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本日のご説明内容

1. 電気通信事業者協会における検討体制

2. フィルタリングサービスの概要

3. 通信事業者における各種取組み

4. フィルタリングにかかる調査
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1.電気通信事業者協会における検討体制



＜下位部会＞
・青少年有害情報対策部会
・迷惑メール送信者情報交換部会
・不適正利用防止検討部会
・不払者情報交換連絡部会
・携帯電話・ＰＨＳリサイクル検討連絡会
・移動電話ＰＲ部会
・スマートフォンの利用者情報等の適正

利用促進検討部会
・運用データ等の適正な有効利用に関

する検討部会

電気通信事業者協会（TCA）における検討体制

TCAでは青少年の携帯電話等の安全な利用促進を目的に
2006年に「青少年有害情報対策部会」を設立

（月に1～2回程度、部会を開催し、定期的な活動を実施）
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青少年を取り巻く環境
ネット依存

教育プログラムの実施
（ケータイ安全教室の開催／映像教材の配布）

家庭でのルールづくり推進

出会い系サイト・SNSにおける犯罪 ネットいじめ

青少年に安心安全に携帯電話・PHSをご利用いただくため、
以下取組みを進めております

スマートフォンの普及

フィルタリングサービスの普及促進
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iPhone・Android向けフィルタリング

無線LAN向けフィルタリング
フィーチャーフォン向けフィルタリング

子ども向け端末

青少年有害情報対策部会における取組み概要

安全に安心して携帯電話を
利用できるサービスの 普

及促進

携帯電話を使う際の
マナーやトラブルへの

対処方法の啓発



（参考）これまでの部会の活動
※２０１６年1月までに140回実施青少年有害情報対策部会

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

参加事業者
n 株式会社NTTドコモ
n KDDI株式会社
n ソフトバンク株式会社

活動実績

２００６年３月
２００６年７月
２００７年３月
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フィルタリング普及啓発アクションプラン公表 フィルタリング認知率向上
に向けた事業者共同キャンペーン実施 フィルタリング普及に向けたPRイ
ベント
「携帯電話の有害情報から子どもを守ろう！大作戦」開催 フィルタ
リング普及啓発アクションプラン 2007公表
事業者共同キャンペーン（第２回）実施 フィルタリング
利用者数の公表開始（半期毎） フィルタリング普及に向
けたPRイベント
「携帯電話の有害情報から「ちばっ子」を守ろう！キャンペーン」開催 事業者共
同キャンペーン（第３回）実施 フィルタリング利用者数の公表を四半期毎に 子
どものケータイ利用に関するＷｅｂページの新設
事業者共同キャンペーン（第４回）実施
「青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針」の策定 年齢層別
に見た携帯電話・PHSインターネットサービス契約者のフィルタリング サービス利用率を
公表
「青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針」の改定
「スマートフォン（スマホ）ご利用にあたっての注意事項」公表 新学期に向けた
フィルタリングサービス普及啓発の取組みについて公表 文科省主催「子供のため
の情報モラル育成プロジェクト」への協力
「春のあんしんネット・新学期一斉行動」への協力

２００７年６月
２００７年７月
２００７年１０月
２００８年３月

２００８年７月
２００８年１０月
２００９年２月
２００９年７月
２０１０年４月

２０１２年２月
２０１２年１１月
２０１４年３月
２０１４年８月
２０１５年１２月
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2. フィルタリングサービスの概要



フィーチャーフォンにおけるフィルタリング
通信事業者による一貫したサービス提供により、

フィルタリングもシンプル

携帯電話ネットワーク
有害サイト

通信事業者

端末

ネットワーク

コンテンツ・アプリケーション 垂
直

通信事業者のネットワークで一元的にブロック 7

統
合



スマートフォンにおけるフィルタリング
マルチプレイヤーによるサービス提供が進展し、

フィルタリング機能が多様化

携帯電話ネットワーク

有害サイト
無線LAN

有害アプリ

端末

通信事業者ネットワーク

コンテンツ・アプリケーション

ＯＳ

無線ＬＡＮ 水
平
分
業

OS、ネットワークごとにフィルタリングサービス、設定方法が異なる 8



（参考）携帯各社のフィルタリングサービス一覧

対象OS Android iOS

ブロッキング対象 web 無線LAN アプリ web 無線LAN アプリ

サービス spﾓｰﾄﾞﾌｨﾙﾀ
ﾌｧﾐﾘｰﾌﾞﾗｳｻﾞ

for docomo
あんしん
モード

spﾓｰﾄﾞﾌｨﾙﾀ
ﾌｧﾐﾘｰﾌﾞﾗｳｻﾞ

for docomo

機能制限

サービス

安心アクセス for Android 安心アクセス for iOS

機能制限

サービス

スマホ安心サービス

ウェブ安心
サービス

Yahoo!あんしん
ねっと

機能制限

OSの制約※等により、フィルタリングサービスは複数存在
※例：iOSは「第三者のアプリケーションによるブロック」を非許容等
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3. 通信事業者における各種取組み



店頭でフィルタリングの説明と設定サポートを実施
フィルタリングにかかる店頭手続き

契約者が未成年の場合は
親権者の同伴が原則

入店 商品検討、契約者・利用者情報登録等

加入しない場合は理由を確認

フィルタリング設定完了退店

フィルタリングの設定サポート 【フィルタリング設定項目（例）】
•  アプリフィルタリングをインストール
•  アプリフィルタリングの有効化
• ID取得
•  既存ブラウザの無効化

