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青少年インターネット環境の整備等に関する検討会 

第35回会合 

議事次第 

 

 

日時：平成29年７月10日（月）10:00～12:00 

場所：中央合同庁舎４号館 共用第３特別会議室 

 

 

１．開会 

 

２．議題 

  （１）青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法

律の一部改正について 

  （２）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に係る施策に関す

る事項について 

  （３）その他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いて 

 

３．その他 

 

４．閉会 

 

【委員】 

藤原座長、藤川座長代理、有木委員、五十嵐委員、上沼委員、尾上委員、尾花委員、金井委員、 

国分委員、小城委員、吉田委員、井部委員代理 

【参考人】 

松井敏彦（（一社）電気通信事業者協会）、佐治健史（（一社）電気通信事業者協会） 

【内閣府・事務局】 

石原副大臣、西崎統括官、和田審議官、堀参事官 

【オブザーバー】 

内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室参事官補佐、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長、警

察庁生活安全局少年課長、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課長、法務省大臣官

房秘書課政策評価企画室上席補佐官、文部科学省生涯学習政策局青少年教育課長、経済産業省商務情

報政策局情報経済課長 

【その他・座長が指定する者】 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局児童福祉調査官、内閣府子ども・子育て本部認定子ども園担当参事官 
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○藤原座長 それでは、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35回を始めたいと思います。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただき、まことにありがとうございます。 

 それでは、委員の出席状況等について、事務局から報告をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、御報告いたします。 

 本日は、清原委員が御欠席され、長尾委員の代理で井部様に御出席いただいております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 本日の検討会におきましても、前回に続き、石原副大臣の御出席をいただいております。

どうもありがとうございます。 

 副大臣におかれましては、本日の検討会も最後まで御参加いただけると伺っております。

本日はよろしくお願いいたします。 

 関係省庁のオブザーバーの方々の顔ぶれも一部変わっておりますけれども、遅れておら

れるようなので、到着次第、御挨拶願いたいと思っております。 

 それでは、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○堀参事官 本日の配付資料でございますが、議事次第の裏面に記載しております。 

 資料１ 官報（抜粋） 

 資料２ 青少年インターネット環境整備法改正の概要 

 資料３ 青少年有害情報の閲覧防止措置と対象機器のイメージ 

 資料４ 青少年インターネット環境整備法の一部を改正する法律 新旧対照条文 

 資料５ 青少年インターネット環境整備法の一部を改正する法律（附則） 

 資料６ 内閣府資料（フィルタリングに関連する各種データの分析結果について） 

 資料７ 電気通信事業者協会資料（フィルタリングサービスの普及に向けた事業者の取

組） 

 資料８ 総務省資料（青少年インターネット環境整備法のMVNOに対する適用等について

の周知等） 

 資料９ 警察庁資料（平成28年におけるコミュニティサイト等に起因する事犯の現状と

対策について） 

 資料10 警察庁資料（ネットを通じた子供の性被害の防止に向けた国家公安委員会委員

長と文部科学大臣の共同メッセージについて） 

 資料11 セーファーインターネット協会資料（違法・有害情報に関する取組） 

 不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。 

 この資料にはございませんが、内閣府のホームページがリニューアルされましたので、

プリントアウトして別途、卓上に配付しております。このリニューアルに当たりましては、

尾花先生から大変さまざまなアドバイスを頂戴いたしましたこと、この場を借りて厚く御

礼申し上げます。 
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 また、本日の会議の議事録につきましては、速記録を作成の上、別途、各委員の皆様方

に確認をいただいた後、座長に諮り、公開させていただきたく存じますが、よろしゅうご

ざいましょうか。 

 では、そのようにさせていただきます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 本日は、３つの議題を予定しております。議題の１つ目は「青少年が安全に安心してイ

ンターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正について」でございます。

議題の２つ目は、基本計画のうち「青少年有害情報フィルタリングの性能の向上及び利用

の普及に係る施策に関する事項について」でございます。議題の３つ目は、基本計画のう

ち「その他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

する重要事項について」でございます。 

 本日は、この議題に沿って報告、発表をいただいた上で、議論を進めていきたいと思っ

ております。 

 なお、質疑にて御発言する際は、可能な限り最初に結論を述べて、その後、理由または

説明をしていただくなど、これまで同様、円滑な議事進行に御協力をお願いいたします。

本日、議題が盛りだくさんでございまして、時間も限られておりますので、御協力をお願

いいたします。 

 まず、議題１「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律の一部改正について」です。要するに、青少年インターネット環境整備法の改正

の概要につきまして、内閣府から御説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、御説明いたします。 

 御承知のとおり、本法は６月16日に成立し、同23日に公布されております。官報を資料

１としてお配りいたしましたので、御参照願います。 

 それでは、改正の内容について御説明いたします。資料２をご覧ください。 

 改正の趣旨でありますが、スマートフォンアプリや公衆無線LAN経由のインターネット接

続が普及し、フィルタリング利用率が低迷している状況に対応するため、その利用促進を

図るために所要の措置を講じるものであります。 

 次に、改正のポイントは３つございます。 

 １つ目が、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対する３つの義務の新設で

あります。この資料２の真ん中に書いてございます。 

 さらに、３つの義務のうちの１つ目が、青少年確認義務（13条）であります。携帯電話

インターネット接続役務提供事業者等は、契約の相手方または契約に係る端末等の使用者

が、青少年であるかどうかを確認しなければならないこととされました。 

 ２つ目の義務が、14条のフィルタリング説明義務であります。13条と同様、契約の相手

方が青少年である場合はその青少年に対し、また、使用者が青少年であり、契約の相手方
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がその保護者である場合にはその保護者に対しそれぞれ、青少年が有害情報を閲覧する可

能性が高いこと、そして、フィルタリングサービスの利用の必要性を説明しなければなら

ないこととされました。 

 ３つ目の義務が、フィルタリング有効化措置義務です。これは新たに16条に設けられま

した。同じく携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務の提供と関連して端

末等を販売する場合において、契約の相手方または使用者が青少年であるときには、当該

携帯電話端末等に対してフィルタリング有効化措置を講じなければならないこととされま

した。 

 このフィルタリング有効化措置とは、端末に対するフィルタリングソフトウエアのイン

ストール・設定、この設定の中にアプリの機能制限に関するOSの設定も含むということで

ありますが、そういったことが想定されております。 

 なお、この義務は保護者がこの措置を希望しない旨を申し出た場合は除外されることに

なります。 

 改正法の２つ目のポイントです。資料２の下半分になります。インターネット接続機器

の製造事業者に対する義務の強化であります。フィルタリング容易化措置が義務づけられ

る機器に、携帯電話端末、そしてPHS端末が含められることとなりました。 

 それから、改正法の３つ目のポイントは、OS開発事業者に対する努力義務の新設（19条）

であります。フィルタリング有効化措置、フィルタリング容易化措置が円滑に講じられる

よう、OSを開発するように努めなければならない。OS開発事業者については、このような

努力義務が課されたということであります。 

 資料３をご覧ください。今まで御説明した内容を一覧表にいたしました。資料中、緑の

部分は現行法で既に手当てがされているところです。それに対しまして、斜線のところが、

改正法で新たに手当てがされた部分であります。 

 資料４では、現行法と改正法の新旧対照条文をつけております。 

 最後に資料５は、改正法本体の中から附則だけを抜粋しております。資料５の改正法附

則の第１条にございますとおり、この改正法は公布の日から起算して１年を超えない範囲

内で政令で定める日から施行するとされております。 

 １枚めくっていただきまして、附則の第４条がございます。新たにできました13条、14

条、16条の３つの義務の拡大を含め、青少年が有害情報の閲覧をすることを防止するため

の措置のあり方につきまして、検討条項、３年以内の検討が設けられております。 

 改正法の概要に関する説明は以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ここで、先ほど７月の異動で関係省庁の方の顔ぶれが一部変わっておりますと申し上げ

たのですが、経済産業省の情報経済課長がかわられましたので、御挨拶をお願いしたいと

思います。 

○松田情報経済課長 経済産業省情報経済課の松田と申します。 
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 ５年前にも一度、情報経済課でこの関係をやらせていただきまして、新たに課長として

赴任をいたしました。経済産業省としてやるべきことをしっかりやっていきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまの堀参事官の御説明につきまして、総務省、経産省から補足説明は

ございますでしょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございます。それでは、今、改正法の概要を御説明いただいたわけでござい

ますけれども、本件につきまして、御質問、御発言がありましたらお願いをいたします。

どなたからでもどうぞ。 

 藤川委員、どうぞ。 

○藤川座長代理 御説明ありがとうございます。 

 今回の法改正は、従来、やや曖昧だったところをかなり明確化していただいた貴重なも

のと考えております。 

 １点伺いたいのですが、いわゆる格安スマホあるいは契約の切れたスマートフォンとい

ったものに対して、この法律がどう機能するのかについて、読み取れることは読み取れる

のですが、よろしければ御説明をいただけるとありがたいと思います。 

○藤原座長 総務省からお答えいただけますか。 

○徳光消費者行政第一課長 格安スマホにつきまして、従来、音声つきのSIMだけがフィル

タリング提供義務の対象という解釈でございましたけれども、今回、データ通信専用のSIM

等についても対象になるということで、青少年確認義務やフィルタリングの説明義務とい

うものも新たに明定されました。 

 さらに、有効化措置に関して言えば、これはMNOでも同じですけれども、セットで販売す

るハードそのものについて義務がかかります。 

 一方で、古い格安スマホについては、電気通信事業者の関与ができませんので、そこは

対象にならないということになります。 

○藤原座長 よろしいですか。 

○藤川座長代理 はい。 

○藤原座長 ほかに、ございますでしょうか。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 資料３の一番下のその他インターネット接続機器なのですが、タブレット（Wi-Fiモデル）

とあって、今、藤川委員のほうから携帯の接続が切れた端末という話があったので、繰り

返しになってしまうかもしれないのですが、一番大きな問題だと思うのですが、タブレッ

トに関して、例えば法律上義務づけなくても、何か注意喚起を促すとか、メッセージを出

すという形で考えられていますでしょうか。それとも、今のところまだほかの、要するに

接続切れの通常のスマホとかと同じ扱いと考えていらっしゃるでしょうか。 
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 状況だけお知らせいただければ幸いです。 

○藤原座長 この点についても、総務省にお伺いしたほうがよろしいですか。 

 では、経産省からお願いいたします。 

○松田情報経済課長 まず、御指摘の点でございますけれども、表を見ていただいたとお

りフィルタリングの提供義務のほうはもともとかかってございますので、これは我々業界

団体を通じて、当然、義務ですので全ての機器に入っていることにはなってございますの

で、ベースとして、フィルタリングを消費者の方が受けとってやるということはできるわ

けです。 

 他方で、今、御指摘のあったところは、まさに左側の流通のところです。ただ、これは

携帯の流通網に比べましても、オンラインですとか家電量販店とか、流通経路が多種多様

でございまして、なかなか一律で簡単に規制することが難しい分野ではあると思ってござ

います。 

 ただ、委員御指摘の、どうやって普及啓発していくのか。例えば、今でも任天堂など、

積極的に取り組んでいる会社さんもいらっしゃいますので、そういう取り組みを、業界団

体とかを通じて称揚していくようなことは、総務省さんとも御相談しながら、できること

を考えていきたいと思ってございます。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 保護者の皆様へというリーフレットというか紙が１枚入っているだけでも違うと思いま

