。
○清水座長

あり がとうござい ました 。これだけで 評価されたの かなと思った り、、具体的

なものが出るかと 思ったのです が、別の観点 で総合化した 点数で分類 分けしたとい うこと
で理解できました。ありがとうございました。
どうぞ。
○矢橋代理

あり がとうござい ます。電気通 信事業者協会 の矢橋でご ざいます。本 日は、

私どもの奥山専務 理事が欠席と いうことで、 大変申しわけ ございませ ん。本調査結 果につ
きまして、事業者団体と致しましてコメントさせていただきたいと思い ます。
本調査結果につ きまして、私 ども事業者、 大変真摯に受 けとめてお りまして、事 業者と
致しましては、さ し向き不適切 な対応をした 店舗に対しま しては、当 然速やかに是 正に向
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けて働きかけを行 う。とともに 、全店に対し まして、改め てフィルタ リングにつき まして
の説明の徹底を促すということを考えております。
また、この調査 結果を改善に 結びつけると いう観点が非 常に重要だ と思っており ますの
で、今回のアンケ ート、販売店 のアンケート 調査もしてい ただいてお りますので、 そうい
った内容も含めま して、警察庁 様のほうと協 力しながら改 善に取り組 んでいきたい 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。どうぞ宜しくお願いします。

ほかにございますか。よろしいでしょうか。
それでは、内閣府から宜しくお願い致します。
○山岸参事官

そ れでは、内閣 府のほうから 資料２－１、 ２－２、２ －３に基づき 、まず

「平成26年度青少 年のインター ネット利用環 境実態調査」 の結果につ いて御報告を 致しま
す。これにつきま しては、現時 点、速報とい うことで、全 体的な概要 について御報 告致し
たいと思います。 追って、概要 版で白表紙等 を取りまとめ た上で、詳 細については 御報告
致したいと思います。
まず、今回の調 査につきまし ては、昨年ま で対象を青少 年3,000、同 居の保護者3, 000で
実施したところ、対象 者数を拡大致 しまして、満10歳 から満17歳ま での青少年5, 000人、上
記青少年の同居の 保護者5,000人 を対象とし て実施してお ります 。また 、実施方法に つきま
しては、青少年に ついては原則 として調査員 による個別面 接聴取法で 調査を実施し 、調査
協力を得られたも のの訪問時間 等が合わない 場合には 、WEB調査 法を利用して おります 。ま
た、保護者につい ても、調査員 による訪問配 布訪問回収法 で調査を実 施し、調査協 力を得
られたものの訪問 時間が合わな い場合には、W EB調査法及び 郵送回収法 を併用して実 施して
おります。
実施期間につい ては、昨年の1 1月８日から 12月７日で、 回収結果に つきましては 、青少
年については3,441 人、68.8％、 保護者調査 につきまして は3,637人、7 2.7％の回答 でござ
います。
それでは、資料を御説明致します。
まず、資料の３ ページ、ポイ ント①青少年 のインターネ ットの利用 状況について 御説明
致します。赤枠の ところで記載 がございます が、青少年の ７割台後半 が、いずれか のイン
ターネット接続機 器でインター ネットを利用 しておりまし て、インタ ーネットを利 用する
機器については、 記載の順、ス マートフォン 、ノートパソ コン、携帯 ゲーム器、タ ブレッ
ト、デスクトップパソコン、携帯音楽プレイヤーが上位となっていると ころです。
４ページに移り まして、青少 年のインター ネットの利用 状況－２と して利用内容 でござ
いますが、高校生 では、コミュ ニケーション 、動画視聴、 音楽視聴が 上位。中学生 では、
動画視聴、ゲーム 、音楽視聴が 上位。小学生 では、ゲーム 、動画視聴 、情報検索が それぞ
れ上位となってお るところです 。個々の端末 機器の利用状 況について は、４ページ 、５ペ
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ージに記載してお りますが、ス マートフォン 、携帯電話を 見てみます と、それぞれ の端末
特性を踏まえた利 用実態がうか がわれるとこ ろでございま す。また、 携帯音楽プレ イヤー
や携帯ゲーム器等 を見ても、一 定の比率でコ ミュニケーシ ョンという ものに利用さ れてい
る実態があるところです。
６ページに移り まして、青少 年のインター ネットの利用 状況－３と して利用時間 のほう
を分析しておりま す。青少年の インターネッ ト利用につき ましては、 左側にありま すとお
り、学校種が上が るとともに長 時間傾向がご ざいます。ま た、とりわ け青少年のス マート
フォンを通じたイ ンターネット の利用が長時 間化している 傾向がうか がわれるとこ ろでご
ざいます。
右側にあります とおり、全体の総 数で見ますと、平 均140.7分で、２ 時間以上の者 の割合
が56.0％、特に高校 生を見てみま すと、６割台 前半がスマー トフォンを 通じて２時間 以上、
インターネットを 利用し 、平均時間が 約155分となっ ておるとこ ろです 。昨年の調査 結果で
は、スマート フォンにつ いて２時間以 上の者の割合 が51.1％ 、平均時間 が132.6分と いう使
用になっておりま すので、これ についても長 時間化の傾向 がうかがわ れるところで ござい
ます。
７ページは、ス マートフォン 、携帯電話以 外の端末の利 用時間を分 析しているも のでご
ざいます。中身を 見てみますと 、詳細につい ては概要版で 分析致した いと考えてお ります
が、携帯音楽プレ イヤー等で中 学生等の利用 時間が高く出 ていること が注目される ところ
でございます。
８ページ目は 、青少年 の無線LAN回線 の利用状況を まとめてお ります 。青少年のイ ンター
ネット接続機器に おける無線LAN 回線の利用 率につきまし ては、タブレットで ８割強 、スマ
ートフォンで７割 台後半、他の デバイスのほ うを見てみま してもかな り高い数値に なって
おりまして、無線L AN回線の利用 が普及して いることがう かがわれると ころでござい ます。
続きまして９ペ ージ、ポイン ト⑤保護者の インターネッ トの利用状 況でございま す。保
護者の９割状況が いずれかのイ ンターネット 接続機器でイ ンターネッ トを利用して おりま
して、インター ネットを利 用する機器に つきましては 、スマー トフォン 、ノートパソ コン、
デスクトップパソ コン、タブレ ット、携帯電 話が上位とな っておると ころでござい ます。
これらの青少年と 保護者のイン ターネットの 利用につきま しては、そ れぞれの利用 実態を
概要版等でもう少し細かく分析していきたいと考えております。
10ページ目に保 護者のインタ ーネットの利 用状況の利用 内容を記載 しております 。保護
者のインターネッ トの利用内容 につきまして は、情報検索 、コミュニ ケーション、 ニュー
ス、地図・ナビゲ ーションが上 位に来ており ます。個々の 端末につき ましても、２ ページ
目にスマートフォ ン、携帯電話 以外のタブレ ット、ノート パソコン、 デスクトップ パソコ
ンを記載しており ます。これに つきましても 、概要版にお きまして青 少年との利用 対応、
同じデバイスでもどう違うのかという点を比較して参りたいと考えてお るところで す。
12ページ、ポイ ント⑦保護者 のインターネ ットの利用状 況、利用時 間でございま す。イ
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ンターネットを利 用している保 護者のうち、 ３割台前半が ２時間以上 利用しており 、平均
時間は約109分とな っておるとこ ろです。これについて は、小・中・高 の青少年の保 護者と
いう切り口でデー タを出してお りますが、保 護者の年齢層 等において 、もう少し有 意な差
があるのかという 点については 、概要版等で 分析を深めて いきたいと 考えておると ころで
す。
13ページ、ポイ ント⑧保護者 のインターネ ットを安全・ 安心に使う ための注意点 の認知
でございます。今 回、質問のほ うで保護者自 身のインター ネットを安 全・安心に使 うため
の注意点の認知状 況について問 うたところ、
「出会い 系や著作権 等の違反情報 の問題 」につ
いては、高い回答 が得られてお ります。それ に対しまして 、ネットの 過度の利用の 問題、
電子商取引の問題 については低 い傾向が出て おりまして、 クモの巣の グラフで表記 します
と、そのでこぼこのところが明確にあらわれてきています。
14ページ、ポイ ント⑨青少年 のインターネ ット利用に関 する保護者 の取組です。 これに
ついては、
「機 器を利用して いるが、イ ンターネット が使えない 機種・設定 のため、インタ
ーネットを利用し ていない」と の回答につい ては、子供向 け携帯電話 、携帯電話、 携帯音
楽プレイヤーが上位を占めておるところです。
15ページ、青少 年のインター ネットに関す る保護者の取 組の２つ目 でございます が、こ
れは青少年が機器 を利用してい て、どのよう な形で保護者 が一定の取 組をしている かとい
うことを見ている ものでござい ますが、スマ ートフォンを 利用する保 護者のうち、 ８割台
前半がいずれかの 方法で青少年 のインターネ ット利用に関 する取組を 実施している と回答
しております。実施し ている取組の 中身を見ます と、
「フィルタリ ングを使って いる」とい
うものが43.4％、「 子供のネット 利用状況を 把握している 」というもの が34.1％、「 大人の
目の届く範囲で使わせている」という回答が26.0％と、上位になってお るところで す。
本年度の調査か ら調査方法を 大きく変更し ておりますの で、平成25 年度以前の調 査結果
とは直接比較でき ませんが、参 考値として保 護者調査の問 ７、問８を 捉えまして、 昨年ま
でのフィルタリン グ等の利用率 を計算してみ ますと、スマ ートフォン につきまして は、表
の（１）と（２）のそれぞれのパーセン テージを加え た46.2％、携帯電 話につきまし ては、
（１）と（２）を 加えました61. 1％という数 値が参考数値 として出て 参ります。こ れにつ
いては、前年のフ ィルタリング 等利用率と比 較しますと、 やや減少し ているという ことに
なるかと思います。
16ページ、ポイン ト⑩青少年の インターネ ット利用に関 する保護者の 取組でござい ます。
これは、携帯電話 、スマートフ ォン以外のそ れぞれのデバ イスについ ての取組を書 いたも
のでございますが 、同種のイン ターネット利 用ができるに もかかわら ず、保護者の 取組が
やや異なる傾向が 出ているデバ イスがござい ます。タブレ ットや携帯 音楽プレイヤ ーにつ
いては、スマー トフォン等に 比べまして、
「フィルタ リングを使 っている」、
「利用・閲覧制
限を使っている」という回答がやや低くなっているところがうかがえま す。
17ページ、ポイ ント⑪保護者 のインターネ ットに関する 啓発や学習 の経験につい て見て
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みますと、
「 学校で配布さ れた啓発資料 で知った」、
「学校の 保護者会な どで説明を受 けた」、
「テレビや本・パンフレットで知った」というものが上位となっておる ところです 。
また、青少 年のインタ ーネット利用 に関する保護 者の取組で見 てみますと、
「実施 してい
る」との回答につ きましては、 啓発や学習の 経験のある保 護者のほう が高い傾向が 出てお
るところです。
18ページ、ポイ ント⑫家庭の ルールについ てです。青少 年のインタ ーネットの使 い方に
ついての家庭のル ールに関しま しては、
「ルール を決めている」と の回答は、啓発経 験のあ
る保護者が高い傾向が総じてうかがわれるところです。
また、青少年の実 態と保護者の 認識とのギ ャップが見ら れまして、
「 ル ールを決めて いる」
との回答につきま しては、いず れの学校種で も保護者の回 答が青少年 の回答を上回 ってい
ることがうかがわれるところでございます。
以上、ポイント の①から⑫ま でかいつまん で御説明して 参りました が、今回の調 査につ
いては、まず速報 という形で今 回の検討会に お諮りし、ま た概要版・ 白表紙の形で 分析を
まとめた上で、追ってまた御報告致したいと考えているところでござい ます。
以上でございます。
○清水座長

