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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42回会合 

議事次第 

 

 

日時：令和元年９月27日（金）14:00～16:00 

場所：中央合同庁舎第４号館４階共用第４特別会議室 

 

 

１ 第41回検討会有識者意見について 

２ フィルタリング利用率の低下要因について 

３ 今後のマイルストンについて 

４ 環境整備法の施行状況の把握について 

 （１）趣旨説明 

 （２）特掲条項についての事業者ヒアリング 

   ① 電気通信事業者協会関係 

     説明、質疑 

   ② 全国携帯電話販売代理店協会関係 

     説明、質疑 

 （３）それ以外の事項についての事務局ヒアリング結果 

     報告、質疑 

 （４）総務省タスクフォースの検討状況に関する説明 

 

 

 

 

【委員】藤原座長、藤川座長代理、五十嵐委員、上沼委員、尾上委員、尾花委員、清原委員、 

国分委員、牧田委員、山本委員、吉田委員、井部委員代理 

【内閣府・事務局】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

性的搾取対策官、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・安全課安全教

育推進室長、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 こんにちは。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。 

 定刻になりましたので、遅れておられる委員がいらっしゃいますけれども、始めさせていた

だきます。 

 まず、委員の出欠状況と資料確認について、事務局から報告をお願いいたします。 

○岸田参事官 それでは、御報告申し上げます。本日は、小城委員が御都合により欠席されて

おります。長尾委員の代理は井部様に御出席いただいております。まだお見えになっていない

委員は、後ほど到着の予定でございます。 

 資料は１から４－４まででございますけれども、不足等ございましたら、事務局までお申し

つけください。 

 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確認を

いただいた後、座長にお諮りして、公開させていただきたく存じます。 

○藤原座長 次に、委員の交代についてですが、事務局から報告をお願いいたします。 

○岸田参事官 電気通信事業者協会の有木専務理事が新たに山本一晴専務理事にかわられまし

た。 

○藤原座長 それでは、新たに委員となりました電気通信事業者協会の山本専務理事から御挨

拶を一言いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○山本委員 今、御紹介いただきました電気通信事業者協会専務理事の山本でございます。本

年の６月に有木の後を受けて就任いたしました。電気通信事業者協会は、皆様御承知のように、

携帯電話会社を初めとする電気通信事業者に関するさまざまな課題があるところでございます

けれども、業界団体としていろいろな取り組みをしているさなかでございますので、今後とも

どうぞ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。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入らせていただきます。本日は、お手元の議事次第に沿って説明、報告を

いただいた上で議論を進めていきたいと考えております。 

 まず、第41回検討会での委員の御発言について、時間もたちましたので、整理したものを事

務局から説明願います。 

○岸田参事官 では、御説明申し上げます。資料１をご覧ください。この有識者意見につきま

しては、これまで有識者会議、続けてやっていただいておりますけれども、前回の有識者意見、

こういう御指摘がございましたということについて、事務局のほうでこれから一個一個丁寧に

対応していかなければいけないということで整理したものでございます。 

 １番目「フィルタリングを希望しなかった保護者に聴き取りを実施してほしい」ということ

で、清原委員、小城委員のほうから御指摘がございました。これにつきましては、後ほど全携

協から御説明いただく際に、調べていただきましたものを説明していただくということで準備

をしております。 

 続けて、「フィルタリングやペアレンタルコントロールをワンタッチでかけられるようにシ
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ステム的な検討をしてほしい」ということで、尾花委員、上沼委員から御指摘をいただいてお

りまして、これはなかなか難しい課題ではあるのですが、今後検討していくということでござ

います。 

 ３点目「携帯販売事業者からの説明量が多いので、聞き流されてしまい、説明を受けた者の

頭に残らないのではないか」ということで、小城委員から御指摘がありまして、これは後ほど

フィルタリングが何で普及していないのかという原因分析もございますので、そちらのほうで

説明させていただきたいと思います。 

 続けて、「フィルタリングやペアレンタルコントロールによって、子供のインターネット利

用をどのように管理することができるのかよく理解してもらうために、保護者に対する普及啓

発の在り方を検討する必要があるのではないか」ということで、上沼委員から御指摘をいただ

いております。これは一朝一夕にはまいりませんけれども、今後リテラシー教育のあり方とか

そういったものを御議論いただく過程で何とか消化していきたいと思っております。 

 続けて、「携帯電話の契約の際の待ち時間が長いが、この時間をフィルタリングの必要性の

説明に有効活用すべきではないか」ということで、尾上委員から御指摘がございました。警察

庁がちょうどそのタイミングで流すようなビデオを作成すると聞いておりまして、途中で恐縮

ですけれども、警察庁から簡単に御説明いただけますでしょうか。 

○天野性的搾取対策官 警察庁少年課で性的搾取対策官をしております天野でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 毎年、警察の外郭団体の警察協会という治安関係の広報・啓発、資機材の作成などに御協力

いただいている団体に御相談をさせていただきまして、今年度の事業で大きく３点からできる

広報・啓発のDVDの作成を今、準備しています。 

 第１部が、最新のネットを利用した自画撮りとか買春の被害の手口はどんなものがあるのか

というのをわかりやすくビデオで解説する。ただし、これはプロのタレントがやるのではなく

て、演劇部のある高校でこうした活動に興味関心を持って、実際に活動している学校がありま

したので、そちらの学生にシナリオを練ってもらって、学生の意見も入れながら作成する方向

で準備しています。 

 第２部につきましては、電気通信事業者協会の御協力をいただきながら、フィルタリングは

今、どんな仕組みになっていて、どんなものが止められるのか。通信会社ごとに若干違ったり

しますので、そこの違いがわかるような仕組みがどうなっているのか。さらに、どういうサイ

トは止められて、どういうサイトは止められない。基本設定がどうなっていて、オプション設

定でどういうことができるのかというのが事業者単位で説明できる画面。 

 最後に、親が子に接する場合、どういう接し方をすると赤信号になるのか、黄信号になるの

か、変化がどういうところにあるのかというのを、補導職員などの経験等の結果に基づいて御

紹介する。三部作でできるものを用意しております。特にフィルタリングのところにつきまし

ては、今後協会に御相談させていただきながら、販売店などで流してもらえるよう御相談して

いきたいと考えておる次第でございます。 
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○岸田参事官 どうもありがとうございました。イレギュラーだったのですが、タイミングが

よかったものですから。 

 というわけで、委員の御意見もどしどし実行していきたいと思っております。 

 下から２番目「子供たちが専用の機器を持つ年齢からフィルタリングを使わせても、窮屈に

感じるに決まっているので、低年齢段階からワンタッチでフィルタリングをかけた機器を使わ

せて、フィルタリングに慣れさせることが必要ではないか」ということで、尾花委員から御指

摘をいただいております。これは、今度リーフレットを内閣府のほうで作成するようにしてお

るのですが、そういったものに反映するとか、一斉行動とか、そういったところで何とか実行

していきたいと思っております。 

 最後は「青少年のインターネットアクセスに関して、フィルタリングの推進ばかりでなく、

実効性あるリテラシーの向上策等も含めた検討が必要ではないか」ということで、座長代理か

ら御指摘をいただいておりますが、これは12月の検討会の中で消化し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。 

 これはこれでよろしいですね。 

 続いて、昨今のフィルタリング利用率の低下。ここで議論になっているところでございます

けれども、これを受けまして、私といたしましてもその要因を分析する必要があると感じてい

たわけですが、今回その低下要因について、ここ数カ月の間、事務局が関係者と議論を重ね、

取りまとめました。それについて説明をしていただくつもりです。 

 この分析資料は、いまだ継続検討段階のものでありまして、今後さらに議論を行い、来年２

月からのあんしんネット一斉行動をどうするかなど、関係省庁や民間団体がフィルタリングの

普及啓発方針を検討する際に使用していただけると聞いております。 

 本日は、この後行われるヒアリングの参考になればと思い発表していただくものであります。

ただ、興味があるテーマでございますので、御質問もあろうかと思いますけれども、議事の進

行上、この説明についての質疑の時間は設けられませんでしたので、御了承願いたいと思いま

す。質疑はその後のヒアリングの中に入れられたら、そこで行いたいと思います。その旨、御

了解願います。 

 それでは、資料２について、事務局から説明をお願いいたします。 

○磯主査 事務局の磯でございます。 

 お手元の資料２をご覧ください。フィルタリング利用率の低下要因につきまして、関係省庁、

関係事業者の間で検討している途中経過について御報告いたします。なお、今から御説明する

資料につきましては、有識者の方々の御見解や関係の官庁、関係の事業者の意見を集約しまし

て、蓋然性の高い事項を試験的に一つの結論としてまとめてみました。その中に出てくるグラ

フやデータにつきましては、蓋然性の高さの参考にするため既存のグラフやデータを流用して

おりまして、独自調査に基づくものではございませんし、また、年度をまたいで質問項目や集
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計方法が変更されているデータをやむを得ず使用しているといった事情もあることをあらかじ

め申し添えさせていただきます。 

 それでは、大きな○のフィルタリングの評判の「SNSを一律に使えないという印象が強い」と

いうことでございますが、ご覧のフィルタリング状況の一覧は、一部のSNSに対する大手３社の

「あんしんフィルター」の初期状態をあらわしております。こちらは公開されておりますが、

特に青少年によく使われるSNSがデフォルトで使えなくなっているところもございます。後段で

も御説明しますが、販売代理店の説明をよく聞けば、カスタマイズでSNSが使えるようになるこ

とがわかるのですが、長時間の契約説明で疲れてしまった保護者が説明を受けても、SNSが一律

に使えないという誤った印象があって、フィルタリングの利用が敬遠されている可能性がある

ようです。 

 続きまして、「販売代理店での待ち時間、契約手続時間が長くかかる上に、フィルタリング

のインストール・設定にも時間を要する」という点につきましては、フィルタリングのインス

トール、事業者から一般に待ち時間や契約説明の手続などで約90～140分かかると聞いておりま

す。そうした業務を終えてからフィルタリングの設定に移るという状況でございます。長く説

明を聞いた利用者は疲れてしまって、フィルタリングの設定なんていいから早く帰りたいとい

う気持ちになり、敬遠されている可能性があるようです。 

 続いて、２ページ目をご覧ください。「スマホの普及とともに契約手続時間が全体的に長く

なり、その中でもフィルタリングの説明がややこしい」と、１つ飛びまして「Wi-Fi経由の接続

やアプリの制限の必要等から、ガラケー時代のネットワーク型フィルタリング（サービス）の

みでは対応できない状況」につきましては、要因が重複する点もございますので、まとめて御

説明いたします。 

 ガラケーの時代は、ネットワーク型のフィルタリングだけで防ぐことができた有害情報も、

スマホ時代になって通信回線がふえ、機器や機能も発達し、ネットワーク型のフィルタリング

だけでは有害情報を防ぎ切ることができなくなり、さまざまなフィルタリングが開発・供給さ

れるようになりました。そういうわけで、全ての保護者が十分に理解できるほど簡単な仕組み

ではなくなってしまった可能性があるようです。 

 続きまして、１つポツを戻りまして、２ページ目の中段「青少年によるMVNOサービスが今後

増加することを踏まえてMVNOにおけるフィルタリングの利用促進も必要。MVNOにおいては、Web

申し込みが多く、フィルタリングが有料となっていることが多い」につきましては、一部無料

のフィルタリングサービスを提供している事業者もあるようですが、有料が中心であり、保護

者から子供を守るためにお金を払ってまでフィルタリングを使うのかといったマイナスのイメ

ージを抱かれている可能性があるようです。 

 ３ページ目をご覧ください。「スマホの主な使用目的がSNS利用」につきましては、図を見て

いただけるとわかりやすいと思いますが、代表的なSNSであるLINEの全年代の普及率を経年で比

較したものになります。年々利用率は上昇し、全年代でLINEを使いたいが、フィルタリングで

LINEを含めたSNSが使えないと勘違いされている。あるいはその点の説明が十分でなかったりし
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て、利用率が低下している可能性があるようです。 