すので、ぜひ取り組みのほうをよろしくお願いいたします。 

○松田情報経済課長 検討したいと思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいですか。 

 それでは、この議題はこの辺までとさせていただきまして、次に議題２「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に係る施策に関する事項について」に移り

たいと思います。 

 初めに、内閣府から「フィルタリングに関連する各種データの分析結果」について御説

明をお願いしたいと思います。 

○堀参事官 それでは、御説明いたします。 

 資料６をご覧いただきたいと思います。既に御報告いたしましたとおり、毎年、実態調

査をやっているのですが、今般、平成28年度の実態調査のデータをもとに行ったフィルタ

リングに関連するクロス分析の結果について、御議論の御参考としてお示ししたいと思い

ましてまとめたものでございます。 

 まず、資料６の１ページ目は、資料６全体にわたる注釈を記しております。後ほど内容

を説明いたしますが、大項目が１、２、３と分かれておりますうち、大項目１と２、資料

のページでいきますと２ページと３ページにつきましては、青少年のインターネット利用

率が最も高いスマホに限って分析をしております。ここでいうスマホは実態調査の調査票
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記載の「NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、ワイモバイルで契約したもの」を指しておりま

す。 

 また、大項目３、４ページと５ページにつきましては、一部の調査項目で機種別の数値

が出せないものですから、スマホに限らずネット機器全般の数値で統一しております。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 資料の２ページ目をご覧いただきたいと思います。平成28年の実態調査に回答していた

だきました保護者数は、5,000サンプルをとったうち3,541人でありましたが、そのうち子

供にスマホを使用させていると回答された保護者は1,723人となります。 

 ネットに関する教育啓発について、この1,723人の保護者のうちフィルタリングを使用し

ている保護者と、それと最も対極に位置すると考えられるネット管理対策を行っていない

と回答した保護者の傾向を比較してみました。詳細は２ページ目の一番上の段、特に右側

の四角が1,723人の内訳となっておりますので、御参照いただければと思います。 

 では、フィルタリングを使っている、あるいは管理対策を行っていない保護者について、

何を比べてみたかという比較項目が（１）から（３）までの３つです。すなわち、フィル

タリングの認知度、２つ目がネット上の危険性の具体的な認識、３つ目がネットの危険性

に関する教育・啓発を受けた経験またはその機会であります。 

 その結果、フィルタリングを使用している保護者、その対極にあると考えられるネット

の管理対策を行っていませんと答えた保護者も似たような傾向でありまして、それぞれ学

校教育における情報伝達が大きなウエートを占めているというのは共通点であります。加

えまして、両者とも約９割の保護者が、フィルタリングもネット上の危険性も知っている、

あるいはその危険性に関する教育や啓発を受けたことがあると回答しております。 

 そこで、２ページの一番下に論点①として掲げさせていただきました。フィルタリング

認知度あるいはインターネット上の危険性の認識等が大きく異ならないにもかかわらず、

最終的な行動としてフィルタリングを使用するかしないかに差異が生じる理由は何であろ

うかということが疑問として浮かび上がるのではないかと考えます。 

 続きまして、３ページをご覧いただきたいと思います。先ほどと同じく、フィルタリン

グを使用している保護者とネットの管理対策を行っていない保護者につきまして、その両

者がネットの安全利用についてどのような取り組みが必要と考えているかという点を比較

してみました。 

 結果、両方とも９割以上の保護者の方が、何がしかの取り組みが必要であると回答して

おります。具体的な項目としては「有害サイトへの規制強化」を最も多く挙げております。 

 また、今回の議題であるフィルタリングに関しましては、フィルタリングを使っている

保護者の約５割が「性能の向上」、約４割が「操作の簡易化」が必要ではないかというこ

とを挙げております。 

 そこで、論点②として挙げさせていただいたのが、フィルタリングを使っている保護者

が望む「性能の向上」あるいは「操作の簡易化」の方向性とか具体策は一体何であろうか
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ということが挙げられるのではないかと考えております。 

 続きまして、４ページをご覧いただきたいと思います。次は、一度はフィルタリングを

使用していながら、調査をした時点では何らかの理由により解除した保護者に焦点を当て

てまとめてみました。 

 具体的には、この対象となる保護者の数は少なくなりました。４ページの右端の上の段

に書いてございますとおり、子供にネット接続機器を使用させている保護者は、全部で

3,282人いるわけですが、そのうちフィルタリングを使っていたけれども解除しましたとい

う方は84人となります。ですので、この84人の中身に焦点を当てて、以降、述べていると

いうことであります。 

 まず、確認した項目は（１）と（２）で、（２）はアとイに分かれます。まず「（１）

保護者がフィルタリングを解除した理由」であります。フィルタリングを使わなくてもネ

ット利用を管理できるという理由のほか、フィルタリングで制限されたサービスやアプリ

を子供に使わせたい、あるいは子供にとって不便を感じたという、いわゆる子供のネット

利用の利便性に関する理由が多く挙げられております。 

 また、（２）のアは、保護者の解除理由と、解除した子供がどのような利用目的を挙げ

ているかというクロス分析であります。（１）で述べました解除理由で多かった「使わな

くてもネット利用を管理できる」「フィルタリングで制限されているサービスやアプリを

使わせるため」「子供にとって不便だと感じた」の３つの解除理由のいかんにかかわらず、

子供のネット利用目的で多いものは「コミュニケーション」「動画」「ゲーム」「音楽視

聴」「情報検索」の順となっております。 

 次に、５ページであります。（２）のイは、保護者の解除理由と、保護者が子供の安全

なネット利用に必要だと考える取り組みについて、クロス分析をしてみました。 

 そうしたところ、フィルタリングを解除した保護者の９割以上が、フィルタリングを解

除してもなお、ネットの安全利用に関して何がしかの取り組みが必要と考えると。中でも、

有害サイトの規制強化を挙げている方は多いというところがあります。 

 それから、今回のテーマであるフィルタリングに関しましては、性能向上を挙げる割合

が高い傾向を示しております。 

 以上から、フィルタリングを解除した保護者は、必ずしも納得してフィルタリングを解

除しているわけではなく、子供のネット利用に何らかの懸念を抱きつつも、利便性を選ん

で解除に至っている可能性があるのではないかと考えられます。 

 そこで、論点③として最後に書かせていただきました。フィルタリングあるいはフィル

タリングを含むネットの安全対策の双方に、ユーザーの「多様なニーズ」や「ネットリテ

ラシー」に応じた選択の多様性が、もしかしたら求められる可能性もあるのではないかと

いうことです。 

 以上が、内閣府からの報告であります。 

 申すまでもございませんが、素材は全て平成28年のアニュアルの実態調査だけが検討の
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材料でありますので、もちろんほかの要因を入れれば、もうちょっと別な結果が出てくる

かもしれませんが、とりあえず議論の御参考としてクロス分析の結果を紹介させていただ

きました。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 資料の６ページに、まとめとして３つの論点を挙げていただいております。質疑につき

ましては、この後、電気通信事業者協議会の発表後にまとめて行いたいと思っております。 

 次に、一般社団法人電気通信事業者協議会から御発表をお願いいたします。 

○有木委員 電気通信事業者協議会の有木でございます。 

 本日の資料につきましては、当協会の移動電話委員会の傘下で、青少年のさまざまな課

題、問題を審議しております青少年有害情報対策部会の部会長をやっていただいておりま

すソフトバンクの松井さんから説明をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○TCA松井氏 TCAの松井です。早速、資料７に沿いましてフィルタリングサービスの普及

に向けたTCAの取り組みにつきまして御報告をさせていただきます。 

 ページをおめくりいただきまして１ページ目、目次なのですけれども、本日につきまし

ては、これまでの経緯、取り組み状況の進捗、今後の取り組みの３点につきまして、簡単

に御報告をさせていただきたいと思います。 

 ３ページ目をご覧ください。まず、経緯なのですけれども、少しおさらいの部分も含み

ますが「スマートフォンの普及に伴う課題の整理とその対策案の検討経緯」ということで

まとめております。 

 まず、昨年６月までに総務省様のタスクフォースにてスマートフォン時代に即したフィ

ルタリングサービスのあり方に関しての論点整理がなされました。 

 その後、フィルタリング利用促進検討会というものを民間で立ち上げまして、外部機関

による調査とか有識者による検討を通じて、詳細は後述しますけれども新モード（「高校

生プラス」）という新カテゴリーの設定ですとか、あとはフィルタリングサービスの名称

統一といった御提言をいただきました。 

 それを受けまして、昨年12月、同じく総務省のタスクフォースで、そちらの検討会の方

向性に基づいた取り組みの御承認をいただいたという経緯になります。 

 以上を踏まえまして、TCAとしましては「フィルタリングのわかりやすさ向上」とか「販

売時における対応のさらなる向上」、「新モード（「高校生プラス」）の提供」といった

３点につきまして、３月１日より順次実施している次第です。 

 なお、注釈に書いているのですけれども、新モードの一部である端末機能制限の導入時

期につきましては、今、事業者の中で継続検討している段階でございます。 

 ページをおめくりいただきまして「２．取組み状況の進捗」ですけれども、まず、理解

度向上のための取り組みということで、利用者・保護者の皆様へのわかりやすさ向上のた
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めに、幾つか取り組みを行っています。 

