
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年インターネット環境の整備等に関する検討会 

第43回会合議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 



2 

 

青少年インターネット環境の整備等に関する検討会 

第43回会合 

議事次第 

 

 

日時：令和元年12月５日（木）14:00～16:00 

場所：中央合同庁舎第４号館12階全省庁共用1208特別会議室 

 

 

１ 高校生ICT conferenceについて 

 （１）高校生ICT conference 2019 最終報告会 

 （２）高校生ICT conference 2020のテーマについて 

     説明、質疑 

２ 情報リテラシーの取組状況について（ヒアリング） 

 （１）文部科学省 

     説明、質疑 

 （２）一般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会（Grafsec） 

     説明、質疑 

 （３）独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 

     説明、質疑 

３ 環境整備法の施行状況の把握について（第21条、第22条、第23条） 

     報告、質疑 

 

 

【委員】藤原座長、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、 

小城委員、牧田委員、山本委員、吉田委員、井部委員代理 

【参考人】米田謙三(高校生 ICT Conference2019 実行委員会委員長)、佐藤雄貴(佐賀県佐賀 

清和高等学校)、中本凛奈(大阪府羽衣学園高等学校)、文部科学省初等中等教育局情報教育・ 

外国語教育課情報教育振興室長、㈶草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会、(独)情報処

理推進機構 

【内閣府・事務局】嶋田統括官、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

全局少年課長補佐、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

全課安全推進室長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課児童環境づくり専門官、経済産業省

商務情報政策局情報経済課長補佐
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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、誠にありがとうござい

ます。 

 若干遅れている方もおられるようですけれども、本日は重要な催し物もありますので、

始めたいと思います。 

 それでは、委員の交代や出欠状況について、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、御報告いたします。まず、10月１日付をもちまして藤川大祐先

生が退任され、10月29日付をもって京都大学大学院法学研究科教授の曽我部真裕先生に新

委員として御就任いただきました。なお、曽我部委員は、本日御都合により欠席でござい

ます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 続いて、内閣府の嶋田政策統括官から一言御挨拶をいただきたいと存じます。よろしく

お願いいたします。 

○嶋田政策統括官 内閣府の政策統括官の嶋田でございます。 

 今年の夏に就任させていただいておりますが、今回の検討会は初めてということで、参

加させていただきたいと思います。インターネットという環境が当たり前という時代にな

っておりますけれども、こと青少年のいろんな事件とかそういうのを見ますと、何かしら

インターネットとかSNS、そういう環境が関係しているという事案が多いということで、こ

ういう環境を適正なものにしていくという取組は非常に重要だと認識しておりますので、

また御指導いただければと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

○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、早速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思います。 

 まず、高校生ICT Conferenceの最終報告会から始めたいと思います。ここで例年のごと

く皆様にお断りがあります。当検討会では傍聴者による撮影・録画はしないこととしてお

りますが、本日発表される高校生の皆さんの記念に発表風景を撮影したいと申し出があり

ましたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に高校生ICT Conference実行委員会の米田委員長から御挨拶を兼ねて、

本年度の高校生ICT Conferenceについて御紹介をお願いしたいと思います。米田委員長、

お願いいたします。 

○米田実行委員長 よろしくお願いします。では、座ったままで失礼いたします。 

 本日は、第43回の青少年インターネット環境の整備等に関する検討会、お時間いただき

ましてありがとうございます。 

 では、お手元の資料１－１と１－２を御用意いただければと思います。 

 私のほうから最初に資料１－１について御説明をさせていただきます。前にも映ってお

りますが、お手元の資料と全く同じです。後ろの方は前の画面が見づらいかもしれません

ので、お手元の資料をご覧ください。 

 では、１枚目をめくっていただきまして、高校生ICT Conferenceの主催は高校生ICTカン

ファレンス実行委員会で、安心ネットづくり促進協議会、大阪私学教育情報化研究会、一

般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会が実行委員会を構成しております。 
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 その下に書いてございますように、共催として内閣府、警察庁、消費者庁、総務省、文

