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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41回会合 

議事次第 

 

 

日時：令和元年5月13日（月）14:00～16:00 

場所：中央合同庁舎 第4号館12階 全省庁共用第1214特別会議室 

 

 

 

１．開会 

 

２．議事 

 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ようにするための施策に関 

する基本的な計画（第４次）」の進捗状況（平成30年度）について 

 

議題２－１ 平成30年度青少年のインターネット利用環境実態調査結果（概要）について 

２－２ 検討用素材に関する検討 

 

議題３ 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会の当面の進め方について 

 

３．事務連絡 

 

４．閉会 

 

 

 

 

【委員】藤原座長、藤川座長代理、有木委員、上沼委員、尾上委員、尾花委員、清原委員、国分委員、 

小城委員、牧田委員、吉田委員、井部委員代理 

【内閣府・事務局】小野田統括官、福田審議官、岸田参事官 

【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、内閣府子ども・子育て本部参事官（認

定こども園担当）、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長補佐、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立案・情報管理室長、文部

科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長、厚生労働省子ども家庭局総務課子ども家庭

福祉調査官、経済産業省商務情報政策局情報経済課長 
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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41回を始めさせていただきます。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 まず、委員の出欠状況等につきまして、事務局から報告をお願いいたします。 

○岸田参事官 報告申し上げます。本日は、五十嵐委員が御都合により欠席されております。 

 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。 

 なお、内閣府の小野田政策統括官、福田審議官は、公務により途中退席となりますので、あらかじ

め御了承いただきたいと思います。 

 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。 

○岸田参事官 本日の配付資料でございますけれども、議事次第に資料一覧がございます。資料１か

ら11まででございます。それと、もう一つ、参考資料が１部でございます。 

 資料１は、４次基本計画の進捗状況について、１枚であります。 

 資料２が４次基本計画のフォローアップの結果で、厚手の資料でございます。 

 資料３が内閣府、資料４が警察庁、資料５が総務省、資料６が法務省、資料７が文部科学省、資料

８が経済産業省、資料９が利用実態調査の結果でございます。かなり厚手の資料でございます。 

 資料10がフィルタリング関連データのまとめで、これは検討用素材ということで用意しております。 

 資料11が青少年インターネットの環境整備の検討会の当面の検討の方向性等についての資料でござ

いまして、１枚物でございます。 

 最後に、参考資料として、リーフレットを一部お付けしております。 

 不足等ございましたら、事務局までお申し付けください。 

 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、委員の皆様方の御確認をい

ただきまして、その後、座長にお諮りして公開させていただきたく存じますが、よろしいでしょうか。 

（委員首肯） 

○岸田参事官 ありがとうございます。それでは、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、委員の交代はございませんけれども、オブザーバーの加入がございますので、事務局か

ら報告をお願いいたします。 

○岸田参事官 新たに厚生労働省の子ども家庭局総務課子ども家庭福祉調査官がオブザーバーとして

加入されました。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それでは、新たにオブザーバーとなりました厚生労働省の小松調査官から一言御挨拶をいただきた

いと思います。 

 小松調査官、お願いいたします。 

○小松子ども家庭福祉調査官 この４月から厚生労働省子ども家庭局総務課子ども家庭福祉調査官に

着任しました小松でございます。 

 この会議にオブザーバーとして出席させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、早速、議事に入らせていただきます。 

 本日は、４つの議題がございます。 

 議題の１は「第４次基本計画のフォローアップ（平成30年度）について」でございます。 

 議題２－１は「平成30年度青少年のインターネット利用環境実態調査結果の概要について」です。 

 議題２－２として「利用実態調査結果の検討」でございます。 

 議題の３は「本検討会の当面の進め方について」でございます。 

 本日は、この議題に沿って、報告・発表いただいた上で議論を進めていきたいと思います。 

 それでは、最初に議題の１「第４次基本計画のフォローアップ（平成30年度）について」、まず内

閣府からに御説明をお願いいたします。 

○岸田参事官 それでは、御説明申し上げます。 

 資料３をお開きください。資料３が内閣府の主な取組でございます。４つでございます。 

 まず、１番目が検討会の開催・基本計画の決定でございます。これは、本日開催していただいてお

ります、この検討会のことであります。この検討会で御検討いただきまして、第４次の「青少年イン

ターネット環境整備基本計画」を決定いただきまして、これが内閣府の１番目であります。 

 ２番目の取組は、広報・啓発活動の実施でございまして、こちらもこの有識者会議の中で御指摘い

ただいて、低年齢調査というものを行って、保護者向けの普及啓発のリーフレットを作成いたしまし

た。これは、参考資料でお付けしているものでございますけれども、その広報・啓発に取り組んでい

るということでございます。２点目が現在もちょうど期間中でございますけれども、「春のあんしん

ネット・新学期一斉行動」ということで、官民挙げて、新入学期ということで啓発活動に取り組んで

いただいております。 

 ３点目が実態調査等の実施で、これは後ほど御説明いたしますけれども、毎年行っている「青少年

のインターネット利用環境実態調査」の件であります。もう一つが、外国調査ということで連綿とし

てやっておりますけれども、今回は「ドイツ・オーストラリアにおける青少年のインターネット環境

整備状況等調査」を実施しております。こうしたものを通じまして、インターネット環境整備法の参

考にしたいということでございます。 

 ４点目、最後でございますけれども、地方連携フォーラムの開催についてであります。昨年度は、

神奈川県、群馬県、香川県で実施しております。本年は、長野県、愛媛県、長崎県で実施する予定で

ございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 質疑につきましては、関係省庁の御説明が一通り終わった後に執り行いたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、警察庁から説明をお願いします。 

○村上少年課長 警察庁でございます。 

 お手元の資料４をご覧いただければと思います。当庁におきます平成30年度中の主な取組というこ

とでございます。時間の関係もございますので、ポイントだけ御説明させていただきたいと思います。 

 まず、１点目の教育・啓発等の推進でございます。先ほど内閣府の方からございましたけれども、

低年齢児童対策ということで、右側にちょっと見えづらくて恐縮でございますが、黄色の「インター

ネットじけんぼ」というものがございます。昨年、私ども警察庁におきまして、小学生を主に対象と

した啓蒙・啓発用のリーフレット、それからDVDを作成いたしまして、そのリーフレットの下の方に啓



5 

 

発用動画というのがございますけれども、現在、警察庁のホームページをご覧いただきますと、小学

生用と中高生用ということで、二本立てでリーフレットと動画を掲載しているような状況になってい

るわけでございます。 

 当然、非行防止教室あるいは防犯教室等の場でもこういったものを活用して、各都道府県警察ある

いは警察署において啓蒙・啓発を、特に最近は小学校のほうからも、そういったことをやってほしい

という要請がかなり増えているということでございますので、このような取組を進めておるところで

ございます。 

 それから、２点目の犯罪被害の抑止対策の推進でございます。この中で、特に３点目のサイバーパ

トロールの推進で、これも絵が見づらくて恐縮でございますけれども、中ほどの「絶対に許すな 子

供への性犯罪」ということでございます。 

 具体的に申し上げますと、Twitterのいろいろな書き込みで不適切な内容のもの、例えば援助交際を

求めるような子供からの書き込み、あるいはそれに対する大人からのリツイート、こういったものを

いわゆるサイバーパトロールにおいて発見した場合に、これは直接、私どもが削除するわけには参り

ませんので、警告注意文というものを貼り付けるような形にして、見られていますよということ、こ

れは愛知県警を中心に取組を進めておりまして、順次、同様の取組を他の都道府県警察のほうでも進

めていきたいと考えてございます。 

 資料４については以上でございますけれども、後ろに別添がございます。平成30年におけるSNSに起

因する被害児童の現状ということで、年間の子供たちの被害状況について、毎年、統計を取りまとめ

て、公表させていただいているものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、平成30年中の被害の状況ということでございます。縦の棒グラフで

ございますけれども、全体の被害児童数の推移でございます。平成30年、1,811人ということで、前年

と比べますと横ばいの高止まりの状態が続いているということでございます。 

 下の次のページでございますけれども、学識別に見たものです。折れ線をご覧いただいておわかり

のとおり、足元、中学生がやや減っています。高校生は、残念ながら増加傾向が続いているというこ

とでございますので、このあたりの傾向についても引き続き注意深く見ていく必要があると考えてお

ります。 

 次の３ページ目でございます。SNSを通じて、不幸にして被害に遭われてしまった児童について、学

校での指導状況、フィルタリングの利用状況をそれぞれ尋ねたものでございます。それぞれ上のほう

の横バーが平成30年、下のほうが平成29年でございます。 

 まず、学校での指導状況ということで、オレンジ色の部分が「時々、指導を受けていた」、青が「こ

まめに指導を受けていた」ということでございますので、合わせまして29年と30年を比べますと、学

校で指導を何らかの形で受けていたと回答されているお子さんは、増加傾向にあるのは間違いありま

せん。ただ、まだ半分ということで、十分ではありません。 

 それから、次のフィルタリングの利用状況でございますけれども、これも青の「利用していた」の

割合は、29年が8.4％、30年が12.0％ということで、増加傾向にあることは間違いございません。ここ

も当然のことながら、これではまだ十分でないと認識しております。 

 最後、いわゆるSNSのアプリ上の被害の状況ということでございます。従前からTwitterの被害が非

常に多いということでございましたけれども、あわせまして、この30年につきましては、ひま部とマ

リンチャットは同一の事業者が運営されておられると、私ども承知しておりますけれども、残念なが

ら、このあたりのSNSを通じて被害に遭ってしまう被害児童の数は、引き続き増加しているような状況
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でございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 次に、総務省から説明をお願いいたします。 