 続きまして、「日本国内で流通している一部のOSでは、キャリアが推奨するあんしんフィル

ターがプリインストールされていない」についてですが、あんしんフィルターは、一部のOSで

あらかじめインストールがされておりません。店頭の販売員や保護者が新たにフィルタリング

をインストールする必要があり、手間を伴うことから利用が敬遠されている可能性がようです。 

 続きまして、「スマホ化によってフィルタリングの設定が複雑化し、難しくなった」につき

ましては、事業者との話の中で出てきたのですが、ガラケーの時代は、ネットワーク型のフィ

ルタリングが中心で、キャリアが気をきかせて守ってくれる形でうまくいっておりましたが、

スマホ化した現代につきましては、端末ごとのフィルタリングが主流になり、アプリがネット

ワーク型フィルタリングで防げないため、守らなければならない場面がふえて複雑化し、特に

ネットが得意でない保護者が十分に使いこなせていない可能性があるようです。 

 続きまして、大きな○の保護者の意識の変化の「SNSを使いたいという子供と喧嘩してまでフ

ィルタリングを導入しようと思わない」につきましては、こちらも事業者からの話で、昔は店

頭でけんかをする親子がいたとのことでしたが、最近はそういった傾向もなくなりつつあるよ

うでして、極端な場合は保護者が販売員からのフィルタリングの必要性の話を全く聞いてくれ

ないということもあるそうです。 

 続いて、４ページ目をご覧ください。「『子供の管理はできている（子供を信頼している）

からフィルタリングは不要』『自分の子供に限ってSNSなどによる被害に遭わない』と保護者が

過信しているのではないか」についてです。図に記載しております２つの相関関係につきまし

ては、はっきりとは言えませんけれども、保護者のフィルタリングへの関心をあらわす認知度

が下がると、SNSによる犯罪被害児童の数が上昇するともとれます。子供を信じることは大事な

ことでございますが、悪意のある者は、一般の家庭では思いもよらないような方法で青少年に

近寄ってまいりますので、そうした悪意から子供を守るために、事業者が知恵を集めて開発し

たフィルタリングをぜひ使っていただきたいと思います。 

 続いて、「フィルタリングは入れたいが、作業が面倒である」という点ですが、フィルタリ

ングの設定については、事業者の努力により簡略化されており、店頭でお願いすれば設定の補

助などをしてくれるということですが、不慣れな人から作業が面倒くさいと敬遠されている可

能性があるようです。 

 続いて、「子供との連絡手段としてLINEを使いたいと考える保護者が多い」につきましては、

図を確認していただけますとわかりやすいと思いますが、LINEの資料から引用させていただい

たマクロミル社の調査結果によりますと、LINEを使用している人たちは全年代にわたっており

ます。家族間の連絡などにもLINEを使いたいが、フィルタリングをするとSNSが使えないのでは

ないかという思い込みから利用が敬遠されている可能性があるようです。 

 続いて、５ページ目をご覧ください。「親子で共用している場合、保護者の端末をフィルタ

リングがかかっていない状態のまま子供に使わせているケースが多い。幼い頃より長年にわた

って何の制限もない状態で使い続けてきた子供は、ようやく手に入る自分専用の端末にフィル
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タリングをかけられることに抵抗感を抱いてしまう」ということについてです。これは前回の

検討会で尾花委員の御発言でもございましたが、やはり小さいうちからフィルタリングになれ

させないと、大きくなってから初めて使うことに抵抗感を感じることがございますので、低年

齢の段階から親子共有の端末にフィルタリングをかけていただきたいと思います。 

 現段階での御報告は以上になりますが、今後もフィルタリングの普及推進に当たりまして、

フィルタリングの利用が進まない理由を継続的に分析し、改善を加えていくことでフィルタリ

ングの利用率向上に取り組んでまいります。 

 以上で御報告を終わります。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 先ほど申し上げたように、ヒアリングの際の参考にしていただければと存じます。 

 どうぞ。 

○藤川座長代理 ４ページの上に、まるでフィルタリング認知度の低下がSNSによる被害の増加

を招いているかのように印象づけられる２つの全く関係ない数字が重ねられているグラフがあ

るのですが、これはちょっと誤解を招くから取り扱いは慎重になったほうがいいのではないで

しょうか。そもそも因果関係はわからないわけですし、違う事実としては、フィルタリングを

つけていながら被害に遭っている子供の率は上がっていますね。かつては被害者の中の数％だ

けがフィルタリングなしだったのが、今は10～20％ぐらいのお子さんがフィルタリングをつけ

ているにもかかわらず被害に遭っています。ということは、全然違う解釈もできるわけでして、

少なくともこのグラフは、あたかもフィルタリング認知が下がったために犯罪、被害がふえた

かのような印象を与えますので、扱いには注意が必要だと思います。 

 以上です。 

○岸田参事官 承知いたしました。 

○藤原座長 御指摘ありがとうございました。 

 それでは、今後この会議は続いていくわけですが、本日は事務局からロードマップというか、

今後のマイルストーンについて説明をお願いしたいと思います。 

○岸田参事官 では、御説明申し上げます。資料３－１と３－２でございます。 

 ３－１のほうが、環境整備法を改正いたしましたときに、改正法の中に記載されております

附則の第４条というのがございます。３－１の一番下のところに条文の抜粋を載せております

が、これはどういうことかといいますと、法律の施行から３年内ということでございますので、

計算いたしますと、令和３年２月までの間に新法十三条から十六条。この事業者の関係の規制

でございます。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のあり方につ

いて検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということで、法律上の義務づけ

があるわけでございます。その期限までにこの御審議をいただきたいという導きを記載してい

るわけでございます。 

 本日42回は、議事次第のとおり御検討いただくということでございます。 

 12月ごろの43回の予定といたしましては、文科省、安心協、情報処理推進機構（IPA）、関係
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者の方から現状行われているリテラシー教育について直接ヒアリングを行うという段取りでご

ざいます。 

 また、例年12月にはICTカンファレンスの最終報告会を兼ねてやっておりますので、それも実

行するということでございます。 

 今回赤枠で囲んでおります44回（２年２月ごろ）というのは、前回41回で御説明しましたと

きに私どもの見通しが甘くて、２年２月は要らないだろうと判断をしていたわけでございます

が、どうしても夏までに提言報告書をまとめていただくという関係で、２年２月に一度御審議

を入れていただいたほうがいいだろうということで、今回訂正してお願いをしたいということ

でございます。 

 45回が２年４月ごろで、例年各省のフォローアップを４月ごろにやっておりますので、この

際にフォローアップをやっていただくとともに、さらに提言報告書の審議の第２回目というこ

とで、そこであらあら結論を出していただきまして、46回（２年７月）、夏ごろに提言報告書

を御決定いただきたいという段取りでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、資料３－２でございます。並行いたしまして、現在４次基本

計画が進行中でございますが、３年周期でやっておりますので、５次の基本計画についてもそ

ろそろ検討していかなければいけないということもございますし、また、今回の法律の検討を

していく際にいろいろな課題がわかってくるかと思いますけれども、それを全て法律の改正に

持っていけるかどうかということもあって、実は法律で処理をしたり、あるいは基本計画の改

定に結びつけたりということで仕分けをして、とにかく御指摘いただいたことを一つ一つ実行

していくという観点に立ちますと、５次の基本計画の改定の作業に本日の検討も生かしていき

たいということでございます。 

 42回、43回は違わないのですが、44回のところだけ若干違いがありまして、利用状況調査と

いうのは10年分ございますので、その利用状況調査の結果を10年で振り返ってどうなのかとい

うことをまとめてみて、それを報告書の中に反映していきたいと思っているのですけれども、

さらにヒアリング対象者で関係事業者とペアレンタルコントロールの実例についてと入ってお

りますが、これはどういうことかといいますと、現状フィルタリングの問題というのもネット

環境の中では非常に大きいわけでございますけれども、使用時間の長時間化という問題が保護

者の間で非常に重要視されてきているということもあって、次回の基本計画の改定の際には、

そうした長時間利用の問題に関しても御審議をいただかないといけないのではないか。その取

っかかりとして２年２月にこういうヒアリングをやらせていただきたいということでございま

す。 

 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。 

 今、事務局から御説明いただいたものは、これまでの委員の皆様方の御議論。前回のものは

冒頭で説明していただきましたけれども、それを踏まえて、今後のマイルストーンをお示しし、

これについてまた自由に加筆・修正といいますか、議論を加えていただいたらいいということ
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で、全体像を示していただいたという位置づけのものでございます。ありがとうございました。 

 今の点はよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に事務局から環境整備法の施行状況の把握についての趣旨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４－１をご覧ください。私どもは法律の施行状況を

把握するということで申しておりますけれども、通例、事業法とかそういうものでございます

と、事業の所管庁のほうが許認可等を通じて、あるいは監督とかを通じて業の実態を把握され

ているということがございますので、割と早くシェアするわけでございますが、環境整備法と

いうのはそういう法律ではなくて、基本的には義務規定がずらっと並んでいるということで、

実際の個別指導につきましては各省庁でやっていただいているということもあって、こうした

有識者会議の中でどうやって感触をつかんでいただくかというところで工夫をしたわけでござ

いますが、今回仕分けをしておりまして、一番上の○のほうが環境整備法改正法附則に例示さ

れた条項。「特掲条項」と呼んでおりますが、これは主に通信事業者の関係の条文でございま

す。それにつきましては非常に重要な条文でございますので、本日有識者の方々から直接ヒア

リングをやっていただきたいと考えております。 

 下の段のその他の条項関係につきましては、時間確保がなかなか難しいということもござい

まして、私ども事務局のほうでヒアリングを既にさせていただいておりまして、それを取りま

とめたものを事務局から有識者に御説明申し上げて、それで有識者の御審議をいただくという

形式で進めていきたいと思っております。 

 裏面をご覧いただきますと、今回のヒアリング、事業者設問の１番目は、電気通信事業者協

会、キャリアが販売店に対して、契約に基づいてどういった指示をされているのかという内容

を主にお聞きするということにしております。 

 ２つ目は、全国携帯電話販売代理店協会、全携協がキャリアの指示を受けて、具体的にどの

ような方法で法律の義務を履行されているのかということについて問いをまとめたものでござ

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。 

 以上のようなことを前提といたしまして、本日は今、御説明のありました特掲条項について

の事業者ヒアリングに移りたいと思います。 

 お手元の資料４－１、裏面の質問事項につきまして、電気通信事業者協会から説明をいただ

きたいと思います。 

○説明者 それでは、電気通信事業者協会より御説明申し上げます。資料４－２－１でござい

ます。１枚おめくりいただきまして、アジェンダ、このような内容で御説明申し上げます。今、

MNO３社で来ておりますが、３社共通でやっている全体の流れを御説明させていただきまして、

その後に個社の取り組み、詳細をお話しさせていただくということでございます。 
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 ２ページです。法改正によりまして何が携帯事業者に課せられたかということですが、もと