御説明ありがとうございました。

御質問、御意見ございましたら、お願い致します。どうぞ、清原委員 。
○清原委員

御説明ありがとうございます。清原です。

今回の調査にお いては、青少 年調査も保護 者調査も対象 者を3,000人 から5,000人 に増や
していただきまし た。私 は、3,00 0人程度で一 定の社会調査 としての有 意な結果が得 られる
と思っております けれども、増 やしていただ いたというこ とは、啓発 の意味も含め て意義
深いことだと受け とめておりま した。あわせ て、回収結果 でございま すが、個別面 接聴取
法をしていただい て高い回収結 果を得たこと も有意義でご ざいますし 、WEB調 査、郵 送回収
法もあわせて、今まで よりも高い回 収率で、それぞれ3 ,000人を超 す皆様の回答 を今後、深
く分析していただくことを期待しています。
さて、この際、 どうしてもイ ンターネット を中心とした 調査結果を 中心に御説明 いただ
いておりますし、 端末として現 状に合わせて 、青少年は15 機器で、保 護者は11機器 と今ま
でより広げていた だいているの ですが、この ような調査を されたでし ょうか。すな わち、
フェイスシートの 部分でも結構 なのですが、 いわゆるイン ターネット の利用実態だ けでは
なくて、例えば新 聞の講読とか テレビの視聴 時間とか、他 のメディア との接触とこ のイン
ターネットに絞ったものが比較できるような関連質問をされたのでしょ うか。
私は社会調査も やった経験が ありますので 、質問数が増 えることは 回収率を下げ ること
にもなりますし、 主たる眼目で ある回答を得 られれば、そ のことが第 一義的に有用 だと思
っておりますし、 保護者と青少 年を比べなが らクロス集計 などをする ことも可能性 がある
と思うのですが、 ひょっとして 、そのような 他メディアの 情報の接触 行動と比較で きる可
能性があるかどうか、それだけちょっと気になりましたので質問させて いただきま した。
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○山岸参事官

残 念ながら、調 査票の質問項 目数等につき ましては、 かなり制約が 厳しい

中で、そういう他 メディアとの 関連まで同じ 調査の中でフ ェイスシー トに盛り込ん でやる
ことは、今回でき ておりません 。ただ、これ までの検討会 の御議論を 踏まえまして 、保護
者の属性、特にフ ェイスシート 等の中で、一 定のクラスタ ーをきちん とより分け、 それが
一体どういう形で それぞれの取 組に反映でき ているのかと いう視点は 極めて重要だ と我々
も認識しておりま して、その部 分について、 何とかフェイ スシート等 をもう少し活 用でき
ないかということは模索しているところでございます。
○清原委員

あり がとうござい ます。今回、私 たちのこれま での議論の 中の問題提起 でも、

学校に通っている 児童生徒であ っても、学校 という環境の 中だけのリ テラシー教育 やモラ
ル教育だけではな くて、家庭と の密接な連携 が重要である ということ で検討して参 りまし
た。また、新学期 の一斉の啓発 の取組につい ても、学校と いう場に長 時間いる子供 たちで
あっても、保護者 と一体となっ て取組をする ということの 意義を強調 して推進も御 一緒に
させていただいてきたと思います。
今、お答えいた だきましたよ うに、これだ け多くの方に 答えていた だきましたの で、今
後の分析では保護 者と青少年と の関係の中で 、今後の対応 について、 知見が得られ て、具
体的な取組に結び つけられるよ うなことを、 これまで検討 して参りま した私たちの 提言の
方向性を検証する ような方向で の調査結果の 分析をしてい ただければ ありがたいと 思いま
した。宜しくお願いします。
○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、お願いします。ありがとうございました。
それでは、議題２に 移りたいと思 います。議題２は、
「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」 になってい ますが、基本 計画の
見直しに係る検討 会報告書の取 りまとめに向 けた検討と、長いタイトル になっており ます。
この報告書の検討 につきまして は、前回の検 討会におきま して基本的 な構成案とか 骨子案
について各委員か ら御意見いた だき、議論さ せていただい たところで あります。そ れに加
えまして、これま での議論とか 各関係府省か らの御意見を もとに報告 書たたき台素 案を作
成いただいております。
最初に事務局か ら御説明いた だいた後、各 委員から御意 見をいただ きたいと思い ます。
宜しくお願い致します。
○山岸参事官

それでは、事務局から説明を致します。

報告書の素案で ございますが 、これまでの 検討会におけ る議論等を 踏まえて、事 務局で
報告書のたたき台 を関係省庁、各 委員に事前 に配付致しま して、提出い ただいた御意 見や、
先ほど警察庁から 説明がござい ました最新の 調査結果、情 勢等を踏ま えまして修正 し、作
成したものが、お 手持ちに配付 しております 資料３－１が 素案の本体 、３－２が提 言部分
に係る現行の第２ 次基本計画と の対照資料、 そして２枚紙 のものがそ れぞれの報告 書の構
成の項目を抜き出した資料となっております。
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報告書の素案の 構成につきま しては、12月 の検討会にお ける議論を 踏まえまして 、まず
「序章

はじめに 」として、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、検討状況について概説しております。
その上で、「第１ 章

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。２と して、
現状における課題 認識。そして 、これらの状 況を踏まえた 課題認識を 提示した上で 、３と
して、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 の見直しを見 据えた
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おるものでござ います。
第２章につきま しては、
「 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」 と致しまし て、第１章の 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次基本計画のた たき台となる 施策・事業等 の内容を提示 しておりま す。項目立て につき
ましては、基本的 に青少年イン ターネット環 境整備法に基 づく第２次 基本計画の柱 立てと
なる区分けを踏ま えつつ、今後 の取組の方向 性に関する基 本的な考え 方等の議論内 容を反
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 の素案につき ましては関 係省庁等と御 協力し
て必要な修正を行 い、各委員の 御意見を賜り ながら意見公 募手続に向 けた作業を進 めて参
りたいと考えております。
なお、児童ポル ノ等に係る青 少年被害の犯 罪情勢につき ましては、 平成26年の警 察庁統
計の公表時期が３ 月中旬以降に なると聞いて おりますので 、これらの記 述につきまし ては、
データの公表後、 速やかに情報 を各委員と共 有し、報告書 の記載に反 映して参りた いと考
えております。
時間の関係もご ざいますので 、先日、たた き台として各 委員に御送 付した資料か らの変
更点を中心に報告書素案の概要について御説明させていただきます。
まず、報告 書素案の「第１章

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」

につきましては、 これまでの検 討会における 各団体・関係 機関のヒア リングや報告 書等で
の指摘はもとより 、複数の委員 から、インタ ーネット社会 において、 青少年のイン ターネ
ット利用の態様が 大きく変更し ていることを 御指摘いただ いていると ころでござい ます。
そのため、できる 限り内閣府の インターネッ ト利用環境実 態調査も含 め、最新の白 書等の
エビデンスに基づき、利用環境が急激に変化している現状について記述 しておりま す。
御送付したたた き台からは、 先ほど説明致 しました内閣 府の平成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、 そして警察庁 の「携帯電 話販売店に対 するフ
ィルタリング推奨 状況等の実態 調査」が公表 されておりま すので、こ れらの内容を 踏まえ
まして、これらの 情勢を追記す る形で取り急 ぎ修正してお ります。先 ほど申し上げ ました
とおり、平成26年 の警察統計の 公表が３月中 旬以降とされ ております ので、児童ポ ルノ等
に係るこれらの情 報等が公表さ れましたら、 当該現状と課 題において 記載しており ます、
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コミュニティサイ ト等に起因す る青少年の犯 罪被害等の増 加の状況で すとか、児童 ポルノ
等に係る情勢については、アップデイトしていきたいと考えておるとこ ろでござい ます。
次に、
「２

