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   第一章 総則  

      Chapter I General Provisions 

 

第一条（目的） 

Article １ (Purpose) 

 この法律は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、

青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少

年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がイン

ターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等

を講ずることにより、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して、青

少年の権利の擁護に資することを目的とする。 

  The purpose of this Act, in light of the situation where content harmful to young people 

is distributed extensively on the Internet, is to contribute to the protection of the rights 

of young people by providing them with safe and secure Internet use through taking 

measures necessary for young people to acquire skills for the appropriate utilization of 

the Internet as well as improving the performance and disseminating the use of software 

for filtering content harmful to young people and any other measures, etc. for reducing 

the chances of young people viewing content harmful to young people via the Internet as 

much as possible. 

 

第二条 （定義） 

Article 2 (Definitions) 

１ この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。 

(1) The term "young people" as used in this Act shall mean persons under eighteen years 

of age. 

２ この法律において「保護者」とは、親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者

をいう。 

(2) The term "guardian" as used in this Act shall mean a person who exercises parental 

authority or a guardian, or any other person equivalent thereto. 

３ この法律において「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧（視

聴を含む。以下同じ。）に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害する

ものをいう。 

(3) The term "content harmful to young people" as used in this Act shall mean 

information provided for public viewing (including looking and listening; the same 

shall apply hereinafter) via the Internet that considerably impedes the sound growth 

of young people. 

４ 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりである。 

(4) Content harmful to young people set forth in the preceding paragraph shall be 

exemplified as follows: 



 一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しく 

は誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報 

  (i) Information in which the provider thereof directly and expressly offers to undertake 

or mediate, or induces, a crime or an act that violates criminal laws and regulations, 

or information that directly and expressly induces a suicide 

 二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する

情報 

  (ii) Obscene depiction of sexual conduct or genitals, etc. of humans or any other 

information that considerably excites or stimulates sexual desire 

 三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報 

  (iii) Grisly depiction of a scene of murder, execution, abuse, etc. or any other 
information having extremely cruel content 

５ この法律において「インターネット接続役務」とは、インターネットへの接続を可能と

する電気通信役務（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第三号に規定

する電気通信役務をいう。以下同じ。）をいう。 

(5) The term "Internet service" as used in this Act shall mean a telecommunications 

service (meaning a telecommunications service prescribed in Article 2, item (iii) of the 

Telecommunications Business Act (Act No. 86 of 1984; the same shall apply 

hereinafter) for enabling access to the Internet. 

６ この法律において「インターネット接続役務提供事業者」とは、インターネット接続役

務を提供する電気通信事業者（電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者を

いう。以下同じ。）をいう。 

(6) The term "Internet service provider" as used in this Act shall mean a 

telecommunications carrier (meaning a telecommunications carrier prescribed in 

Article 2, item (v) of the Telecommunications Business Act; the same shall apply 

hereinafter) that provides an Internet service. 

７ この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、携帯電話端末又はＰＨＳ

端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利

用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいう。 

(7) The term "mobile Internet service" as used in this Act shall mean a 

telecommunications service for enabling access to the Internet from a mobile phone or 

PHS terminal that is specified by Cabinet Order as a service through which young 

people are highly likely to view content harmful to young people. 

８ この法律において「携帯電話インターネット接続役務提供事業者」とは、携帯電話イン

ターネット接続役務を提供する電気通信事業者をいう。 

(8) The term "mobile Internet service provider" as used in this Act shall mean a 

telecommunications carrier that provides a mobile Internet service. 

９ この法律において「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」とは、インターネッ

トを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネ

ットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するためのプログラム（電子計算機に対

する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）をい

う。 



(9) The term "software for filtering content harmful to young people" as used in this Act 

shall mean a program (meaning commands to a computer that are combined to produce 

a certain result) for restricting the viewing, by Internet users, of content harmful to 

young people after screening information that is provided for public viewing via the 

Internet based on certain criteria. 