もとフィルタリングの提供義務がございました。そこに新たに加わったのが使用者の確認、フ

ィルタリングの説明、フィルタリングの設定の義務でございます。自治体によりましては、さ

らに上回るような内容のものも条例で一部定められておりますので、そのあたりを網羅するよ

うな業務の設計にしておるということでございます。 

 ３ページ目は、お客様が来店されてからお店を出られるまでの大きな流れでございます。お

客様が来店されましたら、契約者もしくは利用者が青少年かどうかを確認して、もし該当する

ようでしたら、顧客管理システムにそれを登録する。そしてフィルタリングの説明ですけれど

も、インターネットの危険性や、それに伴うフィルタリングの必要性について、各社パンフレ

ット等を用いまして詳しく説明する。そして保護者に意思確認をして、お申し込みいただく。

そしてフィルタリングを有効化するという流れでございます。 

 もしお客様がフィルタリングは要らないよとか、設定が不要ですよということがございまし

たら、それはお客様のお申し出ということでサインをいただきまして、それを保存していると

いう取り組みをやっております。以上が大きな流れでございます。 

 ４ページ目は、内閣府からあった質問とその回答を書いてございます。１番目、青少年の年

齢確認について具体的な指示事項、どういうことを説明しているのかということですが、販売

店は、原則青少年単独ではなく、親権者同伴での来店を御案内しておりまして、同伴が困難な

場合は、親権者の本人確認書類及び親権者の同意書が必要ということでございます。利用者が

青少年の場合は、本人確認書類で生年月日や氏名を確認するということでございます。 

 ２番目は、契約事項やフィルタリングの説明方法でございます。これは各社で用意しており

ますフィルタリングサービスのパンフレットやタブレットなどを用いて説明をしております。

そこの中身について十分御理解いただいたということを確認していただいて、サインをしてい

ただいているということでございます。 

 ３つ目は、お客様が店頭で有効化措置を希望した場合の設定方法でございます。これは販売

員が設定方法を御説明しながら、原則は保護者または御本人に設定をしていただくわけですけ

れども、それがきちんと完了できるようサポートをしているということです。これでフィルタ

リングは有効となりますけれども、お客様が御帰宅後に管理者登録を行っていただくよう、設

定ガイド等で説明し、それをお渡ししています。 

 最後に、カスタマイズを希望されたお客様には、保護者のアカウントの登録やカスタマイズ

について御説明をして、求めに応じてそれの設定の補助もしているという大きな流れでござい

ます。 

 以上でございます。 

○説明者 NTTドコモでございます。 

 続きまして、５ページから当社の取り組みにつきまして御説明いたします。まず１点目の御

質問の利用者確認についてでございます。左下のような「ドコモからのご案内」という重要事

項の説明ツールをつくっておりまして、これをもとに御説明を申し上げております。御案内と
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しましては、青少年・親権者同伴の来店を御案内しております。その上で、先ほど申し上げた

重要事項説明ツールを用いて御説明し、本人確認書類によりまして契約者及び利用者の情報を

確認しておるところでございます。また、利用者確認を確実に実施するために環境整備をして

おりまして、システムにおいて利用者を確認しなさいという形のメッセージが出るということ

と、それを確実に実施したことをボタン表示をし、目で見える形で確認をするということにな

ってございます。 

 ６ページ、フィルタリングの説明についてでございます。左下にありますように、フィルタ

リング専用のパンフレットをつくっております。これを用いましてフィルタリングの必要性で

あるとか学齢別の設定などについて御説明をしております。 

 また、利用される場合もしくは不要申し出をされる場合、それぞれについては、下にありま

すような様式がございまして、ここに署名をいただいているところでございます。この説明を

確実に忘れずに実施するためには、システム対応もしておりまして、利用者に対してちゃんと

御説明をするということを忘れないよう、メッセージを表示しております。先ほど申し上げた

パンフレットについては随時改版をして充実をしてきているところでございます。 

 ７ページ、フィルタリングの有効化措置についてです。店頭でスタッフがアプリのダウンロ

ード、初期設定の実施。実際の操作は保護者自身で行っていただくところですが、その補助を

するというところでございます。 

 環境整備については、不要申し出があった、なかったという実態も含めて把握をすることで、

後の来店指導の徹底につなげているというところでございます。 

 右下、店頭ではなくて、お帰りになってから御自宅でフィルタリング設定をなさるというお

客様もいらっしゃいますので、その方に向けましては、フィルタリング専用のパンフレットを

お持ち帰りいただくとともに、実際初期設定を行うときは、動画でそのマニュアルをつくりま

してホームページに載せることで、それを見ながら設定いただくということも用意してござい

ます。 

 以上でございます。 

○説明者 続きまして、KDDIのほうから説明いたします。 

 ページ番号８でございます。上段にありますフローは、弊社全体の店頭フローの中で、大き

く上下になりますが、利用者の方が青少年か否かによって若干対応が違いますということです。 

 利用者確認においては①の部分から始まりますが、中段の○の１つ目、本人確認を行った上

で、契約者・利用者の方が未成年かどうかを確認いたします。こちらは下段にありますような

本人確認書類、来店者証明書類等々で確認をさせていただきます。中段の２つ目、未成年者の

御利用を確認した場合は、スタッフが自らシステムを入力するような形で、システム上、確認

したということを押さないと次の工程に進まないような形になってございます。 

 次のスライドは②フィルタリングの説明でございます。上段の箱の○の１つ目、専用パンフ

レット、重要事項説明書、説明動画（タブレット）を使って説明をさせていただいております。 

 ２つ目の○にありますように、説明完了後、同じように店頭スタッフ自らがこういった説明
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をお客様にちゃんとしましたよということを入力しまして、説明義務を履行して、次の手順に

進むような形でございます。 

 10ページ目は、③フィルタリング有効化措置でございます。こちらは説明方法を御説明しな

がら、保護者の方、または青少年の御本人にて設定いただくことが基本でございますが、お客

様のほうで設定をしてほしいという場合には、依頼書を御記入いただいた上で、秘匿情報以外

は店頭スタッフのほうで設定をさせていただいているような形でございます。 

 ○の２つ目、店頭で設定完了を確認しまして、お客様が退店された後に、同じようにスタッ

フみずからが設定を対応しましたという旨のチェックをシステム上、入力しまして、有効化措

置・設定義務の措置を履行していることを担保しております。最終的には利用申出書をスキャ

ナで読み込み保管をさせていただきますし、お客様にはこういったものを申告いただいたとい

うチェックもさせていただける形でございます。 

 11ページ目のスライドは、使いやすいフィルタリング、カスタマイズ機能導入ということで、

もともとカスタマイズ機能がございましたけれども、弊社は直近ではSNSの利用できないという

ところが、サービスによってでこぼこがありますので、特によく利用があるようなSNSについて

は、一覧で保護者の方がご覧になって、ここはよく使うものであるからオンにするとか、使わ

ないのでオフにするとか、より使いやすいカスタマイズ機能を導入しているような形でござい

まして、利用の促進に資するような対応を行っております。 

 以上でございます。 

○説明者 それでは、ソフトバンクの取り組みについて御説明を申し上げます。12ページから

です。基本的には親権者の同伴の来店が必要というのを原理原則としております。そして、お

客様が未成年もしくは使用者が未成年だった場合には、本人確認書類をスキャンしてデータで

保存しているということをやっております。これは12ページのところです。 

 13ページ目は、フィルタリングの説明ということです。これは基本的に専用のパンフレット

を利用して説明をしております。その中でインターネットの有害な情報を閲覧する可能性とか、

フィルタリングの必要性・内容、有効化の必要性、そして家庭内でルールをつくってください

ねというお願い、このようなことがこの中身に書いてございます 

 14ページ目、フィルタリングの説明についてということで、これは保護者の方に確認という

ことですが、フィルタリングを利用せずにインターネットに触れると非常に危険であるという

ことを詳しく説明した後に、ちゃんと理解をしたということを確認していただいて、チェック

をいただいております。そこに対しての親権者の署名もいただいておるということでございま

す。 

 15ページ目、有効化の措置です。これはお客様が御自身で設定していただくというのが原則

です。専任のスタッフが横につきながらサポートをして、店頭で設定するということをやって

おります。サポートの内容は、iPhoneですと、Apple IDを取得するところから横についてやっ

て、実際に設定の完了をするまで見る。Androidにつきましては、電源をオンにすれば設定が完

了になりますので、そこで完了しているということです。カスタマイズを希望される方には詳
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しくアドバイザーがフォローするという形をとっております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。御説明は15分程度という厳しい時間の制約を設けたの

に、御協力いただきまして、御礼申し上げます。 

 それでは、質疑へ移りたいと思います。今の電気通信事業者協会の御説明に対して質問等ご

ざいます方は、どなたからでもお願いいたします。それでは、清原委員からお願いいたします。 

○清原委員 大変御丁寧な御説明ありがとうございました。 

 フィルタリングにつきまして、店頭で対応する場合もあるけれども、自宅で保護者がフィル

タリングを設定する場合もありますとドコモ、auがお答えになったのですが、店頭での対応の

比率と御自宅での対応の比率がどのぐらいかということは把握されているでしょうか。 

 あるいは店頭で対応される場合には、定員の方が確認できるわけですが、御自宅でされる場

合に、フィルタリングを御希望されて、しかも設定されたということを最終的に確認されてい

らっしゃいますでしょうか。実態についておわかりでしたら、教えていただければと思います。

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。 

 店頭対応と自宅対応の比率、自宅対応の場合の確認という御質問でしたけれども、いかがで

しょうか。 

○説明者 NTTドコモでございます。 

 店頭と御自宅でという比率ですが、申しわけございません。手元に数字がございません。有

効化を店頭でしていただくというのは、フィルタリング御利用の方のうち８割が有効化をして

いるという状況でございます。 

○説明者 KDDIでございます。 

 利用率、有効化率の数字については、個社の数字は今、持ち合わせておりません。最終的に

利用の状況がわかるのかというところでございますが、アプリで行っている部分もございます

ので、不正確ではありますが、おおよその数値はわかるような形でございます。 

○藤原座長 おおよその数値というのは、今、具体的にわかりますか。 

○説明者 現状、数字は持ち合わせがございません。 

○藤原座長 では、ソフトバンク、お願いいたします。 

○説明者 有効化については、ぶれもあるのですけれども、おおむね６割ぐらいが店頭で完了

しているということです。最終的に残りがきちんとなっているかということについては把握が

できないということです。ですので、ちゃんと有効化してくださいねということに対して、親

権者の方の同意とサインはいただいているということでございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 では、尾花委員からどうぞ。 