部科学省、経済産業省という形で進んでおります。 

 その概要になるのですが、2011年度、私が所属します大阪私学教育情報化研究会でICT 

Conferenceを立ち上げました。目的としましては、青少年のインターネット利用環境整備

を目指すということで、特に「②インターネットやスマホ等を安心して安全に使うために

自ら考え、実践することで、将来のよりよいインターネット利用環境の構築を目指す」と

いうことが目的になってございます。 

 ページをめくっていただきまして、ICT Conferenceが目指すものですが、この１枚が全

てになってございます。一番上の「高校生ICT Conferenceは、次世代の社会を支える高校

生が、自ら考え、他者の意見を聴き、議論し、意見をまとめ発表することにより、将来の

インターネット社会に臨む環境整備の一助」になり、一番よく知っている高校生が主体と

なって、大人、それから自分たちの次の世代の小中学生とうまくつながって、架け橋にな

るということが意味になってございます。2011年度から始まっております。 

 次のページを見ていただきますと、ざっとテーマを挙げさせてもらっております。2013

年度から2018年度まで。毎年テーマに関しては皆さんの意見を聞きながら実行委員会で決

めています。実は後でこのテーマに関しても少しお時間をいただきまして、皆様から御意

見もいただいて、次年度のテーマを決める参考にさせていただきたいと考えております。

今年度は「人はなぜSNSを使うのか？ ～改めて考えるSNSの使い方～」というテーマで実

行させていただきました。 

 どんな形の実行をしているか。日程ですが、各地域、19カ所で行いまして、その各地域

から代表、１名の高校生が出てきまして、11月３日、東京でサミットという形で、その代

表の生徒たちでもう一度各地域からの議論をまとめ、発表をして、本日参加させていただ

いている高校生２名が最終報告会の代表として発表の機会をいただいております。 

 次のページは、高校生ICT Conferenceの歩みになっております。2011年度大阪１カ所か

ら始まりまして、2019年度19カ所まで来ました。参加者数も年々増えております。今年減

っているというふうに見えるのですが、台風の影響で２カ所日程が変更になったというこ

とで、この人数になってございます。 

 ７ページ目になります。今年の「人はなぜSNSを使うのか？」のテーマコンセプトは、今

年度も話題になっておりますが、高校の中でもFacebook、LINE、Twitter、Instagram、SNS

でのコミュニケーションツールをどのように活用していくかというのは大きな問題、課題

でもありますので、高校生たち自身の意見を聞きながら、私たちもそれをもとに考えてい

くということになりました。 

 ８ページは詳細になりますが、北は札幌から南は鹿児島まで全国19カ所で開催しました。

今年度は佐賀と長崎が新しい地域として開催されました。実は東京も開催を目指したので

すけれども、オリンピック等の関係もございまして、あと２年ほどは神奈川とか近隣の地

域に分かれて参加という形になっていきますが、そういう形で年々数も増えていっている

というのが現状でございます。 

 参考までに、次のページから各地域の代表校を載せさせていただいております。９ペー

ジ、10ページ、11ページになります。 
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 12ページからは、いろんなメディアに取り上げていただいたものであるとか、実施会場