 これまで、各社のフィルタリングサービスの名称ですとかアイコンがばらばらでござい

ましたので、こちらにつきましては共通化を行いました。また、説明内容の統一、書面に

よるリスク説明と理解度確認強化といったことも行っております。ここにつきましては、

特に説明書面の中で、SNS利用の注意喚起の強化を中心に、いろいろなツールの改善とか更

新を行ったところです。 

 以上の取り組みによって、利用者ですとか保護者の皆様からは、わかりやすさが向上し

たといったような反応をいただいておりますし、店頭のスタッフの方からも、説明がしや

すくなった、あるいは接客意識が向上したといったようなポジティブな声も一部上がって

いるところでございます。 

 ６ページ目、新モード（「高校生プラス」）の話なのですけれども、こちらはこれまで

小・中・高の３段階だったカテゴリーに、３月１日から「高校生プラス」というものを追

加いたしました。「高校生プラス」につきましては、今までの「高校生モード」よりも、

より一歩リテラシーの高い方向けのモードになっております。具体的には、違法有害情報

はこれまでどおり制限をし続けるのですけれども、SNSの一部を利用可能にするようなモー

ドになっております。 

 こちらの各モードの選択につきましては、店頭で年齢等に応じて説明を行いますので、

それをもとに利用者・保護者の皆様から、みずからの判断で的確なレベルのサービスを選

択いただくような運用になっております。 

 特に、新しく入れました「高校生プラス」につきましては、先ほど御説明したとおり、

SNSの一部が利用可能でございますので、今の時点では安易にお客様にお勧めすることはし

ておりません。現時点では、能動的な説明とか積極的な推奨はせずに、あくまでもノーガ

ード層、フィルタリング自体要らないというお客様に対して、救済的な位置づけでこのモ

ードに入っていただくような形で、ラインアップの一つとして設けたという趣旨でござい

ます。 

 ７ページ目は、参考に「高校生プラス」を入れたことに関しての反応をまとめているの

ですけれども、保護者の方へのヒアリングの結果としましては、「高校生プラス」を選択

したお子様の学齢としては高校生が約８割、「高校生プラス」を選択した理由としまして

は、SNSを利用できるからというのが約９割、「高校生プラス」がなかったらフィルタリン

グ自体に加入していましたかという設問に関しては、加入していなかったというのが約５

割という結果になりました。 

 また、店頭のスタッフへのヒアリングもあわせて実施しましたけれども、「高校生プラ

ス」を提供開始した結果、フィルタリング不使用の申し出者が減りましたとか、あとはフ

ィルタリングへの保護者の意識が以前に比べて高くなったという声をいただいています。 

 その一方で、高校生はフィルタリング加入希望者がそもそも少ないですとか、こちらか

ら勧めることはないのですけれども、高校生以外でも「高校生プラス」を利用したいとい
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う希望があるという声も一部ありましたので、先ほど申し上げたとおりノーガード層に対

しての役割という意味では、「高校生プラス」は一定のプラス効果があると思いますけれ

ども、まだ適切なフィルタリングの利用促進という観点では、幾つか課題も残っているの

かなという認識をTCA側ではしております。 

 ８ページ目は、これまでの取り組みの成果を簡単にまとめております。まず、わかりや

すさの向上に関しましては、店頭スタッフの意識向上ですとか利用者・保護者の理解度向

上というような効果が見られました。また、新モード（「高校生プラス」）の導入につき

ましては、先ほども申し上げましたとおり、SNS利用に関するニーズの存在ですとか、ノー

ガード層への救済効果となっている点から、需要はあるのかなということで確認をしてお

ります。 

 今後なのですけれども、「高校生プラス」につきましても、リスクですとかサービス説

明のより一層の徹底を図った上で、利用者・保護者の皆様が適切に判断できるように、店

頭のサポートをより一層充実させて実施してまいりたいと考えている次第です。 

 ページをおめくりいただきまして「３．今後の取組み等」です。 

 10ページ目をご覧ください。業界における環境整備なのですけれども、こちらは引き続

き、電気通信事業者を中心としまして、リテラシー向上、フィルタリングサービス向上と

いった目的に向けて、関係するステークホルダーの皆さんはかなり多いので、そちらの皆

様と連携を深めまして、新たな枠組みを構築していきたいと考えている次第です。 

 11ページ目、その他通信事業者の個別の取り組みなのですけれども、今まで御説明した

以外に、フィルタリングサービスの質を向上する各種取り組みを随時導入し始めておりま

す。一例としまして、左半分に書かれているように、フィルタリングカテゴリーごとの主

なSNSのブロック対象リストを作成しまして、ホームページに公開したり店舗へ展開したり

ということを行っております。 

 また、設定画面がわかりにくいという声もかなりいただいておりましたので、右半分に

ありますように、一部事業者ではフィルタリングサービスの管理者画面を改良して、学齢

レベルの設定とかカスタマイズをする際の使い勝手の向上といったところの改善を図って

いる次第です。 

 12ページ目、リテラシー向上に向けた啓発活動につきましては、今後もリテラシーの向

上に向けた各種啓発活動を継続してまいりたいと考えております。下に書かれているのは

昨年度の例ですけれども、ケータイ教室とか各種研修に関しましては、開催数が約１万

2,000回、受講者数で約200万人弱の方に対しての各種研修等を行っております。 

 また、新学期の時期に合わせた春の一斉行動につきましては、先ほど御説明した名称、

アイコンの共通化といった内容とあわせて、PR活動を積極的に図っていきました。 

 早足だったのですけれども、TCAの説明は以上なのですが、前段で御説明がありましたよ

うに、今後、法改正が予定されていますので、こちらの各種取り組みは、事業者の中では

加速化して対応していきたいと思っています。 
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 また、説明は割愛させていただきますけれども、参考までに各社の最新の説明ツール等

をつけておりますので、そちらもお時間があるときにご覧いただければと思います。 

 以上で、TCAの説明を終わらせていただきます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ただいまの発表に関して、総務省から補足説明があるということでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○徳光消費者行政第一課長 資料８に基づきまして、MVNOのフィルタリングの取り組みの

関係を、簡単に御説明させていただきます。 

 MVNOのフィルタリングの提供につきましては、業界団体でありますテレコムサービス協

会のMVNO委員会と連携して、我々としても取り組んできたところでございまして、同委員

会では、2015年３月には業界のガイドラインも策定、公表して、フィルタリングサービス

の加入奨励も行っているところではございます。 

 今般、総務省として、改めてMVNOに対して、青少年インターネット環境整備法の適用関

係について５月11日に周知を行っております。この５月11日というのは、環境整備法の改

正がまだ成立するかどうかも見えてない時でしたけれども、一方で、MVNOも順次、普及し

てきているということで、改めて行ったものでございます。音声つきのSIMカードなど、携

帯電話端末等からのインターネットへの接続を可能とする役務については、通常、現行法

でも適用されます、これらの法令内容について、改めて了知の上、対応を徹底してくださ

いというものでございます。 

 併せて、５月25日時点で、フィルタリングの実施状況はどうなっているかということも

調査を行っております。調査対象事業者は計54社ということで、これは契約者数３万人以

上の事業者ということでありますけれども、これで契約者数の全体の95％以上を占める形

になっております。 

 その結果でありますが、フィルタリングサービスの提供を実施しているところは24社で

す。同未実施というところで、理由としましては法人向け、モジュール型、データ通信専

用、18歳未満の契約、利用不可、その他未実施ということであります。18歳未満の契約、

利用不可が１社ありますけれども、これは今後、フィルタリングサービスを実施していき

ますという話を伺っております。 

 その他未実施というところが、現行法の中ではフィルタリングサービスの提供義務があ

るということなのですけれども、これは当然、我々としても指導しておりまして、これら

につきましても基本的に今後、実施予定となっております。 

 いずれにしましても、また環境整備法が改正されましたので、今後の制度整備等にもあ

わせて周知をして、実施の徹底を図っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 以上が、議題２に関する報告と発表でございます。 
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 続いて、これらに関する質疑、討論へ移りたいと思います。 

 先ほどの資料６の６ページに論点が３つ掲げられております。その後、電気通信事業者

協会から御発表いただきました。そして今、総務省から補足説明をいただいたわけでござ

います。 

 これらに関して、御意見のある方はお願いいたします。 

 それでは、小城委員からお願いいたします。 

○小城委員 聖心女子大学の小城と申します。御報告ありがとうございました。 

 今、資料６の分析結果について、論点が明確になっていて非常にわかりやすいと思いま

した。特に論点①に関心を持ったのですけれども、何かこれの答えになるようなデータを

お持ちかどうかということを伺いたいと思います。 

 といいますのは、いただいている資料の２ページ目にフィルタリングを使用している保

護者と管理対策をしていない保護者の比較がなされていますけれども、（２）の危険性に

関しては、確かに大差はないとはいえ、管理対策を行っていない保護者のほうが、認識が

全体に低いのだなということがわかりますが、（３）の教育・啓発を受けた機会や経験の

有無でいうと、学校の保護者会などで説明を受けた、学校で配布された啓発資料で知った

というところが、特に大きく差があるように思われます。もしかすると、ここが２グルー

プを分けている一つの要因なのかもしれないなと、このデータから思いました。 

 今まで何回も参加させていただいていますけれども、過去にこの検討委員会の中で何回

か出てきたお話で、地域とか学校教育のコミュニティやネットワークから外れている家庭

が、どうやらこうした取り組みや認識から取り残されているのではないかという指摘が、

何回か共通して出ていたかと思います。 

 どちらが原因でどちらが結果なのかはわかりませんけれども、もしそうしたことが原因

なのであれば、それを取り組んでいくのは地域レベルから草の根の話になるのかもしれま

せんし、パーソナルネットワークの重要性がここから浮き彫りになるのかもしれないとも

思います。 

 これは仮説的な御提案なのですけれども、もし、この論点①に関して、何か取っかかり

になるようなデータなり根拠なりをお持ちでしたら、お教えいただきたいと思います。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 事務局から何かございますか。 

○堀参事官 なぜ差が生じたかという理由についてのデータなり判断材料は、これ以上ご

ざいません。 

 おっしゃるとおり（３）のデータを見ますと、学校教育の話は確かにフィルタリングを

使っているほうが若干高いと。管理対策を行っていないほうは53％とあるのですが、実は

ここでプレゼンする際にどう申し上げるかは結構考えたところでございまして、53ではな

くてもっと半数より少なくて、極端に低かったら、そういうところを取り上げるのもあれ

かなと思ったのですが、曲がりなりにも半分が答えているので、例えば学校教育の有無、
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学校での啓発の有無が決定打になり得るかどうかまではあえて申し上げなかったというの

が本音のところでございます。 

○藤原座長 小城委員、よろしいですか。 

○小城委員 ありがとうございます。 

○藤原座長 それでは、上沼委員、引き続きお願いします。 

○上沼委員 今の件に関連して伺いたいのですけれども、４月のデータ発表のときに、フ

ィルタリングの認知度が非常に下がっていて、フィルタリングを確実に知っているという

保護者さんが６割だったと思うのです。 

 ところが、こちらの（１）だと、フィルタリングを知っていたという保護者が96％や90％

になっておりますので、この中には、「何となく知っていた」というレベルの認知度の方

が入っているのではないかと思われるのですけれども、その辺は、データはございますで

しょうか。 

○藤原座長 事務局、お願いいたします。 

○堀参事官 フィルタリングを知っていた計自体が、今、上沼先生がおっしゃいました、

４月に発表しました、知っていたと何となく知っていたの両方を合わせた数でございます。 

○藤川座長代理 そこに差があるのか。 

○上沼委員 そうですね。 

 私の、もしかしてという推測で、管理対策は行っていないという保護者さんのうちに、

例えば何となく知っていたという方の数が多いということはないのですかということです。 

○堀参事官 しばしお待ちいただけますか。 

○上沼委員 もしわかればでいいので、済みません。 

○藤原座長 今の何となくというのと、管理対策のところの関係性があるのかという御質

問ですので、しばしお待ちください。 

○上沼委員 別に、先に進めていただいて。 

○藤原座長 今、見ておりますので、ほかに。 

 金井委員、お願いいたします。 

○金井委員 高Ｐ連の金井です。 

 同じ（３）の資料なのですけれども、まさにこのとおりと思っております。 

 具体的にお教えいただきたいのが、今後のテーマの性能の向上と操作の簡易化です。 

○藤原座長 もしできましたら、①に絞って。それぞれ個別にやりたいと思っていますの

で、申しわけございません。 

○金井委員 そうですか。わかりました。 

 ①に関しては、我々高Ｐ連としても、今まさに地区大会とか全国大会が行われておりま

して、そういう分科会の中でこういうテーマをやっております。 

 ただ、先ほどの関心のない保護者は、そういうところには参加しないので、５月、６月

にPTA全員の総会があるので、各学校に対しては総会の中でこういった内容を説明してくだ
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さいということをお願いしているので、興味のない人たちも参加するところで、なるべく