○尾花委員 今のことに関して追加でお伺いしたいのですが、ここで出ているフィルタリング

の利用率何％という全体の数値は、各社それぞれ８割とか６割という数字があった。店頭でや
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られた数字だけを挙げてくださっているのか。それとも自宅でやりますよと言った人も含めて

フィルタリングの有効化希望者全体の数字がこの低い数字なのか。どちらなのか確認させてく

ださい。 

○説明者 先ほど有効化率８割と申し上げたのですが、その前提についてということでよろし

いでしょうか。 

○尾花委員 フィルタリング利用率と有効化率が余りにも数字が違い過ぎるので、ここに何ら

かのマジックがあるのではないかと思ったので、８割でなくて、残りの２割も含めた数字でと

りあえずフィルタリング。残りの有効化率が８割ということは、18歳未満の子供たちの中で８

割は有効にしているということなので、フィルタリング利用率が３割、４割のわけはなくなっ

てくるので、このあたりの数字の妙なところをある程度わかれば。 

○藤原座長 では、今の点について事務局から。 

○岸田参事官 おっしゃっている利用率は、私ども内閣府のほうで実施しております利用状況

調査の数字をおっしゃっていると思うのです。利用状況調査のあり方というのは無作為抽出で

ありますので、ありていに言って、３年前とか５年前にお子さんが買い求められて、その後そ

れを使い続けられている御家庭についても私どもの調査の対象になってございますので、今ま

でのストックが今の36.何％という数字になってございまして、こちらのほうで御説明されてい

るのは、まさにそのフローで、例えば昨年とか最近やっておられる状況という前提でございま

す。 

○尾花委員 そのあたりは多分委員の皆さんは全員承知していらっしゃると思うのですが、ち

ょっと数字がかけ離れ過ぎていて、逆に無作為だったらもっと近いはずなのに、なぜこんなに。

要するに、昔の人ばかり選んだわけではない。ここで例えば家に持ち帰ってやるよと言った人

がやっていない可能性が高い。なぜならば、次に機種変に来たときにかかっていなかったとか、

各社それぞれでこの数字の妙の部分に気づかれた点があれば、教えていただきたいという感じ

です。８割とか６割とか結構高い数字を示していただいたので、それに対して何か気になる点

とか気づかれた点、キャリアでなければわからない点があると思うので、そのあたりを教えて

いただけたらうれしいなと。 

○藤原座長 今のような御質問ですので、推測というか、仮説でも構いませんので、こうでは

ないかという御指摘があれば、我々としても有益な議論ができると思いますので、どうぞお願

いいたします。 

○説明者 先ほど私のほうから８割と申し上げたのは、フィルタリング加入を店頭で申し込ん

でいただいた方を100としたときに、８割の方が有効化をその場合でしていただくということで

ございます。残りの方々は自宅でということもありますが、そこまで把握はできないというと

ころでございます。 

 利用の率については、実際店頭で加入される方はより多いわけですが、その後外してしまう

ことによって、実態、ストックベースですと、もっと低い率が出ているということになるかと

思いますので、そこは使いづらいとか、いろんな御事情で外されてしまうということがありま



16 

 

すので、今はカスタマイズができるということも含めて、普及啓発により努めていくことで平

均値を上げていければと考えております。 

○藤原座長 他社のほうから何かございますれば、どうぞ。 

○説明者 普及啓発とかは今、ドコモがおっしゃったとおりですけれども、数字について言い

ますと、私が先ほど申し上げた６割というのは、ドコモがおっしゃった数字と全く一緒で、店

頭でお申し込みいただいた方を100としたときに、うち６割が店頭で設定をされているという意

味の数字です。 

○尾花委員 両社とも店頭で申し込まれたフィルタリングということは、申し込まなかった人

は外しているわけですね。申し込まれた人の率というのは、それぞれどのぐらいなのでしょう。

逆に全員入らなければいけないよと言っているのに、申し込まない人がどのぐらいいるのか、

希望しない方がどのぐらいいるのかというのも知っておきたい情報かなと思うのですが。 

○説明者 個社での数字は現在持ち寄りがないのですが、直近では総務省の会合等でも申し上

げておりますが、３社の加重平均等で行った数値を申し上げますと、直近、今年の３月末の状

態ですが、利用率としては約60％、有効化率としては約74％という数値が３社の平均でござい

ます。 

○藤原座長 ６掛ける74ということですか。 

○説明者 ６掛ける74ではなくて、フィルタリングが必要ですという方が60です。そのうち４

分の３が店頭で設定を行った方という形でございます。 

○尾花委員 ということは、内側に倒れるので、家に帰ってやる人が残りの数字ということで

すね。希望しない人は残りの約４割ということで。大体の数値ですけれども。 

○説明者 おっしゃるとおりです。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

○藤原座長 大まかに数字を見れば、今の尾花委員の御質問によって、大体合っているという

ことがわかってきたわけですね。 

○尾花委員 そうなのです。 

○藤原座長 わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。まだ若干時間がございますので。では、上沼委員、どうぞ。 

○上沼委員 いろいろありがとうございました。 

 私は、KDDIの11ページのカスタマイズのワンタッチ設定についてお伺いしたいと思います。、

前々からフィルタリングとかカスタマイズとかが極めて面倒くさい、やりにくいという意見が

出ている中で、こういうカスタマイズのワンタッチ設定というのは、ユーザーにとっては非常

に便利ではないかと思います。ところで、ここに載せているアプリとかサービスは、どんなふ

うに決めていらっしゃるのかお伺いしたい。 

 あと、他社でこのようなカスタマイズのワンタッチ設定みたいなことはされていないのかと

いうことを伺いたい。その２点です。 

○藤原座長 ありがとうございます。 
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 アプリサービスの選択の基準のようなものがあるかというのと、他の２社はKDDIと同じよう

なことをやっておられるのかという御質問です。では、よろしくお願いいたします。 

○説明者 11ページの右側に載っているような一覧は、全くもって弊社のサービス主観で、あ

くまで弊社マターですけれども、人気のあるアプリという部分と、若干自社のサービスみたい

なものもフィルタリングによっては閉じられてしまうというのがありますので、そこは開けら

れるような形で項目に入ってございます。 

○説明者 ドコモでございます。 

 先ほどの資料の７ページをご覧いただきますと、左から２番目の画面が11ページのKDDIのも

の、右、左で許可、規制とありますものと同じ機能でございます。 

○説明者 ソフトバンクでこういったパッケージみたいなものは今、用意しておりません。 

○上沼委員 ちなみに御予定はありますか。 

○説明者 今はまだないですね。 

○上沼委員 わかりました。 

○尾花委員 これはi-フィルターの機能で持っている画面だと思うので、ソフトバンクの場合

はそもそもi-フィルターをあんしんフィルターとして利用されているので、それぞれのオン・

オフはできるようになっていると思うのですが。 

○説明者 学齢別に選べば、開くようになっています。 

○尾花委員 中でできますね。 

○説明者 はい。 

○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。どうぞ。 

○尾花委員 済みません。一つ確認ですが、ドコモとauの場合、ネットスターのフィルタリン

グのはずですけれども、今年の春ぐらいにネットスターのフィルタリングだけ、フィルタリン

グのオン・オフができないので、親スマホを共有する場合に、親がフィルタリングをかけてオ

フにして渡すことが現状できないのですよという話をしたら、ネットスターの開発担当者が、

それをソフトバンクが使っているタイプでできるのだったら、うちのほうでもやれるようにし

ますよとおっしゃっていたのですが、その後どうなったか御存じですか。ごめんなさい。私も

画面を見ていないので、今、ちょっとわかっていないのですが。それはお二方、２社の責任で

はないので。ネットスターがここにいれば直接お伺いできるのですけれども、済みません。御

存じであればと思いまして。 

○説明者 今いただいたお話については確認ができておりません。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

○説明者 KDDIも同様でございます。 

○尾花委員 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。 

 ほかにはよろしいですか。 
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 それでは、ありがとうございました。お礼申し上げます。 

 それでは、全国携帯電話販売代理店協会のヒアリングに移りたいと思いますので、まず席を

かわっていただけますでしょうか。 

（説明者交代） 

○藤原座長 よろしいですか。 

 それでは、ただいまから全国携帯電話販売代理店協会の皆様方からヒアリングを行いたいと

思います。 

 それでは、あらかじめ質問も用意されておりますので、大体15分程度で説明をお願いしたい

と思います。その後、今と同じように15分程度の質疑応答ということで、適宜利用していただ

きたいと思います。 

 では、お願いいたします。 

○説明者 では、このたびは発表の機会を頂戴し、まことにありがとうございます。私、全携

協サービス向上委員会の田口と申します。資料は４－２－２を使いまして説明させていただき

ます。 

 全携協からは青少年保護に関連するキャリアショップ店頭における取り組みの紹介をさせて

いただきます。 

 では、おめくりいただきまして、２ページ目、全携協の位置づけです。御承知のとおり、ド

コモ、au、ソフトバンクは、国内の92％の契約シェアがありますが、販売の８割はドコモショ

ップなどのいわゆるキャリアショップが担っております。そのキャリアショップは99％が販売

代理店による運営となっておりまして、私ども全携協はその販売代理店が集まってできた団体

でして、左下の円グラフをご覧いただきますと、全国のキャリアショップ7,895店舗のうち、現

在82％が全携協に加盟いただいております。 

 おめくりいただきまして、３ページ目からは青少年保護に向けました取り組みについて説明

させていただきます。整備法が求める使用者確認、説明義務、有効化措置義務ですが、総務省

では過去３年間、キャリアショップ店頭に対しまして覆面調査を実施しております。そちらの

データが参考になると思いましたので、お持ちしております。こちらに記載のとおり、2018年

度においては、使用者確認率は91％、説明率は89％、有効化措置実施率は94％という結果でし

た。特に使用者確認ですが、３年前は57％という低い実施率だったのですが、覆面調査内容を

真摯に受けとめまして、キャリアと販売代理店とで改善活動を実施した結果、格段に向上させ

ることができております。引き続きこの３点は法律の義務ですので、100％を目指してしっかり

取り組んでまいりたいと思っております。 

 おめくりいただきまして、４ページ目です。事前に内閣府の事務局から頂戴していた御質問

で、具体的な使用者確認方法、説明方法、有効化措置方法になりますが、２ページ目で触れま

したとおり、私ども販売代理店は、キャリアのルールに則った受託運営を行っている立場であ

ります。フィルタリングも含めて代理店独自のツールは特にございません。各キャリアのツー

ルや説明方法につきましては、先ほどTCAの内容で発表がございましたので、内容が重複するた
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め、ここでは割愛させていただきます。 