の風景という形になっています。今年特筆すべきところでいきますと、OB・OGが活躍する

地域がかなり増えてまいりました。回数を重ねていくことによって、高校を卒業して大学

生になったり、社会人になったOB・OGが手伝いに来て、実際にファシリテーターをする地

域が増えました。大阪、奈良、石川、福岡あたりは大学生、OB ・OGがファシリテーターと

して、そのテーブルをうまくまとめていくファシリテートの役割をするということも出て

きましたので、実行委員のほうとしてはファシリテーターマニュアルなども作成しまして、

全国でよりいっそう自発的、自律的に動いてほしいと考えております。 

 そのサミットの様子が次のページになります。これは11月３日、先日行われましたサミ

ットの様子になります。82名も見学者に来ていただきました。生徒20人に対して82名とい

うことなのですけれども、いい形で進めさせていただきまして、本日はその最終報告のま

とめをこのお二人の高校生にしてもらおうと思っております。 

 16ページは、昨年ここで発表させていただいた２人のものです。昨年は長野県と大分県

の生徒に来てもらったのですが、この報告会の後、長野でもいろんな動きがありまして、

県を挙げて教育委員会が中心になって、参加する前後でいろんなビデオをつくったりして、

啓発の活動がかなり浸透してきたと、先日も長野県の教育委員会の方にお話を聞きました。

そんな動きがあったり、大分も地元のほうで現地の小学生・中学生に高校生たちが行った

りという動きも出てきたり、この報告会に参加させてもらった地域は特にそういう動きが

あることを報告として一つ付け加えさせていただきたいと思っております。 

 参考として17ページは昨年の最終報告会になっております。 

 18ページ、緑色になっている地域が今、実際に行われている地域になっております。19

カ所ということです。福井と沖縄に関しましては、ICT Conferenceの実行委員会とは別に、

福井県は教育委員会が中心になって動いております。私も初年度行かせていただいたので

すが、その形ですので、招待で参加してもらい、沖縄県は高校生たちが高校生の会を持っ

ており、それもあって、11月３日に来てもらい一緒にいろんな交流をしています。日本中

で高校生が自ら考える環境づくりということを、これからも考えながらやっていきたいと

いうのが、ICT Conferenceにつきまして私のほうからの紹介と簡単な御報告ということに

させていただきます。 

 次のページの参考というところは、後でお時間を別途いただきたいと思います。 

 まずはこの段階のところで、次は高校生からこの１年間行った実際のことを発表しても

らおうと思います。では、高校生の２人にマイクを渡したいと思います。 

○佐藤さん 本日は、このようなお時間をとっていただきまして、本当にありがとうござ

います。早速ではありますが、高校生ICT Conferenceの最終報告会を始めたいと思います。

私は、佐賀県から参りました佐賀清和高等学校３年の佐藤雄貴と申します。本日はよろし

くお願いします。 

○中本さん 大阪府代表、羽衣学園高等学校２年、中本凛奈です。本日はよろしくお願い

します。 

 前にも表示されているのですけれども、まず地域開催、８月から10月に行われた大阪と

佐賀のまとめを発表した後に、サミットのまとめ、各グループの総まとめを発表させてい
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ただきたいと思います。最後にそれぞれから感想を一言ずつ発表させていただきます。 

 では、大阪から３つの提案をさせていただきます。１つ目はCyber Felixの方が講演をし

てくださったDQを用いた提案です。DQとはDigital Intelligence Quotientの略で、一人一

人がデジタルライフの課題に向き合い、ニーズに対応するために必要な技術的・精神的・

社会的スキルの総称です。詳細は画面をご覧ください。 

 これらのスキルは８項目に分かれています。ネットのいじめの扱いや、デジタル市民の

アイデンティティーなどがあります。DQの海外平均スコアは100とされています。このDQ

を利用して誹謗中傷やいじめ問題を軽減することができるのではないかと私たちは考えま

した。例えばSNSにおいてDQスコア100以下の人は、不適切な内容が含まれた投稿や拡散が

できなくなるような機能です。このような形でDQを取り入れるのはいかがでしょうか。 

 ２つ目はアプリの導入です。悪質な書き込みや言葉をAI技術を駆使して規制できるシス

テムです。カメラアプリのように購入時から消せないアプリとして入れておきます。そし

て誹謗中傷に当たる言葉などが投稿された場合、その言葉を暗号化します。また、「本当

に大丈夫？ボタン」をつけることで、投稿する前にその内容が不適切なものでないかを冷

静に判断することができます。このような機能により不快な内容が削除され、SNSがよりよ

いものになるのではないでしょうか。 

 最後は世界SNSウィークです。世界SNSウィークは、私たち高校生がSNSの使用法を主体的

に振り返り、それを小中学生に伝え、その子たちが高校生になったときにもう一度考え直

して、次世代へ伝えるサイクルのことです。世界SNSウィークにより高校生はアウトプット

することで、知識の定着だけでなく、使い方の振り返りと主体的な学びができるのではな

いでしょうか。世界中でこのシステムを実行することでトラブル軽減だけでなく、世界中

のSNSユーザーの使用法がよりよいものになると思います。 

 以上、大阪のConferenceの報告でした。（拍手） 

○佐藤さん 続いて、佐賀で行われたConferenceの報告を行います。佐賀ではFacebook、

Instagram、Twitterなど不特定多数へ発信可能なSNSを「社会発信系SNS」と称し、注目し、

議論を進めました。そのようなSNSが生活に欠かせなくなった今、起こると混乱を招きかね

ないものはデマ情報のまん延です。デマがまん延すると、SNSそのものの信用が揺るぎ、何

を信用していいかわからなくなってしまいます。 

 そこで、佐賀では次の２つのことを考えました。１つはデマ版Wikipediaの作成です。デ

マ版Wikipediaの作成とは、実際に起こったデマをみんなで記録していき、登録されている

デマ情報に類似するものが再度拡散しないよう、ブロックする目的で行います。 

 そして、それの閲覧です。実際に起こったデマを知ることでデマ情報を見抜く力をつけ

ることが目的です。そして、そのデマ版Wikipediaの内容をAIにより分類し、有識者による

真偽の判断を行うことで、その情報が本当にデマなのかを判断し、不必要な情報規制を減

らしていきます。 

 以上で、佐賀で行われたConferenceの報告を終わります。（拍手） 

○中本さん 次に、11月上旬に行われたICT Conferenceサミットの報告をさせていただき

ます。サミットでは３つの班に分かれてディスカッションをし、発表しました。今回報告

させていただく内容は３つの班のまとめです。 
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 私たちは、SNSにはメリット・デメリットがあることに気がつきました。メリットは、拡