○梅村消費者行政第一課長 総務省消費者行政第一課長、梅村でございます。 

 それでは、資料５に沿って説明させていただきます。 

 まず、１ページ、総務省の取組の１つ目は、インターネットの安全・安心な利用に係る普及・啓発

の推進ということで、e-ネットキャラバンの取組を実施してございます。こちらにつきましては、イ

ンターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、児童生徒、保護者・教職員に対する「出前講座」

を、情報通信分野の企業・団体と総務省・文科省が協力して開催しているものでございまして、2018

年度は2,529件、46万人を対象として実施いたしたところです。 

 対象者としましては、小中高生、保護者、教職員等になりますけれども、2016年からは小学校３年

以上を対象としております。それまでは小学校５年以上でしたが、スマホ利用の低年齢化に伴いまし

て引き下げを行ってきております。また、2018年からは少年院、少年鑑別所に収容された青年に対し

ても実施しております。また、2018年には座間市の事件の対策の一環としまして、スクールカウンセ

ラーを含む教育関係者へSNSの利用実態を伝えるということも含めまして、研修会に講師を派遣するな

ど、取組をしております。 

 講座内容は、下にありますように、ネット依存、ネットいじめ、ネット誘引、ネット詐欺、著作権

の侵害等のトラブル事例を用いて予防策を啓発するというものでございます。 

 今、申し上げた対象者の２ポツ目、前回の会合で清原委員から、少年院や少年鑑別所での実施状況

はどんなものかという御質問をいただいて、整理しましたので、簡潔に申し上げたいと思います。2018

年につきましては、全国の少年院などで72件、在院者519名を対象として実施してございます。その他、

職員、保護者などを入れますと670人に受講いただいたところでございます。 

 この講座は、少年院などの職員の方にe-ネットキャラバンの講師向けテキストなどで勉強していた

だいて、その上で、院内で実施していただいたということでございます。慣れない中での実施でした

けれども、講師を務められた方々に実施後の感想をヒアリングしましたところ、72件回答がありまし

て、半分以上で好評、前向きな感想をいただいたところでございます。多くの在院者は関心を持って

話を聞いていたとか、SNSの使い方を見直していこうと思ったという感想を在院者が述べていたとか、

教材もわかりやすく、受講者の反応も良かったといった反応が半数以上でございました。 

 一方で、改善を要する感想もございまして、これは、講師側にとっても初めての講座ですので、実

施してみて、その力量の不足を感じたとか、あるいは指導する側の知識をいかに蓄積していくかとい

うのが課題だということが挙げられましたので、こんなことも含めまして改善していきたいと思って

おります。 

 ２ページ、「インターネットトラブル事例集」の作成と公表でございます。こちらは、上の段にご

ざいます保護者や教職員の活用に資するために、トラブル事例の予防法をまとめたものを毎年作成・

更新しております。2018年度は、自画撮り写真の交換に端を発した脅迫、あるいはSNS上の知人による

誘い出しといったところに関する事例の追加を行いまして、昨年末、12月26日に公表したところでご

ざいます。 

 また、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」につきましても、地方総合通信局なども含めまし

て、啓発活動を実施してございます。 
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 ３ページからは、青少年のフィルタリング利用の推進の取組でございまして、こちらは、改正青少

年インターネット環境整備法の施行に先立ちまして、②にありますような携帯事業者に対して義務履

行の徹底を要請するとともに、リーフレット40万部を配布するなどの取組を行ってきたところです。 

 保護者や教職員に対するフィルタリングの必要性の周知も強化が必要だということで、①にござい

ますように、フィルタリングに特化した「出前講座」（e-ネットキャラバンPlus）というのを2018年

度は181件実施してございます。また、先ほど申しました「インターネットトラブル事例集」の特集ペ

ージを設けまして、フィルタリングの必要性の解説を記載したところでございます。 

 また、２つ目のポイントですが、「利用者に分かりやすく、使いやすいフィルタリングの実現推進」

ということで申しますと、携帯キャリア３社との協力・連携のもと、フィルタリングサービスの名称

及びフィルタリングアプリのアイコン統一、また「高校生プラスモード」というモードの導入も進め

ておりますが、一番下のところで言いますと、新たな取組としまして、安心ネットづくり促進協議会

の検討会におきまして、保護者のフィルタリングのカスタマイズに資する情報発信について検討を行

いまして、SNSアプリの特徴、利用上の注意点など、業界団体と取り組んで進めているところでござい

ます。 

 最後に４ページでございますが、「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタ

スクフォース」でございます。こちらは、2016年４月から、青少年の保護に有効なフィルタリングサ

ービス、あるいはインターネット利用の啓発活動について検討を行うべく、開催してきていますが、

今年２月に１年９カ月ぶりに会合を開催いたしまして、改正法の施行後における事業者団体等の青少

年のフィルタリングの利用推進に関する取組状況をヒアリングした後に、構成員の皆様でフィルタリ

ングの利用率向上のための方策、フィルタリングのユーザーの利便の向上について意見交換などを実

施したところでございまして、今後も課題の整理などを含め、検討を進め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 ありがとうございました。 

 次に、法務省から説明をお願いいたします。 

○渡辺政策立案・情報管理室長 法務省大臣官房秘書課政策立案・情報管理室長の渡辺と申します。

どうぞよろしくお願いします。 

 資料６になります。２段に分かれてございまして、上段が人権相談活動、下段が人権啓発活動でご

ざいます。 

 法務省の人権擁護機関につきましては、全国の法務局等において、法務局職員と人権擁護委員があ

らゆる人権問題に関する相談を受け付けております。特に子供に関する取組としましては、子供の人

権問題専用の相談電話「子どもの人権110番」を設置しているほか、便箋と封筒を一体化した「子ども

の人権SOSミニレター」を配布したり、インターネット上の人権相談窓口として「子どもの人権SOS-e

メール」を設置したりするなど、子供たちが抱える悩みの早期発見、解決に取り組んでいるところで

ございます。 

 こちらの数字としましては、「子どもの人権110番」につきましては、平成30年度は２万1,351件ご

ざいました。「SOSミニレター」につきましても、１万4,410件の相談がございました。 

 加えて、この資料６には書いてございませんけれども、インターネット上での名誉毀損、プライバ

シー侵害等の被害を受けたという相談があった場合につきましては、相談者に対してプロバイダー等

に対する発信者情報の開示請求、当該情報の削除依頼の具体的な方法について助言するほか、必要に



8 

 

応じて法務局から当該情報の削除を要請する取組を実施しております。 

 加えまして、ICTを活用した相談先の周知・広報として、インターネット上で人権問題に関する相談

先を案内することを目的として、例えば自殺につながる用語の検索を行った場合には、テキスト広告

やバナー広告を表示するなど、インターネット人権相談受付窓口に誘導する取組を実施しているほか、

平成30年度につきましては、新たな取組として、facebook上に動画広告を掲載しまして、当省ホーム

ページでの人権相談窓口案内に誘導するという取組を実施してございます。参考に、クリック件数と

して約52万回ございました。 

 それから、下の人権啓発活動でございますけれども、平成31年１月には、主に子供を持つ親を対象

としてインターネット人権フォーラム、「インターネットと人権～あなたの子どもを加害者にさせな

いために」というものを開催しましたほか、啓発冊子としまして「あなたは大丈夫？考えよう！イン

ターネットと人権」というものを、これまで発行していましたものを一部改訂させていただきまして、

全国の中学３年生、約130万冊を配布するなど、インターネット上における人権尊重や、その安全な利

用に関する理解や関心を深めるための各種啓発活動を実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 次に、文部科学省から説明をお願いいたします。 

○三好男女共同参画共生社会学習・安全課長 文部科学省でございます。 

 お手元の資料７、ピンクの紙になっておりますけれども、ご覧いただければと思います。文部科学

省、さまざまな取組を実施しておりますけれども、本日、時間の関係がございますので、特に30年度

の主な取組である赤字部分を中心に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、１点目、情報モラル教育の推進というところで、上から２つ目、情報モラル教育に関する指

導の充実という項目がございます。これは、１枚めくっていただきますと、縦長の別添１という紙が

入っているかと思いますけれども、こちらをご覧いただけますでしょうか。情報モラルに関する指導

の一層の充実を図るという観点で、学校の先生が指導する際に役立つ児童生徒向けの動画教材と教員

向けの手引書を順次作成してきております。 

 30年度事業におきましては、インターネットあるいはスマートフォン利用者の低年齢化ということ

がございますので、こうしたものを踏まえまして、SNSを通じた出会いの危険性、あるいはスマートフ

ォンやタブレットの使い過ぎをテーマとしまして、そこの下に２つ、⑮、⑯と記載があるかと思いま

すけれども、このような２つの動画教材を新たに作成しており、過去に作ったものは裏面に①から⑭

まであり、学校での活用を促していきたいと考えてございます。 

 また、表の１枚目の資料に戻っていただきまして、１番のその下に赤字で書いてございます、スマ

ートフォン対策を含む啓発資料の作成・配布でございまして、これはスマートフォン・携帯電話のト

ラブル、犯罪被害の事例でありますとか、その対処方法のアドバイスを盛り込んだ啓発資料を作って

おりまして、全国の都道府県教育委員会や学校等を通じまして、小学校６年生全員にこれを配布する

という取組を行っているところでございます。 

 続きまして、２番目、ネット上のいじめへの対応というところでございますが、一番下のSNS等を通

じた相談事業ということでございます。こちらにつきましては、一番後ろに付いています別添２とい

う資料、前回のこの検討会の場でも御説明させていただきましたけれども、29年度からの新規事業と

いうことで、SNS等を活用した相談事業を実施してございます。昨年度は、30カ所の自治体に取り組ん

でいただきまして、電話相談に比べて、特に相談者本人による相談件数が増えたといった報告をもら
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っていたりしております。SNSというものの相談との親和性みたいなものが１つうかがえるのかなと思

ってございます。今年度も引き続き、同じ30カ所でこういった取組を実施していきたいと思っており

ます。 

 また、最初の紙に戻っていただきまして、最後になりますが、３番として、子供や保護者への啓発

ということで、保護者への啓発の推進でございます。こちらは、低年齢層の子供を持つ保護者への啓

発を推進するために、内閣府と連名で教育委員会の幼稚園担当課あるいは家庭教育の支援担当課等を

通じまして、低年齢層の保護者向けリーフレットというものを配布しまして、研修会や会議で活用し

ていただいたり、あるいは幼稚園に対する周知というものをお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 次に、厚生労働省から説明をお願いいたします。 