 ５ページ目は、フィルタリングに係る所要時間になります。今回の発表に向けて、全携協で

はスタッフ向けのアンケートを実施しました。右上の記載のとおり、1,500件の回答を収集しま

して一覧化してみました。携帯電話の接客は、待ち時間も含めると、表の上に記載のとおり、

90～140分の時間がかかっているのが現状です。フィルタリングは、さらに対象者のみの作業に

なりますので、追加でお時間をいただくことになります。有効化措置のところは、OSや端末に

よって使用時間が若干変わります。どのキャリアもおおむね20～30分かかっていることがわか

ります。 

 さらに、法の義務ではありませんが、保護者の皆さんの管理者登録とかカスタマイズにつき

ましても御要望があれば承っておりまして、こちらもプラス20分程度の時間がかかっておるの

が現状です。 

 ６ページ目は、内閣府事務局から事前に頂戴していた質問、フィルタリングを希望しない保

護者への聞き取りということで、そちらの参考になるかと思いお持ちしたデータになります。

同じくキャリアショップのスタッフから集めた2,300件のデータを分析してみると、昨今の設定

率の低さからは多少意外に思われるかもしれませんが、お客様の８割は店頭スタッフからのフ

ィルタリングの説明を好意的に受けとられているという結果です。 

 それでは、なぜ申込率が高まらないのかというお話になるのですけれども、それについては、

次のページをご覧ください。こちらも同じ2,300件のデータから肯定的な保護者の御意見の代表

例と否定的な保護者の御意見の代表例を抽出したものになります。 

 肯定的な御意見は右のほうになりますが、１つ目「親より子供のほうがスマホに詳しいので、

ショップで設定まで行ってもらえるのはありがたい」。２つ目「子供はフィルタリングに乗り

気ではないので、ショップの人から必ず設定しなければならないことを子供の前で説明しても

らえるのは助かる」。１つ飛ばしまして４つ目「法律があることに驚かれる保護者も多いが、

説明すると必要だよねと御納得いただける」、こういった御意見がございます。 

 一方で、否定的な御意見としましては、１つ目「アプリの操作が手間、難しい、面倒」「子

供のリクエストに応えて使用許諾操作を行うことが面倒」。２つ目「YouTubeやLINEが使えない

と困る」。３つ目「子供が反対する。（友達は外している！など）親子喧嘩になったり、優し

い親御さんは譲歩してしまう」。全部は読みませんが、こういった御意見が多く見受けられま

した。 

 実はこの資料には記載していないのですけれども、否定的な御意見の一番上「操作が手間、

難しい、面倒」という御意見が特に多くありまして、否定的な御意見の欄に回答のあった1,166

件中542件、実に46％をこういった手間という御意見が占めていました。つまり、保護者御自身

のスマホリテラシーの低さとか、操作への不安がフィルタリングの積極的な活用に少し二の足

を踏む要因になっているかもしれないと思われる次第です。 

 以上で全携協からお持ちした資料の説明とさせていただきます。これらのデータが有識者の

皆様の議論の一助になれば幸いと思います。これからもキャリアショップは、青少年の保護に



20 

 

向けましてキャリアとともにしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。 

 発表は以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 若干時間がございますけれども、他の説明者の方から補足はよろしいですか。 

（他の説明者首肯） 

○藤原座長 それでは、質疑に移りたいと思います。今の全携協の御説明につきまして、質問

等ございます方はお願いいたします。 

○尾花委員 補足をしたいところがあるのですが。 

○藤原座長 では、尾花委員。尾花委員が補足をされるのですか。 

○尾花委員 済みません。補足というか、皆さんで情報共有をしておきたいことがあります。

今の全携協の発表の中にもありましたし、多分キャリアの３社も同じことを気づかれていると

思うのですが、LINEが使えないと不便である、だからフィルタリングを外したいというケース

があって、例えば高校生プラスにしてフィルタリングを使えるよとか、フィルタリングをかけ

ながらLINEだけ使うことができるよと私たちは説明してきたのですが、実際にフィルタリング

をかけた状態でLINEを使うと、どのような不便が起きるのかというのは、皆さん、共通の認識

としてないと思うので、今、議長のほうからお時間が多少あるというお話だったので、この場

をおかりして短目に御紹介したいと思います。 

 フィルタリングをかけた状態でLINEを使えるようにいたしますと、まず何ができなくなるか

というと、例えば友達と待ち合わせをする。ここの映画館の前で待ち合わせねとURLがぽこっと

張られていたときに、URLをぽんとタップすると、通常だとLINEのブラウザがあいて、その場所

が見えるようになるのですが、残念ながらブラウザが全部ブロックがかかります。なので、中

にいろんなURLがあったり、例えばこのインスタがおもしろいから見てと言って共有されてきた

ようなURLのリンクを押しても、全部ブロックされてしまいます。 

 以前は別のブラウザで開けるみたいなことができたのですが、今、通常のべたっと張っただ

けのものに対しては、LINEの中のブラウザしか開かない設定になっているために、一旦開けば

外のブラウザで再表示することができるのですが、最初に開けるのはLINEのブラウザと決まっ

ているがために、実はリンク先が全部だめになっている。そういう不便が生じるので、LINEが

使えないのではなくて、「まともに使えない」という言い方をされてしまうと、もしかすると、

そうですねと言わざるを得ない状況になるかもしれないというのが一つ。 

 それから、オープンチャットという新しい、誰でもコミュニケーションをとれるものが最近

始まったのですが、これはLINEに言えば、多分すぐ変えていただけると思うので、現状だけと

いうことでお話ししますが、オープンチャットに安全な使い方はこうですよとか、安全に設定

するにはこうしましょうという説明がいっぱいあるのです。私が読んでいてこれはすごく役に

立つなと思ったのですが、それもブラウザ表示なので、一切表示されないのです。だから、オ

ープンチャットを安全に使おうと思って、フィルタリングをかけた状態で「安全な使い方」を

押すと、「ブロックされているので見られません」と出てきてしまう。これが現状なのです。 
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 なので、LINEをただただ開ければいいというものではなくて、最終的にそういう不便がある

と、もう嫌だから、家に帰ってからフィルタリングを解除してしまうというケースがあるので

はないかと思いますし、逆に有益な情報。私は今、SNS相談を担当して、何カ所かやらせていた

だいているのですが、SNS相談に対する例えば心理テストとか心のメッセージみたいなものも外

部リンクなので、そこをぽちっと押した瞬間に全部開かなくて、ブロックされると。どうした

らいいですかという相談がSNS相談に来るのです。フィルタリングを外してくださいということ

はできないので、直URLを一応送って、送った後に、これをコピーして別のブラウザで開けると

いう操作を一々説明しないと、そういう大切なコンテンツも見ることができない。 

 この現状が今あるのだということをここにいらっしゃる皆さんはぜひ認識しておいていただ

ければ、今の全携協の御説明にあったLINEが使えないと困るというところ、ひっかかってくる

というのがおわかりいただけるのではないかと思います。 

 済みません。お時間を頂戴してありがとうございました。 

○藤原座長 いえ、貴重な御指摘ありがとうございました。 

 では、清原委員、お願いします。 

○清原委員 大変現実的な実態に即したお話をしていただきまして、ありがとうございます。

私は、特に保護者の理解がフィルタリングには第一義的に重要だと思っていて、なぜフィルタ

リングを利用される率が減少傾向にあるのかということで、保護者の皆様の意識を知りたいと

思っておりましたところ、本当にお忙しい中、社員の方を通じて保護者の皆様の反応を整理し

ていただいたことに感謝いたします。 

 関連してお聞きしたいのですが、全携協の皆様は、お一人おひとりの顧客を大切にされます

と、どうしても時間がかかっています。ですから、全体の対応時間を減らす上で、例えば予約

制を導入するとか、工夫をされていらっしゃると思うのです。その辺については、どうでしょ

うかということが１点目の質問です。 

 ２点目ですが、それにもかかわらず、どうしてもフィルタリングの御説明や設定については

時間がかかるのですが、その際、法律についてなかなか周知されていないということも店頭で

はお感じだったようです。ですから、「法律があることに驚かれる保護者も多いが」というの

は重要な御指摘だと思いまして、このような趣旨の法改正が保護者に伝わっていないというこ

とで、店頭で初めて知られるということで、かえってお時間がかかるということもあるでしょ

うから、保護者が店頭に行く前に周知するためにどのような御提案があるでしょうか。そうは

いっても、店頭に来られたお客様には随分丁寧なパンフレットもあるようでございますが、そ

れで十分なのかどうか。保護者理解を進める上での御提案があればお聞きしたいと思います。 

 ３点目ですが、シニア世代にはスマホ教室を店頭でやっていらっしゃるところが多いのです

ね。ところが、若い保護者がスマホ教室といっても、照れくさいのか参加されないでしょう。

年長の60代以上は参加されるでしょうが。しかし、今、お話を伺っていて、小中学生の保護者

世代、30代、40代も不安を感じている方がいらっしゃるとすると、保護者向けのスマホについ

ての学習機会も必要なのかなと思います。その辺につきましては、子供たちだけではなくて、
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保護者向けの学習機会などにも全携協、あるいは３社等がされているかもしれませんが、その