散力が大きいため、例えば災害時に川の氾濫情報などをすぐに知らせることができること

だと思います。 

 デメリットについては、サミットで着目して討議をしました。考えられるデメリットと

しては、SNSの世界に現実逃避を始めると、現実世界との差に苦しむことになり、SNS依存

につながり、先日のような誘拐事件などに発展すると思われます。このようなデメリット

は悪循環で発生していると考えました。今からその悪循環について説明させていただきま

す。SNSにおける悪循環は、他人に流されてSNSを始めることだと思いました。中高生は特

に話題になっていることを把握するため、流行を知るため、友達の輪から外れないためな

どの理由で周りに合わせる子が多いと感じます。 

 使い始めるに当たって正しい使用法などを得ないといけませんが、それが中途半端にな

り、トラブルにつながります。そして、現実社会とは異なるSNS内で理想の自分を求め、徐々

に本来の自分を失います。すると、SNS上の自分を確立してしまい、自分のよい面だけを他

人に見せたいという欲が生まれます。この悪循環を断ち切るために、主体的に行動するこ

とができる高校生がそうでない高校生を巻き込み、SNSについて考える必要があると考えま

した。 

○佐藤さん それを実現するために、私たちはクラスディスカッションという方法を考え

ました。クラスディスカッションを選んだ理由としては次の２点が挙げられます。１つ目

は、ICTに関し主体的でない人も巻き込むことができること。２つ目は、近い年代と話すこ

とで理解が深まると考えました。 

 私たちが実際に考えたクラスディスカッションとは、具体的には次のようなものになり

ます。まず、カリキュラムにディスカッションを入れ、ここに挙げているようなテーマを

決めてクラス別で話し合いを行います。次にクラス代表を選出し、学校全体でディスカッ

ションを行います。最後に、学校代表を選出し、近隣の学校同士で集まってディスカッシ

ョンを行います。また、３年生は自由参加とします。そして、行ったディスカッションで

得た知識、考えを小中学生や高齢者に広めていきたいと考えています。 

 そのために、幅広い年代が参加可能な高校生主体の講演やカンファレンスを行うことを

考えました。具体的には次のような形で開催していくことを提案します。まず、開催場所

については、各開催地区の学校の体育館を利用して開催する。参加規模は、参加者100～150

人程度を想定しています。そして、有効的かつ効率的に開催していくために、今回のこの

ICT Conferenceの参加者が講演者となり、全国各地で小中学生、高齢者向けの講演を行い

ます。その後、主体的に考えることができ、行動できる人を講演者として募集し、徐々に

講演者として活動できる人を探していきながらの開催がいいと考えました。 

 講演者の募集方法についてですが、アンケートの実施を考えています。実際には見えな

いと思いますが、このように実際にアンケートを作成してみました。この中の最後の項目

に「今後講演者として活動したいか」という項目を設け、こういったところから積極性を

判断していきたいと考えています。 

 カンファレンスそのものの周知方法については、紙媒体ではなく、SNS上での告知がいい

と考えています。というのは、紙媒体ではお金がかかりますが、SNSで呼びかけることで金
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銭面の問題をクリアし、かつ拡散力が大きいためです。そして、どのSNSを使い、どのよう

に告知していくかということを高校生が考えることで、SNSの使い方の実践、各SNSの特徴

を知る機会にもなると考えています。 

 しかし、これらのことを高校生だけで行っていくことは非常に困難です。そこで、クラ

スディスカッションのカリキュラム導入や講演会の後方支援など、高校生主体でクラスデ

ィスカッションや講演などの活動を行いやすい環境の整備をお願いしたいと考えています。 

 以上で私たちの発表を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

 最後に感想を。今回このICT Conferenceに参加してみて、自分の考えている物の見方と

は違った別の考え方、ICTについての物の見方というものを知ることができて、本当にいい

機会になりました。今後もこの活動のOBとして、また、別のICTに関することでも活動し、

これからのICT社会に貢献できたらと考えています。 

○中本さん 私は、今回学校のボランティア部を通してこのカンファレンスに参加しまし

た。正直大阪代表にも全国代表にも選んでいただけるとは思っていませんでした。東京で

行われたサミットの中では、班の中で出た案をまとめることが難しかったです。討議の場

で自分の意見を発信することはもちろん大切ですが、それ以上に相手の意見を尊重するこ

と、その大切さを学びました。今回学んだことを今後に生かしていけたらなと思っていま

す。 

 以上です。ありがとうございました。（拍手） 

○藤原座長 中本さん、佐藤さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、発表していただいた高校生のお二人との質疑、意見交換の時間を若干ではご