話ができるようにしている。 

 これは意見というか、こういうことをやっているということです。 

 後でまたやります。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 事務局、よろしいですか。 

○堀参事官 先ほど問い合わせのありましたフィルタリングを使っていたの内訳でありま

すが、まず、フィルタリングを使っていると答えた738のうちの内訳ですと、きちんと知っ

ていたというのが553、何となく知っていたが185です。それに対しまして、管理対策を行

っていないのほうで見ますと、225の内訳になりますが、知っていたが142、何となく知っ

ていたが83という内訳になります。 

 もう一回、申し上げますと、738の内訳は553対185です。225の内訳は142対83です。 

 以上でございます。 

○上沼委員 ありがとうございます。 

○藤原座長 上沼委員、ひとまずよろしいですか。 

 続けてください。 

○上沼委員 管理対策を行っていない保護者では、「何となく知っていた」という認識の

方の割合が多いので、そうだとすると、「何となく知っていた」というレベルだと、フィ

ルタリングという機能があるのは知っていても、それがどういう効果があるかまでは知ら

ない可能性があるのではないかなと思われるため、その辺のところがわかると、今後の対

策に効果があるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○藤原座長 貴重な御指摘ありがとうございました。 

 それでは、論点①につきまして、何かございますでしょうか。 

 藤川委員、お願いします。 

○藤川座長代理 先ほどの小城委員の御発言に絡んで、私の解釈なのですけれども、内閣

府の資料６の３ページをご覧いただきたいのですが、管理対策は行っていないという方は、

フィルタリングの性能を向上させるとかフィルタリングの操作を簡単にするというところ

の数値がかなり低いのです。 

 つまり、私の解釈では、管理対策を行っていない方はフィルタリングに対して非常に期

待が低いということがあろうかと思います。TCAの皆様を初め、いろいろな方々が対策をと

っていただいているのですが、フィルタリングを使わない方の中に、フィルタリングに対

して期待を持っていない方がかなり多いということが大きな問題ではないかと考えており

ます。 

 そういうことは、フィルタリングが信頼性を確立し、期待してもらえるようになること

が実は課題なのであって、認知とかそういうレベルの話だけではなくて、期待というレベ
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ルでも議論しなくてはいけないのではないかということが、私の意見でございます。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 期待感の問題であるというお話なのですけれども、ほかにはよろしいですか。 

 今の点ですか。金井委員、どうぞ。 

○金井委員 今の内容で、性能の向上とか操作性の簡易化は、具体的にどういったものか

教えていただければと思います。先ほどの質問はそれでした。 

○藤原座長 今のお話は信頼性のお話なので、確かに藤川委員が言われた信頼性の向上は、

多分、次の論点である性能の向上とか操作の簡易化のお話のところに密接につながるので

すけれども、まだそこに至っていない段階でございます。 

 どうぞ。 

○上沼委員 今の藤川先生の御意見なのですけれども、先ほどのフィルタリングの認知度

のレベルや、実際にフィルタリングを使っていない利用者はフィルタリングは不便だとい

うことも知らないはずだという点を合わせて考えれば、期待度というよりもやはり認知度

の問題ではないかと思ったので、その点、追加で申し上げます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 やはり認知度の問題ではないかという解釈もあったということでございます。 

 そのあたりは、今後の課題とさせていただいて、事務局ともよく勉強させていただきた

いと思っております。 

 それでは、次に、フィルタリングを使用している保護者が望む性能の向上、操作の簡易

化の方向性または具体策として何が考えられるかということで、これも委員の皆様方から、

具体的な御示唆を賜りたいということでございますけれども、いかがでしょうか。 

 まず、金井委員、何かございますでしょうか。 

○金井委員 その辺が具体的にわからなかったので、先ほど質問させていただいたので、

教えていただければということです。 

○藤原座長 それでは、尾花委員、お願いいたします。 

○尾花委員 先ほどの①の件と関連しているのですが、藤川委員のほうから今、フィルタ

リングの性能を向上させるとフィルタリングの操作を簡単にするという２項目が低いとい

うことを御指摘いただいて、この２つも低いのですが、実は一番、フィルタリングを使っ

ているとの差異があるのは、もしかするとフィルタリングの使用を徹底させるというとこ

ろではないかとこの数値を見て思っていて、フィルタリングの徹底などはいらないと思っ

ているのかなと。要するに、フィルタリングに期待している、していないというのももち

ろん理由にあるでしょうし、フィルタリングのことをよく知っている、知らないというの

ももちろんあるのでしょうけれども、特に年齢が大きくなると、もう面倒くさいから要ら

ないというのが親の本音かなとちょっと思っています。 

 要するに、対策というのは、もう親がすべきことではないと思っている年齢層がいらっ
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しゃるのではないかと。特に金井委員が御心配されていた高校生ぐらいになってくると、

ここがすごく数値が気になっていて、フィルタリングに対して知っているという人も、多

分、フィルタリングというものを携帯電話のころから知っていると。フィルタリングがあ

るのは知っている、フィルタリングというのは、見てはいけないものを見せないようにす

るものだぐらいにしか認知していないくて、この知っていると答えてくれた人たちの中に、

例えば子供の安全を守るためにフィルタリングとはこういう仕組みなのだよ、見られるも

のは自分で選べるのだよみたいなところまでは知っているかというと、がくんと数値が減

ると思うのです。 

 もちろん、正しく知ってもらうのと同時に、要らないと考えている人をすくい上げるの

か切り捨てるのかは、どこかの段階で判断しないといけない状況になってきているから悲

しいことで、長年取り組んできた身としては、ここを切り捨てるということを言いたくな

いのですが、逆に、フィルタリングの使用を徹底させてほしくないと思っている、欲しい

というのが低いということは、欲しくないと思っている人もいるのかなと。その人たちの

意識を変えるまで頑張るのかどうかは、すごく大きな課題ではないかと思います。 

 何の答えにもなっていないところなのですが、問題提起として発言させていただきまし

た。 

 以上でございます。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 ほかには、いかがでしょうか。 

 尾上委員、お願いします。 

○尾上委員 尾上です。 

 私たち日本PTA全国協議会に関しましては、毎年アンケートはとらせていただいているの

ですが、フィルタリングに関して集中したアンケートの回答のとり方ではないということ

と、その分析したものをフィードバックしていないということがありましたので、この件

に関しましては、私たちも反省すべきところでもあります。ただ、安心協さん初め、e-ネ

ットキャラバン、またいろいろな啓発に関しては、積極的に取り組んでいるという実績が

ありますので、そういった面では、このフィルタリングに特化して、我々もどうにか対応

を打っていく必要もあるかと思います。 

 今まで、インターネット環境整備法ができてからの日本PTAのアピールを１回目、２回目

という形で変えてはきていますが、今後、変化が激しくなる流れからしますと、ここの認

識がどれだけあるのかということより、先ほどいろいろな委員が言われているような内容

をしっかり把握して対応していく必要があるのかと思いますので、意見として出させてい

ただきます。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 上沼委員、お願いします。 
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○上沼委員 ②については、これがまさにフィルタリングを解除した理由のところと関連

してくるのではと思うのですが、４ページのフィルタリングを解除した理由のところで、

例えば、「フィルタリングで制限されているサービスやアプリを使わせているため」とい

う理由があげられています。しかし、例えばiPhoneであればアプリはフィルタリングによ

る制限はかかっていませんし、Androidであればカスタマイズがきくはずなので、フィルタ

リングで制限されているサービスやアプリを使わせるためにフィルタリングそのものを解

除するという選択肢をとってしまうこと自体が、フィルタリングをよく理解していないと

いうことなのかなと思われます。 

 とすれば、ここの使い勝手のところとしては、操作の簡易化の方向性としては、カスタ

マイズのところをもう少し簡易にするなどの方法が考えられるのかなと思われるわけです。 

 あと、「フィルタリングを使っていたが解除した」保護者がネット利用目的として「コ

ミュニケーション」をあげている率が84.7％になっていますが、先ほどのTCAさんの御発表

の11ページによれば、高校生、中学生のフィルタリングをかけていても、一部のコミュニ

ケーションサイトは使えているわけです。そうしますと、ここでいうフィルタリングを解

除しても使いたいコミュニケーションサイトというのは、例えばTwitter、インスタグラム、

Facebookなどになり、結局、ここでいう「コミュニケーション」というのは特定のサービ

スを使いたいということになっているのかと思われます。 

 だとすると、保護者の望む性能の向上とは、子供が使っているサービスを使わせるフィ

ルタリングという意味になってしまい、本当にそれは、青少年保護の見地から望ましいの

か、というのが若干の懸念点として思っているところです。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 今の点も大変貴重な御指摘で、要するに、望んでいるもののギャップがあるということ

ですね。非対称性があるということですね。 

 ほかに何かございますか。 

 藤川委員、お願いします。 

○藤川座長代理 今の点は、私は大変重要な点だと思います。まず、カスタマイズという

ものに上沼委員は期待をされているようなのですが、私はカスタマイズというのは非常に

ハードルが高く、保護者としてはそれは使い勝手が悪いという評価につながりやすいので

はないかと考えております。 

 そういうことで、TCAさんから御提案いただいている「高校生プラス」というところに期

待が高まるわけでございます。ただ、上沼委員もおっしゃっているように、子供が使わせ

たいサイトを使わせるだけのサービスになってしまったら、これは危険になってしまうわ

けでありまして、この「高校生プラス」というものを、どのようにうまく機能させるかと

いうのが今後の課題ですね。 

 そのためには、Twitterのように多くの人が使っていながら、犯罪被害に多く結びついて
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しまっているサービスが存在してしまうことが問題で、これは後から警察庁の方の資料で

も御説明があると思うのですけれども、主要なサービスについては犯罪を抑止していく取

り組みとセットでないと、なかなか「高校生プラス」というのは普及させられないという

ことが問題なのではないかと思います。 

 方向性としては、カスタマイズはもちろんあったほうがいいのですけれども、余り頼れ

ないと私は思っておりまして、「高校生プラス」のような手軽に設定できて、おおむね安

全というレベルのものを広く普及させる努力に向かうべきではないかなというのが私の意

見でございます。 

○藤原座長 具体的なお話を示していただきまして、御礼を申し上げます。 

 具体策として何が考えられるかという方向からも御意見いただきたいと思いますので、

ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、もう一つ論点がございます。３つ目の論点が、フィルタリングまたはフィル