実績とか効果とか、また、これから保護者も含めて、子供たちへのスマホ教育や、あるいは情

報利用教育も必要でしょうけれども、保護者丸ごとみたいなイメージで御提案があればと思い

ます。 

 と申しますのも、これだけ長い時間がかかるのは、顧客の方にとってもストレスですが、社

員の方にとってもストレスだと思って、できる限りいい形でスマホのよい機能が使われ、そし

てフィルタリングが普及するために最前線の全携協の皆様の御提案があれば伺いたいと思いま

した。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した。 

 ３つです。予約制等の効率化について。２つ目は法律を知らないなど、保護者に対する意識

の啓発等について。３つ目は、それを前提として、保護者向けのスマホ教室などといったもの

のお考え、あるいは実績等を御存じであればということです。お願いいたします。 

○説明者 では、私のほうから順序不同になりますけれども、お答えさせていただければと思

います。御存じのとおり、今、ショップへ行きますと、待ち時間が長い、応対時間がすごく長

いというのは、業界を挙げての課題になっております。これはキャリア３社と緊急の課題とし

まして今、いろんな対応を始めている最中でありまして、予約については、極力予約を勧めら

れる。これは全店舗というわけにはいかない。例えばインショップなどで予約をすると、逆に

待ちが長くなってしまうケースもあったり、場所によって選別しながら進めていっている状況

ですけれども、各キャリアともここのところの対応店舗数、及び予約の絶対数を増やそうとい

うことで、待ち時間を減らそうという試みをやっている最中でありますし、まさに今、その数

を増やしていっているという状況かと思います。 

 あと、応対時間です。説明する書類、確認事項、重要事項、物凄くたくさんありますので、

とは言いながら、今の時間が余りにも長過ぎますので、待っている間に動画でお客さんに見て

もらうとか、お客さんが事前に確認できるところはしておくとか、そこの時間短縮をキャリア

と一緒に詰めているという状況になります。 

 ２つ目は、保護者にこういった法律面の認知をどうやって高めていくかということです。店

頭での説明で知るお客さんが一般的には多いと思います。店舗でできるあれとしては、例えば

ポスターを張るとかいろいろあるかと思うのですが、店舗の中にもたくさんのものが張ってあ

ったり、置いてあったりしますので、今、ここで何が効果があるのかというのは申し上げられ

ないところがあるのですけれども、これもキャリアのほうと相談しながら、どういったことが

できるかというのはぜひ検討したいと思います。 

 ３つ目、いわゆる保護者向けのスマホ教室みたいなものです。これは非常にいいアイデアか

なと。私どもは今まで余りそちらのほうの意識がなかったのですが、私たちは代理店という立

場ですから、キャリアと相談しながらこの辺も打ち合わせに入れておきたいと思います。 

 どうもありがとうございます。 
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○藤原座長 どうぞ。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 この会議では各府省庁が取り組みについて必ず報告をしていただくようになっているのです

が、本日、まさにスマートフォンの現場で御活躍の皆様のお話を伺って、実態というのが浮き

彫りになったと思うのです。ですから、この法律は、現場ではまだなかなか浸透していないと

いうことでございますので、国のほうでこの法律の趣旨は、あくまでも青少年を守るためのも

のですので、ぜひ学校現場等とも連携して更なる周知を図る必要があるのかなと思いました。 

 警察庁のほうで今、高校生参加の啓発動画も作成されているということなので、ぜひ業界と

連携していただいて、ほかの府省庁がつくっていらっしゃるものもあると思うのですが、待ち

時間が有益になるように、待ってよかったという感覚が少しでもできるように連携をしていた

だければと感じましたので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○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。国分委員、お願いいたします。 

○国分委員 国分でございます。 

 私はフィルタリングソフトそのものに関心があるのですけれども、こういうショップで保護

者の肯定的な意見と否定的な意見がうまく整理されて、非常にいいと思いますが、例えば否定

的な意見に対して、フィルタリングソフトについて見れば、ショップがあって、キャリアがあ

って、フィルタリングソフトの開発事業者がいるというふうに理解をしているのですが、いろ

んな否定的な意見に対してソリューション、レスポンス、そういうのはちゃんと話が伝わって

いるのだろうかと。その辺が不十分なので、使いづらいソフトを無理やり使わせようとしてい

るのではないかという懐疑的な目で見たりもするのですけれども、その辺はショップのほうか

ら見てどんな感じでしょうか。あるいは電気通信事業者協会の観点から見ても何かあるのかも

しれませんが、いかがでしょうか。 

○藤原座長 では、まずソフトについての御質問ですけれども、もし何かございましたら。 

○説明者 今の御質問にお答えしたいと思います。まず、OSでかけるタイプのフィルタリング

という存在がある。それからサードパーティ、アプリケーションベンダーから出されているフ

ィルタリング「あんしんフィルター」というものがある。何年か前を見てみると、「Yahoo!あ

んしんねっと」というネーミンクで使われていたフィルタリングのかけ方があった。現場から

すると、その情報がいろいろ変わってきていて、そこに対してどういうふうに設定をかけて、

保護者の方に御案内をしてという、そこの複雑さというのは確かにあるなと感じております。

そこを事業者からの情報をもとに、お客様に対して正確に伝えていくという努力を私たちは今、

しているところでございます。 

 あとは、OSのフィルタリングもこれからは使えてくるのではないかと思っておりまして、先

ほど清原委員のお話にあった例えば高齢者の方とか保護者の方が、普通にOSでのスクリーンタ

イムとかファミリーリンクという機能とか、OS自体に搭載されているものを装着して、そうい
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った危機を回避していくというところにも有効に使えてくる可能性を秘めているので、そうい

った部分はあるかなと感じております。 

○藤原座長 国分委員、ひとまずよろしいですか。 

○国分委員 否定的な意見で、フィルタリングをかけると、子供が好きなアプリが使えなくな

るとか、そのあたりは結構本質的な部分で、例えばパソコンのフィルタリングソフトではマイ

ナーな存在ですけれども、子供が何か書き込むと親にもそれが通知されるという機能を持つも

のもあったりして、親からすれば、子供の利用を一律に禁止するのではなくて、利用するとそ

の状況が全部自分のところに伝わるとか、そういうフィルタリングのかけ方というのも方式と

してはあり得るのではないかと思ったりするのです。 

 ですから、本日は資料２でかなりしっかり踏み込んだ議論がこれから始まるということで、

期待はしておりますが、今のフィルタリングというのは、流れとしては、もともとガラケーの

ほうでゲートウェイのところでブラックリストを持っていて、そこでブロックするということ

が、スマホ時代になって何とかアプリのほうで対応しようとしているというふうに思っている

のですが、単にブロックするだけでなくて、SNSが存在すると、設定するリスト以外にも、TikTok

とか、子供たちが喜びそうな新しいアプリがどんどん出てくるわけです。そういうものに対し

て対応しようとしても、どうしても後手後手に回ったりして、フィルタリングそのものに対し

て信頼感がどんどん落ちていくという状況があり得るので、開発のスペックというのは一体誰

が決めているのかなと思ったりもするものですから、その辺はこれから始まる内閣府の本質的

な議論と合わせて、ぜひ開発部隊のほうにもそういう情報が伝わるようにしていただけると非

常にうれしいなと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 どうも貴重な御指摘ありがとうございました。 

 ほかに。尾上委員、どうぞ。 

○尾上委員 尾上です。 

 私は３人子供がいまして、毎年ぐらい更新に行かせていただいているのですが、保護者の立

場からしますと、３人いるから頻繁にという面はあるかもしれませんが、大体３年から５年に

１回、そこで新しい情報を得るということから、逆にしっかりと説明をしていただきたいと思

っております。 

 前回の会で車の免許証の更新の話を一緒にさせていただきましたが、そのとき、時代が変わ

り、世の中の仕組みが変わっていく中で、特にスマホに関係すること、インターネット環境に

関係することはもっともっとスピード感が速く変わっています。その場でしかわからないこと

が多々あると思いますので、そこは保護者からすると、一般的な知識を得る機会はその場しか

ないということと、PTA活動の中では広報とかしていますが、それでも補い切れない面がありま

すので、そのときに親子でしっかりと知る形をとれるのが大事かと思っていますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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○藤原座長 ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいですか。 

 それでは、長時間ありがとうございました。お礼を申し上げます。 

（説明者退席） 

○藤原座長 続きまして、今のヒアリング以外の事項、事務局ヒアリングの結果について、事

務局から説明をお願いいたします。 

○岸田参事官 では、御説明申し上げます。資料４－３－１をお開きください。先ほど御説明

しましたように、こうして事業者の方々から直接ヒアリングするというのが全てについてでき

ないということもありまして、事務局のほうで聞いてまとめたものを有識者に御説明させてい

ただくという過程でございます。 

 ４－３－１は、インターネット接続役務提供事業者の義務ということで、簡単に言ってISP

側の義務ということでございます。制度概要を（１）のほうに書いてございますが、本条は制

定時からある条文でございまして、主に青少年の問題が携帯電話とかスマホとか、こういった

ところで起きているという認識は当時からあったのですけれども、ただ、固定端末、パソコン

についても網をかけておかないとということで、こういった条文がつくられているということ

でございます。中身としましては、ISPについて、利用者から求めがあったときにはフィルタリ

ングのソフトウエア、あるいはサービスが提供される状態になっていないといけないという条

文でございます。 

 ヒアリング相手というのは、ISPはかなり数が多うございますので、代表してJAIPA（日本イ

ンターネットプロバイダー協会）のほうからお話を聞いているわけですが、ISPのほうでは、こ

の条文の意味もありまして、有償のものもございますが、有償無償問わず、求めがあった場合

にはこうしたものが提供できるように環境整備をされているとお聞きしておりますので、総合

評価案としましては、基本的には本条の義務というのは履行されていると整理をいたしており

ます。 

 続きまして、４－３－２でございます。これはインターネット接続機器の製造事業者の義務

ということでございまして、条文は非常に長うございますが、簡単に申しまして、いろんなイ

ンターネット接続機器があるわけでございますが、例えばスマホ、タブレット、携帯電話、な

かなか思いつかないのですけれども、家庭用のゲーム機とか、こういったものも基本的には本

条の対象でございます。そういったものを製造する事業者につきまして、フィルタリングソフ

トウエア、あるいはサービスの利用がしやすくなるような措置をしてくれというふうな条文で

ございます。 

 これにつきましてもヒアリングをやっておりまして、（３）のヒアリング結果のところに３

社と書いてございますけれども、製造事業者は非常に多いということもございますので、我々

が連絡がついたところを代表的に抽出してお話を聞いているわけでございます。アのＡ社につ

きましては、専らスマホを製造されている事業者でございますが、こちらのほうでは製造段階

でフィルタリングソフトウエアの組み込み等をされているということでありまして、これは義
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務も果たされているということもございます。 