フィルタリング説明、説明書手交
不使用申出書

フィルタリング加入

説明書

書面を説明、配布

フィルタリングを使用しない
場合、不使用申出書を受領

説明及び設定
完了まで

～30分程度
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自社による各種啓発活動のほか、
安心ネットづくり促進協議会、e-ネットキャラバン、

自治体等主催の各種活動に参加

リテラシー向上のための啓発活動

※ケータイ教室の様子（NTTドコモ） ※ケータイ教室の様子（KDDI）

携帯電話を使う際のマナーやトラブルの対処法をお伝えするケータイ教室や
研修会の開催等を実施しています。
2015年度(12月時点) 開催数 約9,000回 受講者数約150万人
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（参考）各事業者のケータイ教室等の概要
保護者や教員、お子さまのリテラシーを高めるため

各種教育プログラムを実施
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会社名 概要 対象 教材
スマホ・ケータイ安全教室
2004年より全国の小学校・中学校・高等学
校や地域コミュニティなどの団体に講師を派
遣し、無料でスマホ・ケータイ安全教室を開
催している。

全国の小・中学校・高等学校、
保護者・教員、地域コミュニ
ティ等の団体（個人での応募
は不可）

ケータイ教室
<正しい使い方と安全>
全国の小・中学校・高等学校等で、ケータ
イ・スマホを安心して、安全にご利用いただ
くためのルールやマナーをお伝えしている。

全国の小・中学校・高等学校、
保護者・教員等（学年・クラ
ス単位での申込。個人での応
募は不可）

「考えよう、ケータイ」シリーズ
学校などの教育現場で、子どもたちや保護者
の方々を対象にケータイ教室を開催できるよ
う、指導案冊子と映像用教材DVDをセット
にしたグループワーク用プログラム。

・人間関係、情報発信
・利用ルールづくり、

コミュニケーション
・スマートフォンでの情報発信

※2015年3月よりスマホ版を
リニューアル

全国の小・中学校・高等学校
の教師、保護者（個人での応
募は不可）



【公益社団法人 日
本PTA全国協議会】

【一般社団法人 全国
高等学校PTA連合会】

ショップ等における啓発動画の配信
ポスターによる

ルール作りの呼びかけ

他団体との協賛等による啓発

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」の取組み
2月より、フィルタリングの推進や青少年・保護者等の

リテラシーの向上に向けた各種取組みを展開
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4. フィルタリングにかかる調査



①フィルタリングサービス

ü 環境変化（フィルタリングの多様化と関係するプレイ ヤー
の多層化）を踏まえたフィルタリング使い勝手の向上

②店舗運用（説明・設定）

ü 店舗におけるフィルタリング推進の徹底

③リテラシー向上

ü 青少年のみならず、保護者、家庭環境における
リテラシー向上への更なる取組み

主に以下の3点について、
更なる取組み（改善や対策等）が必要

今後の検討事項
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フィルタリングに関する調査の概要

ショップ店舗及びPTA※協力のもと、下記の調査を実施
（３～4月予定）し、課題認識・対策検討につなげたい
- 店頭対応（説明・設定）の実態確認
- ステージ毎（契約前/来店時/利用開始後）の保護者等の意識確認等
※公益社団法人 日本PTA全国協議会

来店時 利用開始後
p フィルタリングへ

の関心
p インターネット上

のリスクへの意識
p スマホ利用に係る

知識量
p 親子間の話し合い

契約前
p フィルタリングの

説明の有無
p フィルタリングの

設定フォロー有無
p フィルタリングの

設定有無
p 店員の説明による

保護者意識の変化

p フィルタリング
利用意思の有無

p 保護者の継続的な
管理監督

p 継続的な親子間の
話し合いの有無
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調査１：店頭におけるアンケート調査
① 調査目的 店頭及び購入直後における利用者のフィルタリングに

関する意識及び設定状況を把握し、定量的な測定を通
じた傾向や分布の分析から、課題領域を明らかにする

② 対象及び
サンプル数

スマートフォンを新規及び機種変により購入した
青少年の保護者
有効回答数：1000サンプル程度

③ 調査方法 各社ショップにおいて対象者に案内状を手交し、
対象者はWEBより回答

④ 調査期間 3月10日～4月17日（予定）
⑤ 調査内容（案） ü 来店前のフィルタリングなどに関する意識調査

（認知度、利用意志、知識量等）
ü 来店時の店舗対応状況調査（説明状況、理解度等）
ü 来店時のフィルタリング設定状況調査

（来店前後の変化、理由等）
ü 利用開始後（アンケート回答時）における

フィルタリング設定状況及び意識調査
（解除の有無、理由、設定容易/困難性等）
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調査２：PTA協力によるアンケート調査
① 調査目的 保護者のフィルタリングに関する意識や子供の設定状

況を把握する

② 対象及び
サンプル数

スマートフォンを利用する小中学生の保護者
有効回答数：500サンプル程度

③ 調査方法 日本PTA全国協議会の組織を通じて、全国の対象者に
アンケート用紙を配布

④ 調査期間 3月中旬～3月末（予定）

⑤ 調査内容（案） ü フィルタリングに関する意識調査
（認知度、利用意志、知識量等）

ü 来店時の店舗対応状況調査（説明状況、理解度）
ü 来店時のフィルタリング設定状況調査

（来店前後の変化、理由等）
ü 利用開始後（アンケート回答時）のフィルタリン

グ設定状況及び意識調査
（解除の有無、理由、設定容易/困難性等）