○小松子ども家庭福祉調査官 厚生労働省でございます。 

 厚生労働省としましては、本日参考で配っていただいている、今年の１月に内閣府以下、関係省庁

で作成した「スマホ時代の子育て」、こちらのリーフレットでございます。第４次基本計画に、低年

齢層の子供の保護者向けの広報の重要性というものが記載されておりますので、それを踏まえまして、

厚生労働省子ども家庭局から、各自治体の子育て支援の担当課、それから子育て関係団体にこのリー

フレットを事務連絡とともに配布しまして、例えば保育所とか児童館とか、低年齢のお子さんと親御

さんが一緒に来るような施設に配っていただいて、いずれにしましても親御さんの目にとまるように

といった協力の要請をさせて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。 

 次に、経済産業省から説明をお願いいたします。 

○松田情報経済課長 経済産業省でございます。 

 資料８、両面の資料に沿ってポイントを御説明したいと思います。 

 まず最初に、１ページ目の左上です。フィルタリングの普及啓発については、業界団体等を通じた

働きかけ、及びインターネット安全教室の取組を行っております。 

１つ目について、具体的には、リアルの店舗を持っている家電量販店等に対して、業界団体を通じ

て普及啓発のリーフレットを配布・掲示等をしていただいています。 

加えて、日本通信販売協会や、電子商取引の大手企業に依頼して、ネット上で機器の販売を行う事業

者や、消費者の方に対する普及啓発を行っています。 

 フィルタリングのハードウエアの機器への実装というのが、経済産業省のやるべきことの一つだと

考えていますが、毎年５月と11月に事業者によるフィルタリング等の対応状況について、業界団体の

JEITAに御協力いただいて調査しております。 

 掲載しているのが去年の11月時点の調査結果です。パソコン対象機器については、完全に法人向け

の３機種を除いて、全てフィルタリング対応がなされており、またデジタルTV対象機器についても、

もともとブラウザが使用できないもの以外は全て対応されているという状況です。ハードウエアにお

けるフィルタリングの実装については、対応が進んでいるということだと考えています。 

 ２つ目の取組が、インターネット安全教室の実施です。警察庁及び都道府県警察等に御協力いただ

く形で、全国のNPOと連携してインターネット安全教室を開催しており、受講人数は１万2千人程度に

なっております。 
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 加えて、このインターネット安全教室の講師の方を、要請に応じて、教育委員会が開催する研修等

に対して派遣するという対応も開始しているということでございます。 

 裏面の２ページになります。SNSにおける違法有害情報対策、及び座間市における事案の再発防止と

いう中で、SNSの事業者に対するフォローアップを継続すべしということになっています。当省として

は、Twitter社の取組について事実を聞いているところです。 

 参考のうち、平成29年度の部分については、ここでも共有されていることですが、座間事件を受け

たTwitter社の取組をまとめています。平成29年度１月には、自殺関係の語句を検索したユーザーに対

して、NPO法人の連絡先を表示する機能を追加しています。また２月に、違反があった場合には、アカ

ウントの凍結等の対応を実施することを明確化し、３月には、NPO法人６社に広告枠を無償提供し、「自

殺」等の検索をした人に、右上にある写真の通り、サポートするところにつなぐような対応をしてい

ます。ここまでは、平成29年度に確認しておりました。 

 平成30年度に入りまして、グローバルの対応だと聞いていますけれども、いくつか新規で対応を行

っています。１つは、ブラウザ経由でなくとも、アプリ内で異議申し立てが簡単にできるようにする

ということで、報告後の同社の凍結等に至る対応時間がかなり減少したということで、悪質なアカウ

ントに対する処置数が増えました。※のところで書いてございます。これは、同社としては初めてで

ございますけれども、児童の性的搾取に関連して凍結したアカウント数について、全世界でデータを

取ることを始めておりまして、これについては、グローバルで94万件程度のアカウントの凍結をした

と聞いております。 

 その他、②のところは、まさにここでの御検討、もしくはここに御参画されているような協議会の

メンバーの方々、もしくはNPO法人と、Twitter社として何らかの連携を図ってきているということを

聞いてございます。 

ただ、先ほど警察庁からも御報告がありましたけれども、ファクトとしては数字が減っていないと

いうことも大きな事実だと思っております。これに対して、引き続き同社として何をやってもらうこ

とが必要なのか、社会として何をやるべきかについては、真摯に対応したいと思いますし、警察庁の

出されたデータについては、随時、同社にも提供しており、グローバルな本社にも報告が行っている

と聞いてございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、ここまでの府省庁の方々からの御説明について、質疑へ移りたいと思います。御質問、

御意見等ございます方はお願いいたします。 

 では、小城委員から。 

○小城委員 聖心女子大学の小城です。よろしくお願いします。 

 先ほどの資料４の別添資料について、少しお伺いしたいのですが、SNS学識別の被害児童数の推移の

ところで、高校生が増加傾向にあるという懸念すべき特徴が見出されますけれども、このことについ

て、２点お伺いしたいと思います。 

 １点は、このデータが人数ということですが、背景として、高校生以下の子供全体の母数の推移や

高校の進学率との関係で見たときに、これがどういうふうに解釈できるだろうかということです。 

 平成20年から30年までの間にじわじわと子供の数が減っていますけれども、その中で高校生が伸び

ているということは、このグラフ以上に深刻な事態と考えることもできますし、一方で、高校の進学

率が上がっているのだとすれば、平成20年の段階では、進学していないために認知されなかった人数
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が入ってきただけだと考えることもできるかと思いますので、この高校生が伸びているということを

どのように捉えるかという背景の母数のデータと照らし合わせて解釈が可能かなと思います。これは、

今、お返事は結構です。 

 ２点目は、高校生が伸びているということの理由とか背景をどのように考えられるのか、何か情報

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 ありがとうございました。 

 ２点御質問で、１つは、高校生の伸びの関係で、分母の数字との関係ですね。１番目は、直ちに今、

この場で回答を求めるということではないけれども、２番目として、背景等についてどのようにお考

えかということです。 

 では、警察庁からお願いいたします。 

○村上少年課長 警察庁でございます。 

 お尋ねいただきました１点目、人口動態につきましては、私ども、直接お答えする立場にあるかど

うかわかりませんけれども、18歳人口が長期的に減少しているというのは、委員御指摘のとおりだと

認識しております。ただ、私が記憶しているところですと、近年、今、中学生前後の年代というのは、

減少がやや横ばいになって、また10年ぐらいたつと落ち始めるという、ちょうど踊り場的なところに

ある。そういった意味で、高校生相当の人口の減少がこれに具体的にどれぐらいはね返っているかと

いうことについては、正直よく承知しておりません。 

 その上でございますけれども、他方、２点目の御質問とあわせて御説明申したいと思いますが、高

校生につきましては、御案内のとおり、スマホ等の保有率がほぼ頭打ち。昨年、一昨年ぐらいまでじ

わじわ上昇傾向にあったわけでございますので、このSNSを通じて被害に遭うということは、基本的に

はスマホを前提にする機会が多いと思いますので、そういったスマホの保有率の伸びというのがある

程度影響しているというのは間違いないと思います。 

 また、これは残念ながら、被害に遭ってしまわれたということは、インターネット上で不適切な書

き込みなり、あるいは実際にそこを通じて大人と援交のような形で会ってしまって、それを補導とい

う形で、子供の側を警察が認知するか、あるいは罪を犯した、福祉犯を犯した大人側を警察が検挙す

るか、こういったところで挙がってきた数字があくまでも前提でございますので、実態が全部かどう

かというところについては、暗数の部分は当然まだ残されているわけでございます。 

 そういった意味で、中学生の折れ線グラフがやや下がっているということに注目していると先ほど

申し上げましたのは、中学生については、引き続きスマホの保有率が上昇傾向にございますので、そ

ういった中で、やや増加傾向が頭打ちにある、これが今申し上げたように、ただ単に私ども警察が認

知していない、隠れた部分が増えているという意味なのか、あるいはそこも含めて、啓蒙なり啓発、

教育の成果が上がってきているということなのか、そのあたりを注意深く見ていく必要があるのでは

なかろうかと考えております。 

○藤原座長 小城委員、ひとまずよろしいですか。 

○小城委員 ありがとうございます。 

○藤原座長 では、文科省からお願いします。 

○三好男女共同参画共生社会学習・安全課長 文部科学省でございますけれども、高校生の母数とい

うお話がございましたので、御参考までに直近で言いますと、近年、高校を卒業される方というのは

年間110万人弱になります。ですので、３学年合わせますと300万人強の方がいらっしゃって、その中

のこの事件ということになります。高校進学率につきましては、全日制だけでなくて、通信制や定時
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制まで含めますと、ほぼ98％から99％の率になっております。もちろん率は増えていますが、10年に

比べて倍になっているという増え方では当然ございませんので、今、警察庁からのお話もありました

けれども、さまざまな要因が背景にはあるのではないかと思ってございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

○小城委員 ありがとうございました。 

○藤原座長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 では、清原委員。 

○清原委員 御説明ありがとうございます。 

 １つの感謝及びコメントと、２つの質問をさせていただきます。 

 １つ目は、総務省の梅村課長から御丁寧に、2018年度、少年院や少年鑑別所に収容された青少年に

対しての講座の実施の詳細について教えていただきました。ここで大変有意義だなと感じましたのは、

少年院や少年鑑別所で支援・指導されている方が学ばれて、そして入所者に対して講座をされたとい

うことで、要するに、e-ネットキャラバンの範囲が広がって、再発防止に力を入れていただくべき施

設において指導されるお立場の方が、インターネットの安全・安心に関しての学びをしていただき、

またそれが普及していくということで、大変好ましい方向性ではないかなと思いますので、今後もこ

うした取組が、法務省等々と連携しながら、さらに再犯防止という方向で強まっていけば良いなと感

じました。 

 ２つの質問のうちの１つ目ですけれども、私たちが議論する中で、何よりもインターネットの普及

が保護者にほぼ100％になっている今、乳幼児に対しての対応を啓発していくことが有効であるという

ことで、今回「スマホ時代の子育て 悩める保護者のためのQ&A 乳幼児編」が１月に発行され、普及

されているということです。 

 先ほど厚生労働省の担当の方がオブザーバーとして参加されたということも大歓迎でございますけ

れども、一方で、児童館を利用されている方あるいは保育園を利用されている方には、これはそれな

りの普及があるパンフレット、リーフレットになるかと思うのですが、いわゆる在宅子育てをされて

いる方に対して、どのようにこのようなリーフレット等を普及していくかということも重要で、例え

ば両親学級であるとか母親学級であるとか、そういうところから既に、出産前ですけれども、こうし

た「スマホ時代の子育て」について普及していくということも重要かなと考えまして、今後の取組に

ついて、どのようにお考えかということについて教えていただければと思います。 

 ２点目に、警察庁あるいは法務省においては、例えば中学３年生、全生徒にリーフレットを配布さ

れたとおっしゃいましたし、文部科学省においてもそうした御努力をされていて、全ての児童生徒に

普及するということによって、インターネット時代の情報リテラシー、あるいは被害者にならないた

めのことがらについての普及が進んでいると思うのですが、他方で、インターネットを利用して動画

を配信されていたり、あるいは文部科学省におかれては、SNSを活用した相談事業も始めていらっしゃ

います。すなわち、インターネットを使わないのではなく、使うことによって正しい使い方を示され

ていると思うのです。 

 そこで、警察庁におかれては、この動画などを配信された場合、どのぐらいの方がその動画を御利

用されているか、それを把握されているかどうか。あるいは、もしされていないようでしたら、今後、

把握していただけたらありがたいなと思います。 

 そして、文部科学省におかれましては、SNS等を活用した相談事業は、まさにSNS等を正しく使うた

めにも、SNSを活用した相談をすることによって、単に犯罪被害者になることを防ぐだけではなくて、
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よりよい使い方を学ぶということにもなるのかなと思っておりまして、今年も予算が多いようでござ