現状における 課題認識」でございます 。12月の 検討会におい て、これ までの

検討会における議 論等を整理致 しまして、骨 子では現状を 踏まえた課 題認識を、概 要等で
お示ししておりま す５つの項目 に整理して御 提示致しまし た。今回の 報告書の課題 の整理
につきましては、 これらの項目 について文章 化し、それぞ れ肉づけを したものでご ざいま
す。さきに御送付 したたたき台 からの変更点 につきまして は、よりわ かりやすい説 明とな
るように、具体的な説明の補足、例示に係る注記等を追記しておるとこ ろでござい ます。
具体的には、18 ページ、注29 で、御送付し たものに加え て、ネット 依存に係る説 明の注
記を追加しております。
また、19ペ ージの注30 から32にあり ますとおり、
「子供た ちのインタ ーネット利用 につい
て考える研究会」 の取組や、第 ３章の地方公 共団体におけ る条例制定 状況について 、別添
で引証する。また 、愛知県にお ける取組の例 示に係る注記 を追加して いるところで ござい
ます。
次に、
「３

今後の取 組の方向性に 関する基本 的な考え方」でご ざいます。骨子に おきま

しては、今後の取 組の方向性に 関する基本的 考え方として 、それぞれ 「端末・接続 環境等
を問わず、受け手 の立場に立っ た、フィルタ リング等の実 効的な青少 年保護に係る 取組の
充実強化を図るべ き。」、
「 青少年のライ フサイクルを 見通して 、保護者 の責務が適切 に履行
されるよう、家庭 への支援を充 実強化すると ともに、青少 年のインタ ーネット・リ テラシ
ーの向上と適切な 生活習慣の定 着化を図るべ き。」、
「 ベストプラ クティクス等 の情報共有 ・
集約化と、PD CAサイクル を意識した推 進体制の構築 を図るべき。」とい う３つの方向 性を提
示し、細目の項目 立てについて お示ししてお りますが、12 月の検討会 におきまして 、児童
ポルノ等について の取組が非常 に重要という 御指摘等があ りましたの で、今回、こ の基本
的な考え方の項目 の中に、
「児童ポル ノ等に係る 違法・有害情報対 策の充実強化」を 新たに
追加した上で、こ れらについて 、これまでの 議論を踏まえ まして文章 化し、内容を 肉づけ
したものでございます。
御送付しました たたき台から は、各委員及 び関係省庁か らの御意見 等を踏まえて 、より
わかりやすい説明 となるよう、 項目の記載ぶ りを含め、表 現・説明等 を一部修正し ており
ます。
具体的には、ま ず24ページの 「国際的なス タンダードを 踏まえた、 第三者機関等 を活用
した」という項目の部 分につきまし ては、誤読されな いよう、
「国際的 なスタンダー ドを踏
まえた」の後に「、」を入れておるところです。
また、25ページ にございます とおり、リベ ンジポルノ等 につきまし ても、法務省 からの
指摘を踏まえて、
「 いわゆるリベ ンジポルノ」という形で用 語の使い方を 修正しており ます。
また、27ページ の注記で、改 正児童ポルノ 法の記載につ いて、一部 表現が正確で ない点
がございましたの で、社会保障 審議会や厚労 大臣等の記述 の部分を追 記して正確を 期して
13

おるところでございます。
また、28ページ につきまして は、既に御配 付しているも のでは、厚 生労働省の取 組と文
部科学省の取組が 不分明である との御意見も いただきまし たので、こ れにつきまし ても、
地域における母子 保健、子育て 支援や家庭教 育支援という 形で、より わかりやすく 記載を
修正しております。
また、34ページ のほうでは、 総務省のほう から人材育成 の部分につ いて追記致し たいと
いうことで、地域のNPO団体等についての記載を追加しております。
また、具体的な 説明の補足等 については、 参考となる事 例や関係す る資料等につ いての
注記を補っておるものでございます。
続きまして、
「 第 ２章

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」部 分でござい ます。本部分 につき
ましては、第１章 の３で提示し た「今後の取 組の方向性に 関する基本 的な考え方」 を踏ま
えまして、第３次 基本計画のた たき台となる 施策・事業の 内容を例示 しているもの でござ
います。
概要紙の２枚目 の資料の各項 目の下線部、 及び資料３の 素案の本体 の41ページ以 下の記
述の下線部につき ましては、第 ２次基本計画 からの変更部 分を示して おるものでご ざいま
す。
また、資料３－ ２として、お 手持ちのほう にある資料は 、第２次基 本計画と記述 内容を
対照できるように配付しております。
まず、先日、御 送付致しまし たたたき台か らの変更点に ついて御説 明致します。 それぞ
れ表現について説 明ぶり等が誤 っていた点、 もしくは修正 したほうが わかりやすい 点等に
ついて御説明致します。
まず、総務省から例示・追 記がございま した点が45ペ ージ、
「２．社会におけ る教育・啓
発の推進」の（３）で、地域のNPO団体についての例示の追記をしてお ります。
また、47ページ でございます が、４の（２ ）で、これま で携帯電話・PHS・ゲーム 機等の
機器の例示であっ たものについ て、スマート フォン・タブ レット・携 帯音楽プレイ ヤー等
も加えて、よりわかりやすくする形にしております。
また、「５．国民 運動の展開」 については 、一斉行動と いう記載があ った部分につ いて、
総務省からの御意 見を踏まえま して、
「春のあん しんネット・新学 期一斉行動」等と いう形
で、具体的に活動名の例示を追加しておるところでございます。
また、同じ 47ページ、
「第３

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」 の前書きの部 分でございま すが、警察 庁から、先ほ ど公安
委員の御意見を踏 まえた修正意 見をいただき まして、これ について内 閣府で調整し 、当該
記載の部分につき、「保護者が、 青少年の発 達段階に応じ て、機器・接 続環境等を問 わず、
利用者に立場に立 った実効的な フィルタリン グ等の青少年 保護に係る 機能等を容易 に利用
できるようにする 施策を実施す る」という形 で、たたき台 として御配 付したものの 内容を
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修正しております。
48ページでござ いますが、先 ほど説明した 端末・機器の 例示につい て平仄を合わ せまし
て、第３の１の（ ２）及び（３ ）の端末・機 器の例示を、 それぞれタ ブレット・携 帯音楽
プレイヤー・スマートフォンを追加し、平仄を整えておるところでござ います。
続きまして51ペ ージでござい ますが、先般 、御送付した 資料に加え まして、第５ の前書
きの部分、
「青少年の犯 罪被害の抑止 対策」という記載 があった部 分について、より わかり
やすくするため、本体 の項目や本文 の記載と合わ せて、
「インター ネットを通じ た」という
記述を追加しております。
また、「違法・有 害情報の削除 等に関する 対応依頼」に つきましても 、「インター ネット
上の児童ポルノ等」という表現を加えて、本文と平仄を合わせることと しておりま す。
また、52ページで ございますが、第５の１の（４）では、
「児童ポ ルノ排除総合 対策」の
記載ぶりについて 、項目 では「イ ンターネッ ト上の児童ポ ルノの排除に 向けた取組の 推進」
となっておりますので、それに文の記載の平仄を合わせる修正をしてお ります。
また、 ２の（ １） インタ ーネッ ト・ホ ットラ インセ ンタ ーの記 載の部 分につ きまし て、
「等」を追記しております。
53ページ、
「 ３．青少年 への名誉毀損・プライ バシー侵害等 への対策の推 進」の記 載の部
分について、（１）で、「子供の人権SOSミニレター」の例示を追記して おります。
また、（２）で「 当該情報」と いう記載で あったところ を、「当該名 誉毀損、プラ イバシ
ー侵害等の」とい う形で例示を 追加して、よ りわかりやす く記載を修 正しておると ころで
ございます。
なお、第１章の ３で提示した 今後の取組の 方向性が、一 体どのよう な形で反映さ れてい
くかという点につ いて、概要紙 の項目、それ ぞれ提言の項 目について 御説明して参 ります
と、まず、基本的 な理念につい ては、法の理 念ということ で、これは 修正しており ません
が、第１の「２． 基本的な方針 」については 、これまで４ 項目であっ たところ、今 回の今
後の取組の方向性 において、PDC Aサイクルを 意識した取組 を進めるべ しという方向 性が示
されておりますの で、これに ついて（ ５）として 、
「技術や 活用方法等 の変化を踏ま えた実
効的なPDCAサイクルの構築」というものを新たに項目として掲げており ます。
また、第２の「 ２.社会におけ る教育・啓 発の推進」の （２）では、「地域におけ るベス
トプラクティクス 等の情報共有 ・集約化の促 進・支援」と いうことで 、今後の取組 の方向
性の項目で提示している内容を盛り込んでおるところでございます。
また、２の（３）、「サイバー 防犯ボランテ ィア等の地域 における多 様な担い手・ 人材の
育成支援」等につ きましては、 今後の方向性 の２つ目の人 材育成を踏 まえた中身と してお
るところでございます。
また、２の（４ ）の「インタ ーネット・リ テラシーに関 する指標等 を活用した取 組の推
進」等につきまし ては、インタ ーネット・リ テラシーの向 上に係る方 向性、及び実 証的な
エビデンスに基づ く検証サイク ル等の記載を 踏まえた内容 としておる ところでござ います。
15