10 この法律において「青少年有害情報フィルタリングサービス」とは、インターネットを

利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネット

を利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するための役務又は青少年有害情報フィルタ

リングソフトウェアによって青少年有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該青

少年有害情報フィルタリングソフトウェアを作動させる者に対してインターネットにより

継続的に提供する役務をいう。 

(10) The term "service to filter content harmful to young people" as used in this Act shall 

mean a service for restricting the viewing, by Internet users, of content harmful to 

young people after screening information that is provided for public viewing via the 

Internet based on certain criteria, or a service to continuously provide operators of 

software for filtering content harmful to young people, via the Internet, with the 

information necessary for restricting the viewing of content harmful to young people 

by means of said software for filtering content harmful to young people. 

11 この法律において「特定サーバー管理者」とは、インターネットを利用した公衆による

情報の閲覧の用に供されるサーバー（以下「特定サーバー」という。）を用いて、他人の求

めに応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲

覧をさせる役務を提供する者をいう。 

(11) The term "specified server administrator" as used in this Act shall mean a person 

who provides, by using a server to be used for public viewing of information via the 

Internet (hereinafter referred to as a "specified server"), a service to make information 

available for public viewing via the Internet, upon the request of others to have them 

view such information. 

12 この法律において「発信」とは、特定サーバーに、インターネットを利用して公衆によ

る閲覧ができるように情報を入力することをいう。 

(12) The term "transmission" as used in this Act shall mean to input information to a 

specified server so as to make such information available for public viewing via the 

Internet. 

 

第三条 （基本理念） 

Article 3 (Basic Principles) 

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ようにするための施策は、青少年

自らが、主体的に情報通信機器を使い、インターネットにおいて流通する情報を適切に取

捨選択して利用するとともに、適切にインターネットによる情報発信を行う能力（以下「イ

ンターネットを適切に活用する能力」という。）を習得することを旨として行われなければ

ならない。 

(1) Measures for providing safe and secure Internet use for young people shall be 

promoted based on the principle that young people should acquire skills for 



independently utilizing information and communication equipment, properly sorting 

out information available on the Internet, and appropriately transmitting information 

via the Internet (hereinafter referred to as "skills for the appropriate utilization of the 

Internet"). 

２ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及、青少年のイン

ターネットの利用に関係する事業を行う者による青少年が青少年有害情報の閲覧をするこ

とを防止するための措置等により、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の

閲覧をする機会をできるだけ少なくすることを旨として行われなければならない。 

(2) Measures concerning the development of an environment that provides safe and 

secure Internet use for young people shall be promoted based on the principle of 

reducing the chances of young people viewing content harmful to young people via the 

Internet as much as possible, by way of improving the performance and disseminating 

the use of software for filtering content harmful to young people, and through 

measures for preventing young people’s viewing of content harmful to young people to 

be taken by persons engaged in businesses related to Internet use by young people. 

３ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、

自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができる

インターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担

い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならない。 

(3) Measures concerning the development of an environment that provides safe and 

secure Internet use for young people shall be promoted based on the principle that 

voluntary and independent efforts in the private sector should play a substantial role 

and the State and local public entities should respect this, in light of the significance of 

the freedom of expression and characteristics of the Internet that enable diversified 

entities to engage in diverse activities to express themselves to the whole world. 

 

第四条 （国及び地方公共団体の責務） 

Article 4 (Responsibility of the State and Local Public Entities) 

 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネ

ットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

  Based on the basic principles set forth in the preceding Article, the State and local 

public entities shall have the responsibility of formulating and implementing measures 

for providing safe and secure Internet use for young people. 

 

第五条 （関係事業者の責務） 

Article 5 (Responsibility of Relevant Business Operators) 

 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少

年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするた

めの措置を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資する

ための措置を講ずるよう努めるものとする。 

  Persons engaged in businesses related to Internet use by young people shall endeavor, 



in accordance with the characteristics of their businesses, to take measures for reducing 

the chances of young people viewing content harmful to young people via the Internet as 

much as possible, and to take measures for contributing to young people’s acquisition of 

skills for the appropriate utilization of the Internet. 