ざいますが、とりたいと思います。委員の方で御意見、御質問などございましたら、お願

いいたします。では、清原委員から。 

○清原委員 佐藤さん、中本さん、それぞれの学校についての発表と、それから11月３日

のサミットにおける皆様の話し合いの様子を具体的かつ明快にお話しいただきまして、ど

うもありがとうございます。 

 質問があるのですが、中本さんは大阪府代表ということで、今回残念な、小学生、児童

の誘拐事件が大阪市で発生したことに心を痛めているのではないかと思います。米田委員

長も大阪から高校生ICT Conferenceを提案していただいた、そういう取組をしているにも

かかわらず事件が発生したというところがあったと思います。けれども、私は、今回高校

生の皆様の発表をお聞きして、決してSNSのデメリットがあるから、もうそれを使わないと

いう発想ではなくて、SNSのメリット、デメリットをバランスよく認識した上で、そのメリ

ットを生かす方向でデメリットを変える方向を提案していただきました。 

 中本さんに伺いたいのは、小学生や中学生に高校生の皆さんが話す機会、あるいはSNS

を正しく使い、そして犯罪に巻き込まれないようにするというお話をする機会というのは、

今まではあまりなかったのでしょうか。それから、これからそれを増やしていくとしたら、

どういう形で、つまり、学校の授業の中に高校生が行くのがいいでしょうか。それとも放

課後とかそういうところに高校生ボランティアが行ってお話しするのがいいでしょうか。

小学生、中学生に伝えたいとおっしゃっていたので、具体的なアイデアがあれば教えてい

ただければと思います。 
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 佐藤さんにも１点だけ。11月３日のサミットで、私がすごくうれしかったのは、SNSなど

をテーマにしながらも、「クラスディスカッション」という、人が直接対話をしなければ

成立しない手法を提案されたということです。その「クラスディスカッション」というの

は対面的なものですから、SNSで話せる人も、いざ対面になると、逆にシャイになって、恥

ずかしくて意見が言えないかもしれない。だからこそそれをうまく引き出すコーディネー

ターとかファシリテーターとか、そういう役割も高校生が担っていただいたのだと思うの

です。あるいは担っていくことも提案されたと思うのです。 

 これから「クラスディスカッション」の成果を講演会で100名ぐらいの方にお伝えしたい

というときにも、ひょっとしたら一方的に高校生の皆さんが講演の講師をされるだけでは

なくて、会場の多世代の皆さんがグループになってディスカッションするなどということ

もいいのかもしれないなと思って伺っていたのです。まずは「クラスディスカッションの

成果を講演会で発表したい」という御提案だったのですが、その実現のために大人が、あ

るいは学校教育が協力しなければいけないと思いながら、SNSのメリットだけではなくて、

「クラスディスカッション」、人と人との対話のメリットをどんなふうにお感じになった

か教えていただければなと思います。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。 

 中本さんへの質問は小中学生への働きかけですね。佐藤さんへの御質問はクラスディス

カッションということですね。何かあれば教えてください。 

○中本さん 私たちは今回こういうふうに話すきっかけをいただいて、カンファレンスを

通じてこの問題について話し合うことができたのですけれども、こういう機会を与えてく

ださっている米田先生を初めとし、ICTという機会をいただけたのは、高校生の中でもごく

わずかだと思うのですね。だから、主体性を身につけられる機会があるのは高校生の中で

もごくわずか。だから、その主体性を広げていかないといけない。広げないと、小中学生

に伝えるまでもないと思うのです。だから、最初高校生が主体性を身につけて、そこから

全てが始まると思うので、まずは高校生に伝えるというところから始めていきたいと思っ

ています。 

 今まで小中学生に伝えるということは、私の周りではやったことはないです。今の状況

を変えたいという思いもあって今回この提案をさせていただいたのですけれども、やり方

としては、カリキュラムに入れていただけたら、授業内で取り組めるかなと考えています。

もしもカリキュラムに入れていただくことができたら、教員側にもこのディスカッション

をする必要性を深く理解していただけるのではないかと考えていまして、教員側が理解し

ていただけると、生徒も需要があることだと認識も深まるのではないかと考えています。 

○佐藤さん 私がこのICT Conferenceに参加して、クラスディスカッションにおいて実際

に人と人が面と向かってすることで感じたメリットというのは、相手の表情を見ながら、

どんなことを考えながら議論しているのかなということがリアルタイムでわかることです。

あと、SNS上の会議になってしまうと、例えば文章で会議をする場合は、どうしても文字を

打つ時間が必要で、ぱっとひらめいた良いひらめきが失われてしまったりということもあ

るなと感じました。実際に対面して話すことで自分の思ったことをすぐ口にすることがで

きるし、それが次の大きなことにつながっていくということがこのカンファレンス中もあ
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ったので、そういったところが人と人が対面しながらカンファレンスしていくというとこ

ろのメリットだと感じました。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 もうお一方ぐらいいかがですか。では、小城先生、お願いします。 