また、「３．家庭 における教育 ・啓発の推 進」につきま しては、基本 的な方向性の 中の、
青少年のライフサ イクルを見通 した家庭教育 支援、生活習 慣の定着化 等の記述を反 映して
おるものでございます。
また、
「４ ．青少年のラ イフサイクル を見通した教 育・啓発 の効果的な手 法の開発・普及
促進のための研究 支援」の項目 につきまして は、全体とし て基本的な 方向性の２つ 目の、
青少年のライフサイクル支援に係る記述を反映しておるものでございま す。
また「５．国民 運動の展開」 に係る記述に つきましても 、基本的な 方向性の３つ 目のベ
ストプラクティク ス、情報共有 等や、PDCAサ イクルを意識 した推進体 制の構築等に 係る取
組の方向性を反映しているものでございます。
「第３

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」につき ましては、全 般としまして 、基本的な方 向性で出さ れております 青少年
保護・バイ・デザインを念頭に置いた取組の充実強化を反映しているも のでござい ます。
「第４

青少年 のインターネ ットの適切な 利用に関する 活動を行う 民間団体等の 支援に

関する事項」等に つきましても 、全般として 基本的な方向 性に記載さ れた内容をし んしゃ
くしているものでございます。
「第５

その他 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

施策に関する重要 事項」につき ましては、基 本的な方向性 に係る青少 年保護・バイ ・デザ
インを念頭に置い た取組の充実 強化、なかん ずく児童ポル ノ等の違法 ・有害情報対 策の充
実強化に係る記述 を反映したも のであり、内 容等について は、それぞ れ警察庁等か ら提示
された修正等を踏まえて記載しておるものでございます。
以上、たたき台 として事前に 御配付したも のとの変更点 を中心に御 説明させてい ただき
ました。情勢等に ついては、今 後、データ等 の公表を踏ま えて修正す る箇所もまだ ござい
ますが、内容等に ついて各委員 の御意見を賜 ればと考えて おります。 宜しくお願い 致しま
す。
○清水座長

どうもありがとうございました。

資料３－１です けれども、意 見交換の時間 をとりたいと 思います。 どなたからで も、ど
んな視点でも構いませんので、お願いします。どうぞ。
○清原委員

皆様 から発言があ ると思います が、私から先 に発言させ ていただきま す。清

原です。
今回、内容を大 変深めていた だきまして、 20ページの「 今後の取組 の方向性に関 する基
本的な考え方」に おいて、まず 「端末・接続 環境等を問わ ず、受け手 の立場に立っ た」と
あります。「受け手 」というより は、むしろ 「利用者」で はないかはと 思いますが、「利用
者の立場に立った 、フィルタリ ング等の実効 的な青少年保 護に係る取 組を図るべき 」とい
うコンセプトの中 で、22ページ で、非常に大 切な「青少年 のインター ネット利用に 関係す
る事業者等の責務・役割の再整理」とあります。
私は、事業者の皆 様に日本らし い自主規制 をまずきちん としていただ くとともに、今回、
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警察庁で事業者を 対象に調査し ていただいた ことも踏まえ つつ、まだ まだ御努力い ただく
ことが必要だと思 っておりまし て、そういう ことが書き込 まれること は有用だと思 いまし
た。
加えて、24ペー ジ以降に「国 際的なスタン ダードを踏ま えた、第三 者機関等を活 用した
民間主導の取組の 促進・支援」 とありまして 、一貫して民 間主導とい うことも示さ れてい
ます。
「子ど もの権利とビ ジネス原則 」等の国 際的なスタン ダードをき ちんと意識し ていく
ということは、今 後ますます重 要になってく ると思います ので、この 記述を支持し たいと
思います。
あわせて感謝申 し上げたいの は、25ページ 以降に「児童 ポルノ等に 係る違法・有 害情報
対策の充実強化 」のところを 、
「児童ポ ルノ、危 険ドラッグ 、いわゆる リベンジポル ノにつ
いて」、議員立法の動向を踏まえて、さらに詳しくしていただいたとこ ろです。
そこで、私、こ うした非常に 重要な整理を していただい た中で、今 回、18ページ の「保
護者の見守り・ペ アレンタルコ ントロールが できていない 場面の増加 等」の関連で 、注釈
に「ネット依存」 という概念を 補強していた だきました。 先ほど「平 成26年度青少 年のイ
ンターネット利用 環境実態調査 結果（速報）」の13ページ、「保護者の インターネッ トを安
全・安心に使うた めの注意点の 認知」で、出 会い系や著作 権等の違法 情報の問題に ついて
は、83.6％が認識 しているにも かかわらず、 ネットの過度 の利用につ いては58.0％ と、相
対的に低い認識であったということを御紹介いただきました。
もちろん、有害 な情報を利用 する、無意識 に、あるいは 意識をもっ て加害者・被 害者に
なるような例もあ るかもしれま せんが、子供 の発達のこと を考えたと きに、保護者 の意識
啓発も含めながら、
「ネット 依存」のこ とについては 、今後 、さらに重 要な問題にな ってく
るかもしれません 。実際 に保護者がス マートフォン に接触してい る時間よりも 、155 分とい
うはるかに長時間 、児童が平均 してスマート フォンに触れ ているとす るならば、犯 罪に遭
遇する確率も高くなるとも思いますし、発達に何らかの影響もあると思 います。
したがいまして 、20ページ以 降で整理して いただいた「 今後の取組 の方向性に関 する基
本的な考え方」の 中で、相対的 には、どちら かといえば被 害者になる ことを防ぐと いうと
ころを、民間と社 会が連携して しっかり守っ ていこうとい うことです が、あわせて 「ネッ
ト依存」について も何らかの対 策というもの を提案してい く場所があ るのかなと感 じまし
た。今、その場所 を適切に見つ けられていま せんが、お考 えをお聞か せいただけれ ばと思
います。
○山岸参事官

今 、御指摘いた だきました点 につきまして は、28ペー ジで「青少年 のライ

フサイクルを見通 して、保護者 の責務が適切 に履行される よう、家庭 への支援を充 実強化
するとともに、青 少年のインタ ーネット・リ テラシーの向 上と節度あ る生活習慣の 定着化
を図るべき」とい う方向性を出 しています。 その中で、特 に青少年の インターネッ ト利用
に関する適切な生 活習慣の定着 化という点、 まさにここが 節度あるイ ンターネット の利用
について、それぞ れの家庭の状 況を踏まえた 上で、そうい う依存の部 分についても 、保護
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者がきちんと目配りをしていっていただければ。
特に、その次の 「青少年及び 保護者に対す るインターネ ット・リテ ラシー教育の 充実強
化」のところでも 、保護者自身 が子育てにス マホを使うと か、ネット ネイティブの 保護者
の世代が来ていま すので、これ らについてよ り低年齢のお 子さんを持 っている保護 者のリ
テラシーや利用状 況等も踏まえ た取組を重視 していく必要 があるとい う記載をして おりま
すので、この２つ のところで、 それぞれ適切 な生活習慣を いかに身に つけさせ、実 際に主
体的に判断できる ようにしてい くのかという ことを、ここ で提示してお ると考えてい ます。
○清原委員

あり がとうござい ます。28ペー ジのところで 、確かに「 インターネッ トの過

度の利用に注意す るなど、節度 あるインター ネットの利用 」とありまし た。「ネット 依存」
という言葉ばかり を探していた ので大変失礼 を申し上げま したけれど も、まさに「 適切に
インターネットを 利用する」と いう方向性は 変わることな く、それを 「いかにバラ ンスを
持って使っていくか」ということが重要だと思います。
なお、御指摘の とおり、まさ にデジタルネ イティブの平 成生まれの 人が続々と保 護者に
なっているわけで すが、一方で マイナンバー 制度等の活用 でスマート フォンを母子 手帳に
使うということも 、当然これか らは一般化さ れていくと思 うのですね 。ですから、 スマー
トフォンを育児に 使うというこ とを否定する という調子で はなくて、 今、こちらで 御指摘
されましたように、
「適 切に使い、節度あ る生活習慣を」と いうところ でトーンがま とめら
れていれば望ましいと思いました。
ありがとうございます。
○清水座長

大変貴重な御意見、どうもありがとうございました。

どうぞ、曽我委員。
○曽我委員

御質問させていただきます。

先ほどの23ペー ジの「青少年 のインターネ ット利用に関 係する事業 者等の責務・ 役割の
再整理」、最後尾の ５行です。「 端末・接続様 態・サービス ・事業環境 等にかかわら ず、フ
ィルタリング等の 青少年保護に 係る取組が適 切に講じられ るよう、第 三者機関の」 とずっ
と書いてあるので すね。それの 中で、民間主 導で基本的に 進めていく というのは、 今まで
も全く同じような 形で進む中で 、先般、この 内閣府でもい ろいろな方 をヒアリング させて
いただきましたが 、我々は青少 年対策をする 中で、民間が 青少年保護 ・バイ・デザ インの
精神に基づいて、 先手を打って 子供たちを守 るということ をお願いし ているにもか かわら
ず、企業によって物すごく格差が出てしまっている。
とすると、民間 主導が進むの ですが、民間 主導の中でそ れが進まな いときに、ど のよう
にして今回の検討 会の答申によ って、そうい うものが是正 されて、確 実に民間主導 で青少
年保護・バイ・デザインが進んでいくのか。
もう一つは、進 まないときに 、どういう手 を打って連携 をすれば、 それを企業に 対して
できるような体制 になるのかと いうのが、こ の全体から企 業が実感し ていただいて 民間主
導が進むのであれ ばよろしいの ですが、そう でない場合に 関して、ど のようにお考 えかを
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お聞かせいただきたい。
○山岸参事官