いますが、体制上、工夫されていることなどがありましたら教えていただければと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 御質問は、本日の資料の最後にあります「スマホ時代の子育て」という各省庁共編著ですか、2019

年１月発行のものを主な素材としての御質問でした。 

 最初に、総務省のほう、他の省庁でももちろん結構でございますけれども、在宅の子育てのときに

どういう工夫、あるいはお考えで周知徹底を図っていくかという御質問だったと思います。 

 ２番目は、このリーフレットで警察庁の御説明で、動画を配信しているけれどもということで、視

聴者数等を把握しておられるかということ。 

 最後、文科のほうは、相談体制の充実・強化についてということで御質問だったと思います。 

 それでは、総務省からお願いできますでしょうか。 

○小松子ども家庭福祉調査官 座長、恐縮です。恐らく厚生労働省のほうから。 

○藤原座長 では、厚労省のほうがよろしいですね。乳幼児の相談。では、お願いいたします。 

○小松子ども家庭福祉調査官 清原先生、ありがとうございます。 

 先ほど、私、ちょっと御説明した中で、言葉足らずだったかもしれません。保育所・児童館という

のも例に出させていただきましたけれども、御指摘の、いわゆるゼロ歳から２歳、まだどこにも属し

ていない乳幼児のいる御家庭、当然、重要なところでございます。例えば、子育て支援拠点という子

育て支援の分野では、在宅の親御さんが子供を連れて、お母さん方、お父さん方と集うという市町村

事業がございます。この子育て支援拠点でありますとか、まさに母子保健の分野の取組にも、このチ

ラシがちゃんと配布されるようなお願いを自治体・関係団体にしております。 

 足りない部分もあるかと思いますが、引き続き厚生労働省としてしっかりやっていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 それでは、警察庁、文科省の順でお願いいたします。 

○村上少年課長 警察庁でございます。 

 先ほどの私の御説明の中にございました動画の配信は、実は作成してホームページ上にアップいた

しましたのが昨年度末ということでございます。もちろん、ホームページのアクセス数というのは広

報担当部局でとっておりますが、この動画については、残念ながらまだ数字は持ち合わせておりませ

ん。 

 一方で、ホームページに直接アクセスしてくださいという意味だけでアップしているわけではなく、

私ども、47都道府県警察がございますので、このリーフレットもそうでございますけれども、我々の

ほうから何万部、何十万部と印刷物なりDVDを焼いたものを配布するわけには参りませんので、こうい

ったものを印刷、データを使って、学校等の啓発活動等に使っていただきたいということでございま

す。そういった意味でも、あわせて活用を進めたいと考えております。 

○藤原座長 では、文科省、お願いいたします。 

○三好男女共同参画共生社会学習・安全課長 文部科学省でございますけれども、一言で申し上げま

すと、まさに今回、進めている事業も通じまして、どういった特性がSNSを通じた相談体制にあるのか

とか、あるいはその中で改善を促していくとか、あるいはそこで得られた知見みたいなものを全国に

広めていくということを基本的に考えてございます。 

 例えば、今、30カ所でやっているものの中には、LINEを活用した相談支援を行っている例がありま
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して、お子さんからすると、ふだん使っているLINEですので、操作も非常に簡単でしやすいというこ

ともございますし、相談を受ける側からすると、ログがずっと残りますので、複数回にわたる相談み

たいなものがあっても、全てそれが文字になっているので、論理的な対応ができるとか、あるいは同

じ１人の人が対応しなくても、チームで交代しながら対応することができるといった特性があるとい

う報告もいただいています。 

 それから、LINEではなくて、むしろ学校と連携したようなSNSのシステムがございまして、そういっ

たものを導入されている自治体もございます。そういう場合は、個人名まではともかくとして、どの

学校の、どの学年で、どんな相談があるかというところは、ある程度特定した形で情報が来ますので、

それを学校にお伝えして、学校のほうでもフォローしていただくとか、学校と連携した相談支援とい

うものもできるという報告もいただいておりますので、こういった良い事例を広めていくのかなと思

ってございます。 

○藤原座長 どうぞ、清原委員。 

○清原委員 お答えいただき、ありがとうございました。 

 私は、当初に比べましたら、本当に各府省庁とも啓発のためのツールを多様化し、そして、きめ細

かい内容になってきていると思います。だからこそ、それがどのように使われて、どのような効果を

上げているかということについて、リーフレット等を配布されるだけではなくて、その利用実態等に

ついても把握することをしていただければありがたいし、先ほど文部科学省のSNSのことで御報告があ

りましたように、好事例を共有することによって、より幅広い対象者に普及啓発が行われていくこと

になると思いますので、きめ細かい取組が進んできたからこそのお願いでございますが、その効果の

検証をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

○藤川座長代理 関連したことで良いですか。 

○藤原座長 どうぞ。 

○藤川座長代理 藤川でございます。 

 清原先生がおっしゃったことに関連した話をさせていただきたいと思います。意見でございます。 

 ここ数年、さまざまな問題に対して、この会議で建設的な議論をしてきたつもりなのですが、皆様

の御報告を伺っていると、取り組んでいますというところに終始していて、清原委員がおっしゃった

ように、どういう効果があって、どこに課題があるのかという検証がほとんどできていないのではな

いかということを、失礼ながら思いました。具体的に申しますと、例えば経済産業省の方が今回、

Twitter社の状況について詳しく話されましたけれども、Twitter社からこう聞いていますということ

だけで、検証がなされたという話にはなっていないと思うのです。これは、御自身でもおっしゃって

いましたが、被害児童数が多いサイトは圧倒的にTwitterで、また増加もしているわけです。 

 少し調べればわかりますが、私も何日かに１回、Twitterで「＃援助交際」とか、検索してみるので

すけれども、日によって増減はあり、削除はされている形跡はあるのですけれども、多々残っている

のです。これでは、当然、多くの人が使っているTwitterで、援助交際用のアカウントを作った人が出

会って犯罪被害に遭うというのが防げていないなというのは、一目瞭然だと思うのです。 

 警察庁も、Twitter社に直接アプローチできないので、愛知県警などが警告の文章を出されています

が、逆に言うと、それぐらいしかできていないわけです。もっと警察庁と経済産業省で連携して、ど

ういう投稿があって、どういう課題があるのかを分析され、効果的な策をTwitter社も巻き込んで行う
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ことができるのではないかと思うのですが、なぜかここ数年、Twitterに起因する被害が増えているに

もかかわらず、何が有効な策なのかについては、あまり前向きな議論をいただいていないと思います。 

 これは、ほかにも言えて、総務省はフィルタリングのことをいろいろとおっしゃっていたと思うの

ですが、後で出てくる分析で明らかなように、スマートフォンにおけるフィルタリング利用率が劇的

に下がっているわけです。もう、これ以上下がらないのではないかという30％台に保護者調査で落ち

ているわけですね。ということは、スマートフォンのフィルタリングがわかりにくいのではないか、

使いづらいのではないかという議論がずっとあって、有効な対策がとれていないということだと思い

ます。 

 さらに、EMAまで解散してしまって、頑張っているサイトだけはフィルタリングでブロックしないよ

うにしようという、みんなで十数年前から一生懸命取り組んできたフィルタリング普及の前提となる

策も止まっているわけです。こんな危機的状況にあるのに、本日の御報告でフィルタリングが全然普

及していなくて、抜本的な改革が必要だという話が全然ないのはいかがなものかと思います。 

 文部科学省には、前から情報モラル教育は実効性があるのですかというお話を伺っているつもりな

のですけれども、例えば本日の警察庁の御発表でも、学校における指導状況で、被害児童についてで

すけれども、かなりのお子さんがわからない、覚えていないと答えている。これは、年次で見ると多

少改善されているのかもしれませんが、余り効果的になっていない部分があるのではないか。つまり、

教科書等の内容を見ても、子供たちにとっては古い、あるいはもうわかり切っている内容が多くて、

余り良い教材が使われていないのではないかという疑念があるわけです。 

 しかし、文部科学省に情報モラル教育の効果について検証されているのですかと以前から伺っても、

何の回答もいただいていない。ということが続いています。ですから、清原委員もおっしゃいました

けれども、こういうものを作りました、配っていますという話は、もちろん必要なのですけれども、

そこで終わってはせっかくの策は意味がないわけでして、検証していくということをしていただかな

いと、この会議をやっている意味も、皆様が努力されている意味も、あまりないのではないかと思い

ます。ぜひ効果検証をし、必要な改善を図るという方向での取組をしていただきたい。そして、この

会議をそういうふうに使っていただきたいと思います。 

 以上、意見です。 

○藤原座長 ありがとうございました。PDCAサイクルの実効性の検証が必要ではないかという御意見

と受けとめました。 

 あと、お一方ぐらいなら受けられるのですが、では、尾花委員、最後ということで。 

○尾花委員 最後に尾花でございます。手短にお話ししたいと思います。 

 まず、厚生労働省にお配りいただいて、本当にうれしいです。もう何年も前から低年齢のリーフレ

ットが必要だということを、この場をかりてお話しをさせていただいて、実際に配布していただいた

ということは、私としてもすごくうれしい限りです。 

 前回お話ししたのですが、これは母子手帳サイズに小さくプリントしても、私には無理なのですが、

とりあえず若いお母さんには見える文字サイズとボリュームにしてありますので、できれば母子手帳

配布の際に中に挟んで渡していただく。できれば、一言説明できるような説明書が必要であれば、作

れと言われれば、このメンバーとかで作ることも可能だと思われますので、現場の担当者、例えば保

健師の方などが説明しながら母子手帳を渡していただいて、後でちゃんと読んでねとおっしゃってい

ただくことができたら、よりよい方向に行くのではないかなと思っていますので、これはお願いです

が、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
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 それと、先ほどから出ている警察庁のデータですが、フィルタリングを掛けている、掛けていない