○小城委員 聖心女子大学の小城です。簡潔に。 

 高校生がこういった役割を担ってくださるというのは、年代的にちょうどよいのだろう

なということを感じました。つまり、小学生や中学生とも共通言語を持っていて、かつ大

人とも会話ができるという点では、大人と子供はジェネレーションが違い過ぎて、なかな

か話ができないところ、間をつないでくださるちょうどよい世代なのだろうなと思って、

今後にとても期待をしたいと思います。 

 お伺いしたいのは、高校生のクラスの中での話し合いとか、いろんなことをされてきた

と思うのですが、こうしたことをテーマにしたときに、積極的にかかわってくれる人もい

れば、なかなか耳を傾けてくれない人もいれば、頑張ってアプローチをして、耳は傾けて

くれたけれどもなかなか態度は変わらない人もいる。多分同級生の中でもいろんな態度の

人がいたと思います。耳を傾けてくれた人はよいのです。こちらを向いてくれるわけです

から。最後の最後まで絶対に耳をかしてくれない、こういうことに関心もないという人が

一番問題を起こしやすいし、問題にも巻き込まれやすい人だと思うのです。そういった人

たちに対してどういうアプローチをしたらよいかということが大人の中でも課題で、最後

まで残っていて、まだ答えが見つかっていないのですが、高校生の立場からそれに対して

アドバイスとか情報とか、もしあれば教えてください。 

○佐藤さん 今おっしゃったようなことは実際カンファレンスの中でも出てきていて、積

極性のない人を積極性のある人がどういうふうに巻き込んでいくかという問題に関してで

すが、サミットの中で出た結論としては、ただクラスディスカッションをして、しっ放し

というわけではなくて、グループに分けた後、グループで講演を行うとか、また発表をす

るという場を設けることで、発表をしなければいけないという気持ちが出ますので、そう

いうところで、どうしても興味が湧かない人も考えるようになるのではないかなと考えて

います。 

○中本さん 今、佐藤さんがおっしゃったような話に補足として少し付け加えるのですけ

れども、主体性を持っていない人をどう巻き込んでいくかということを考えたときに、発

表をするということだけを最終目標にするのではなくて、広い範囲を見て将来にどんどん

続いていけるようなことを考えたときに、小中学生に伝えないといけないということを考

えたら、主体性がなくても正しくないことを伝えてしまったらどうしようとか、やはり考

えてしまうと思うのですね。耳をかしてくれなくても、間違ったことを小さい子に教える

というのは誰でも嫌だと思うし、そういうことを考えると、主体性がない人でも頑張って

話についていき、最終的に小中学生の子に話をしてあげないといけないのだから、話に参

加しようと少しは思ってもらえて、それをきっかけにちょっとずつ話が広がっていけばい

いかなと考えています。 

○藤原座長 それでは、時間の関係で、尾花委員、一言。もし国分委員、あれば、一言だ

けということでお願いします。 
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○尾花委員 お時間もない中、ありがとうございます。 