 

第六条 （保護者の責務） 

Article 6 (Responsibility of Guardians) 

１ 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、

自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネ

ットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェ

アの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のイ

ンターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。 

(1) Guardians, recognizing that content harmful to young people is distributed 

extensively on the Internet, shall endeavor to gain an appropriate understanding of 

the status of Internet use by the young people under their custody in accordance with 

their educational policy and the young people’s developmental stage, as well as 

manage Internet use by young people appropriately through utilization of software for 

filtering content harmful to young people and other methods, and promote young 

people’s acquisition of skills for the appropriate utilization of the Internet. 

２ 保護者は、携帯電話端末及びＰＨＳ端末からのインターネットの利用が不適切に行われ

た場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意す

るものとする。 

(2) Guardians shall pay special attention to the fact that inappropriate use of the 

Internet from a mobile phone or PHS terminal may cause various problems, including 

young people’s prostitution, crime damages, or bullying. 

 

第七条 （連携協力体制の整備） 

Article 7 (Development of Frameworks for Coordination and Cooperation) 

 国及び地方公共団体は、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

ための施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業を

行う者及び関係する活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。 

  The State and local public entities shall, upon taking measures for providing safe and 

secure Internet use for young people, endeavor to develop frameworks for coordination 

and cooperation between relevant organizations, persons engaged in businesses related 

to Internet use by young people, and private bodies engaged in related activities. 

 

   第二章 基本計画  

      Chapter II Basic Plan 

 

第八条から第十一条まで 削除 

Article 8 to Article 11 Deleted 

 



第十二条 

Article 12 

１ 子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年法律第七十一号）第二十六条に規定する子

ども・若者育成支援推進本部（第三項において「本部」という。）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（以下「基

本計画」という。）を定め、及びその実施を推進するものとする。 

(1) The Headquarters for the Promotion of Development and Support for Children and 

Young People prescribed in Article 26 of the Act on Promotion of Development and 

Support for Children and Young People (Act No.71 of 2009) (referred to as the 

"Headquarters" in paragraph (3)) shall establish a basic plan on measures for 

providing safe and secure Internet use for young people (hereinafter referred to as the 

"basic plan") and promote the implementation thereof. 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(2) The basic plan shall provide for the following matters: 

 一 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ついて

の基本的な方針 

  (i) basic policies on measures for providing safe and secure Internet use for young 

people 

 二 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事

項 

  (ii) Matters concerning measures for promoting education and awareness-raising 

activities on appropriate Internet use 

 三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア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 

  (iii) Matters concerning measures for improving the performance and disseminating 

the use of software for filtering content harmful to young people 

 四 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 

  (iv) Important matters concerning support for private bodies, etc. engaged in activities 

for appropriate Internet use by young people and other measures for providing safe 

and secure Internet use for young people 

３ 本部は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、基本計画を公表しな

ければならない。 

(3) When the Headquarters has established the basic plan pursuant to the provision of 

paragraph (1), it shall publicize the basic plan without delay. 

４ 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(4) The provision of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis to any 

changes to the basic plan. 

 

   第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等  

      Chapter III Promotion, etc. of Education and Awareness-raising Activities on 



Appropriate Internet Use 

 

第十三条 （インターネットの適切な利用に関する教育の推進等） 

Article 13 (Promotion, etc. of Education on Appropriate Internet Use) 

１ 国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得すること

ができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に

関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。 

(1) The State and local public entities shall take measures necessary for promoting 

education on appropriate Internet use in school education, social education and home 

education so that young people can acquire skills for the appropriate utilization of the 

Internet. 

２ 国及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための

効果的な手法の開発及び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集及び提供その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

(2) The State and local public entities shall support research, gather and provide 

information and take any other measures necessary for promoting the development 

and dissemination of effective methods for young people’s acquisition of skills for the 

appropriate utilization of the Internet. 