にかかわらず、例えば全部掛けていたとしても、高校生は高校生プラスにしてしまえば、Twitterは使

えるわけです。ということは、このフィルタリングの利用状況の調査自体が、フィルタリングを使っ

ている、使っていないだけの調査では、高校生に対しては全く意味がないという気がしてならないの

です。なので、フィルタリングの仕組みも年々、多少変化しているので、経年調査の比較というのは

とても大切かもしれませんが、新しい状況に応じて、もうちょっと中身が見られるような形のフィル

タリングの調査を、せっかくなさるのでしたら、そういう形で少しずつ変えていっていただけたら良

いなと思います。 

 そして、同じデータの中で、ひま部が多いという話で、これはひま部の代表の方から実際伺ったの

ですが、ひま部でつながっているケースは、ほとんど100％近くがLINEのIDで個人のつながりになって

発展しているのだそうです。ひま部で最初、出会っても、個人のやりとりができるわけではないので、

最終的にLINEのID、ということは18歳未満はLINEのIDは取れないはずになっているのに、取れてしま

っているためにID交換が起きて、そして事件に発展しているケースがほぼ100％近いと伺いました。 

 当然、ひま部の中で起きていることですけれども、ひま部いわく、LINEのIDを18歳未満は本当にち

ゃんと取れないように、何とかコントロールできないものかというお話を昨年末いただきましたので、

この場で共有させていただいて、何らかの形で携帯事業者の御協力もいただきながら、18歳未満はだ

めというものはだめという形で指導できるように、何か形を考えていただければうれしいなと思いま

す。 

 長くなりました。以上でございます。 

○藤原座長 貴重な御意見、ありがとうございました。 

 現時点で、特に省庁から何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、もしほかにも御意見ございましたら、議題の３のところでも御発言いただけますので、

とりあえずは議題の２のほうに移りたいと思います。２－１「平成30年度青少年のインターネット利

用実態調査の概要について」でございます。内閣府から説明をお願いいたします。 

○岸田参事官 御説明申し上げます。 

 資料９をお開きください。調査結果は結構大部でございますけれども、10分という限られた時間で、

駆け足でご覧いただきたいと思います。 

 まず、調査概要でございますけれども、今回から低年齢調査、これはアニュアルに経年でずっと見

ていけますように追加いたしまして、サンプル数3,000ということで実施しております。 

 続きまして、３ページでございますが、企画分析会議のメンバー、この有識者会議の委員お三方に

御指導いただきまして、調査したものであります。 

 ４ページでございます。青少年のインターネットの利用状況でございますけれども、これは結果、

93.2％がインターネットを利用しているという回答でございます。使用機器は記載のとおりでござい

ますが、学校種別で見ますと、高校生の場合、99％ということで、ほとんど100％に近い人が利用して

いるという実態でございます。 

 続きまして、６ページでございます。インターネットの利用状況でございますけれども、タブレッ

ト、プレイヤー、スマホということで、子供専用の機器を利用している割合が割と高いわけでござい

ますけれども、学校種が上がっていきますと、子供専用の割合は高くなりまして、高校生の場合はほ

とんど子供専用であるということが見てとれるわけでございます。 

 続きまして、７ページでございます。インターネットの利用状況－３でございますけれども、これ
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はどういった用途に使っているのかということを経年変化で見ておりますが、この７ページの右側の

棒グラフをご覧いただきますと、コミュニケーションのほうはほぼ横ばいでございますけれども、動

画の視聴とゲームというのが一貫して徐々に伸びてきているという状況が見てとれます。 

 続きまして、８ページでございます。青少年のインターネットの利用状況－４でございまして、こ

れは時間をどれぐらい使っているかということでございます。前年と比較いたしまして約９分延びて、

結果的に169分でございます。これは、前々年度と比較いたしますと14分減っているということで、こ

のあたりの延びが加速化しているように見えるかなということであります。特に小学校の場合は、平

均利用時間が前年度と比べて約21分増加しているということで、低年齢の延びがちょっと顕著だなと

見えます。 

 それから、目的ごとの利用状況でいきますと、趣味・娯楽ということですから、音楽とかゲーム、

いろいろなものが含まれているカテゴリーでございますけれども、それが最も多くて、約106分という

ことで、結構な時間を費やしていることになります。 

 続きまして、９ページでございます。これは、低年齢層の子供のインターネットの利用状況という

ことで、これが若干注意を要するところでございますけれども、左側の棒グラフをご覧いただきます

と、29年１月にアドホックに調査したことがございましたけれども、その調査結果と、今回、アニュ

アルにやっていく毎年の調査の平成30年度を並べて配置しておりますが、これは基本的に問いの立て

方が違うということでございますので、必ずしも比較になじまないものでございます。ただ、29年の

調査と30年の調査で、ほとんど同じような傾向を示しているということで、問いの立て方は違います

が、出てきた結果は一緒ということで、ほぼ同様の経過が確認できたかなということになります。 

 続きまして、10ページでございます。低年齢層の子供がどういった機器を使っているのかというこ

とでありますけれども、学習用タブレットとか子供向けの携帯を使っているわけでございますけれど

も、スマートフォンにつきましては、ほとんどの子供が親御さんと共用で使われているということで

あります。 

 続きまして、11ページでございます。この低年齢層の子供たちは、一体何に使っているのかという

ことですけれども、年齢とともに変化して参りますので、なかなか一口には言えないところもありま

すけれども、結果的に85.3％は動画視聴で、これが最も多い。続きまして、ゲームの60％ということ

で、動画とゲームにかなり集中していると見てとれます。 

 12ページであります。先ほども申しましたように、目的ごとの平均利用時間ですと、低年齢層の場

合につきましても趣味・娯楽というのが最も多く、約66分ということでございます。 

 続きまして、13ページでございます。これは、インターネットの利用状況を、年齢別にずっと伸び

ていくさまを棒グラフにして整理しているものでございます。これで見て参りますと、ゼロ歳児のと

きから6.1％ということで、インターネットの利用が始まる。１歳の点で20％近く、２歳、３歳児は46％

で、半分ぐらいは使っているということで、４歳以降、徐々に伸びていって、最終的に12歳、13歳と

いうことで、中学校進学とともに９割方が使うようになることが見てとれるわけでございます。 

 14ページでございます。先ほども申しましたように、小中の区切りというのは結構重要でして、子

供専用のものを使っている割合が11歳から12歳にかけて24.9％上昇するということで、この時点で専

用と共用の割合が逆転するということが、この結果からわかっております。 

 続きまして、15ページでございます。動画の視聴というのが全年齢を通じて結構高いということで、

大人も動画を結構見ますので、当然といえば当然でございますけれども、特に結果から見てとれます

ものは、コミュニケーションと音楽視聴につきましては、12歳から徐々にそちらの方向にシフトして
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くる現象が見られるということでございます。ゲームにつきましては、５歳とか６歳とか、要するに

幼児の段階からどんどん入っていくわけですけれども、12歳以降で頭打ちになっているところを見ま

すと、中学校ぐらいを境に、一定の人は音楽とかコミュニケーションのほうにシフトしてくるのかな

と見えるわけでございます。 

 16ページは、インターネットの平均利用時間でございますが、年齢とともに増加傾向になることが

判明しております。 

 続きまして、17ページでございます。インターネット利用に関する家庭のルールの有無を問うてい

るわけでございますが、左側の割合のグラフをご覧いただきますと、小中高と学校段階が上がってい

くにつれまして、青少年の側の認識と保護者の側の認識にギャップがあるわけでございますが、だん

だん広がっていく。小学校の場合ですと8.5％という数字ですけれども、中学校では17.2％になり、高

校生では21.6％の差が出ているということで、学校段階が上がっていくにつれて、親がルールを決め

ているはずだと思っていても、実は子供はそんなものはないと認識しているように見えるわけでござ

います。 

 これを次の18ページの調査結果とあわせて見ますと、ちょっと危機感を持ってしまうのですけれど

も、右側の棒グラフをご覧いただきますと、右側から２番目のフィルタリングを使っているという棒

グラフは、利用率が年々下がってきている中で、それに反して「管理している」という結果がだんだ

ん上がってきているわけでありまして、上の説明では「管理している」となっているのですけれども、

先ほどの概要13で見ておりますと、親と子供の認識にはギャップがあるということでありますので、

その点で、こういう言葉を使って良いのかどうかわかりませんけれども、大いに危機感を持たざるを

得ないということでございます。 

 続きまして、20ページでございます。では、管理の内実は何なのかということになるわけでござい

ますけれども、右側のグラフをご覧いただきますと、93.2％というかなり高い数値は「大人の目の届

く範囲で使わせている」とか「利用する際に時間や場所を指定している」という回答ですけれども、

先ほど御説明しましたように、子供専用のものが増えておりますので、この辺の管理が本当にどの程

度できるのかというところは、疑問点というか、問題点もあるのかなと思うわけであります。 

 続きまして、21ページであります。インターネットに関する啓発や学習の経験でございまして、こ

れは学校種が上がるごとに割合も増加しているということで、この辺の調査につきましては、フロー

で見ているわけではなくて、長年蓄積したストックで見ております。そういたしますと、私ども、官

民挙げて教育をどんどんやっていきますと、小学校、中学校、高校と学年が進む、これまでの結果と

して、こういう数字が出て参ります。そうしますと、学校段階が上がっていきますと、それだけ回答

としては高くなってくるということだと思います。 

 22ページについても同様でございますけれども、特にこの22ページの２番目の○では、こういった

啓発・学習を受けた機会としては、学校・幼稚園・保育園といったところでございまして、学校とい

う場から啓発していただいたものが印象としては非常に高く残っているということで、この辺の役割

は非常に大きいなと感じております。 

 続きまして、23ページでございますけれども、これも親御さんがどういった機会に啓発を受けたの

かということであります。これも学校・保育園・幼稚園等の保護者会とかで学習されたという結果が

出ております。 

 続きまして、24ページでございます。フィルタリングの認知は、後ほど検討課題の３でも御議論い

ただきたいと思っているのですけれども、21年、22年、そこから23年、24年は広報啓発にかなり力を
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入れましたので、ここでぐっと上がって、そこから徐々に、これは機会も労力・予算もかなり増えて