今 の御質問につ きましては 、24ページ で、
「とり わけ」とし て、それ 以下の

部分で、基本計画 に盛り込むべ き中身等につ いて、今回、 基本的な方 向性を御提示 いただ
き、それを提言で どう盛り込む のかというこ とで、かなり 踏み込んだ 形で青少年保 護・バ
イ・デザインを念 頭に置いた取 組を進めるべ く、提言の記 載について は書き込んで おると
ころです。
これらの取組に ついては、当 然、基本計画 の見直しとい うものもあ りますし、毎 年のフ
ォローアップの取 組の中で、先 ほども申し上 げております 、指標をき ちんと設定し 、本当
に民間主導の取組 をいま一歩、 それぞれの端 末や接続環境 等を問わず 、きちんとや ってい
こうよという一つ の着地点を見 据えて、取り 組んだにもか かわらず、 検証の結果、 民間主
導の主体的な取組 による効果が 十分に挙げら れていないと 認められる 事項があるの であれ
ば、民間主導の実 効的な青少年 保護に係る取 組を促進・支 援するため に、一体どの ような
ことが具体的にで きるのかとい う点について 、必要な制度 、支援、規 律のあり方も 含めて
具体的に検討していく必要があると考えています。
これについては、「基本計画の 見直し等」 の項目では、「 法令改正も 含めた必要な 対応の
検討を実施する」 との記述もご ざいますので 、本検討会に おいて、総 務省・経済産 業省等
の有識者会議等と 連動する形で 、具体的な検 証結果を踏ま えた形で議 論が続けてい ただけ
ればと考えております。
○清水座長

はい。

○曽我委員

こう いう趣旨です 。基本的に民 間主導がしっ かりいかな い場合に、各 官庁が

民間主導として、 目的をこのよ うな形で方針 が立っている わけですか ら、それが進 むよう
に積極的に各省庁 がかかわって 、それを進め させるように するところ がどこかにな いと、
民間主導ですよと 言っているう ちに、各省庁 が幾ら助言し ても、各企 業は何となく 聞いて
いるふりをしてい るという形で はまずいので はないか。青 少年のため にも、全体に 圧がか
かるような形で、この答申が進んでほしいと思います。
そのためには、 警察庁からの 先ほどの実態 調査などを基 本的に活用 して、そこが 進んで
いなければ、企業 やいろいろな ところに対し て民間主導が 進んでいな いと、担当省 庁から
きちんと申し上げる必要性というのはあるのではないかと思って申し上 げました。
○清水座長

ありがとうございました。

では、髙橋委員。
○髙橋委員

幾つ かあるのです けれども、と りあえず、今 の曽我委員 の話の続きで す。こ

の話は会議のたび に何度も言っ たけれども、 気を使ってい ただいて「 第三者機関」 という
ことがいっぱい入 っているので すけれども、第三者機関で はだめだと文 書で出してい ます。
24ページです。
「第三者機関 による認定制 度は、現行 法上は」云々とあって 、全く機 能して
いない。
だから、機能し ていないから 、機能させる ためにどうす ればいいか 。一番初めに この法
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律ができたときに 、民間主導型 にするか、総 務大臣が国が 定める第三 者機関をつく ろうと
いう話があったと きに、ちょっ とそれは拙速 じゃないかと やったにも かかわらず、 今、業
界は完全にぬるま 湯に浸かって しまって、自 分たちのペー スになって しまっている 。それ
がだめだというの であれば、こ こで言ってい る第三者機関 というのは どこですかと 聞きた
いのと。
私、前に一度聞 いたと思うの ですけれども 、それは業界 に通じてい る、いろいろ なフィ
ルタリングを加え ているところ があるのです けれども、フ ィルタリン グの開発をし て、そ
れを使って審査・ 判定している 機関がありま す。そこは完 全に業界と 離れているの で、あ
る程度第三者機関 という名目に 入ってもいい のかなと。た だ、それが いろいろな自 分の会
社の中で自主的に やっています 。自分のとこ ろはこういっ たフィルタ リングをかけ ていま
す、こういった調 査もしていま すという業界 の中に取り込 まれたフィ ルタリングを つくる
会社、これも第三者機関と呼ぶのか。そこを何度も私、聞いたと思いま す。
それは、第三者 機関とは言わ ない。そうい う紛らわしい ものであれ ば、一番大切 な原点
であるものに関し て、その当時 の議員さんが いるのだった ら、一度聞 かれたらいか がです
かという話まで、 私はしたはず です。本当は 余り聞きたく ないでしょ うけれども、 子供た
ちがずっと使って きたLINEとい った問題で、 子供たちが使 うリスクが 高かった。そ れに関
して何の手当ても 打たない。そう いった会社 があったので、この会議に も来ていただ いた。
それでも動かない。
でも、そこに言う 第三者機関が いろいろな 折衝を重ねて、appleとかLI NE等に話をか ける。
そして、総務省の ほうにもお力 をいただいて 、やっとLINE と話ができ るようになっ て、あ
る程度の規制が引 かれるように なった。それ が引かれない のであれば 、そういった 会社は
国が指定して法律 をつくれば従 いますと言っ ているのです ね。だから 、つくらない 限りは
従いませんという ことを正面切 って言われた わけですね。 ですから、 それを我慢し て、や
っとここまで来た のですけれど も、そういっ た機関がだめ だというの であれば、何 が第三
者機関として推奨できるものなのか。
根本的な原点に 返らないと、 民間主導型な んていう甘い ことをやっ ていると、警 察庁は
ずっと苦労されて いると思うの ですけれども 、いろいろな 事件に子供 たちが巻き込 まれて
いきます。私たち のこの話は、 子供たちが安 全に安心して ネットにか かわれるよう に守っ
ていきましょう。 そこがしっか りすれば、そ ういった問題 が少しでも よくなって、 子供た
ちにリテラシーが つけば、大人 になってもき ちんとしたネ ットリテラ シーができて 、日本
全体が変わってく るだろう。そ ういったこと をここまでず っと何回も 話をしてきた はずな
のに、こうやってはっきり否定されると、どこがすればいいのか。
フィルタリング は本当に必要 なのですか。 では、もうや めたらどう ですかという 話を皆
さんが言うのだっ たら、それは いいのだけれ ども、子供を 守るために 、ぜひこれは 残して
やっていただきた いというので あれば、どう すればそれが 一つの業者 の業界のエゴ になら
ないように、みん ながきちんと した対応がで きる、信用で きる第三者 機関として成 り立つ
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ものができるかと いうことをも う少しやって いかないと、 こんなこと を何回も繰り 返して
いてもなかなか結論が出てこないのではないかと思います。
ですから、私と して１つ聞き たいのは、こ こで言う第三 者機関とい うのはどうい う機関
のことを指してい るのか。今時 点の見解で結 構ですから、 これを教え ていただけれ ばあり
がたいかなと思います。
以上です。
○山岸参事官

あ くまで今回の 検討会の報告 書の「第三者 機関等を活 用した民間主 導の取

組の促進・支援」というも のについては 、今、髙 橋委員、い ろいろ御指 摘ございまし たが、
当然、現在既存の機 関等で第三者 機関的な取 組が行われて いるところを 想定しており ます。
ただ、どの程度、 それが第三者 機関に当たる のかという点 ですとか、 それが実際に 今、ど
の程度機能してい るかという点 について、髙 橋委員の御指 摘されたよ うなネガティ ブな評
価を我々が事務局 として提示し たというのは 、これはそう ではないと いう点、御理 解いた
だければと思います。
あくまで検討会 の中で、それ ぞれそういう 御指摘がなさ れ、それぞ れの役割等に ついて
御議論がなされた ものについて 、結果として 、事業自身に ついて継続 がきちんとで きるも
のでなくてはいけ ない。その一 方で、国際的 に展開してい るグローバ ルな企業のほ うから
は、それぞれの言い分の指摘があるのもまた事実でございます。
今回の報告書に おきましては 、民間主導の 取組をいかに さらに促進 できるのか、 するの
かという点、25ページに ありますとお り、そ れぞれの「枠組みの 整理・再構築に際し ては、
現状において、こ のようなサイ クルが十分に 機能している のか、機能 していないの であれ
ば、利用者視点 に立って」、それについ て、より よい取組が促 進できるのか 。まさに 委員御
指摘の点について 考えていかな くてはいけな いという方向 で整理させ ていただいて おりま
す。
結論が何か我々 事務局にいい 知恵があって 、その部分に ついて答え があるわけで はござ
いません。まさに それぞれの実 態を検証する 中で、どう改 善を図って いくことがで きるの
かということで、 このような形 で記述させて いただいたと ころでござ います。御理 解いた
だければと思います。
○清水座長

よろしいですか。はい。

○髙橋委員

これ は言い出すと 切りがないぐ らいの話にな ってしまい ますので、余 り後を

引くような話には しませんけれ どもね。私た ちもできるだ け民間で、 第三者機関と 呼べる
ところで、きっち りとしたフィ ルタリング等 の審査もでき て、子供た ちがやってい ければ
いいなと。ところ が、フィルタ リングはもう いいのだねと いう業界の 風潮みたいな ものが
あって、申請もし ない、審査も しない。であ れば、こうい った団体は もう解体して もいい
のでしょうね。解 体したときに 、それにかわ るものがどこ にできるの か。役所関係 の方も
一緒に入ってくれ て、民間の各 社がこういっ た団体をつく りましょう と言って失敗 したの
であれば、民間の力はそんなものですよ。
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だったら、今度 は逆に、国が 指定する、き ちんとした第 三者機関的 なものがあっ て、あ
る程度強制力がと れていくよう な、これは議 員立法ができ たからでき ないのであれ ば、議
員さんにつくって もらえば幾ら でも修正がき くわけですか ら、この文 章の中に「有 害性の
判断への行政の不 干渉」という のがあって、「いかなる情 報が青少年有 害情報である かは、
民間が判断すべき であって、そ の判断に国の 行政機関等は 干渉しては ならない」と いう文
章がありますので 、つくった本 人に言えば幾 らでも議員立 法は変わる わけです。た だ、で
きればそうなりた くないねとい うのが正直な ところであっ て、やはり 穏便にきちん と話が
つくのであればいい。
その辺が、逆に行 政指導として 、民間団体に 君たちはどう するのだと いうぐらい言 って、
別組織で審査して 違う方法でい くほうがいい のか、フィル タリングに 対してもう少 しきち
んと目を向けて、 どういう対応 をすればいい のか。誰と誰 が、どこと どこが組んで 、どう
いうふうにやれば いいか。そう いったことも 具体的に指導 していただ ける形があれ ば、私
たちは余り突っ込 んでいく気は ないのですけ れども、もし なければち ょっと強硬な 話がい
っぱい出てくるよ うになりかね ないので、で きたらその辺 を内閣府が指 導していただ いて、
うまくまとめていただければ、円満に落ち着く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。この 問題について 、国分委員 の御意見をち ょっと