 

第十四条 （家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及） 

Article 14 (Dissemination of Use of Software for Filtering Content Harmful to Young 

People at Home) 

 国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合にお

ける青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講

ずるものとする。 

  The State and local public entities shall take measures necessary for disseminating 

the use of software for filtering content harmful to young people in cases where young 

people use the Internet at home. 

 

第十五条 （インターネットの適切な利用に関する広報啓発） 

Article 15 (Public Relations and Awareness-Raising Activities on Appropriate Internet 

Use) 

 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青少年の健全な成長に資するため、

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の閲覧の制限等のインタ

ーネットの適切な利用に関する事項について、広報その他の啓発活動を行うものとする。 

  In addition to what is provided for in the preceding two Articles, the State and local 

public entities shall engage in public relations and any other awareness-raising 

activities on matters concerning appropriate Internet use, such as restriction on viewing 

of content harmful to young people through the use of software for filtering content 

harmful to young people, in order to contributing to the sound growth of young people. 

 

第十六条 （関係者の努力義務） 



Article 16 (Obligation of Effort by Persons Concerned) 

 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の

特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用す

る能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利

用の普及のための活動その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。 

  Persons engaged in businesses related to Internet use by young people and any other 

persons concerned shall endeavor, in accordance with the characteristics of their 

businesses, etc. to provide learning opportunities for young people to acquire skills for 

the appropriate utilization of the Internet when they use the Internet, and engage in 

activities for disseminating the use of software for filtering content harmful to young 

people and any other awareness-raising activities. 

 

   第四章 青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務等  

      Chapter IV Obligation to Provide Service to Filter Content Harmful to Young 

People, etc. 

 

第十七条 （携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリング

サービスの提供義務） 

Article 17 (Obligation of Mobile Internet Service Providers to Provide Service to Filter 

Content Harmful to Young People) 

１ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提

供する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはＰＨＳ端末の使用者が青少年である場合に

は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネッ

ト接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報

フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。 

(1) In cases where the counterparty to a contract to provide a mobile Internet service or a 

mobile phone or PHS terminal user is a young person, a mobile Internet service 

provider shall provide its services on the condition that said young person uses a 

service to filter content harmful to young people; provided, however, that this shall not 

apply in cases where the guardian of said young person requests the non-use of the 

service to filter content harmful to young people. 

２ 携帯電話端末又はＰＨＳ端末をその保護する青少年に使用させるために携帯電話インタ

ーネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、当該契約の締結に当

たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対しその旨を申し出なければならな

い。 

(2) In cases where a guardian intends to conclude a contract to receive the provision of a 

mobile Internet service for having a young person under his/her custody use a mobile 

phone or PHS terminal, he/she shall notify the mobile Internet service provider to that 

effect. 

 

第十八条 （インターネット接続役務提供事業者の義務） 

Article 18 (Obligation of Internet Service Providers) 



 インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求

められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタ

リングサービスを提供しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に

及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。 

  When requested to do so by a person who receives the provision of an Internet service, 

an Internet service provider shall provide software for filtering content harmful to young 

people or a service to filter content harmful to young people; provided, however, that this 

shall not apply in cases specified by Cabinet Order as there being only minor effects on 

young people’s viewing of content harmful to young people. 

 

第十九条 （インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務） 

Article 19 (Obligation of Manufacturers of Equipment with Functions to Access the 

Internet) 

 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの（携帯

電話端末及びＰＨＳ端末を除く。）を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフ

トウェアを組み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又

は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器

を販売しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽

微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。 

  A business operator who manufactures equipment with functions to access the Internet 

that is to used by young people (excluding mobile phone or PHS terminals) shall sell said 

equipment only after having taken measures to facilitate the use of software for filtering 

content harmful to young people or the use of a service to filter content harmful to young 

people, by such means as preinstalling software for filtering content harmful to young 

people; provided, however, that this shall not apply in cases specified by Cabinet Order 

as there being only minor effects on young people’s viewing of content harmful to young 

people. 