 皆さん、ありがとうございました。今のお話の続きのことを言おうと思っていたので、

順番はこれでよかったなと思っているのですが、講演をするということで、実は大人の中

でも今、問題になっているのは、中途半端な知識とか自分勝手な感覚でしゃべってきてし

まうというケースです。小さい子に対して講師をやりたいという大人がすごく多いのです

よ。なぜかというと、黙って聞いてくれるから。要するに、講師という立場がすごくうれ

しいという人たちが大人でもいて、それが今、私たちの中でも問題化しているのです。 

 先ほどおっしゃっていたアンケートをとって、最後にやりたいという人を募ると。こう

なってしまうと、好き勝手なことを言えるぞ、やったーというようなちょっと調子に乗っ

た高校生っぽいところで。悪気があってとかでなくて、それで人前に立って自分の感覚で

いろんな形でおもしろ楽しく伝えてきてしまうような子が出てこないとは限らない。 

 今おっしゃっていただいたように、間違ったことを小さな子に教えるのは心苦しいと思

ってくれる人が大多数だと思うのですけれども、そうでない子も中にはいる。そういうと

きに評価というのがとても大事だと思うのですが、評価というのは事後なので、やってし

まってからは取り返しがつかないという現状があるわけです。特に高校生が来てくれたら、

多少悪くてもよい評価をして、ありがとうと言ってくれる大人がとても多いので、その部

分、事前にちゃんとしたものが伝えられるかどうかということをチェックするようなこと

とか、あるいはみんなで講師を集めて意思疎通をするようなこととか、そんなことまで話

が及んだか、それともそこはこれから考えることなのかというところだけを教えていただ

ければ。あと、お二人の感覚があれば、それを伝えていただければうれしいなと思います。

お願いします。 

○藤原座長 今のお話は、講師等の経験が豊富な尾花委員から、皆さんが今後運営するた

めのアドバイスであるということでよろしいですか。 

○尾花委員 そうです。あまり深く考えなくていいです。 

○佐藤さん 高校生が中途半端な知識を持って講演をしてしまうのではないかということ

がサミットの間でも出てきまして、それを防ぐために、ひとりよがりな意見とか自分勝手

な意見ではなくて、実際に事前にグループディスカッションを通して大多数と意見を共有

しておくこと。それから、各学校で行うと提言をしたので、各学校の情報科の先生である

とか、そういった方に事前にチェックをしてもらうということは考えていました。 

○藤原座長 ありますか。 

○中本さん 一緒です。 

○尾花委員 どうもありがとうございました。すごくよくわかりました。 

○藤原座長 では、国分委員、簡潔にお願いいたします。 

○国分委員 私、お二人の発表はすばらしいと思いましたけれども、質問を米田先生に。 

 昨年もコメントをさせていただいたような気がするのですが、このICT Conferenceの国

際的な展開ということについて、前回も実行委員会の中で課題としては挙げられているの

だというお話がありまして、その後どうなったかということ。私の問題意識としては、少

し前まで日本は子供の、特にモバイルインターネットの利用についてはすごく進んでいた

のですけれども、今や近隣諸国にも追い抜かれて、何となく知らないうちにガラパゴス化
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しつつあるのではないかがありまして、たまたま中本さんのお話の中にも「世界SNSウィー

ク」というキーワードがありましたし、その辺の今後の展開とか問題意識というのはいか

がでしょうか。 

○米田実行委員長 ありがとうございます。 

 今いただいた部分は、実は今年、先ほど提案があった世界SNSウィークというのが出まし

たので、この２人を中心にそのあたりを広げていこうと次の展開を考えております。昨日

もPISAの調査が出ており、まさに読解力とか情報活用能力というところが出ています。私

たち実行委員も含めて、今、国分委員がおっしゃってくださったとおり、いろいろ国際的

な視野も取り入れたいと考えています。 

 私が勤務しております学校は関西学院千里国際というところでして、結構国際的なとこ

ろで、横にインターナショナルスクールとかあったりしますので、そういった部分の兼ね

合いとかも含めて、次年度はまた提案をさせていただきたいと思っておりますので、貴重

な御意見として頂戴したいと思います。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。 

 それでは、続きまして高校生ICT Conferenceの実行委員会から2020年の議題の検討状況

について報告がありますので、よろしくお願いいたします。申しわけございませんが、で

きるだけ簡潔にお願いいたします。 

○米田実行委員長 かしこまりました。あと５分ぐらいということですので。 

 資料１－１の19ページをご覧ください。最初に御説明させていただきましたとおり、ICT 

Conferenceの実行委員会は、安心ネットづくり促進協議会、大阪私学情報化研究会、サイ

バーセキュリティ運動全国連絡会が主催になっておるのですが、定期的に実行委員会を開

いておりまして、その実行委員会のほうには内閣府、警察庁、消費者庁、総務省、文部科

学省、経済産業省にも入っていただいております。 

 そこで大体３月から４月ぐらいにいろんな意見をもとにテーマを決めていく形になるの

ですが、その部分に関しまして、せっかくこういう時間をいただいておりますので、本日

参加されている検討会の委員の先生方にも、ぜひできましたらご意見をよろしくお願いし

ます。次年度のテーマ案としましては、今、実行委員会のほうでは①②あたりのところが

出ておりますが、このあたりにもうちょっとこういう意見を入れてもらえると、この委員

のほうでも来年聞くときにありがたいとか役に立つということがございましたら、ぜひ御

意見をいただきたいと思います。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。 

 それでは、今の米田先生の御質問、カンファレンス事務局に対して質疑のある方、お願

いいたします。御希望等ございましたら。では、上沼委員から。 

○上沼委員 意見というより、このテーマについて、まさに高校生の方に聞いてみたらい

いのではないかなと思っています。というのは、先ほども出たとおり、大人の考えが、「ち

っ、古いよ」と思われている可能性があるので。だから今、高校生の人たちが気にしてい

るということをこの場で聞いたら、もっと青少年の現実に密接なテーマが出るのではない

かと思います。 

○米田実行委員長 ありがとうございます。 
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○藤原座長 清原委員。 