伺いたいと、今、お願いしましたので、宜しく。
○国分委員

今の 議論というの は非常にセン シティブな部 分がありま して、法律を つくる

際にコンテンツ規 制は行政がし ないというこ とで、それを 逆にコンテ ンツに踏み込 んで規
制するとなれば、 表現の自由と か、いろいろ なことで非常 に大きな問 題になります ので、
民間にお任せして 、行政側とし ては当時の衆 議院の青少年 問題特別委 員会の委員長 をされ
ていた玄葉さんの 言い方だと、 民間事業者が ちょっと躊躇 していると ころを背中を 押す効
果ということで、とりあえずは行きましょうということを言われていま した。
それで、民間主 体の第三者機 関という言い 方ですけれど も、海外の いろいろな国 のネッ
ト規制について、 いろいろ調査 する機会が随 分前からあっ たのですけ れども、私が すごく
感じるのは、企業 がビジネスす る際に社会の 中でちゃんと 社会的責任 というものを 自覚し
ている。そういう ことで、環境 問題、携帯で いえば、携帯 を廃棄する ときにちゃん と適切
にそれを処理する とか、そうい う運動はやら れていますけ れども、こ ういう自分た ちがビ
ジネスする際のコ ンテンツにつ いて、ちゃん とした企業な らば、社会 の中でそれな りに批
判に耐えるような 行動をすべき である。その 規範のような ものが、日 本ではちょっ と希薄
な感じがするのです。
ですから、取り まとめをされ た内閣府の立 場からいえば 、民間主導 の第三者機関 という
言い方なのだけれ ども、一方、 私どものよう な立場から考 えると、プ レイヤーがビ ジネス
をする際には 、SNSなどは 特にそうなの ですけれども 、ちゃ んとお守り をしなければ いけな
い。その管理はす ごく手がかか るわけですね 。それをさぼ ったりする と、問題の吹 きだま
りのようなサイト になってしま って、子供た ちが違法情報 とか犯罪に つながるよう な結果
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になってしまうの で、こういう ビジネスをす るからには、 ちゃんとし た体制で社会 的な批
判に耐え得るよう な行動をしな ければいけな いという考え 方というか 、その辺の規 範を政
府にお願いすると いうよりも、 我々サイドの 話かもわかり ませんけれ ども、そうい うこと
をしっかり考えて肝に命じるべきではないかと思うわけです。
ちょっと抽象的な話で申しわけありませんが、宜しくお願いします。
○清水座長

突然お願いしまして、申しわけありません。

髙橋委員が言わ れていること は、インター ネット環境整 備法の基本 的な概念とい うこと
になりますので、 この報告書の この段階でこ の時期に、そ こまで踏み 込んで書ける のかと
いう不安が若干あ ります。それ で、国分委員 に当時の状況 を踏まえて 、ちょっと発 言して
いただきました。 そういうこと から、この点 については、 私としては もっときっち りと議
論しないといけな い話と考えて います。御意 見として承っ て、国分委 員の話と、こ れから
事務局の考え方も 伺いますが、 座長預かりと いう形で今日 のところは これ以上議論 を進め
ないとさせていただきたいと思いますが、事務局からお願いします。
○山岸参事官

38 ページの注84 を御覧いただ ければと思い ます。ステ ークホルダー 間でど

う調整していくの かという点に ついては、そ れぞれ国際的 な規範との 適合性をどう 確保す
るかですとか、そ れぞれの機関 をどう活用し て、事業者が 主体的かつ 自主的に社会 的責務
を履行するインセ ンティブ付け を促進する取 組を考えてい くのかとい う点について は、内
閣府でも平成27年 度に調査研究 を実施するこ ととしており ますので、 それらの結果 もまた
検討会に御報告し 、今後、継続 して御議論し ていくのが妥 当ではない かと考えてい るとこ
ろでございます。
○清水座長

ありがとうございました。

それでは、尾花委員が先ほど手を挙げておられましたので、お願いし ます。
○尾花委員

尾花でございます。ありがとうございます。

一番最初に清原 委員のほうか らありました ことの、ちょ っと追補的 な御質問とい うか、
意見ですが、調査 の中で、イン ターネットの 過度な利用に 関する問題 を知っている が一番
低かったという問 題があったと 思うのですが 、このQ5が、 保護者自身 は「インター ネット
を安全に安心して 利用するため に注意しなけ ればならない 内容を知っ ていますか」 という
質問なのです。とい うことは、注 意しなきゃい けないことは 多分知って いるのだけれ ども、
どうやって注意し たらいいかが わからないと いう意味でパ ーセントが 低かった可能 性も多
分にあるのではないかと、この質問を見て、すごくそう思いました。
要するに、出会 い系サイトと か著作権の違 法の問題は、 法律問題も あるし、禁止 されて
いるという問題も あるので注意 しやすい。何 を注意すれば いいかわか っている。で も、イ
ンターネットの過 度な利用、例え ばネット依 存にしても寝 不足にしても 、注意はして いる。
全国、どこへ行っ ても保護者の 皆さん、何を 一番気にして いるかとい うと、依存を 一番気
にしている、長時間 利用を何とか したいとお っしゃってい るのにこれが 低いというこ とは、
何を道具として注 意したらいい かを多分わか っていないと いう意味で 、58％という 低い数
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字になっている可能性はあるのではないかと思います。
そんな中で今回 の報告書を見 てみると、私 はこれはずっ とこの検討会 ができたとき から、
ライフサイクルを 見通して、一 歩先にちゃん と次に必要な ものを教え なきゃいけな いとい
うお話をさせてい ただいてきた と思って、そ れがすごく反 映されてい る内容には大 変感謝
しているのですが 、学校に関す る提言がどう もさらりと流 れている。 学校において は保護
者とか、家庭でと か、学校の先 生が何をしな ければいけな いかに余り 言及されてい ないな
という気がするの ですね。要す るに、そうい った子供たち に保護者は 教育の仕方が どうも
いま一わからない 。でも、子供 たち全員に同 じことを教育 したいと思 っているもの は、学
校の先生向けに学齢に応じた指導書があれば、多分、学校で一斉にでき ると思うの です。
もちろん、ここ にいらっしゃ る全員の方が 御存じのよう に、講演会 をやろうが、 勉強会
をやろうが、保護 者会で集めよ うが、来ない 保護者は来な い。この人 たちにどうし たらい
いかという問題は 、もう何年も 前どころか、 多分何十年も 前から、こ ういう問題は ネット
の問題に限らず、 起きていたと 思うのです。 ただ、来ない 保護者の子 供は放ったら かして
いていいものでも なく、逆に来 ている保護者 、来ない保護 者に関係な く、全員に対 して、
例えば睡眠不足に よる体への影 響とか目への 影響とか精神 的な問題と か、さまざま なもの
を学ぶ機会という のは、全員が義 務教育と同 じように与え てあげなけれ ばいけない段 階に、
もう来ていると思うのです。
そんなときに、 今の情報教育 の教科書がそ れに適してい るかという と、中身が全 く違っ
ているので、今、 教科書とか、 いろいろな意 味で検討され ている段階 だと思うので すけれ
ども、情報モラル という意味で 、学校教育の 指導案みたい なものもき ちんとつくっ て、全
員が認識していな きゃいけない 問題に関して は、指導案な り指導書な り教科書なり 副読本
なり、それを見れ ばしっかり教 育できるよう なものを用意 する必要が あるのかなと 、すご
く感じました。
それと同時に、 最初の警察庁 さんの調査の データにもあ りましたよ うに、地域に よって
店頭でもばらつき がある。とい うことは、店 頭で行政指導 するといっ ても難しいで しょう
し、それぞれに努 力しなさいと 言うだけ言っ てもどうにも ならない。 １年ぐらい前 に販売
店さん用の指導マ ニュアルみた いなものを某 県でつくった ものを皆さ んにお配りし たとき
があったのですが 、もしかする と販売店用の 最低限、これ だけは知っ ておかなきゃ いけな
い法律のこととか 、窓口で言っ てはいけない ことというよ うな指導書 というか、店 頭販売
員マニュアルみた いなものをつ くって、それ を最低限、こ れだけ守れ ないのだった ら、販
売店として意味をなさないよというものをつくる。
学校とか販売の 現場とか、両 方に対して、 家庭や保護者 、地域が協 力するのを前 提とし
た上で一斉にやっ てほしいこと に関しては、 最低限、何か 通知してノ ウハウを伝授 すると
いう方法をとって いかないとい けないなと、 すごく痛感し ているので す。その具体 的な方
向性がこの中には 書かれていな い状態で、や んわり風向き だけ示して 、あとは保護 者にし
っかりしてもらお うというと、 多分保護者は アップアップ して、もう 何もできない 状態に
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なってしまうと思 うのです。な ので、保護者 も先生も店頭 員もそうで すが、どう説 明して
いいかわからない。
ですから、こう いうふうに説 明するのです よと伝えると 、すごく喜 んで帰ってく れると
いう現状が全国ど こに行っても あるので、そ れを何らかの 形でまとめ て、これを読 んだら
わかるよ、あるい はこれを使え ば指導できる よみたいなも のをつくる ということを どこか
に、今すぐじゃな くてもいいの ですけれども 、そういう形 で報告書の 中にうまく組 み込ん
でいただければ、 読んだ事業者 さんとか学校 の先生とかも 、ああ、そ ういうものが 来てく
れるなら安心して指導できるなという、一歩次へつながると思うのです 。
方向性だけ示さ れても、そう なの、じゃ、 何が来るの、 何も来ない よだと、どう やって
いいのか、また暗 中模索の状態 で１年が過ぎ てしまうと思 うので、せ っかくここま でいい
内容ができたので 、具体的にこ ういったもの をつくりまし ょうとか、 来年度やりま しょう
とか、今後、こう いう心がけを しましょうみ たいな、具体 的に見える ものをこの中 に一つ
二つ追記していただけると、よりよいものになるのではないかという気 が致します 。
これは単なる意見ですので、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。