タリングを初めとするネットの安全対策の双方に、ユーザーの多様なニーズやネットリテ

ラシーに応じた選択の多様性が求められているのではないかと。これは、求められている

のではないかというこちらからの投げかけでございますけれども、この点はいかがでござ

いましょうか。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 意見というか、実際このアンケートを答えてくれた人の層を考えてみたいな

と思ったのです。 

 今、ここで議論しているのは、これが何となく相対的なアンケート調査の結果のように

見えていますけれども、実は答えてくれた人はそれなりに真っすぐ受けとめてくれている

人たちで、そもそも使わせたくないとか面倒くさいから解除したいという人たちの層は、

答えてくれていないと。だから、かなりピラミッドの上のほうの人たちの答えとして、こ

の割合だということが、すごく大きな問題ではないかと思います。 

 この理由を、先ほど上沼委員からお話があったように、具体的に名前を出してしまいま

すけれども、例えばTwitterが問題なのであれば、Twitterを使わせたいからだとすると、

事件やトラブルもTwitterが多いとすると、ここの差異をどう埋めていくか。もちろん

Twitter社に努力していただくことにほかならないのですけれども、そこの部分が、子供た

ちの利用と業界の取り組みと私たちの体制とか、３つ整わないと、多分、いつまでもここ

で議論していても何の解決策も出てこないのではないかと思います。せっかくTwitter社が

ことしになってようやくセーフティーなどと言い始めてくれたので、このタイミングにち

ょっと働きかけがあってもいいのかなと。そうすると、この数字がもし大きく改善するの

であれば、そこの１つの取り組みでかなり青少年の方向性が変わってくるような気もしな

いでもないので、そういった指導とかができればいいなと個人的には思っております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 
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 第３の論点は、この選択の多様性が求められているのではないかという言葉にあります

ように、既にTCAのほうから「高校生プラス」ということも御紹介いただいて、選択の一つ

を示していただいたわけなのですけれども、論点①、論点②と重なってくるところはある

と思いますが、まだ若干時間がございますので、どうぞ御自由に意見をいただければと思

います。 

 藤川委員から、質問をどうぞ。 

○藤川座長代理 今の尾花委員もTwitterのことをおっしゃっていたのですが、私は先ほど

「高校生プラス」ではTwitterを使えるという認識で伺ったのですけれども、「高校生プラ

ス」で使えるSNSはどの範囲なのかと厳密に聞いておりませんでしたし、資料を見ても書い

ていないので、もしよろしければ「高校生プラス」で使えるSNSの範囲というのは何なのか。 

 ありましたか。あったら済みません。 

○藤原座長 書いてありましたね。 

 資料の11ページの左側に、一覧表を作成していただいている。これのことですね。 

○藤川座長代理 では、Twitterは制限されるのですね。 

○TCA松井氏 フィルタリング事業者は複数いますので、全部が全部細かくは合致していな

いのですが、基本的にはこのようなイメージだと考えます。 

○藤川座長代理 この11ページの表は「高校生プラス」の表と理解していいのですね。 

○TCA松井氏 11ページは各モードのマル・バツを入れています。「高校生プラス」は一番

右です。 

○TCA佐治氏 現状、フィルタリングサービスに関しましてはドコモ、KDDI、ソフトバンク

で、ドコモ、KDDIがネットスターさんのリストを使っておりまして、ソフトバンクはデジ

タルアーツさんのリストを使っております。 

 Twitterに関して申し上げますと、ドコモとKDDIのサービスでは、先ほどの11ページの表

のとおり、Twitterに関しては「高校生プラス」では使えません。一方で、デジタルアーツ

のリストのほうでは今、Twitterが使える状況になっていますので、使っているフィルタリ

ング事業者さんのほうで分かれているという現状でございます。 

ドコモとKDDIは使えなくて、今、ソフトバンクは使える状況です。 

○藤原座長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。 

 ほかによろしいですか。上沼委員、お願いします。 

○上沼委員 度々済みません。 

 選択の多様性の話でいえば、カスタマイズが選択の多様性という意味では究極だとは思

います。ただ、先ほどの藤川先生の話を踏まえれば、それだと面倒くさいから、ある程度

は画一化したものがなくてはいけないというところで、画一化との調整をうまく探らなく

てはいけないということかなと思います。確かに全部自分で判断することになるとユーザ

ーが大変なので、ある程度、誰かがこういうのでどうですかという推奨セットみたいなも

のを出さないと、なかなかユーザーは使いにくいというところはあるかと思いますので、



22 

 

その辺の多様性というところにうまく調和が必要なのかなと思いました。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 こういったものは自由だろうという人に対して、どのくらいパターナリスティックに介

入するかというお話ですので、委員御指摘のとおり、そのバランス感覚が重要なのだろう

と思います。 

 それでは、ひとまずこのあたりとさせていただきまして、最後は時間が余りましたら全

体的に御意見を賜りたいと思っています。 

 次に、議題３に移りたいと思います。初めに、警察庁情報技術犯罪対策課のほうからコ

ミュニティサイト等に起因する事犯の現状と対策について、御説明をお願いしたいと思い

ます。 

○今村情報技術犯罪対策課長 警察庁の情報技術犯罪対策課長の今村でございます。 

 お手元の資料に基づきまして、御説明をさせていただきます。 

 大きな項目として３つ挙がっておりますけれども、１番目の項目と２番目の項目につき

ましては、２ページ目以下のグラフをもとに御説明をしたほうがわかりやすいかと思いま

すので、早速１枚おめくりいただきまして、左肩に資料１と書いてあるグラフから御説明

をさせていただきたいと思います。 

 最初の資料１はコミュニティサイトと出会い系サイトに起因する事犯の被害児童数の推

移についてのものでございます。御承知かと思いますけれども、コミュニティサイトとい

うのは法律上の定義は特にございません。一般に、サイトの中で多数の人とコミュニケー

ションがとれるウエブサイトのうち、出会い系サイトを除いたものをコミュニティサイト

と総称しております。 

 グラフは、青い折れ線グラフが出会い系サイトに起因する被害児童、赤い折れ線グラフ

がコミュニティサイトに起因する事犯の被害児童でございますけれども、一見しておわか

りのとおり、青い出会い系サイトのほうの被害児童につきましては、平成20年の出会い系

サイト規制法の改正などを契機といたしまして、大幅に減少いたしまして、平成28年につ

きましては被害児童数は42人と過去最少の数字を記録しております。 

 他方で、赤い折れ線グラフ、コミュニティサイトの被害児童のほうにつきましては、23

年、24年のあたりは減少しているところもございますけれども、全般的に見ますと増加基

調になっておりまして、平成28年の1,736人というのは、統計をとり始めました平成20年以

降で最多の数となっております。 

 資料２は、コミュニティサイトのほうだけについて被害児童数を罪種別にとったもので

あります。一番多いカテゴリーが青少年保護育成条例違反となっております。みだらな性

行為などが大半を占めております。次が児童ポルノ、次が児童買春ということで、この３

つの罪種で大半を占めるという傾向は、従来と変わっておりません。 

 資料３でありますけれども、コミュニティサイトについて年齢別に被害児童数をとった

ものであります。年齢が高くなると被害児童数もふえる傾向があります。17歳と16歳が大
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体４分の１で、以下、年齢が低くなるにつれてだんだんと割合は少なくなってまいります。

平成28年につきましては最年少の被害児童は９歳の女の子でありまして、児童ポルノの被

害に遭ったというものでございます。 

 資料４は、出会い系サイトについて、同じように罪種別で見たものでございます。冒頭

申し上げましたとおり、出会い系サイトの被害児童数も42人でありますので、余りカテゴ

リーを細かく分けて意義のあるものかどうかというところはありますけれども、児童買春

が29人ということで、一番多くなっております。 

 同様に、年齢別で見たものが資料５でございます。これも17歳が17人ということで、こ

れが一番大きなカテゴリーとなっております。 

 次いで、資料６は、再びコミュニティサイトの話に戻りまして、被害児童数をコミュニ

ティサイトのグループ別に見た場合、どれが多いグループになっているのかということで

ございます。このグルーピングも、特に固まったものがあるわけではありませんで、警察

のほうで適宜サイトの内容などを見まして、グルーピングをしたものであります。 

 平成28年の下半期で、被害児童数が一番多かったのが、複数交流系と私どもは呼んでい

るものでございまして、広く情報発信や同時に複数の友人などと交流する際に利用するサ

イトということで、先ほど来、名前が挙がっておりますTwitter、LINE、Facebookが代表的

なものでありまして、この３つで大半を占めております。 

 次に多いカテゴリーがチャット系と呼んでいるものでございます。面識のない利用者同

士がチャットにより交流するサイトということで、ぎゃるるとかひま部、友達作りTalkと

いったものが代表例であります。 

 あとは、かなりぐっと人数は小さくなります。ID、QRコード交換系、ブログ、掲示板系

などが続いております。 

 28年下半期の特徴といたしましては、初めて複数交流系がチャット系を上回ったという

点が顕著な特徴として挙げられると思います。 

 次に、資料７は、コミュニティサイトの被害児童のアクセス手段でございます。スマー

トフォンが非常に普及しておりますので、自然な傾向かと思いますけれども、９割弱の被

害児童がスマートフォンを利用していたということで、１割ほどが携帯音楽プレーヤーや

パソコンあるいはタブレットなどを使用し、従来型の携帯電話につきましては、２％とい

うことでございます。 

 次の資料８も、コミュニティサイトの児童被害を、３つの項目について調査をしたもの

でございます。まず、１つ目の項目が、被害児童が被疑者と会った理由ですけれども、警

察におきましては、最初の金品目的と２つ目の黄色いところ、性的関係目的の２つを足し

たものを、従来から、援助交際に関連する目的と呼んでおりますけれども、これが４割強

ということも前年と同様の傾向となっております。 

 また、２番目の項目は、学校におけるインターネット利用等についての指導状況です。

基本的には指導を受けているはずなのですけれども、児童側の認識としては、被害児童の
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中では半分ぐらい、紫色のところですけれども、これがわからないあるいは覚えていない