おるのですけれども、結果としては「なんとなく知っていた」というのが増えていまして、本当に知

っていると言えるだけの深い認識というものが、やや低調になってきているということが見てとれる

ということでございます。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問のある方はどうぞ。 

 では、上沼委員から。 

○上沼委員 こちらの利用実態調査を伺ってからお話しをしたいと思っていたら、藤川先生がほぼお

っしゃってしまったようです。藤川先生がおっしゃるとおり、確かに、利用率が40％を切ってしまっ

たということは、非常に危機的な状況かなと思っております。しかも、先ほどもご説明があったとお

り、フィルタリングの認知率は下がり続けています。特に平成30年度については、座間事件を受けて、

いろいろな対策を打った後の統計だと思いますが、それで下がっているということについては、これ

だけ各省庁の皆様のほうで普及啓発のマテリアルを作っていただいているにもかかわらず、それが何

らかの形での効果につながっていないということになるのかなと考えます。 

 なので、普及啓発の方法ということを考えないと、せっかくこれだけ労力と費用をかけて作っても、

何か大変もったいないなと思うわけです。なので、その辺のところを御検討いただきたいなと思いま

す。 

 もう一点ですけれども、フィルタリングの利用率の関係で、それも先ほど藤川先生が、おっしゃっ

ていたのですが、使い勝手の問題があると思います。特に、親と共用で使っているとき、つまり低年

齢児からフィルタリングというものを使っていないと、専用のものを使い出したときに窮屈になるの

は、ある意味当然だと思います。少なくとも、共用の段階からワンタッチでフィルタリングを掛けた

ものを渡せるという形になっていないと、その後、どんどん下がっていくと普通は思うわけです。 

 その辺の使い勝手の話をぜひ検討していただきたい。というのは、各事業者が個別にやっているの

では、なかなか限界があって、皆さんが集まるところでないと、こういう方向でやりましょうという

話ができないのではないかと思うわけです。 

教育の方法の話と使い勝手の話、２点御検討いただければなと思います。以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうから。 

○岸田参事官 まさに御指摘いただいたところが今後の課題ということになりまして、検討用の別途

資料でもう一度御説明したいと思いますけれども、フィルタリングの利用率は、先ほど利用実態調査

の御説明のときに御説明すべきだったと思いますけれども、例えばスマホ化に伴って、フィルタリン

グの利用率が下がっているのではないかという懸念もありまして、そもそも改正法を作って強化して

いたにもかかわらず、結果的には、こうして低下してしまっているということと。 

 この調査の結果自体はストックで見ておりますので、改正後に、例えば事業所というか、契約され

た方ばかりではなくて、全体に意識が低調に、これまでの長年の継続で下がってきたものが結果とし

て出てきているということであります。ただ、こうした現象が、何でこういう結果になるのかという

ことについて掘り下げて、メカニズムといいますか、そういったものを把握しないと、今後の検討の

しようがないということもございまして、今後、実際にこうした普及活動に従事されている事業者団

体、官庁とかからヒアリングをして、現状の取組の問題点とか、何でこういうことになるのかという
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ことについてフォーカスして、その結果を９月の有識者会議に間に合うように何とか把握していきた

いと考えております。 

○藤原座長 ありがとうございました。数字の実態もかなり深刻なものになっているということでの

質疑応答であったかと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、尾花委員。 

○尾花委員 その続きで失礼します。尾花でございます。 

 先ほどの内閣府の御説明があった低年齢用のリーフレットですが、これの中面に「保護者がしてあ

げられること」ということで、フィルタリングを活用しましょうと書かせていただいています。ここ

だけ抜いてポスターにして病院に張るということもできる内容になっていると同時に、実は現時点で

も、フィルタリングの種類によっては、保護者がフィルタリングを自分の機械にかけてしまうと、大

変使い勝手が悪くなってしまうフィルタリングも現状存在していまして、ここでは、みんな必ずそう

しましょうねと言えなかった状態だったのですが、その件を御相談させていただいたところ、事業者

のほうで何とか工夫して、オン、オフができるように急いで作りますとおっしゃってくださったので

す。 

 なので、お願いすればできることであれば、事業者はちゃんと話を聞いてくださる。それぐらい、

今、フィルタリングの問題、特に低年齢の問題は、上沼委員がおっしゃったように、低年齢のころに

ちゃんとフィルタリングを使っていない限り、自分の機器を持つようになったときに、フィルタリン

グなんか絶対かけたくないに決まっているので、そこの部分は小さいころから、上のほうはもうしよ

うがないとしたとしても、せめて小さいころから徹底して、特に小さなお子さんをお持ちのお母さん、

お父さんが、携帯・スマホを買い求めに来られたときには、フィルタリングのことをちょっと話して

いただくとか。 

 逆に、キャリアでなくても、OS事業者のほうで提供しているペアレンタルコントロールのプログラ

ムもありますから、そういったことを説明するような機会を、広い範囲で御協力いただいて設けてい

ただければ良いなと思っておりますので、各省庁の皆様の関係している部署で、ぜひよろしくお願い

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。 

 それでは、今々の議論は、次の議題２－２の「利用実態調査結果の検討」のほうで、素材をご覧い

ただきながら議論していただける問題だと思いますので、そちらのほうに移りたいと思います。内閣

府のほうから検討用素材について説明をお願いいたします。 

○岸田参事官 資料10をご覧ください。これは、先ほどの利用実態調査をもとに、議論の役に立つよ

うにフォーカスしてまとめたものでございます。 

 まず、１番目がスマートフォンのインターネット利用率とフィルタリング利用率の推移ということ

で、これは簡単に一口に申しますと、スマートフォンは伸びた。それに反比例してフィルタリングが

下がっているという逆相関といいますか、反比例の関係をとっておりまして、そこに先程より、御議

論いただいておりますフィルタリングの利用率の低下という問題の遠因といいますか、環境といいま

すか、そういったものがあるということもございますので、スマホの普及拡大の問題とフィルタリン

グというのは離して議論できないなということでありまして、この辺にちょっとヒントがありそうだ

ということが見てとれるかなと思っているわけでございます。 

 続きまして、２は、先ほどの調査結果を表現の仕方を変えて見ているわけでございますけれども、
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青がフィルタリングについて「知っていた」という認識でお答えになっている方の棒グラフでござい

ます。緑が「なんとなく知っていた」ということで、先ほどと同じ説明になるのですけれども、青の

ほうがゆるゆると後退していって、「なんとなく知っていた」人がちょっと増えている。 

 これは、数を足しますと、棒グラフをそれぞれ足すと、28年92％、29年93.9％、30年93.8％という

ことで、保護者の割合といたしますと、92％前後の親御さんというのは、子供の保護に重大な関心を

払っていて、それなりにフィルタリングに関心を持っているのだけれども、どの程度フィルタリング

について知識を持っているかということになると、これは誰の責任というわけではないのですが、認

識が長期的にずるずると、フィルタリングの中身・内実がつまらないというところにあるのではない

かということが見てとれるのではないかと思うわけであります。 

 続きまして、３点目は、特に今回、改正法の施行もございましたので、そこにフォーカスを当てて

いるわけでございます。まず、前提として申し上げなければいけないのは、この調査結果というのは、

何回か繰り返しておりますけれども、無作為抽出で調査をやっておりますので、お答えになった方が

必ずしも改正法の施行日以降に契約されているということではないということで、全体の今の保護者

の認識としてはどうなのかということになるわけでございます。スマートフォンの購入時にフィルタ

リングについての説明がありましたかという問いに対して、28年度では77.6％、29年度では76.9％、

30年度では64.3％。 

 説明は多分あったのだと思いますけれども、もう一つ印象に残っていないという可能性があるとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、先ほどに引き続いてでございますけれども、検討のほうに移りたいと思います。ただい

ままでの説明を踏まえまして、御意見、御質問等のある方は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 清原委員。 

○清原委員 ありがとうございます。清原です。 

 ただいまの資料10の「フィルタリング関連データまとめ（検討用素材）」の最後のページ、３番目、

スマートフォン購入時におけるフィルタリングサービスに関する説明等の有無ですが、この対象者は、

いずれも「子供が使用しているスマートフォンを、店頭なり通信販売で購入した」と回答した保護者

であり、28年、29年、30年と、その保護者の人数は漸増しているわけですね。調査をした対象者の中

で、スマートフォンを購入した保護者が増えているという現実。それから、インターネット利用率も

増えているという現実。しかしながら、フィルタリングについて説明が訴求されていないということ

が明らかになったわけです。 

 これは、もちろん保護者の意識というのも極めて重要だと思うのですが、法律が施行されている、

施行されていないにかかわらず、フィルタリングサービスについて説明が周知されていないというか、

訴求効果が相対的に低まっているということが、少なくともこのデータでは明らかになりました。対

象者が増えていることがどのぐらい影響を与えているのかは定かではありませんが、このようなデー

タが出ましたので、改めてスマートフォンを販売している事業者の皆様に、この法律の趣旨と、何よ

りも説明責任があるということについての周知徹底が求められていると思います。 

 でも、これまで御努力されてきたはずだと思いますので、皆様におかれまして、なぜこのような保

護者の反応があるのか。つまり、本来ならサービスを受けたという回答が増えているはずだと思いま

す。しかし、なぜ増えないのかについては、どのような考察をされていますか。どの府省庁でも構わ
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ないのですけれども、考察をされている方がいらっしゃいましたら、その分析を御紹介いただいて、

私たちの議論の参考にさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○藤原座長 それでは、総務省からお願いいたします。 

○梅村消費者行政第一課長 御指摘ありがとうございます。 

 いろいろな要因がもちろんあると思うのですけれども、１つは、青少年インターネット環境整備法

でも、保護者がしっかり管理するということであれば、特に設定しなくてもいいという部分がござい

まして、保護者の普及啓発というのも大きい要素だと思いますし、もちろん児童生徒への情報教育と

いう面も重要な要素だと思います。また、今回の改正青少年インターネット環境整備法の施行を踏ま

えまして、事業者あるいは代理店にフィルタリングの説明義務というものが加わったわけですけれど

も、これがしっかり履行されているかというところの把握も必要かなと思っているところでございま

す。 

 一方で、フィルタリングの利便の話は、以前のガラケーのときにネットワークでぱっと対応できる

ものと違って、少し複雑になっているので、設定や操作に関する周知や、一部のSNSを利用できるよう

なカスタマイズが可能ということの周知も重要かと思っております。何々が使えなくなるから、フィ

ルタリングは一切受け付けないという方に対しては、もちろんSNSをどれだけ使いこなせるかという理

解に応じて保護者が判断していくことが必要でございますが、有効かと思います。フィルタリングは

SNS以外の違法な情報とか有害情報もいっぱいブロックしてくれますので、こういう視点で率を上げて

いくことも大事なのかなと思っております。 

 それと、１点。電気通信事業法の消費者保護ルールにおいては、販売代理店などが説明をしっかり

丁寧に行ったうえで契約を行うということになっております。私どもは覆面調査というものを毎年行

っていまして、いわゆる調査員を代理店等に派遣して、通信サービスに加入する体で説明を受けて、

ちゃんと説明があったかどうかを把握する取組を行っております。現在検討中のものとしては、その

調査の中でフィルタリングの説明や設定に係る義務の履行状況等についても把握していきたいと考え

ているところでございます。そういったところも踏まえて、法改正の成果も見ていきたいし、効果も

上げていければと思っております。 

○清原委員 座長、１点よろしいですか。 

○藤原座長 どうぞ。 

○清原委員 すみません。実は、間もなく民法改正の施行等があり、児童・成人の区分で言えば、18

歳から主体的に契約できる年齢になります。これまでは、20歳まで、すなわち高校生は、少なくとも

こうした契約をするときに保護者の保証とか同意が必要だったと思うのですが、2022年4月から、18

歳で契約行為もできるようになるということがあるので、現時点では保護者の責務あるいは意識啓発

も重要なのですが、当事者のフィルタリングに対する意識ということもますます求められてくるのか

なと思いまして、今回、法改正をしていただいたので、改めて販売店の皆様の説明の充実については、

ぜひ関係府省庁におかれて、さらに啓発と確認をしていただければなと感じました。 

 以上です。ありがとうございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。確かに成人年齢の引き下げによる消費者保護の観点から、あ