国分委員。
○国分委員

今の 尾花委員の意 見にちょっと フォローした いのですけ れども、この 検討会

にも提出された資 料だったと思 いますけれど も、どこかの 県の取組で 店頭の説明員 の資格
といいますか、あ る程度の説明 がきちんとで きることを証 明するよう な制度みたい なこと
が実現できないかという提案が書かれていました。
それで、私 、尾花委員 が言われるよ うに、す ごい立派なマ ニュアルを つくるという のは、
まず前提として必 要なことだと 思いますけれ ども、その結 果、まさし くさっきの第 三者機
関のようなところ で、店頭の説 明員というの はこういう検 定をパスし て、そういう 知識を
十分持った人たち だという制度 を実現すれば 、不適切な説 明というこ とがうんと減 るので
はないかと思うわけです。ですから、具体例として参考にしていただけ れば幸いで す。
○清水座長

曽我委員、お願いします。

○曽我委員

大変 申しわけござ いません。関 連している部 分と思って 御発言させて いただ

きますが、一番最 初に警察庁の ほうから各県 の事例とか、 いろいろな ものがありま した。
専売店と量販店と いう中で、量 販店が非常に 説明が悪くて 、意外と子 供たちが危な いとい
う概念があったの が、ほとんど変 わらなかっ たということ は、どこかが うまくいって いて、
どこかがうまくい かない。うま いやり方をし ないとうまく いかない。 それは、量販 店でも
やっているところ はできている のだというこ とになると、そのできてい ることを評価 して、
それが伸びるよう に、この検討 報告の中に少 し入れてあげ ることによ って、そうい うこと
が進んでいくし、それが大事なのだと外部も気づきが出てくる。
それを各省庁の 中で対応する 課があったと すれば、そこ を各企業に対 して指導する なり、
学校としては文科 省が指導して 、そういう形 をとることに よって、よ りよく変わる よとい
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う部分で、それが 逆に言うと今 回のデータで 物すごく出る のではない かという道筋 が見え
ている、光が見え ているので、 その光を見さ せないと、先 ほどの第三 者機関の問題 も、企
業がその気になら ないとできな いという状況 をそのまま温 存すること になりますの で、最
終ユーザーの我々 保護者や子供 たちがよりよ く使おうとい う規範意識 を持つような 状況づ
くりができていけ ば、企業がそ ういうものじ ゃないと、そ ういうとこ ろしか使わな いとな
っていくと思うの で、その辺を この検討の中 で、問題点ば かりじゃな くて、明るい 光が出
ているところに対しても少し書き加えていただければいいのかなと思い ました。
以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

尾花委員の発言 の中に、学校と 家庭・保護者 の連携という ことから始 まっていまし たが、
この件については 五十嵐委員が いろいろな取 組をされてい ますので、 ちょっと発言 してい
ただければと思いますが、いかがでしょうか。
○五十嵐委員

あ りがとうござ います。今、 たくさんの情 報をいただ きました。と ても勉

強になったのです けれども、最 初に警察庁の データで保護 者が販売店 の方の説明が わから
なかったと半数が 答えていると いう結果に愕 然としたので す。販売店 のプロの方の 説明で
わからないことを学校に求められるのは、難しいなと、このデータを見 ていました 。
逆に、先ほど質 問があったの ですが、長野 県とか、うま くいってい るところもあ るとの
こと。販売員さん の問題なのか 、同じ系列の 人でも何かが あるのだと 思うのです。 同じ取
組をして、何かす ごいことをや ったわけでは ないのに、同 じ流れの中 でうまくいっ ている
ところは何かコツ があるのでは ないか、秘訣 があるのでは ないか、そこ を知りたいで すね。
販売員はだめだから学校教育でしょう、教科でしょうとなってくると、 しんどいで す。
ですから、今ある このデータの 中に隠され ている秘訣を もっと表に出 していただけ れば、
何だ、そういうこ とで変わって いくじゃない かという啓発 にもなりま すし、うまく いった
ところが張り切っ てくれると、 うまくいかな かったところ にもプレッ シャーを与え てくれ
る、いい効果になるのではないかと思います。
学校は常に危機 対応を意識し ています。社 会で何か事件 があると、 学校の管理外 であっ
てもすごく考える のです。どう してそういう ことになって しまったの だろう、日ご ろの指
導に何が足りない のだろう、ど うしたらいい のだろうと悩 み、みんな で真剣に考え るので
す。日々刻々と技 術が変わって いるので、今 、保護者をど んなに啓発 していても、 追いつ
きません。危機感 が必要です。 先日、自分が かつて使って いたものの お下がりのス マート
フォンを平気で持 たせている保 護者が増えて いると聞きま した。そう いう現状があ ります
ので、指導しても 限界がありま す。事業者、 社会全体で、 みんなで子 供たちを守り 、育て
ていくためにいろ いろな省庁が 連携した仕組 みを考えてい ることは、 学校にとって は本当
にありがたいことです。
情報モラルの指 導は、現在、 道徳の中で必 ずやっていま す。これは むしろ使い方 という
よりは、携帯電話 、スマートフ ォン、ネット でも、ならぬ ものはなら ぬし、思いや りとい
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うものは、いつ、 どこでも変わ らない。そう いう心を育て る中での学 習の一つで、 具体的
な活用方法ではあ りません。で も、それだけ では足りなく て、実際の 活用方法とい う点で
は、親と一緒に勉強しなければ意味がないと思っています。
そこで、大多数の 学校はやって いると思うの ですが、本校 では必ず年に １回、セー フテ
ィー教室という身 を守る学習の 一つとして、 情報安全、携 帯電話やス マートフォン に関連
する被害から身を 守るという学 習を取り入れ ています。５ 、６年生を 対象に授業を 行い、
その後に保護者を 対象に専門家 から講話いた だく機会を設 けています 。携帯電話関 連会社
の方にも来ていた だいています 。よく研究さ れていて保護 者にも好評 でした。その 内容を
保護者に広げていきたいと思っています。
実は、今年は尾 花先生をお呼 びしまして、 大変好評でし た。先生の お話は、危な いとか
使い方というより は、皆さん、 当然使ってい ますねという ことからお 話しされまし た。使
うのになれている 若い保護者の 方が多かった ものですから 、早寝、早 起き、朝スマ ホと、
生活習慣にしまし ょうとおっし ゃり、びっく りしたのです ね。何を推 進されるのか と思い
ましたら、夜に長 く依存的に見 ていると健康 的にもよくな い、ブルー ライトがよく ないの
だという話から、 だったら早く 起きて、朝の メールで済ま せましょう という話にも ってい
かれたのです。保 護者に、早寝 、早起き、朝 御飯、朝メー ルと、健康 の視点から話 されま
した。どのように 活用していく か、本校では 健康教育の一 環として、 ネット依存等 で睡眠
に影響がないように保健室から発信しているところです。
○清水座長

すみません、突然お願いしまして。

どうぞ、お願いします。
○村瀬少年保護対 策室長

オブ ザーバーでご ざいますが、 よろしいで しょうか。先 ほど曽

我先生からお尋ね があったとこ ろでございま すが、大規模 県と人口の 少ない小規模 県があ
るので、一概 には言えな いのですが 、例えば 、今回 、都道府 県別の評価 でよかったと ころ、
地域における取組 でちょっと御 紹介しますと 、先生方も御 案内のとお り、鳥取の場 合はペ
アレンタルコント ロールにつき まして、販売 店に対して説 明を義務化 してございま す。例
えばそういったこ とが影響して いるのかもし れませんが、 鳥取は非常 に良好の割合 が極め
て高い位置づけになっています。
それから、秋田 の場合は、秋 田県が地域に おけるネット 教育の担い 手という観点 から、
ある団体と連携しながら取組を進めているところでございます。
いずれにしても 、子供たちを 見守り、育て ていくという 観点から、 フィルタリン グは重
要だという話を聞 くところでご ざいまして、 各県警におき まして、販 売店の関係者 と日ご
ろから話をしっか りしていると ころは率が高 い。先ほど御 指摘のあっ た県となって ござい
ます。
それで、オブザ ーバーで大変 僣越ではある のですが、先 生方からフ ィルタリング の重要
性、先ほど来御指 摘があったと ころでござい ますので、今 後の御議論 の中で、フィ ルタリ
ングの利用率の向 上といった事 柄につきまし ても、また御 議論賜ればと 思ってござい ます。
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○清水座長