という結果が出ているところでございます。 

 それから、３番目のフィルタリングの利用状況につきましては、これも被害児童に限定

した話ですけれども、９割が利用はないというような結果が出ております。 

 資料９といたしまして、グラフの最後の部分ですけれども、どのコミュニティサイトに

ついて被害児童が多いのかということ、多いほうから上位５つのサイトを御紹介したもの

であります。 

 おわかりのとおり、Twitterが平成27年も28年も被害児童数は第１位ということになって

おりますが、特に28年にかけまして、被害児童数が446人というように２倍に増加をしてお

ります。２位以下の数は、全体としては１割減少はしたわけですけれども、Twitterが増加

をしたということもありまして、全被害児童数は前年と比べまして84人のプラス、1,736

人という結果になっております。 

 最初の縦長の紙に戻っていただきまして「３ 今後の対策」でございます。今回、「（１）

事業者による協議会の設立支援」の部分が新たに加えられた項目でございます。問題意識

といたしましては、コミュニティサイトにはさまざまな態様のサービスがありまして、一

部のサイト事業者が児童被害防止のための対策をとって、実際に児童被害が減少したとし

ても、また別のサイトに児童被害が移っていってしまうといった状況を改善するためには、

事業者全体として、児童被害防止のための取り組みを主体的に推進していただく必要があ

るということで、事業者による協議会の設立を、警察としても支援をしていこうというこ

とでございます。 

 協議会におきましては、児童被害防止対策を講じるためにどのような体制が必要なのか、

あるいは過去に児童被害が多かった事業者がどのようなことをやって児童被害を減少させ

ることができたのかといった成功事例を共有いたしまして、これから参入する、サービス

を開始するといった事業者も含めまして、最初の段階からサービスの態様に応じた児童被

害対策を推進できるような環境をつくっていこうということでございます。 

 事業者が中心になって設立の準備を進めております。現状におきましては、今月中に何

とか１回目の協議会を立ち上げることができないかということで、準備を進めていると聞

いております。 

 先ほど来、出ておりますTwitterについては、その準備の中核的な立場ではありませんけ

れども、協議会ができるときには、ぜひ参加を呼びかけていきたいと考えております。 

 （１）の３つ目の○につきましては、従来からやっていることでありますけれども、事

業者によるサイト内環境の浄化、具体的に申し上げますと、援助交際などの不適切な書き

込みがあった場合には、事業者が削除などの措置をとるということでございます。 

 「（２）サイバー防犯ボランティアを活用した各種対策の推進」については、サイバー

防犯ボランティアは全国で今、8,500人ほどの方に活動いただいております。児童に対する

教育あるいは一般の方に対する広報啓発活動などに加えまして、サイバーパトロールなど
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もやっていただいておりますけれども、これからは不適切な書き込みの事業者への通報、

例えばTwitter上に援助交際などの書き込みがあった場合には、それをTwitterに通報して、

削除を促すといったことについても、一層力を入れていきたいと考えております。 

 また、サイバー防犯ボランティアを警察が支援するのは当然でございますけれども、児

童被害防止対策に熱心なコミュニティサイト事業者もありますので、そういったところと

の連携も進めていきたいと思っております。 

 （３）、（４）につきましては、従来から行っているものであります。サイバー補導、

福祉事犯関係の取り締まり、無届けの出会い系サイト事業者の取り締まり、本日御出席の

関係省庁の皆様方あるいは事業者、団体の方々と連携をいたしまして、フィルタリングの

促進とか学校関係者などに対する広報啓発といったものについても、引き続き御協力をさ

せていただきたいと考えております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 続いて、警察庁少年課のほうからネットを通じた子供の性被害の防止に向けた国家公安

委員会委員長と文部科学大臣の共同メッセージについて御説明をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○小西少年課長 警察庁の少年課長でございます。 

 お手元の資料10について簡潔に御報告申し上げます。 

 先ほど、当庁の情報技術犯罪対策課長のほうから御説明をしたような情勢もあり、この

度ネットを通じた子供の性被害防止に向けて、６月27日付けで、国家公安委員会委員長と

文部科学大臣との共同メッセージを発出させていただきました。 

 これについては、時期的にちょうど性被害等が増加する可能性のある夏休みの期間を捉

えて、中高生に対して注意を促すために発出したものでございます。 

 また、このメッセージに合わせまして、資料の２枚目でございますけれども、中高生に

対しまして、実際の被害に遭った事例、ここには特に自画撮り被害例を中心に挙げてござ

いますけれども、こうした事例や手口を紹介いたしまして、注意喚起を行うリーフレット

を作成して、配布してございます。 

 このリーフレットあるいは共同メッセージで示された事例等につきましては、事前に文

部科学省と十分に連携させていただいて、内容の具体性あるいは保護者や児童がお聞きに

なった場合の抵抗感とか、いろいろ総合的に判断をして作成をしています。 

 文部科学省のラインでもそうでございますし、当庁のほうでは、各都道府県警察に配付

をして、現在これを周知活動に役立てているところでございまして、このような取組を踏

まえまして、引き続き学校関係者との連携を強化してまいりたいと考えてございます。 

 私からは、以上でございます。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 次に、一般社団法人セーファーインターネット協会から御発表をお願いしたいと思いま
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す。 

 吉田委員、お願いします。 

○吉田委員 セーファーインターネット協会の吉田でございます。資料11に基づきまして、

御説明申し上げます。 

 ２ページ目、当協会の御紹介でございますけれども、2013年に民間の有志によって立ち

上げられた団体でございまして、違法・有害情報にどう向き合っていくかということを設

立趣旨としてございます。 

 ３ページ目、このような体制でやっております。ホットライン事業がメーンになります。 

 ４ページ目、会員構成でございますけれども、このような民間の企業の御支援に基づき

まして成り立っている協会でございます。 

 ６ページ目でございます。SIAが運営する２つのホットラインについてご説明いたします。

2013年、設立時は下に記載した民間によるホットライン「セーフライン」により国民から

の通報等を受け付けて、違法・有害情報の削除を促していくことを目的に運営しておりま

した。2016年４月からは、警察庁の委託事業である「インターネット・ホットラインセン

ター事業」も受託いたしまして、２つのホットラインを運営してございます。 

 「インターネット・ホットラインセンター」の御紹介ですけれども、こちらは11年目を

迎えてございますので、皆さん御承知おきのとおりと思いますけれども、国民から違法情

報の通報を受理しまして、警察への通報をいたしまして、警察のほうで捜査する必要があ

るものについては、削除ではなく、捜査を行っていただく形になります。それ以外の情報

については、ホットラインセンターより、サーバー管理者に削除依頼を出し、違法情報を

削除いただく形になってございます。 

 国内のプロバイダーに削除依頼を出しておりますが、児童ポルノについてはブロッキン

グを行うため、もう一つの民間団体である「ICSA（一般社団法人インターネットコンテン

ツセーフティ協会）」のほうに御連絡をしている形になります。 

 ８ページ目でございます。通報方法といたしましては、ホームページから該当する違法

情報の種類を選んでいただいて、通報を受け付ける形になってございます。 

 もう一つのホットラインでございます「セーフライン」ですが、警察庁の委託事業であ

る「インターネット・ホットラインセンター」との主な違いといたしましては、「セーフ

ライン」は能動的なパトロールを行っております。後で統計も御紹介いたしますが、自ら

パトロールを行うことにより、特に児童に一番深刻な被害をもたらします児童ポルノや、

社会的に非難の対象になっておりますリベンジポルノ、危険ドラッグなどの手当てを中心

に対処を行っております。 

 「セーフライン」の通報方式につきましても、基本的には「インターネット・ホットラ

インセンター」と同じでございまして、ホームページ上から該当する情報の種別項目を選

んでいただいて、URL等を御連絡いただく形になってございます。 

 資料をおめくりください。こちらで「インターネット・ホットラインセンター」と「セ
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ーフライン」の違いをいま一度確認させていただきたいと思います。 

 「インターネット・ホットラインセンター」は、国内の違法情報をメーンターゲットに

しておりますが、「セーフライン」の方は国内サイトだけでなく、国外サイトも、また違

法情報だけではなく有害情報をも対象にしてございます。 

 先ほども言及いたしましたけれども、「セーフライン」の方はリベンジポルノやネット

いじめ、遺体・殺害画像といった有害情報についても立場の弱い個人に対する権利侵害と

いう形で対応させていただいております。 

 「インターネット・ホットラインセンター」の方は、先ほど来御案内のとおり、国内の

違法情報を中心に対応を行っております。 

 13ページ目でございますが、国際連携でございます。児童ポルノに関しましては、ヨー

ロッパの各国を中心に運営されているINHOPEという組織がございまして、セーファーイン

ターネット協会は、こちらに昨年度より準会員として加盟し、先月、正式に正会員となり

ました。 

 INHOPEでは、児童ポルノに関しましては、加盟国のサーバーに画像が蔵置されていまし

た場合は、共通のデータベースに情報を登録することにより連携しています。例えばアメ

リカに蔵置されている場合は、日本からデータベースに情報を登録し、アメリカの団体か

ら各プロバイダーに連絡が行われ、削除がなされるという相互的な取り組みが、児童ポル

ノに関しては普及してございます。加盟国がだんだん南アメリカのほうにも伸びてきてお

りまして、年々増えていると聞いております。 

 「セーフライン」の特徴といたしましては、国外サイトに対しても積極的に削除依頼を

出す事を推進してございます。後ほど数字が出てまいりますが、国内サイトは、警察庁様

の努力によって、違法情報に関してはどんどん削除が進んできた状況にありますけれども、

インターネットのボーダーレス化により、そういった情報を国外のサーバーに保存する傾

向が日増しに強まっております。国内だけ削除対応を進め、きれいにしていても、国外の

サイトを経由し、日本の子供ないし大人からは閲覧できてしまいますので、国外サイトへ

の対応が急がれると考え、このような対策をしております。 

 ここからは、2016年の活動実績でございます。これは２つのホットラインを合わせた数

字になりますけれども、通報とパトロールで約30万件を把握しております。このうち、違

法情報は約５万件、有害情報は2,000件という形になってございます。 

 ガイドライン対象外が、24万8,000件ございます。全体に対し相当な数を占めるのですが、

これは９年前からずっとこのような割合が続いています。こちらはアニメの裸の画像のよ

うなものについての通報などで、時には特定の人が何万件も送ってくるというような状況

でございます。そういった違法ではない情報について通報が多いものですから、このよう

な内訳になってございます。 

 次のページをご覧ください。違法・有害情報の内訳でございますが、わいせつが先ほど

申し上げましたように多いという形です。あとは児童ポルノになります。ただ、これは児
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童ポルノが伸びているというわけではないということを、次のページで御説明してござい