るいは青少年保護の観点からいろいろ議論されていますので、多分この問題もその一つであるという

ことですね。 

 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。国分委員、お願いします。 
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○国分委員 今までの議論をお伺いして、少し感じるところがあるのですが、フィルタリングという

のは、そもそもガラケーの時代から始まって、子供たちがインターネットを利用する際に、変なとこ

ろで穴に落ち込まないようにということで、そういうものをリスト化して、すなわちブラックリスト

ですね。それをシステムに組み込んで、そういうものにアクセスしようとしたときにアクセスできな

いようにするという仕組みですが、そもそも一番最初のころは、そのブラックリストのアプローチの

ほかに、良いものだけを通すというホワイトリストの考え方もありました。 

 時代が変わってスマホ時代になって、良いものと悪いものと両方が混在するLINEとかYou-Tubeとか

Twitterというものが登場して、それが非常に利便性もあるし、魅力的なサービスであることから、ブ

ラックリストのフィルタリングのアプローチというのは、少し限界が見えてきている。その利用率が

上がらない、低下するというバックグラウンドとしては、そういうことをちゃんと考えないといけな

い。 

 例えば、現在提供されているフィルタリングサービスでも、高校生プラスという区分がなぜ出てき

たかというと、これがないと高校生はフィルタリングなんか使わなくなって、数字的にはもっと利用

率が落ちてしまう。だから、妥協の産物というのは関係者には申しわけありませんけれども、利便性

が非常に魅力的なサービスに対して、それは良いものも悪いものも混在してサービスの中にあるわけ

ですが、そういうものに対して、どう対処するかということについての議論が必要ではないかと思う

わけであります。非常に危ない、いろいろなサービスサイトも多々ありますので、今のブラックリス

トをやめる必要はないのですが、そういう中で、そういう魅力的で利便性のあるサービスをきっちり

使いこなすという視点も必要ではないか。 

 本当に大昔の話ばかりしますけれども、最初のころは、携帯を持たせない運動というものをやった

自治体も複数の県であったわけです。それに対して私どもは、使われるのではなくて、いかにうまく

使いこなすかということが非常に大切で、使い方をきっちり教えなければいけないと、そのころの関

係者にいろいろ申し上げたりしたことがあります。「使うな」ではなくて、そういうサービスをどう

やってちゃんと使うかという使いこなし方について、単に教えるだけじゃなくて、例えばそういうコ

ースなりセミナーなりに出ると、点数が付くとか、進学の評価につながるとか、もろもろのアイデア

があり得ると思うのです。 

 ですから、ぜひそういう観点で、これから議論がされるのだと思いますけれども、単にフィルタリ

ングの利用率の低下について、どうしようかということだけじゃなくて、バックグラウンドにある、

そういうことについて十分議論していただきたいなと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。現時点でのベストプラクティスを追究しろという御意見だと

受けとめました。どうもありがとうございます。 

 どうぞ、上沼委員。 

○上沼委員 今の関連で、一言だけ申し上げたいと思います。普及啓発のお話しをすると、どうして

もフォーカスが若干広がっていき過ぎるので、議論をどこにポイントを置くかという必要があると思

っておりますので。もしフィルタリングを使っていたけれども、外したというのが、使いたいサイト

が使えないからというのであれば、ファイルタリングの対象についてのお話しをするべきだと思いま

す。しかし、それ以前の問題として、今、認知度が下がってしまっているということなので、まず認

知度が下がっているところをどうするか。その上で、使いだしてから外すという点が問題ということ

なのであれば、今度は中身の話と段階を分けてお話しをするべきかなと思いますので、その点だけ申
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し上げたいと思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、尾花委員。 

○尾花委員 ありがとうございます。尾花でございます。 

 今年に入ってから、学校にスマホを持ち込むかどうかということで、子供の安全を知るために保護

者が持たせてほしいという話が学校から出てきたということで、日本中が一瞬大騒ぎをしました。持

たせる、持たせないに関しては、そこの学校ごとの検討で良いと思いますけれども、例えば持たせる

のであれば、フィルタリングを掛けて、なおかつスマホのトップにワンタッチで保護者に電話がかか

るようなアイコンをちゃんとセットする。だって、探してボタンを押さないと連絡ができないのであ

れば、安心のために持たせている意味は何もないわけですよ。 

 なので、そういうところをやるという取組から、実は親が子供のスマホをセッティングしなければ

いけないなというペアレンタルコントロールのほうに意識を持っていくという、別の切り口も考えら

れるのではないかなと感じました。 

 なので、学校への持ち込みに関して文部科学省のほうからも検討する。別に、持ち込みをオーケー

にするともしないとも言っていないのですが、一応、再検討するという話があったので、逆にそれを

もし本当にいろいろな意味で通知とかを出されるのであれば、そこを利用してペアレンタルコントロ

ール、保護者が子供のスマホをコントロールする設定をしましょうよということで、うまい呼びかけ

方ができるのではないかと思いますので、そのあたりもぜひ御検討いただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、藤川委員、お願いします。 

○藤川座長代理 私は、国分委員がおっしゃったことに大賛成でございまして、上沼委員とは逆の主

張をしますが、フィルタリングの中身が大事だと思います。 

○上沼委員 前から意見が違ってますよね。 

○藤川座長代理 前から違うのですけれども、意見が違うのは大事なことだと思います。 

 つまり、認知率の話を上沼委員、おっしゃいましたが、認知率が下がっているわけではなくて、よ

く知っている、ちゃんと知っている人が下がっているだけで、何となく知っていたも含めれば増えて

いるわけですね。つまり、何となくわかっていることで、イメージが悪いから使わないわけです。な

ぜ悪いかというと、利便性は悪くなる。安全性は担保できない。こういうことがイメージとしてでき

ているわけです。 

 これは、単なるイメージではなくて、実態としても犯罪被害に遭って、フィルタリングを掛けてい

た子は増えている。つまり、種類によってTwitter等はブロックできないわけです。だから、被害は防

げない部分があるわけです。また、利便性で言うと、まさにTwitterとかYou-Tubeという子供たちに人

気のサービスの使い勝手が悪くなるということがあるわけですから、当然利便性が悪くなる。 

 だから、これを変えない限り、法で規制して販売店にちゃんと説明しろと言っても余り意味がない

のではないかと私は思います。もっと根本に立ち返って、フィルタリングというのは安全性を守り、

利便性を下げない工夫をしなければいけないというところで、どうやったらそれが実現できるかとい

うことを、EMAを作ったころの気持ちに立ち返って、ガラケーでできたことが何故スマホでできないの

かという話にしないと、何も進まないのではないかと思います。 

 以上です。 
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○藤原座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○上沼委員 その件に関して言うと、実際問題として、フィルタリングの対象が適切かという意味で

のフィルタリングの利便性が下がっているという評価なのかどうなのか、そこも実はよくわかってい

ないところがあると思います。たとえば先ほどご説明のあったとおり、保護者の子供の利用を管理し

ているという理由が、目の届くところで使わせているとか、時間と場所を指定しているとかなのです

ね。これで実は管理できていると言えるのかは疑問だと思います。インターネットの特質を全く理解

していないのではないか、これをみると、子供が手元で見ているものを、時間と場所を指定して使わ

せていたら管理できていると思っているのだなということが、わかってしまうわけです。そうすると、

子供がパーソナルに使っているコンテンツを管理することができないということを保護者は御存じな

いということが、かえって明らかになってしまうのですね。 

 だとすれば、まずそこの部分を把握した上でないと、フィルタリング対象についての利便性がある

とかないとかの話にはならないのではないかと思っております。もちろん、フィルタリング対象につ

いては、このままで良いとは思っていませんが、先ほど言及されたEMAで行っていた取組、つまり子供

の利用のために一生懸命頑張っている事業者を評価する取組というのは、実はフィルタリングが利用

されていることが前提で回っていた仕組みなので、フィルタリングの利用率が下がってしまえば、子

供の利用に配慮することに対するインセンティブが、事業者としてはなくなってしまいます。したが

って、この点は今やデススパイラル現象に入っていて、利用率が下がるから、そこに労力をかけない

ということになっています。 

 労力をかけない事業者でもユーザーは使ってしまっているわけですね。Twitterだって、皆さん、使

っているわけだから。青少年利用への配慮のために労力をかけなくても使われるのだったら、そこに

お金をかける事業者がいるわけがありません。 

元に戻って、認知率に関して言うと、「何となく知っている」というのは、先ほど申し上げたとお

り、フィルタリングで何をコントロールできるかを保護者が知らないということなので、そこの部分

をきちんと検討する必要があるかなと思っています。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。この間の議論で、論点は浮き彫りになりましたし、より深く

議論すべきところがわかったと思います。参加いただいて、どうもありがとうございました。 

 ほかの角度から、もうお一方ぐらい、もしございましたら、いかがですか。 

 では、小城委員、お願いします。 

○小城委員 今のフィルタリングの件ですが、私は心理学者ですので、ユーザーのほうの立場から考

えてみると、そもそも理解できないという可能性もあるのかなと思います。フィルタリングの重要性

を事業者とか各省庁は大変重要に考えておられて、説明の義務を付けたり、中身を精査したりしてく

ださっていますが、その結果として、販売店での説明が煩雑・複雑になっていて、ユーザーが契約し

ようとするときに、義務だからもちろん店員は全部説明するのですが、もはや右から左に全部聞き流

しているという可能性があるのではないかと今、いろいろな議論を伺っていて思いました。 

 この御報告の中でも、何となく知っていたとか、全く知らなかったという人になればなるほど、全

体としてフィルタリングの利用率が下がっているということは、そもそも何かよくわからなかった。

説明は受けたけれども、理解できなかったので、面倒くさいから利用しなかったというのが１点ある

かなと思います。 
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 もう一つは、フィルタリング自体が面倒なものとか、個人的なネットワークの中で、あれは外して