どうもありがとうございました。

別所委員の代理の吉川さんが手を挙げられていたので、お願いします 。
○吉川代理

セー ファーインタ ーネット協会 、別所の代理 で出席して おります吉川 と申し

ます。幾つか御質問、コメントさせていただければと思います。
皆様からも御議 論があった20 ページから25 ページにかけ ての「今後 の取組の方向 性に関
する基本的な考え 方」について 少し確認させ ていただきた いのですが 、24ページで 「国際
的なスタンダード を踏まえた、 第三者機関等 を活用した民 間主導の取 組を促進・支 援」と
なってございまし て、報告書中 の記載を見ま すと、恐らく この国際的 なスタンダー ドと言
うときに念頭に置 いてあります のは、この会 議の場でもプ レゼンテー ションがござ いまし
た「子どもの権利とビジネス原則」というものになろうかと思います。
その際に、
「子どもの 権利とビジネ ス原則」の中身自 体は、企業が自 主的に取り組 むべき
原則を示している ものであった と理解してお ります。そう いう意味で は、民間主導 の取組
というのは、広く 企業が連携す るという取組 だけではなく て、企業個 社が自社でし っかり
取り組むべき安全対策を宣言するという内容になっていたかと思います 。
その視点から言 っても、22ペ ージで触れら れている「事 業者の責務 ・役割の再整 理」に
ついて、事業者の 自主的な取組 、民間主導の 取組というの は、業界横 断で第三者機 関も関
与するという広範 な形での取組 もあれば、UN ICEFの「子ど もの権利と ビジネス原則 」のよ
うに、個社でしっ かり自社のサ ービスを安全 に保っていく ために対策 をとっていく という
ことも当然ながら 含まれるもの であると理解 しております 。この報告 書の中では、 その個
社ごとの取組をグ ローバルスタ ンダードをき っちり満たす ようにやっ ていきましょ うとい
う形で盛り込まれているものと理解しております。
したがって、事 業者の取組と して、第三者 機関等を活用 した民間主 導の取組も当 然あれ
ば、より基礎とな るところで、 各企業個社が しっかり自主 的対応をす るというとこ ろも、
これは当然ながら 民間の取組の 一つとして位 置づけられる と思います ので、民間主 導の取
組と言ったときに は、個社の取 組とか各社が 連携した自主 規制なども 踏まえたもの という
ところを、明記していただければと考えております。
また、やや細か い論点ですが 、25ページで 児童ポルノ、 危険ドラッ グ、リベンジ ポルノ
について規制が強 化されてとい う記述がござ います。この 点は私ども セーファーイ ンター
ネット協会におい て、青少年も 含めて被害の 申告を受け付 けサイト管 理者やプロバ イダに
削除依頼をすると いうことをや っております 。この部分の 記述でやや気 になりました のは、
児童ポルノとかリ ベンジポルノ については、 現状は削除依 頼されたも のについては 相応に
各サイトから削除 がなされてお ります。では 、何が問題な のかという と、短時間で いろい
ろなサイトに拡散 してしまって 、処理がなか なか追いつか ないという 点が挙げられ るかと
思います。
危険ドラッグに ついては、削 除依頼に応じ ないサイトは 確かにござ いますが、リ ベンジ
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ポルノと児童ポル ノについては 比較的削除に 応じるサイト も多い状況 ですので、報 告書へ
の記載として、実 態に即した記 述に修正して いただくほう がよろしい のではないか と思い
ます。
以上でございます。
○清水座長
○山岸参事官

どうもありがとうございました。事務局から何かありますか。
第 １点目の部分 については、 個社としての 取組が当然 前提としてあ って、

それについては、 青少年による インターネッ ト利用に関係 する企業に ついては、も う既に
法の事業者の責務 という中でも 当然実行して おられるだろ うと。ただ、今回、
「第三 者機関
等を活用した」と いう形で出し たのは、より 説明責任を客 観化して、 それぞれきち んと取
組のクオリティーを上げていっていただきたい。
その際に、自分 たちの株仲間 のスタンダー ドではなくて 、それぞれ の取組が国内 的にも
国外的にもきちん と評価される という視点で 取り組むべき であるとい うことで、そ ういう
説明責任の質を上 げるという点 で、第三者機 関等の活用を 前面に出した ものでござい ます。
この点については、御指摘の趣旨が反映されるように、記述を調整した いと考えま す。
また、２点目の リベンジポル ノ等の部分に ついては、文 脈として、 そのような誤 読がな
され得るという指 摘だと理解し ましたので、 この部分につ いても記述 のあり方につ いては
少し検討したいと考えます。
○清水座長

ありがとうございました。

最後に清原さん、簡単にお願いします。
○清原委員

ありがとうございます。

34ページに、「青 少年に対して 指導的な立 場にある者等 の人材育成の 推進」とあり ます。
インターネットが 普及する社会 にあっても、 それを適切に 使っていく 一人ひとりを 育んで
いくためには、多 様な世代、多 様な層の人財 が必要だと考 えます。し たがって、こ の部分
は非常に重要だと 思っておりま すし、教員について だけではなく て、
「 大学生や高齢 者等の
サイバー防犯ボラ ンティア 、地域のNPO 団体等 」の多様な担 い手という 記述をしてい ただい
ています。
今後、さらに具 体的な内容を 深めていくと きに、この「 人財」の部 分というのは 極めて
重要になっていく かと思います。41 ページ以降の 提言の中にも、こ のたび45ペー ジで、
「地
域のNPO団体」というの を総務省の御 提案を含め て補強された とあります。私と しては、先
ほど五十嵐先生が おっしゃった ように、学校 で学び合う、 子供たちだ けではなくて 、保護
者も、また三鷹市 ではコミュニ ティ・スクー ルを展開して おりますの で、保護者以 外の地
域の人も学び合う ときに、ボラ ンタリーに、 あるいはもち ろん専門性 を持って、一 緒に学
び合う人 財とい うの がます ます必 要にな ってく ると感 じま すので 、今後 、提言 の中で も、
「人財」の面について、さらに具体的な例を挙げていただければ。
それは、先ほど 警察庁もおっ しゃったよう に、秋田県の 事例などか らも学べると 思いま
すし、ぜひ全国的な広がりを想定しての提言の深まりを期待したいと思 います。
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以上です。ありがとうございます。
○清水座長

どうもありがとうございました。

最後の最後ということで、簡単にお願いします。
○尾花委員

１つ だけ。五十嵐 先生がおっし ゃったように 、学校の現 場は本当にや ること

が多くて大変なの で、そういう ことで指導要 領を何かつく るというよ りも、例えば 今、文
科省が目指してい らっしゃる活 用力をつける とか、睡眠を 学ぶ眠育と か、今からや ろうか
なと挙がってきて いるものがい ろいろあると 思うのです。 そういった それぞれを適 切に活
用して、中に情報 モラルに結び つけられるよ うなカリキュ ラムをうま くつくり込ん でいた
だく。そうすると、先生方の負担もふえない。
要するに、ネッ トは特別じゃ なくて、生き ているインフ ラの中の一 つとしてネッ トがあ
って、ほかのもの と変わりない のだよと。さ っき、だめな ものはだめ というお話あ りまし
たけれども、リア ルの世界もネ ットの世界も 変わらないの だよと教え るためにも、 教科書
を切り分けるので はなくて、必 要なところに 適切にデジタ ルの使い方 のノウハウみ たいな
ものとかをうまく 入れ込んで、 柔軟に対応で きるような指 導体制をつ くっていただ けると
うれしいなと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
○清水座長

どうもありがとうございました。

まだあるとは思 いますが、さ らに意見をた くさんお出し になりたい 方は、恐縮で すが、
事務局にメールで お願いします 。本日、委員 からいただき ました貴重 な御意見とメ ールで
いただいた意見を 総合的に事務 局のほうで検 討し、この案 を修正して いただきまし て、事
務局より修正案を メールで委員 の先生方にお 送り致します ので、また 御確認と御意 見をい
ただければと思います。
その後、まとま った検討会報 告書（案）に つきましては 、約１カ月 間の意見募集 をする
こととしておりま す。その意見 を踏まえまし て、次回の検 討会におき まして、各省 庁から
の報告のフォロー アップ結果や 、今後、公表 される施策や 統計等を踏 まえまして、 検討会
報告書を最終的に 取りまとめた いと考えてお りますが、進 め方につい てはこれでよ ろしい
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、議題４「その他 」ですが 、今後の 予定につきま して事務局 からお願いし ます。
○山岸参事官

次 回は、今、座 長からありま したとおり、 検討会報告 書の最終取り まとめ

を行いたいと考え ております。26 年度のそれ ぞれの基本計 画のフォロー アップの報告 とか、
パブコメの結果、 そして警察庁 等が公表する 統計を参酌し た上で、こ れらを反映し た中身
に致したいと考えております。
次回、28回の会 合につきまし ては、連休前 後、４月下旬 または５月 の連休明けに 開催す
る方向で調整を進めたいと考えております。
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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。

いろいろ御意見 いただきまし たが、最後に 御意見いただ いたのは、 検討会報告書 案でご
ざいます。今まで 、この検討会 でいろいろな 検討をしてき たわけです けれども、こ のよう
な報告書という形 で、パブコメ も含めてした 報告書をこの 時点で提言 も含めて出す という
ことは、非常に意義が 大きいと考え ております。そう いう意味か らも、ぜひこの報 告書（案）
につきまして御意見をいろいろいただければありがたいと思います。
事務局も限界が ありますので 、いい事例を 載せてくださ いと言われ ても、どうい う事例
をと言ってもらわ ないと、頭を 使うのはなか なか難しいの で、いい事 例とか提案さ れた方
は、具体的なもの を含めてメー ルで送ってい ただければ作 業しやすい と思いますし 、いい
報告書になるので はないかと考 えております 。そういうこ とで、今後 ともどうぞ宜 しくお
願い致します。
以上をもちまし て、第27回の 検討会を終了 させていただ きたいと思 います。本日 も御多
忙のところ、長時間にわたり御審議いただきまして、誠にありがとうご ざいました 。
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