 イのＢ社につきましては、OSもおつくりになっている会社でございますが、そちらのほうで

はフィルタリング機能をそもそも固有のものとしてOSに組み込んで、OS型のフィルタリングと

いうのも整備されているということで、これは当然クリアされているということになります。 

 ウのＣ社につきましては、ゲーム機の製造会社でございますが、現在のところゲーム機につ

きましてもネットワーク対戦型のものになっておりまして、それでブラウザとかも出てまいり

ますので、その場合にフィルタリングのソフトウエアを組み込んで提供されているということ

でございますので、当然その業務を果たされているということになります。 

 ３社聞いただけで全部クリアなのかというところも実際ありますが、とりあえず第一段階の

感触を見るという点でいきますと、総合評価案としては、基本的に法律の作用規定というのが

適切に機能しているという評価になります。 

 続きまして、19条でございます。19条はOSの開発事業者の努力義務というものでございます。

この条文はちょっと長いのですけれども、どんな話なのかというと、スマホ時代になって、先

ほどより委員の方から御指摘もいただいているわけですが、OSの環境下でプログラムがうまく

機能するかどうかという問題は、青少年環境問題をクリアする上で非常に重要なターニングポ

イント、課題になっているわけでございます。OSの事業者におかれてそうしたフィルタリング

のソフトウエアが使いやすい環境をつくってくださいと。簡単に言うと、そういう努力義務を

改正法のときに追加したということでございます。 

 検証のポイントは、OS事業者側の努力だけを聞きますと、これは当然努力しているという答

えになるわけでございますが、この法律の条文が要求しておりますのは、OSの事業者に努力し

ていただいて、それが例えばキャリアですとか、あるいは販売店とか、そういった方々の目か

ら見て御努力を本当にいただいたのかどうか、円滑化されたのかどうかということになります

ので、両者に対してヒアリングを行っておりまして、その結果でございます。 

 １－１がＢ社でございます。Ｂ社はかなり努力をされてはいるのですが、セキュリティー問

題を非常に頑張っておられる会社ということで、セキュリティーの問題というのは、結局、何

でもかんでもアプリケーションを使えるようにしないというのが一つの考え方で、これは背反

するわけでございます。セキュリティーが強いということは、やや排他的な仕組みということ

になりますし、他方で、いろんなものができるということは、いろんなものを取り入れるとい

うことですから、それだけ守備範囲が広がりますので、セキュリティーがということもござい

まして、セキュリティーポリシーの考え方もございますが、結局、Ｂ社についてどうなのかと

いう結論といたしましては、他社のフィルタリングのソフトウエアについてもインストールが

できる状態はつくっているということでありますので、基本的にこの努力義務をクリアはされ

ているのかなという評価でございます。 

 今回個社の名前を御説明できませんので、報告書の段階でどうするかと御議論いただいたほ

うがいいかもしれませんけれども、１－２はＤ社でございます。内容を読んでいただきますと、

大体どこの会社かわかるようなものではあるのですが、Ｄ社のほうは、通信事業者にとって非



27 

 

常に親切なやり方をされていて、他社製のフィルタリングソフトウエアを工場出荷の時点でプ

リインストール、事前にインストールして提供されているということがあって、そうすると、

販売店のほうでは非常に助かるということもありまして、Ｄ社については大変御努力いただい

ているということになります。役務提供事業者というのは、フィルタリングを推進されている

現場の立場の事業者のほうからそういった評価もされているということもございます。 

 まとめたものが次のページの企業努力の状況という表ですが、結局のところ、総合評価とし

ては、本条の義務は、あくまでも質的には努力義務でございますので、頑張っていただいてい

れば、それは評価しますよということで、ここからここまでやらないと絶対義務を履行したこ

とにならないといった質的な問題はございませんので、これは努力義務を果たされていると考

えております。 

 続きまして、先ほど国分委員のほうから御意見があったところに関連する話ですが、フィル

タリングのソフトウエアの開発事業者の努力義務ということで、実はフィルタリングのソフト

ウエアの審査基準、定義というのは法律には置かれているのですが、これこれの性能を満たせ

ばフィルタリングソフトウエアですよといった技術的な規制は、現在、特に設けられておらな

いわけでございます。ここの部分につきましては、調べていくといろいろな理由があるようで、

政府の側でそうしたものをつくってしまったときに、検閲ですとか表現の自由というところも

あったり、あるいは民間の自主努力で結構なところまでやっていただいている。法律の制定の

時点で既に実績があって、十分ワークしているということもあって、そこの問題については、

むしろフィルタリングのソフトウエアを開発されている事業者に向上してくださいという努力

義務を課することによって、現状の水準よりどんどんよくなってきますからというふうな法律

の説明になっているということでございます。 

 そこで、先ほど有識者のほうから御説明をいただいているわけですが、ここは言っていいと

思いますけれども、ネットスターとデジタルアーツという２社が大きくシェアを占められてお

りまして、それぞれお話もお聞きしたのですが、日本のフィルタリングソフトウエアというの

は、一個一個人の目で不適切なものとかをチェックして。フィルタリングソフトウエアとして

は２つの要請があって、１つは有害なものを排除する。これは当然大事なのですけれども、有

害でないものまでオーバーブロッキングしてしまうということはあってはならないということ

で、この条文の中にもそれが盛り込まれておりますので、そういった意味では一つ一つ人の目

でちゃんとチェックをして、不適切に渡らないようなフィルタリングを実現されているという

ことで、大変すばらしい取り組みをされているということでございます。総合評価案としては、

向上努力義務は果たされていると評価しております。 

 非常に簡単でありますが、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。 

 それでは、ただいま事務局から４－３－１から４に基づいて、法の各条の努力義務について

御説明いただいたわけですけれども、御意見、御質問等ございましたら、どなたからでもお願

いいたします。それでは、上沼委員から。 
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○上沼委員 丁寧な調査、ありがとうございました。こういう実情の把握が大変必要だなと思

っており、これは大変参考になります。 

 それに関連して、もしわかれば、ということでお伺いしたいと思います。まず17条関係で、

普通の契約ISPなどはこういうふうにきちんと義務を果たしていらっしゃるというのは、そうだ

ろうなと思います。ところで、スマートフォンの場合、持っていて、突然携帯キャリアからオ

ープンWi-Fiなどに繋がってしまうことが起こり得ると思われるところ、別の接続環境に変わっ

て接続したときに、そこでかかっていない可能性が結構あるのではないかという懸念があると

だと思うのです。これはJAIPAに聞いていらっしゃるから、家庭で契約されているISPなどが主

なのではと思うのですが、そうではないオープンWi-Fiなどのフィルタリングの状況がどうなっ

ているのか、心にとめておいていただけるとありがたいかなと思います。 

 あと、19条のOS事業者に関する点です。２社ということで、どこがどこかわかってしまうの

でちょっと気を遣ってしまいます。19条の義務は努力義務なので、結論としてこの回答のよう

な評価になるのはわかるのですが、ただ、プリインストールできていないという点については

検討の必要があるのかなと思っております。というのは、自社で提供されているものが日本に

おいて適切なのであれば、本来それで十分なはずですが、サードパーティのソフトウエアをプ

リインストールしたいという要望があること自体、OS事業者自身が提供しているものが不十分

であるか、または適切ではないという可能性はあるということなのだと思うのです。 

 にもかかわらず、OS事業者自身のものでないと、店頭でデフォルトで使えない状態になって

いるということが適切なのか、ということは検討の必要があると思います。例えば、マイクロ

ソフトがInternet Explorerのみをデフォルトで搭載しており独占禁止法上の問題となったこ

ともありますし、自社提供のもののみが予め提供され、サードパーティのものはプリインスト

ールされていないということ、およびサードパーティのフィルタリングソフトウエアのプリイ

ンストールについての要望があることについて、もう少し検討が必要かなと思っています。な

ので、その辺のところについて、もう少し追加的な検討ができたらありがたいと思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。一つは、オープンWi-Fiの問題です。これは御指摘と受

けとめて。今わかれば、またですけれども。 

○岸田参事官 いただいた御意見に質問で返すのもおかしいのですが、オープンWi-Fiの場合、

オープンWi-Fiというのがインターネット接続役務提供事業者に当たるということをおっしゃ

っているということですね。 

○上沼委員 そうです。 

○岸田参事官 そこは今回ヒアリングできておりませんので、もう一度推進されている事業者

に御意見とかもお聞きして、どうなのかというところを追加で調べてみたらいいのではないか

なと思うのですけれども、それでよろしいですか。 

○上沼委員 はい。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

○岸田参事官 努力義務の問題で、19条の御指摘ですが、私どもが考えたときに、確かに御指
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摘の部分があって、第一にそこの義務をどこまで強く言えるのかということになったときに、

努力義務というのを頑張ってくださいねという義務づけでありまして、多少頑張っていればク

リアということになっておりますので、そこまで強く意見を言うのであれば、確定的な義務と

して当時書かなくてはいけなかったのではないかというところもありまして、評価をするとき

にあくまでも既存の法律関係を前提にして書いていますので、そこまで踏み込むのはなかなか

勇気がないというところでございます。 

 実際サードパーティを使っているのが、上沼委員がおっしゃっているのは論より証拠で、実

態がそうなっているということは、やはりよくないのではないかということを暗におっしゃっ

ているのかなと感じるところもあるのですけれども、先ほど御説明しましたフィルタリングの

性能規定とか基準が特にない前提でございますと、そこがしっかりしたものがあれば、別途そ

この義務がクリアされているか、いないかという問題になるわけですが、現状OSフィルタリン

グにつきましても、アルゴリズムでやっているとか、いろいろ御指摘もあるようで、はっきり

言い切れないのですが、ただ、質的にあれはフィルタリングソフトウエアに該当するものであ

ろうということになると思いますので、そうしますと、この法律の義務を履行しているかどう

かというのは、足し算みたいに決まって答えが出てくるというところもございますので、私ど

もとしては言える限界いっぱいのところで書いているつもりということもあります。 

 それから、先ほども説明で申し上げましたように、あくまでもOS開発事業者だけの視点では

なくて、全携協とか、あるいは電気通信事業者協会の正式な御意見としてそこまで否定的な御

見解ということでもなかったので、ということであれば、それ以上は言えないのかなと思って

おります。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 法的には義務規定でなくて努力義務規定というのは、何もしなくていいということではない。

努力はしてくださいよということですので、そこに一つの限界があるという今の事務局の説明

はもっともかと思います。 

 OSについてはなかなか難しいところで、匿名ではなくて顕名にするかどうかは、報告書の段

階で皆様と議論をさせていただくところですけれども、この事業者については、それなりの哲

学の問題があると思っているのです。それもあって、我が国はこうだからとだけで義務を求め

るということがどこまでできるのかとか、そういった問題もここで議論を深めていただきたい

と思っております。 

○上沼委員 努力義務なので、評価がこうなってしまうというのはやむを得ないと思っている

のですが、ただ、今後の方向性もあるので、このままでいいのかどうなのかということも検討

の必要があるのでは、という趣旨で申し上げました。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、まだ議題がございますので、次に移りたいと思います。総務省から総務省タスク

フォースの検討状況について簡単に説明願えるということですので、お願いいたします。 
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○梅村消費者行政第一課長 総務省でございます。 