 

第二十条 （青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務） 

Article 20 (Obligation of Effort by Developers of Software for Filtering Content Harmful 

to Young People, etc.) 

１ 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィ

ルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報であって閲覧が制限されないも

のをできるだけ少なくするとともに、次に掲げる事項に配慮して青少年有害情報フィルタ

リングソフトウェアを開発し、又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供するよ

う努めなければならない。 

(1) Developers of software for filtering content harmful to young people and providers of 

service to filter content harmful to young people shall endeavor to reduce, as much as 

possible, content harmful to young people which is not made subject to restricted 

viewing, as well as endeavor to develop software for filtering content harmful to young 

people or provide a service to filter content harmful to young people by giving 

consideration to the following matters: 



 一 閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ、きめ細かく設

定できるようにすること。 

  (i) To enable detailed setting of the content which will be subject to restricted viewing, 

in accordance with the developmental stage of young people and the selection by 

users 

 二 閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧の制限が行われることをできるだけ少

なくすること。 

  (ii) To prevent the restriction of viewing as much as possible for the content which need 

not be made subject to restricted viewing 

２ 前項に定めるもののほか、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業

者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、その開発する青少年

有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサ

ービスについて、その性能及び利便性の向上に努めなければならない。 

(2) In addition to what is provided for in the preceding paragraph, developers of software 

for filtering content harmful to young people and providers of service to filter content 

harmful to young people shall endeavor to improve the performance and convenience of 

the software for filtering content harmful to young people that they develop or the 

service to filter content harmful to young people that they provide. 

 

第二十一条 （青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義

務） 

Article 21 (Obligation of Effort by Specified Server Administrators Where Content 

Harmful to Young People Has Been Transmitted) 

 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報

の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、

当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないよう

にするための措置（以下「青少年閲覧防止措置」という。）をとるよう努めなければならない。 

  When a specified server administrator discovers that content harmful to young people 

has been transmitted by another person through the specified server under his/her 

administration or when he/she intends to transmit content harmful to young people by 

him/herself, he/she shall endeavor to take a measure to prevent the viewing of such 

content by young people via the Internet (hereinafter referred to as a "measure to 

prevent viewing by young people"). 

 

第二十二条 （青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備） 

Article 22 (Development of Systems for Receiving Notices from Citizens Concerning 

Content Harmful to Young People) 

 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害

情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならな

い。 

  A specified server administrator shall endeavor to develop a system for receiving 

notices from citizens concerning content harmful to young people transmitted through 



the specified server under his/her administration. 

 

第二十三条 （青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存） 

Article 23 (Preparation and Preservation of Records Concerning a Measure to Prevent 

Viewing by Young People) 

 特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に

関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。 

  When a specified server administrator has taken a measure to prevent viewing by 

young people, he/she shall endeavor to prepare and preserve records concerning said 

measure. 

 

   第五章 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  

      Chapter V Private Bodies, etc. Engaged in Activities on Appropriate Internet Use 

 

    第一節 フィルタリング推進機関  

        Section 1 Organizations that Promote Filtering 

 

第二十四条 （フィルタリング推進機関の登録） 

Article 24 (Registration of Organizations that Promote Filtering) 

１ 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、

次に掲げるいずれかの業務（以下「フィルタリング推進業務」という。）を行う者は、総務

大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。 

(1) A person who is engaged in any of the following businesses, for the purpose of 

improving the performance or disseminating the use of software for filtering content 

harmful to young people (hereinafter referred to as a "business to promote filtering"), 

may be registered by the Minister for Internal Affairs and Communications and the 

Minister of Economy, Trade and Industry: 

 一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサー

ビスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。 

  (i) Investigation and research concerning software for filtering content harmful to  

young people and services to filter content harmful to young people, and 

dissemination and awareness-raising thereof 

 二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。 

  (ii) Promotion of technological development of software for filtering content harmful to 

young people 

２ 前項の登録（以下単に「登録」という。）を受けようとする者は、総務省令及び経済産業

省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。 

(2) A person who intends to obtain registration set forth in the preceding paragraph 