ます。 

 先ほど来、申し上げておりますが、通報となりますと、国民の皆様が、どれがけしから

ん情報と思ったかという主観で寄せられるものですから、どうしてもわいせつが多くなる

という状況でございます。 

 これに対して「セーフライン」では、パトロールを能動的に行う中で、児童ポルノを違

法情報の最たるものと位置づけておりますので、児童ポルノがたくさん掲載されているサ

イトを対象に能動的にパトロールをしている結果、児童ポルノの認知件数が伸びていると

いうような事情がございます。 

 掲載サイトの所在地でございます。ここに書いてあるとおりですけれども、国内42％、

国外58％ということで、逆転はしておりますが拮抗しているような状況でございます。 

 削除依頼数と削除数について見てまいりますと、現在、国外も合わせて全体で削除率は

97％に達しております。どうしても国外サイトだとなかなか消してくれないのではないか

という先入観があると思うのですけれども、後ほど内訳も言及いたしますが、これはかな

り確率で削除まで至っている状況でございます。 

 そのパーセンテージとしましては、国内が98％、国外が95％という形になります。 

 22ページでございます。全体といたしましては97％という高い確率で削除を実現できて

いるのですけれども、児童ポルノとかリベンジポルノといった各国共通で大変問題だとい

う認識があるものについては、削除率が大変高うなってございます。その他の部分につき

ましては、各国で当然、何が違法かというところは違いますので、文化ですとか宗教によ

って位置づけが違うものに関しては、どうしても削除率は落ちてしまう傾向にあるかなと

思います。 

 最後に、リベンジポルノの相談対応状況について御報告いたします。まだ私どもがこう

いった活動をしていることが知られていなかったこともありますが、2015年は25件だった

相談件数が、昨年度は105件と増えてございます。 

 通報の傾向といたしましては、20代が多い印象でございますけれども、50代の方からも

寄せられたことがございまして、かなり幅広い年齢層の方から相談がございます。今、東

京都の方で条例改正が検討されていますが、自撮りのケースでは、これは少し若い方が多

いかなというような感触でございますけれども、こういった相談もだんだん増えてくると

思いますので、今後も東京都様などと連携しながら、リベンジポルノの相談対応について

は、児童ポルノと同じように力を入れさせていただきたいと考えております。 

 ひとまず、以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 以上が、議題３に関する御報告、発表でございます。議題３は、基本計画のうち「その

他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

事項について」、安全、安心という観点でございます。 
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 それでは、これらに関する質疑、討論に移りたいと思います。御意見のある方は、どな

たからでもどうぞ。 

 まず、五十嵐委員からお願いいたします。 

○五十嵐委員 御報告ありがとうございます。 

 小学校の立場から、２点感想を述べさせていただきたいと思います。１点目は、大事な

情報をリアルタイムでもっと早く学校に届けていただける手立てはないかということです。

２点目は、先ほどの議論と関連があるのですけれども、フィルタリングについては、とに

かく基本的には100％の保護者に理解をしていただくことをもっとしっかりと力を入れた

ほうがいいなということです。 

 まず、１点目なのですが、今、警察庁の方から重要なメッセージをいただきました。こ

れは内容的には中学校、高等学校の生徒が中心なのかなと思うのですが、現時点で小学校

には全くこのメッセージは届いておりません。ひょっとしたら中高にしか視野に入ってい

ないだけなのかなと思うのですが、いずれにしても兄弟関係もありますし、これは全ての

学校には欲しいメッセージです。 

 それと、６月27日に出された夏休みに向けてというものは、多分、県や都の教育委員会、

そして市区町村の教育委員会を通して学校に来ますので、私も両方の場所で働いていたこ

とがありますので、いろいろなルートを通ると、どうしても正式にやると届くのがおそく

なります。こういったものをもっと簡単に、すぐに情報が来て、学校がそれぞれこれを見

たらわかるという、Ｗｅｂの活用方法をしっかり周知することが必要ではないかと思って

います。 

 また、先ほどから議論になっているのですが、環境の整備に対する法律が改正されたこ

とについても、まだ現場には届いていないのです。私はこの会で勉強させていただいたの

で、夏休み前の保護者会で周知しました。それぞれの学年で担任教員が説明をして、安心

協さんに協力いただいてリーフレットを配布して、来てくれた全ての保護者には説明をし

て周知を図ったところです。こういった情報も、もっと早く欲しいなと思うところです。 

 ２点目のフィルタリングについてなのですが、先ほど警察庁の方が御報告いただいたよ

うに、いろいろな被害に遭っている場合の９割がフィルタリングをしていなかったという

現状があります。これも再三、前回からいろいろ議論にはなっているところなのですが、

学校で啓発活動をしても、来てくださる保護者は全員ではないといった課題があります。

全員が集まる機会にいかに周知するかが大切です。 

 私は、この春に、就学前の保護者に聞いていただく機会を作りました。30分以内の短い

時間ではありましたが、この時間をなんとか捻出しました。新１年生の保護者説明の中の

ひとコマです。そこで書いていただいたアンケートからは、知らなかったので聞いておい

てよかった、ゲーム機もそういう危険性があるのだったら勉強していかなければという声

をいただきました。この夏休み前の保護者会でも、なぜこういうことを知らなければいけ

ないのかとか、現状はこうなっているとか、親として何が必要なのかという具体的なこと
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も説明できたので、スマホを安易に与える前に知っていてよかったという声が聞かれまし

た。与えて問題が起こってからでは非常に困難だと思いますから、それ以前に、できれば

小学校、もっとそれよりも早い機会で保護者に啓発することを真剣に考えたほうがいいの

かなと思いました。保護者会用のわかりやすいコンパクトな資料も必要です。 

 以上２点です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 大変重要な御指摘をいただきました。 

 第１点目の学校との迅速な情報共有ということでございますけれども、事務局等から何

かございますか。 

 警察庁少年課のほうからお願いします。 

○小西少年課長 私のほうからは、まずお手元の資料、特にリーフレット等につきまして

は、ホームページとかでダウンロードできるようにもしてございまして、多様な形で御利

用いただけるようには配慮をしてございます。 

 今回は、特に児童ポルノとか児童買春といったものをターゲットにして、中高生を中心

に周知をさせていただいておりますけれども、これ以外に、一般的にスマートフォンの利

用に伴いますいろいろな問題等について、あるいは少年非行全般につきましては、小学校

も含めて、非行防止教室等は全国的に展開させていただいているところでございます。 

 先生の御指摘も踏まえて、こういったものについて小学校も含めて、どのように情報共

有できるかということは、引き続き、文部科学省と相談をしてまいりたいと思います。た

だ、個別の事案というのはかなり生々しいところもあり、どういった形で低年齢の方にこ

ういった情報をお伝えするかは、なかなか知恵が要るところでございまして、迅速性とと

もに、そういった配慮もしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 では、文部科学省、お願いいたします。 

○土肥青少年教育課長 遅いという御指摘については、できるだけ早くからやろうと思っ

ていたのですけれども、各種調整があってちょっと遅れてしまった。７月が非行防止月間

なので、一応、それに合わせてということで、通常だともうちょっと早いのですけれども、

遅れてしまったのは申しわけないと思っています。 

 当然、各教育委員会のほうにお送りして、文科省でもホームページなり、Twitterは今、

閉まっているらしいのですけれども、Facebookに載せたりしているのですけれども、小学

生というのは今、少年課長からも御説明がありましたけれども、今回は想定していないと

いうことで、どのように伝えたらいいかと。 

 文科省としては、ふだん、余りきれいなことしか言わないといったらいけないのですけ

れども、割と突っ込んだ資料を出そうという意図で今回やったのですが、いろいろ皆様方

の御指摘も踏まえ、今後、どのようなやり方がいいかということについてはまた考えたい

と思っております。 
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○藤原座長 ありがとうございました。 

 それから、第２点が犯罪の被害に遭った人は90％、フィルタリングしていないではない

かという点ですけれども、これはほかの意味も含めていかがでしょうか。何かございます

か。 

 上沼委員、お願いします。 

○上沼委員 この点は、大分前から同じようなデータをいただいているのですが、ただ、

このデータの意味するところとして、一つには、フィルタリングを気にしないような家庭

環境というのもあるのかなと思います。つまり、このデータは、いろいろ複雑な要因が絡

んだ結果としての数値である可能性があるとはちょっと思っているところです。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、続いて藤川代理、お願いします。 

○藤川委員代理 フィルタリングに関しては、むしろ利用している人で被害に遭った人の

率が上がっているのですね。つまり、フィルタリングをかけていなくて被害に遭ってしま

った人の率が上がってしまっているので、フィルタリングさえあれば安全という状況がや

や崩れ始めていると受けとめる必要があるかなと思っています。 

 これは、恐らく自画撮り問題と関係があるのではないかと私は見ていますので、よろし

ければ御意見がある方とか情報をお持ちの方はお知らせいただきたいのです。警察庁ある

いは文部科学省に出していただいた資料では、コミュニティサイト等できっかけがあって、

自画撮り被害に遭ったということが問題になっているのですけれども、先ほどの吉田委員

の御説明の中では、リベンジポルノも含めて、もともと人間関係があった中で自画撮りで

問題が起きているということも言われていますね。 

 この自画撮りというのは両方あって、後者のもともと人間関係があったところについて

は、もともと連絡がとれている関係で写真をやりとりしてしまうわけですから、フィルタ

リングは当然機能しないわけです。もし、この部分の被害がかなり大きくなっているとす

ると、フィルタリングだけでは防げませんので、教育啓発がより重要になってくるという

ことではないかと思っているのですが、こういう解釈でいいかどうかということは、私も

余り確信がないので、ぜひ御意見をいただきたいと思います。 

 なお、児童ポルノについて、法的に許されないのだという認識が多くの子供たちにない

というのを私は実感しておりまして、これまでの啓発でもフィルタリングをつけようとか

いうことは言っているのですが、児童ポルノというのは、そもそも撮ってはいけないもの

ですよと。それを撮らせたりすることは法律違反なのですよということがはっきりと示さ

れている場面が余りなかったかなということは、私自身も反省しているところでございま

す。児童ポルノが違法だという認識を広げていくことが、教育啓発の第一歩として重要な

点かなということも、あわせてお話しできたらと思いました。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 
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 今の自画撮りの問題ですけれども、前から人間関係があったものと、見知らぬ人からの

割合は、私は数字は覚えていないのですが、東京都が条例を改正するというので、一定の

議論はあったことかと思いますので、もし今、把握できているのならば、情報提供いただ

けるとありがたいのですけれども、いかがでしょうか。 

 青少年保護育成条例の改正関係でかなり調べたと思うのですけれども、もしわかればで

結構です。 

 お願いいたします。 

○小西少年課長 警察庁でございます。 今、座長がおっしゃった東京都の青少年保護育

成条例改正は今、検討中ということでありますけれども、それの下地になっているデータ

かどうかはわからないので恐縮ではございますが、当庁で把握している中では、平成28年

中、自画撮り被害に遭った児童480人の中で、加害者と被害児童の関係は、面識なしが379

人で79％、知人・友人が66人で13.8％、交際者というのが33人で6.9％という形になってご

ざいます。 

 ただ、面識のない場合であっても、例えば、Twitterで入って、その後LINEに展開すると

いう形の中で実際は行われていくと承知をしております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 私も大体そういう数字であったかと記憶しております。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 今のことに関連してですが、LINEに関しては、最近、高校生からLINEのタイムラインが