も構わないよという概念が一旦できてしまうと、なだれを打って、これはやらなくていいものだとい

うネガティブな世論が形成されてしまいますので、そのムーブメントが起きてしまうと、これは幾ら

法的な規制をかけても形骸化してしまうことになりますので、今、ここで歯止めをかけていただきた

いと思います。 

 そのために、大規模な調査でなくて結構ですので、質的にフィルタリングを何となく知っていたと

か、入れていないというユーザーに聞き取り調査をすることで、店員が説明していたのですけれども、

何かよくわからなかったですという回答が得られるのではないかと思います。この実態をユーザーか

ら聞き取りをしていただきたいと思います。 

 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、これまでの議論とも関係しますので、次に、議題の３の「検討会の当面の進め方につい

て」に移りたいと思います。これも内閣府から説明をお願いいたします。 

○岸田参事官 資料11をご覧ください。これは、私どものほうで、今後のこの有識者会議の方向性に

ついて簡単にまとめたものでございますけれども、主にお尻といいますか、後ろの期限が決まってい

るという関係で、１つは、改正法が制定されましたときに、改正法の附則の中で、施行後３年以内で、

特に説明義務等、新規に追加した事業者関係の義務内容についての範囲の拡大を含めて見直しを行う

という規定がございますので、その結論を、この施行後３年の期限内で検討するということで逆算い

たしますと、ここから42回、43回、44回、45回の４回ぐらいは議論していただいて、この有識者会議

の中で一つの方向性なり結論というものをおまとめいただければありがたいということでございます。 

 検討の柱の２番目でございますが、これは昨年７月に既に改定されました４次基本計画というもの、

これも３年周期で改定してきておりますので、今度、５次の基本計画ということで、それの検討のお

尻を考えますと、2021年の夏には基本計画を改定しなければなりませんので、逆算いたしますと、お

おむね44回から45回ぐらいには、そちらの基本計画の見直しについて御議論いただき始めないと間に

合わないかなということでございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、今の方向性、進め方について、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。

よろしいですか。 

 もし先ほどの議論の続きとあわせてという方がいらっしゃいましたら、どうぞ。 

 牧田委員、お願いいたします。 

○牧田委員 全く門外漢なので、多分突拍子もないことを申し上げると思いますが、ここに少なくと

も五、六十人の方がいらっしゃって、皆さん方のお子さんやお孫さんが恐らくスマートフォンをお使

いになっているだろうと思いますが、実際にフィルタリングをかけていらっしゃるでしょうか。 

 それから、かけていなくても、例えば犯罪に巻き込まれていないと私は信じているのですけれども、

このフィルタリングを掛ける、かけないとか、犯罪に巻き込まれる、巻き込まれないというのは、一

体どこに差が、違いがあるのかということを、私はもう少し考えることが、今のこの問題を議論する

上でベースになっていくのではないかと感じているのです。 

 それは何かということをぶっちゃけて言いますけれども、これは子育てのあり方と言いますか、子

育ての仕方と言うのですか、うまく表現できませんけれども、結局は親子関係に行き着くだろうと思
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います。そういった視点を、もちろんここで検討する場ではないと思いますけれども、そういったこ

とがベースにあるということは、ぜひ各府省庁の皆さん方もお考えになっていただければなと、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。 

 尾上委員、お願いします。 

○尾上委員 総務省のお話があったときに、お話ししたら良かったのですが、子供の携帯の買いかえ

に、ついこの間、行ってきました。あわせて、私の自動車免許更新もありました。そこで感じたのは、

待ち時間に何もすることがないということでした。店内を歩き回っていろいろ探してみると、フィル

タリングに関することは一つもなかったのと、説明していただいたのですが、子供は18歳、大学生に

なったのですが、「フィルタリングはどうされますか」という問いに対して、「更新します」と子供

が言ったので、そのまま説明はありませんでした。先ほどの話の中で、知らない人は知らないまま更

新してしまっているのではないか。 

 例えば、免許を更新する人は誰もがリニューアルするので、講習は必ずある。ショップにテレビと

か雑誌とか漫画とか幼児向けのブースがありましたが、たとえ10分でも繰り返し流されるような、フ

ィルタリングに関するビデオコーナーとかがなかったことから考えますと、ショップの方も売ること

が中心で、フィルタリングの説明をしっかりやろうという気概が見られないのではないかなと思いま

す。 

 保護者も、いろいろ勉強していこうとしているのですが、全国組織からいろいろな組織に情報を流

すにしても限界が来ているという状況からして、今まで法律も含めて仕組みでカバーしてきたところ

を、モラルやリテラシーというところになりつつあるかと思いますが、もっと仕組みを整備した上で、

行ったほうが良いのではないかという意見です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 では、尾花委員。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 １つ御案内で、予算の出所は多分、経産省だと思うのですけれども、IPAのほうでペアレンタルコン

トロールの10分程度の動画コンテンツを作って、昨年度末に公開しています。中には、主役のペアコ

ちゃんというインストラターをやっている体の女の子がいるのですが、その子がパペットなのです。 

 なので、店頭とかで流しておいても、子供もちょっと興味を引くようなかわいいパペットが出てき

たりするので、いろいろな場でインターネット系の啓発だけではなくて、店頭とか量販店の待合室み

たいなところとか、あるいは一斉行動のようなときのディスプレイがあるようなところでは、その中

にSNSの危なさとか、うっかり写してしまったものがどうなるかとか、だからペアレンタルコントロー

ルが必要だということを全部コンパクトにまとめて、本当に楽しい家族の会話としてコンテンツ動画

になっていますので、これはジャストインフォメーションですけれども、ぜひ有効に御活用いただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 

○藤原座長 情報提供、ありがとうございました。 

 それでは、清原委員、どうぞ。 

○清原委員 今後の方向性について、こういう流れで私たちに与えられている責務を果たすためには

望ましいと思っているのですが、他方で、本当に急激な社会の変化の中で、Society5.0とか、いろい
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ろありますけれども、少子長寿化の中で情報通信環境あるいは技術についても急速な革新が言われ、

いわゆる人工知能というものの普及というのも、職場あるいは学校現場あるいは自治体にすら、そう

いう動向があると言われています。 

 したがいまして、これはあくまでも私たちの役割・責務を期限に向けて取り組んでいくということ

で作られているのですけれども、私は、これだけの府省庁の皆様が参加されていて、青少年インター

ネット環境の整備とありますけれども、これは青少年のみならず、大人も含めて、激動する情報通信

環境の中での検討になりますので、できる限り最新の技術の動向でありますとか、総務省あるいは経

済産業省におかれては、まさに企業の動向等も国際的に把握されていらっしゃると思うので、適時に

そうした情報もいただきながら、現時点のことを考えるだけではなくて、計画を作るというのは将来

的なことも見通しての計画づくりになっていくと思いますので、そうしたことをお願いしたいと思い

ます。 

 特に、内閣官房では、いわゆる情報通信戦略を構築されるということで、まさに産業界、大学研究

機関等と、総合的な取組もされていると思うので、そんな情報もいただきながら、焦点は青少年にな

りますけれども、議論できればと、このようなことを期待し、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。 

 何かございますか。では、経産省、お願いいたします。 

○松田情報経済課長 今後、検討していただく前提として、少し私のほうから議論の御参考として御

説明したいと思います。 

 １点目として、Twitter社の話がありました。私は、この問題の一つの大きなコアだと思っていまし

て、そういう意味で取り組んでいるわけでございます。Twitterは基本的にはアメリカ本社で全ての企

画をしている会社です。ただ、座間事件を受けて日本で相当高いレベルで問題が起こっていることを

本社にも伝えていただき、彼らに何ができるかということについて、ここで議論していただいている

材料なども参考にしながら、総務省と一緒になって、様々な要請をしてきました。彼らとしてビジネ

スモデルを壊さない中でできる最大限はこれだ、というコミュニケーションを経て、こうした対策が

出てきているところです。 

 ただ、警察庁のデータを見ても、その取組がまだまだ足りていないというのが目下の問題だとも思

っております。そのときに、法的には、「場の提供者」に対する責任をどう考えるかというのが、重

要な論点です。こうした場の提供者の責任についての議論としては、ヤフーオークションに関する最

高裁の判決もありましたし、プロバイダー責任制限法もあります。また、アメリカもNAFTAなどでいろ

いろな条約を結んでいるとか、国際的な流れ、もしくは国内の過去の判例の中で何をどう求めていく

のかというところは、切り口としてきちんと整理していくことが議論の前提になるのではないかと思

っております。 

 今、公正取引委員会、総務省と一緒にプラットフォーマーの責任ということを議論しています。こ

れは、あくまで競争法上の問題ということで論点をきちんと整理して議論していますけれども、それ

と同様、論点の整理が必要なのかなということを思っております。 

 ２点目は、家族間家についてです。尾花委員からもIPAのペアレンタルコントロールというお話があ

りました。経済産業省の立場として直接関わるところかは分かりませんけれども、警察庁のデータを

見ても、最終的に被害に遭われた方は、フィルタリングをそもそも使っていないとか、途中で抜けて

いるという方が大部分を大層を占めておられると思っています。 
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 私も、去年の座間市の事件の後に、この場で御紹介いただいて、いろいろなNPOの方に各省と一緒に

お会いしました。厚労省や警察庁が接することの多い団体等だと思いますけれども、普通にフィルタ

リングで親がちゃんとケアしてくれて、サポートされるような子供たちと、そもそもそういうサポー

トが受けられていないお子さんがいらっしゃるのだろうと思っています。そこにどういう違いがある

のか、まさにさっき牧田委員がおっしゃったような要素をもう少し分析していくと、「誰に何を求め

ていくのか」という議論ができるのかなと思っております。 

 すみません、ちょっと所感めいたことですけれども、2点発言させていただきました。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、意見も大体出尽くしたようでございますので、質疑はこのあたりとさせていただきまし

て、事務局から事務報告があれば、お願いいたします。 

○岸田参事官 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月中の開催を予定しておりますけれども、詳細な日程につきまし

て委員の皆様とスケジュール調整させていただきまして、その上で決定したいと考えております。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 以上で本日の予定の議題は全て終了いたしました。もし最後に一言という方がおられましたら、ど

うぞ。よろしいですか。 

 それでは、これをもちまして第41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

いたします。長時間にわたり貴重な御意見を賜り、御審議いただき、誠にありがとうございました。 

 