(hereinafter simply referred to as "registration") shall make an application to the 

Minister for Internal Affairs and Communications and the Minister of Economy, Trade 

and Industry, as specified by Ordinance of the Ministry of Internal Affairs and 

Communications and Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 



３ 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 

(3) A person falling under any of the following items may not obtain registration: 

 一 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過

しない者 

  (i) A person who had his/her registration rescinded pursuant to the provision of Article 

26 and two years have not yet elapsed from the date of the rescission 

 二 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの 

  (ii) A juridical person that holds any person falling under the preceding item as its 

officer 

４ 総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合

しているときは、登録をしなければならない。 

(4) The Minister for Internal Affairs and Communications and the Minister of Economy, 

Trade and Industry shall register a person who made an application set forth in 

paragraph (2), when said person satisfies all of the following requirements: 

 一 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに

該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。 

  (i) The person shall have equipment with functions to enable Internet use and have a 

person falling under any of the following perform a business to promote filtering: 

  イ 一年以上青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発又は青少年有害情報フ

ィルタリングサービスに関する実務に従事した経験を有する者 

    (a) A person who has experience being engaged in the development of software for 

filtering content harmful to young people or the provision of a service to filter 

content harmful to young people for one year or longer 

  ロ イに掲げる者と同等以上の能力を有する者 

    (b) A person who has the ability equivalent or superior to those prescribed in (a) 

 二 フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。 

  (ii) The following measures shall have been taken so as to properly perform a business 

to promote filtering: 

  イ フィルタリング推進業務を適正に行うための管理者を置くこと。 

    (a) An administrator shall be appointed to properly perform a business to promote 

filtering 

  ロ フィルタリング推進業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されてい

ること。 

    (b) Documents shall be prepared concerning the administration and proper 

performance of a business to promote filtering 

５ 登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

(5) Registration shall be made by entering the following matters in a registry of 

organizations that promote filtering: 

 一 登録年月日及び登録番号 

  (i) Date of registration and registration number 

 二 登録を受けた者（以下「フィルタリング推進機関」という。）の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 



  (ii) Name and address of a person who has obtained registration (hereinafter referred 

to as an "organization that promotes filtering"), and in the case of a juridical person, 

name of the representative thereof 

 三 フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地 

  (iii) The office address where the organization that promotes filtering performs its 

business to promote filtering 

６ フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとすると

きは、総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業

大臣に届け出なければならない。 

(6) When an organization that promotes filtering intends to change matters prescribed in 

item (ii) or item (iii) of the preceding paragraph, it shall notify to that effect to the 

Minister for Internal Affairs and Communications and the Minister of Economy, Trade 

and Industry, pursuant to the provision of Ordinance of the Ministry of Internal 

Affairs and Communications and Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 

Industry. 

 

第二十五条 （業務の休廃止） 

Article 25 (Suspension and Abolition of Business) 

１ フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、

総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に

届け出なければならない。 

(1) When an organization that promotes filtering has suspended or abolished the 

business to promote filtering, it shall notify to that effect to the Minister for Internal 

Affairs and Communications and the Minister of Economy, Trade and Industry, 

pursuant to the provision of Ordinance of the Ministry of Internal Affairs and 

Communications and Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 

２ 前項の規定によりフィルタリング推進業務を廃止した旨の届出があったときは、当該フ

ィルタリング推進機関に係る登録は、その効力を失う。 

(2) When an organization that promotes filtering has made a notification to the effect 

that it had abolished the business to promote filtering pursuant to the provision of the 

preceding paragraph, registration of said organization shall cease to be effective. 