Twitter化しているよという話をどこに行っても聞くのです。高校生自身が問題だと思って

いるようで、私も藤川委員におっしゃっていただいたように、学生たちに直接お話をする

ときは、児童ポルノは撮っても、児童ポルノ製造違反になるのだよと。だから、そもそも

自撮りもできないのだよという話をしてくるのですが、そういうことが教科書に何で載っ

ていないのかという話になり、教科書に載っていれば、絶対に全員が学べるのに、そうい

うことは高校生に関係しているのだからとか中学生に関係しているのだから載せてくれと

いうような話も。もちろん撮れば製造違反ですし、提供すれば提供違反ですし、欲しいと

言って持っていれば所持違反になるわけで、三つどもえで犯罪なので、そういう意味では

教科書の改訂のときとかに載せていただければなと思う反面、今、話を戻しますと、LINE

のタイムラインのTwitter化は著しいようで、LINEのタイムライン自体の公開範囲を設定し

ていない限り、実はLINEが安全だと思われているところとかけ離れていて、誰でもそこを

のぞくことができる状況に今あります。 

 子供たちには、公開範囲を設定しなさいよとは言っているのですが、デフォルトがオフ

なので、どうにもこれが、一々設定し直すという文化に乏しい日本人からすると、なかな
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かそこでうまく周知できていないなというのが現状です。省庁関係のリーフレットとかに

本当は書きたいのですが、TwitterとかLINEというように固有名詞を書いて出せない部分が

多く、なかなか周知できるようなリーフレットがつくれないというすごく残念な状況にあ

り、子供たちは、例えば動画閲覧ソフトとか無料通話ソフトとか言われても何のことだか

わからないので、きちんと徹底するのであれば、固有名詞を入れてちゃんと指導をしてい

くことが必要なので、そのあたりも御検討いただけたら助かるなと、現場感からすると思

います。 

 以上でございます。 

○藤原座長 現場の感覚をお示しいただいて、どうもありがとうございました。 

 国分委員、お願いいたします。 

○国分委員 今のことに関連して、フィルタリングを利用していなくて、いろいろ被害に

遭うという話だけではなくて、フィルタリングを利用しているにもかかわらず、今のフィ

ルタリングの機能が必ずしも十分でないために、先ほどの自撮りなどもそうですけれども、

いろいろ被害に遭う子供たちがいるというお話ですが、以前から、普及啓発のときに話が

ややこしいことをいろいろ説明しても理解してもらえないので、フィルタリングをかけれ

ば全てオーケーというように、フィルタリングをぜひかけてくださいと認知を高める努力

をさんざんされてきたのです。 

 実は、現在のスマホでも、フィルタリングのブラックリストを提供しているフィルタリ

ング事業者は、ネット上で怪しげなところ、危ないところが出てこないか調べて、日々、

リストを更新はしているのです。余り実際の中身のことを申し上げると問題かもしれませ

んけれども、ホットラインセンターでもそうですが、例えばどこかの児童ポルノのサイト

で通報があって、そこを見にいくと、通報があった画像は当然、違法のものが載っていた

りするのですけれども、そのサイトのその画像の前後もすごく危ない画像がたくさん掲載

されていたりして、一つの児童ポルノのサイトで、時によっては何百、何千という画像が

載っていたりするのです。それをいちいち全部見て、一つ一つリストアップするのも大変

なことなので、いっそのことサイトごとブロックしてしまえという考え方も出てくるので

すけれども、それも児童ポルノのブロッキングの立ち上げのときにさんざん議論されて、

サイトごとブロックしてしまうと、そのサイトの中にまともな情報が載っていたりするこ

ともあるということで、常にサイトごとブロックするのか、個別の情報をブロックするの

かは、なかなかその辺のバランスが難しくて、全部が全部シラミ潰しにやれている状況で

はないのです。ですから、そういうことも踏まえた上で認知度を高めて、次のステップで

信頼性の向上になっていくのではないかなと思っています。そういう実態は、ぜひ認識を

していただけたら幸いだと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 貴重な実態の御報告をありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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 それでは、小城委員、上沼委員の順番でお願いいたします。 

○小城委員 では、手短に。 

 ありがとうございました。２点あります。 

 １点は、この犯罪の抑止にフィルタリングの導入が有効なように思われましたけれども、

先ほどの議題２のところでの御報告と合わせて考えると、フィルタリングを入れていない

ユーザーというのは、フィルタリングを入れないことのリスクを余り認識していないか、

むしろ積極的にフィルタリングは必要ない、邪魔であると思っているのだとすれば、なか

なか児童被害の現状、フィルタリングを入れていないというところをできる限り減らして

いきたいとは思うけれども、これがなかなか難しいのではなかろうかということが１点で

す。 

 それから、もう一点は、出会い系サイトの規制法が導入されてから、出会い系サイトの

被害は減ってきていますけれども、かわりにコミュニティサイトでの被害がふえていると

いうことは、コミュニティサイトに何らかの法規制をかけたとしても、恐らく今度は法規

制がかかっていない別のところでの被害がふえるだろう、イタチごっこになってしまうだ

ろうなということです。 

 ですので、目先の対策として、もちろん現在の問題の取り組みは絶対に必要なのですけ

れども、もう一方で、中長期的な取り組みとして、ツールが変わってもメディアが変わっ

ても、汎用性の高い犯罪に対する意識を高める。先ほどの、児童ポルノは送っても撮って

も要求しても犯罪であるといった、普遍的な認識を教育していくことも重要だろうと思い

ます。 

 これは推測ですけれども、もしかすると、日本では性教育に対する意識が消極的である

ということも背景にはあるのかもしれないのですが、いかなる事態になっても、メディア

が変わっても汎用できるような意識を持つことが、中長期的な対策として求められている

と思います。 

 以上です。 

○藤原座長 貴重な御指摘ありがとうございました。 

 それでは、上沼委員、お願いします。 

○上沼委員 青少年インターネット環境整備法成立の頃から、コミュニティサイトでの犯

罪被害、所謂コンタクトリスクがずっと問題になっており、この問題は現在も同様である

と思うのですが、コンタクトリスクに関して言うと、なかなかフィルタリングを使わない

一つの理由が、サイト自体が問題というより、むしろ誰が使っているかというのがリスク

の本質なので、使い方によってリスクが異なるため、そのリスクを自分の問題として認識

しづらいというのが１点あると思うのです。 

 この点から考えると、今の対策は、割と横断的というか、どのサイト、どのアプリを使

うか、使わないかという観点になっていたのですが、もしかして今後は縦ラインというか、

お子さんがどういう行動をとっているのかという方向で見ることも必要なのかなと思いま
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す。もし、それが技術的手段でできるのであれば、それが一番効率的なのでは、と思いま

す。 

 例えば、肌色が多い写真が送られようとしたら、それが何らかの形で警告が出るとか、

そういう形の方策がとれるのであれば、今後の検討としては有効なのではないかなと思う

ので、そういう方向も御検討いただければと思います。 

 普及啓発は非常に大切なのですけれども、低年齢化も進んでおりまして、普及啓発は、

低年齢の子供に対しては限界があるので、そういう意味で言うと、技術的手段と普及啓発

はセットで必要だと思いますので、御検討いただければと思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 副大臣、どうぞ。 

○石原内閣府副大臣 今、上沼先生が言われた普及啓発は、あまり小さい子は私も無理だ

と思います。藤川委員とか尾花委員が言われたのは大体どのぐらいの、先ほど言った自撮

りは危険だよとか、あとは要するに児童ポルノは犯罪だよというのは、どのぐらいから教

えたらいいと思っていらっしゃるか教えてください。 

○藤原座長 年齢の話ですね。 

 御質問がございましたので、いかがでしょうか。 

○藤川座長代理 私は小学校低学年から、禁止というか法律違反だから、エッチな写真は

撮ってはいけないよということは教えないとまずいと思います。そうでないと、実際に被

害も小さいお子さんでも起きているので、法律違反だということは、小さいお子さんでも

理解できるのではないかと思います。 

○尾花委員 同じです。 

 小学生がお風呂に入りながらツイキャスで動画配信をしてしまうなどということも実際

に起きているので、小学生のほうが逆に、一回教わったことはすごく心に残って、やって

はいけないことなのだと。要するに、何がいいことで何が悪いことかを徹底的に頭の中に

潜在意識としてたたき込むには、小さければ小さいほどいいので、小学校に入ったらいつ

でも、これはやってはいけないことなのだよと教えてあげるのは、有効だと私も同様に思

います。 

○石原内閣府副大臣 そのときに、実際に流れているものを見せたりするほうが衝撃的な

ので具体例としてわかるのですが、私はそれを想像したときに、小学生や低年齢だとちょ

っときつ過ぎるのではないかという印象を受けましたが、言葉だけでどうやって教えるの

か。そこがちょっとわからなかったのです。 

○尾花委員 それでは、万引きは犯罪ですよ、人の物をとってはいけませんよというのに、

事例が要るかというと、なくても平気ではないですか。だから、もちろんこんな絵と見せ

るのは一つの方法としてはあるかもしれませんが、そもそも裸の写真は撮っても送っても

持っていてもいけないものなのだよ、そのように法律で決められているのだよ、だから自
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分でも撮ってはだめだよというように、もしネットの上に載っかっているものがあったと

したら、18歳未満であれば、それはみんな本当は犯罪でやってはいけないことなのだよ、

それは万引きというのと全く変わらないことなのだよ、下手すると殺人とかとも同じ犯罪

の中の一くくりなのだよと教えてあげることで、多分、そんなに長い時間をかけずに物を

見せなくても、あるいは可愛いイラストとかでも全然いいので、そんな形で年齢に応じた

指導の方法があるのではないかと思います。 

○藤原座長 ひとまずよろしいでしょうか。 

○石原内閣府副大臣 結構です。 

○藤原座長 漫画を使った指導は、学校ではよくしているところです。 

 尾上委員をもって、最後とさせていただきたいと思います。 

○尾上委員 １点だけ。広報に関する件です。 

 先ほど、メッセージの件が五十嵐委員のほうから出ていました。私たちの組織に関しま

しても、広報をしっかりやっていこうということは今後の取り組みの一つとしておりまし

て、全高Ｐさんも同様に、このメッセージが出された１週間ほど前に総会がありまして、

タイミングはすごく大事かなということと、やはり全国組織の教育関係団体には、こうい

った面に関しては、しっかり送付をいただきたいと思います。 

 次の機会に集まるとなると、もう夏休みに入ってしまっておりますし、紙ベースで送っ

たとしても反応が薄い部分もありますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 もし、最後にどうしてもという御意見がなければ、そろそろ時間も迫ってまいりました

ので、このあたりとしたいと思います。 

 それでは、最後に事務局より今後の予定につきまして御説明をお願いいたします。 

○堀参事官 ありがとうございました。 

 次回の検討会につきましては、９月の中下旬ごろの開催を予定しております。詳細な日

程につきましては、また委員の先生方とスケジュール調整を行い決定したいと考えており

ます。 

 また、主たる議題でありますが、基本計画を見据えまして、次回は教育啓発あるいは民

間団体支援等に関する事項の検討をお願いしたいと考えております。 

 また、必要に応じまして、民間団体の発表あるいは場合によっては委員の先生に発表を

お願いすることもあり得るかと存じます。 

 ぜひ、提言に向けた討議のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 以上で、本日予定されておりました議題は全て終了いたしました。 

 副大臣、最後まで御出席賜り、どうもありがとうございました。 
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 これをもちまして、第35回「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」を終

了させていただきます。御多忙の中、長時間にわたり御審議いただき、まことにありがと

うございました。 