 それでは、資料４－４について説明させていただきます。１ページをお開きください。総務

省におけます青少年の安心・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につ

いての紹介でございます。こちらにつきましては、青少年の適切なインターネット利用のため

の啓発活動や青少年の保護に有効なフィルタリングサービスなどにつきまして、携帯電話事業

者など関係者の役割を踏まえた検討を行うために、2016年４月から設置して開催をしているも

のでございます。 

 昨年２月の改正青少年インターネット環境整備法の施行の後に、関係者の取り組み状況など

につきまして、今年の２月、７月に開催して議論を行いまして、今年の８月９日に「青少年の

フィルタリング利用促進のための課題及び対策」として取りまとめを行って、公表したところ

でございますので、この内容につきまして御報告をさせていただきます。また、本検討会の委

員でいらっしゃる上沼委員、尾上委員、尾花委員にもこちらの構成員になっていただいており

ます。 

 ３ページ、青少年のフィルタリング利用促進に向けた基本的な考え方を書いてございます。

１段落目には青少年へのスマートフォンの普及が大きく進展していること。一方で、フィルタ

リングの利用率は４割程度となって、フィーチャーフォン時代よりも低下していることを示し

ております。 

 ２段落目、青少年のフィルタリングの利用促進は、改正青少年インターネット環境整備法の

着実な履行や、インターネット上の海賊版サイト対策の観点からもこれまで以上に強く求めら

れているという背景を書いてございます。 

 ３段落目は、現段階で今後より考慮すべき点ということで、２点挙げております。１点目は、

青少年フィルタリングについては、SNSを利用できなくする不便なものと一部で捉えられており

ますが、実際には違法・有害サイトの閲覧を制限しつつ、必要なSNSについては利用可能とでき

るほか、利用時間管理などの機能も有するものであるということで、いわゆるフィルタリング

というのは、青少年のICTリテラシーの状況や、青少年及び保護者のニーズに応じて個々別々に

安心なインターネット利用環境を実現するツールだと捉え直す必要があるのではないかという

点。 

 ２点目は、スマホの普及に伴いまして、フィルタリングの利用促進に係るプレーヤーが、こ

れまでの携帯電話事業者、販売代理店、フィルタリング事業者のみならず、OS事業者、あるい

はSNSなどのコンテンツ・プロバイダーにも広がっているということに配意する必要がある点を

記載しております。 

 こういった認識のもと、囲みにございます３つの観点から対策の整理を行っております。１

つ目が契約時のフィルタリングの申し込み・有効化措置の促進。２つ目がフィルタリングを初

めとするペアレンタルコントロールに係る認識の醸成。３つ目がフィルタリングサービスの使

いやすさの向上ということで、次のページから詳細に記載しております。 

 ４ページは、契約時の申込み・有効化措置の促進でございます。①として挙げておりますの



31 

 

が、携帯電話事業者におけるフィルタリング利用に係る実データの把握・公表でございます。

先ほども議論にございましたが、２行目にございます申込率及び有効化措置率につきましては、

携帯電話事業者が把握し、この情報を開示することが求められるとしております。特に携帯キ

ャリア、MNOにつきましては、事業者ごとの実データを開示することが適切としております。 

 ②携帯電話事業者における販売代理店に対する指導等の徹底でございます。こちらは、フィ

ルタリングの説明が契約プロセスの最後に行われるという話がございましたし、これが代理店

の営業成績に直結しないなどの事情も踏まえますと、法令上の義務の履行主体であって、かつ

代理店に対する指導等措置義務を有する携帯電話事業者においては、販売代理店の店頭スタッ

フが利用者にフィルタリングの重要性等を丁寧かつ簡潔にわかりやすく説明できるよう、動議

づけの設計も含め、責任を持って指導することが必要ということで、考えられる対策として研

修の充実、説明ツールの配備、また説明話法といったところも必要ではないかということでご

ざいます。 

 ５ページに参りまして、③事業者間の連携は、OS事業者、コンテンツ・プロバイダー等との

協力推進ということでございます。３行目にございます携帯電話事業者の他、OS事業者などに

おきましても、自社が提供するフィルタリングに係るサービス、機能等につきまして、店頭ス

タッフの負荷軽減の観点、ユーザー自身による設定の容易化の観点から、説明・設定しやすく

するための協力を行うことを検討すべきだとしております。 

 ④MVNOにおける取組の推進でございます。こちらにつきましては、青少年におけるMVNOのサ

ービス利用が今後増加するだろうということで、業界においてフィルタリング利用促進に向け

た方策、特にウエブ申し込みなども多いので、こういったところの対策を検討することが必要

だとしております。 

 ６ページでございます。２つ目の柱、フィルタリングを始めとするペアレンタルコントロー

ルの必要性に係る認識の醸成でございます。保護者への理解促進が重要だという言葉もござい

ましたが、①ではインパクトのある周知啓発方法の検討が必要としております。考えられる対

策としては、事業者におけるテレビCM、動画投稿サイト等、影響力のある媒体での周知の強化

ですとか、店内におけるフィルタリングの説明の動画の提示、といったことが挙げられていま

す。 

 ②周知啓発の講座等の一層の推進でございます。こちらは青少年及び保護者がフィルタリン

グの有用性や機能、カスタマイズ機能等も含めまして正しい情報を把握できるように、啓発講

座のさらなる充実、実施推進を図るべきということで、私どもが推し進めていますe-ネットキ

ャラバンPlus講座においてフィルタリングを扱う講座を推奨するとか、事業者で行っておりま

す安全な利用教室の拡充などを求めてございます。 

 ③ペアレンタルコントロールに係るサービス等の周知強化ということでございます。低年齢

層を含めました青少年のスマホの利用時間が長時間化しているという状況のもと、青少年及び

その保護者のニーズに沿ったスマホの活用を可能としていくために、一部のフィルタリングサ

ービスにおきましては、利用時間の制限とか、利用状況の確認等のペアレンタルコントロール
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機能が含まれているものもございます。こういったものを訴求するなどして、フィルタリング

サービスにつきまして、低年齢層の保護者なども含めて、広く周知を行うことが重要としてお

ります。 

 ７ページに参りまして、３つ目の柱、フィルタリングサービスの使いやすさの向上でござい

ます。①としまして使いやすいサービスの周知・普及ということで、SNSを子供に使わせるため

にフィルタリングを利用しないというユーザーが一定数存在するところ、カスタマイズ機能、

「高校生プラス」モードなどもございますが、こういったところの機能、そして操作方法につ

いての周知の強化が必要としております。 

 ②は、フィルタリングのカスタマイズに関する、保護者の判断に役立つ情報の発信体制の構

築でございます。これはSNSを含むコンテンツ・プロバイダーは、青少年の保護対策を充実させ

た上で、情報を発信していくことが求められます。また、フィルタリングのカスタマイズの機

能を①のように周知、浸透していく上では、SNS等につきまして、保護者の判断に資するわかり

やすい情報が必要であると考えておりまして、コンテンツ・プロバイダーと通信事業者が連携

し、学識者、PTAの関与のもと、情報発信体制を構築することが必要としております。 

 考えられる対策としては、SNSのサイト・アプリの情報、保護対策ですとかトラブル事例、そ

の回避なども含みますが、こういったものを安心協、あるいはLINEが事務局となっています青

少年ネット環境整備協議会、あるいは携帯電話事業者等が協力して発信する体制の構築が必要

だとしております。 

 ③SNS等を含むコンテンツ・プロバイダーにおける青少年の保護対策の充実は、このフィルタ

リングのカスタマイズ機能を普及させていく前提として、SNSを含むコンテンツ・プロバイダー

には、青少年の保護対策の充実に向けた不断の自助努力が求められるとするものです。 

 以上がこの取りまとめでございますけれども、こういった対策につきまして、総務省のタス

クフォースにおきまして、各主体の取り組みを今後の会合でフォローアップして、青少年のフ

ィルタリングの利用促進をさらに進めていけるように取り組んでまいりたいと思います。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

○藤原座長 梅村課長、ありがとうございました。 

 何か。では、若干時間がありますので、どうぞ。 

○藤川座長代理 御説明ありがとうございます。 

 ３ページの３つ目の○のところで、青少年フィルタリングについては基本的にいいものだと

いうことを書かれています。青少年インターネット環境整備法では、第１条並びに第３条でフ

ィルタリングソフトウエアの性能の向上等を通して青少年の権利を守っていくということがあ

りまして、フィルタリングソフトの性能の向上ということは、この法律の目的並びに基本理念

としてうたわれている理念です。ところが、３ページの記述を見ると、フィルタリングはよい

ものであって、十分だと。性能の改善という話は見られないと思います。さらに、７ページに

使いやすさの向上というのがあるのですが、これはソフトウエアの機能の向上ではなくて、要

するに、周知しましょうと。いいに決まっているのだから、いいということをわかってもらい
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ましょうというロジックになっていると思うのです。 

 ところが、先ほど尾花委員もおっしゃったように、例えばLINE一つとっても、フィルタリン

グを入れると使いにくいということが共有されているわけです。少なくともここでは共有され

ました。国分委員がおっしゃったように、そもそも使いづらいものを営業努力等で無理やり使

わせているということになっていないのかという疑問も出ているわけです。この会議でもこれ

までフィルタリング、必ずしも十分な性能ではないのではないかという議論はしてきたつもり

なのですが、タスクフォースの御報告、あるいは他の府省庁の施策を伺ってもフィルタリング

は十分よいものであって、これを使わないのは利用者あるいは保護者がよくわかっていないか

らだ、だから啓発をしましょうというロジックにずっとなっていると思うのです。果たしてこ

れでいいのかということを根本的に問わなくてはいけないと思うのですが、質問は、タスクフ

ォースの議論の中で性能の向上というものについてはどんな議論があったのでしょうか。それ

とも何もなかったのでしょうか。 

 以上です。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 ３ページから今の御質問の趣旨が読み取れるかどうかはともかくとして。というのは、着実

な履行や云々と書いてございますので。 

○藤川座長代理 不便なものというのは間違いであるかのように書かれていますが、ここでも

かなり不便ではないかという議論がありますね。「不便なもの」と書いている以上、性能の向

上について検討すべきものだと思いますが、法律の趣旨からしても議論すべきだと思いますが、

議論があったならどういう議論があったのか、ないならないで、なぜないのかというのをお願

いします。 

○藤原座長 それでは、議論の状況だけ教えていただけますか。 

○梅村消費者行政第一課長 御指摘ありがとうございます。 

 確かに３ページのところはこういった書き方をさせていただいておりますが、色々なアンケ

ートを見ますと、カスタマイズ機能を使えばフィルタリングをかけてもSNSを使うことができる

にもかかわらず、それを知らずにSNSが使えない、フィルタリングを解除するという方もいらっ

しゃるものですから、ここはこういう書き方をしているということでございます。 

 性能の向上につきましては、おっしゃっていただいたとおり議論はございまして、例えば７

ページの使いやすいサービスの周知・普及というところでございますが、こちらも説明は割愛

させていただいた部分ですけれども、関係事業者におきましてフィルタリングの設定、操作の

簡略化に向けた検討といったところも課題として挙がってございますし、これまでの議論の中

で、SNSなどを活用できる当初「高校生プラス」モードというものが適切ではないかという議論

もいただいたり、また、上沼委員から意見がございましたプリインストールのお話ですとか、

そういったところの議論は出てきてございます。ですので、当然そこの改善は重要なものだと

認識して、そこら辺はしっかり捉えて今後進めていければと思っております。 

○藤川座長代理 ありがとうございます。 
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○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで予定されていた議題は終わりましたので、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 では、御報告申し上げます。次回検討会につきましては、12月中の開催を予定

いたしておりまして、内容的にはリテラシー関係を中心に、個別の条文で事務局ヒアリングの

積み残し分がございますので、それをやらせていただくという方向で考えております。詳細日

程につきましては、委員の皆様とスケジュール調整を十分にやらせていただいた上で決定した

いと考えております。 

○藤原座長 以上で本日の予定議題は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、第42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。長時間にわたり御審議いただき、まことにありがとうございました。終了いたしま

す。 