 

第二十六条 （登録の取消し） 

Article 26 (Rescission of Registration) 

 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当する

ときは、登録を取り消すことができる。 

  The Minister for Internal Affairs and Communications and the Minister of Economy, 

Trade and Industry may rescind a registration when an organization that promotes 

filtering falls under any of the following items: 

 一 第二十四条第三項第二号に該当するに至ったとき。 

  (i) When the organization has come to fall under Article 24, paragraph (3), item (ii) 

 二 第二十四条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 



  (ii) When the ministers deem that the organization no longer satisfies any of the items 

of Article 24, paragraph (4) 

 三 第二十四条第六項又は前条第一項の規定に違反したとき。 

  (iii) When the organization has violated the provision of Article 24, paragraph (6) or 

paragraph (1) of the preceding Article 

 四 不正の手段により登録を受けたとき。 

  (iv) When the organization has obtained registration by wrongful means 

 五 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提

出をしたとき。 

  (v) When the organization has failed to submit a report or materials pursuant to the 

provision of the next Article, or has submitted a false report or false materials 

 

第二十七条 （報告又は資料の提出） 

Article 27 (Submission of Report or Materials) 

 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必

要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の

提出を求めることができる。 

  The Minister for Internal Affairs and Communications and the Minister of Economy, 

Trade and Industry may request an organization that promotes filtering to submit a 

report or materials concerning the status of its business to the extent necessary for 

ensuring proper performance of a business to promote filtering. 

 

第二十八条 （公示等） 

Article 28 (Public Notice, etc.) 

１ 総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければな

らない。 

(1) In cases prescribed as follows, the Minister for Internal Affairs and Communications  

and the Minister of Economy, Trade and Industry shall publicly notify to that effect in 

the official gazette: 

 一 登録をしたとき。 

  (i) When the ministers have registered a person 

 二 第二十四条第六項の規定による届出があったとき。 

  (ii) When a notification has been made pursuant to the provision of Article 24, 

paragraph (6) 

 三 第二十五条第一項の規定による届出があったとき。 

  (iii) When a notification has been made pursuant to the provision of Article 25, 

paragraph (1) 

 四 第二十六条の規定により登録を取り消したとき。 

  (iv) When the ministers have rescinded a registration pursuant to the provision of 

Article 26 

２ 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及

び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 



(2) When the Minister for Internal Affairs and Communications and the Minister of 

Economy, Trade and Industry have made a public notice pursuant to the provision of 

the preceding paragraph, they shall publicize the date and the details of said public 

notice by such means as the use of the Internet. 

 

第二十九条 （総務省令及び経済産業省令への委任） 

Article 29 (Delegation to Ordinance of the Ministry of Internal Affairs and 

Communications and Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 

Industry) 

 この節に規定するもののほか、フィルタリング推進機関及びフィルタリング推進業務に関

し必要な事項は、総務省令及び経済産業省令で定める。 

  In addition to what is prescribed in this Section, necessary matters concerning 

organizations that promote filtering and businesses to promote filtering shall be 

specified by Ordinance of the Ministry of Internal Affairs and Communications and 

Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 

 

    第二節 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  

        Section 2 Support to Private Bodies, etc. Engaged in Activities on Appropriate 

Internet Use 

 

第三十条 

Article 30 

 国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものと

する。 

  The State and local public entities shall endeavor to provide the necessary support to 

the following private bodies or business operators: 

 一 フィルタリング推進機関 

  (i) Organizations that promote filtering 

 二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団

体 

  (ii) Private bodies engaged in the preparation of guidelines on the performance of 

software for filtering content harmful to young people 

 三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年

有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者 

  (iii) Business operators that develop or provide software for filtering content harmful 

to young people or business operators that provide a service to filter content harmful 

to young people 

 四 青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体 

  (iv) Private bodies engaged in activities for allowing young people to acquire skills for 

the appropriate utilization of the Internet 

 五 青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要

請する活動を行う民間団体 



  (v) Private bodies engaged in activities to receive reports on content harmful to young 

people and to request specified server administrators to take measures 

 六 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに

関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事

業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体 

  (vi) Private bodies engaged in activities to gather information on content which need 

not be made subject to restricted viewing by means of software for filtering content 

harmful to young people, and to provide such information to developers of software 

for filtering content harmful to young people and any other persons concerned 

 七 青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安

全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられた措置に関する民

事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第

三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体 

  (vii) Private bodies engaged in activities to work as a fair third party on behalf of 

parties seeking a resolution without using litigation, with regard to civil disputes 

over measures to prevent viewing by young people, updating of the content which 

will be subject to restricted viewing by young people and any other measures taken 

for the development of an environment that provides safe and secure Internet use for 

young people 

 八 その他関係する活動を行う民間団体 

  (viii) Other private bodies engaged in related activities 

 

   第六章 雑則  

      Chapter VI Miscellaneous Provisions 

 

第三十一条 （経過措置の命令への委任） 

Article 31 (Delegation of Transitional Measures to Orders) 

 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その

制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めるこ

とができる。 

  In cases where an order is established, revised or abolished based on this Act, said 

order may specify required transitional measures within the scope reasonably necessary 

in accordance with said establishment or revision or abolition. 

 

   附 則  

      Supplementary Provisions 

 

第一条 （施行期日） 

Article 1 (Effective Date) 

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

  This Act shall come into effect as from the day specified by Cabinet Order within a 



period not exceeding one year from the date of promulgation. 

 

第二条 （経過措置） 

Article 2 (Transitional Measures) 

 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

  Transitional measures necessary for the enforcement of this Act shall be specified by 

Cabinet Order. 

 

第三条 （検討） 

Article 3 (Review) 

 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

  The government shall review the status of the enforcement of this Act within three 

years from the enforcement of this Act, and take any necessary measures based on the 

results thereof. 

 

第四条 

Article 4 

 インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが犯罪又は刑罰法令に触れる行為とな

る情報について、サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合

における当該サーバー管理者のその情報の発信者に対する損害の賠償の制限の在り方につい

ては、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜら

れるものとする。 

  In cases where the act of making content available for public viewing via the Internet 

constitutes a crime or violation of criminal laws and regulations and where a server 

administrator has taken a measure to prevent public viewing of such content, a review 

shall be promptly made after the enforcement of this Act with regard to a desirable 

limitation on damages that may be claimed by the transmitter of content against the 

server administrator, and necessary measures shall be taken based on the results 

thereof. 

 

第五条 （内閣府設置法の一部改正） 

Article 5 (Partial Revision of the Act for Establishment of the Cabinet Office) 

 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

  The Act for Establishment of the Cabinet Office shall be partially revised as follows: 

  第四条第三項第二十六号の次に次の一号を加える。 

    The following item shall be added after Article 4, paragraph (3), item (xxvi): 

  二十六の二 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（平成二十年法律第七十九号）第十二条第一項に規定する基本計画の作成及び

推進に関すること。 

    (xxvi)-2 Affairs concerning the preparation and promotion of the basic plan 

prescribed in Article 12, paragraph (1) of the Act on Development of an 



Environment That Provides Safe and Secure Internet Use for Young People (Act 

No. 79 of 2008) 

  第四条第三項第二十七号中「青少年」を「前号に掲げるもののほか、青少年」に改める。 

    The term "Matters concerning1" in Article 4, paragraph (3), item (xxvii) shall be 

revised to "In addition to what is listed in the preceding item, matters concerning." 

  第四十条第三項の表中「 

」を 

  「 

 

 

 

 

                          」に改める。 
 
    In Article 40, paragraph (3), the following row shall be added to the top of the table. 

Council for Promoting Measures 

Against Content Harmful to 

Young People on the Internet 

and Development of an 

Appropriate Environment 

Act on Development of an Environment 

That Provides Safe and Secure Internet 

Use for Young People 

 

                                                  
1 日英の語順が異なるため、日本語の原文通りにはなっていません。  

食育推進会議 食育基本法 

インターネット

青少年有害情報

対策・環境整備

推進会議 

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 

食育推進会議 食育基本法 