○清原委員  私は、今回の２つのテーマというのは、高校生が今、迷いつつある進路の

問題、職業の問題、つまり、AIが普及すれば、大半の職業は10年先にはなくなるという推

計が出ている中で、改めて積極的にAIとかビッグデータとか電子決済、キャッシュレス、

そうした可能性、あるいはRPA（Robotic Process Automation）。職場環境が変わるという

中で、高校時代にどのような未来社会をイメージするかということも含めて考えるという

ことは大事だと思います。 

 リテラシーというのは、直訳は「識字能力」となるのですが、先ほど米田委員長がおっ

しゃっていたように、読解力ということで言うならば、古き時代の読解力ではなく、ICT、

AIの時代の読解力があるのかもしれないのですね。だから、そのはかり方が、旧来の読解

力だと低くなっているかもしれないけれども、ひょっとしたら別の読み取り能力や想像力

があるのかもしれない。それを高校生が語り合うキーワードとしてはいいなと思いました。 

 ２番目は、先ごろ厚生労働省で報告されたデータでは、ゲーム依存症が非常に増えてい

るとか、スマートフォン依存症であるとか。１日24時間というのは誰にも平等に与えられ

ている生活時間で、お金持ちであろうと、お年寄りであろうと、子供であろうと、24時間

は変わらない。しかし、それをどう時間管理するかということが今ほど求められている時

代はないので、高校生がSNSだけではなくて、友達同士で話し合う時間も大切だと。でも、

今はゲームやSNSと友達との対話時間が争っていて、いや、違う、手段としてのSNSで友達

と会話していると思うかもしれませんが、フェース・トゥ・フェースの対話、家庭内コミ

ュニケーションなど、そうしたことを含めつつ、私は高校生の健康も心配なので、「時間

管理と健康」ということで、心と体の健康のことなど、分科会があるならば、そういうと

ころに特化したお話し合いをしていただくのもいいのかなと感じました。 

 ロボットとかAIとか、今、高校生がとても関心のあるキーワードを、先ほどおっしゃっ

たように、高校生からもこんなことを話し合いたいというのを受けていただく中で煮詰め

ていただければ、案としていただいた２つはいずれも非常に現実的なテーマではないかな

と感じました。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。 

 ほか。どうぞ。 

○牧田委員 全国高等学校PTA連合会の牧田でございます。 

 テーマについては、毎年変えるというのもいいと思うのですが、今、高校生が使ってい

るSNS、TwitterとLINEがほとんどなのですけれども、これにかかわる被害が後を絶たない

わけでありまして、よければ、今年のテーマを来年もう一度されるということも一考かな

と思います。 

 我々が今やらなければいけないのはICT Conferenceを広げることだと思うのです。です

から、毎回毎回テーマを変えるというよりは、同じテーマで裾野を広げていくという取組

のほうがいいのかなと思います。文部科学省の方もいらっしゃっていますので、文部科学

省が相当支援しないと高校生に広がらないと思うので、お願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 
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 尾花委員。 

○尾花委員 一言お願いがあります。5Gの時代になると、スピードが今の高校生の皆さん

が体感している最新のものの何十倍にも何百倍にもなってくる。ということは、あっと思

った瞬間に行ってしまって、取り消しとやっても間に合わない。3G、4Gの時代で育ってき

た皆さんが今までのテンポどおりやっていくと、被害も今まで以上に拡大する可能性があ

る。例えば睡眠時間や学習時間に関してもスムーズなので、要するに、滞ってしまったら、

いらいらして、もういい、一旦やめようとなるかもしれないことが、それが生じなくなる。 

 例えば今、牧田委員がおっしゃったように、SNSに関してもそうで、スピードが速いとい

うこと、ICTの環境ががらっと変わるということを、どのテーマを話し合うにしても必ず根

底に掲げて、そこを意識しながら来年は話していただけるとうれしいなと思います。テー

マはお任せしますけれども、スピード感が今までのものと全く変わってくるという現状を

忘れずに、取り入れてお話をしていただければうれしいと思います。これが私の意見です。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 いろいろな意見があると思いますけれども、これまでの実績もあることだし、高校生の

皆様、あまり大人の言うことを忖度せずに、自由に考えていただければと私は思います。 

 どうもありがとうございました。 

○米田実行委員長 ありがとうございました。 

 そしたら、今、いただきました意見も参考にさせてもらいまして、また来年この場所で

きちんと報告できるように努めさせていただきます。本日は貴重なお時間、ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、高校生の皆さん、米田先生におかれましては御退席をお願いします。 

 もう一度拍手でお送りください。（拍手） 

（米田実行委員長、佐藤さん、中本さん退室） 

○藤原座長 それでは、続きまして、議事２「情報リテラシーの取組状況」のヒアリング

に移りたいと存じます。事務局からヒアリングの趣旨をまず説明してください。 

○岸田参事官 それでは、資料２をご覧ください。「情報リテラシーの取組みに関するヒ

アリングの趣旨について」でございます。現状御審議いただいているのは、青少年インタ

ーネット環境整備法の見直しということでございますけれども、この法律の中に情報リテ

ラシー教育を推進しなさいという規定がございまして、現状情報リテラシー教育というも

のが実質どの程度進められているのかについて、関係の諸団体からヒアリングをさせてい

ただきましたので、御審議の参考にしていただきたいということでございます。 

 まず、１行目で書いておりますのは、現状の法律の中では、抜粋の基本理念の三条の一

号、リテラシーとは何なのかということでございますが、「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」ということで、これをインタ

ーネットを適切に活用する能力と呼んでいるわけですが、これを一般にリテラシー教育と
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考えているわけでございます。 

 それに関して、関係事業者とか保護者とか、いろんな立場からこの教育を推進するとい

うことになっておるわけでございますが、１枚めくっていただきまして、現状内実が決ま

っておりますのが第４次の基本計画の中身でございます。今回はあくまでも概略というこ

とでございますので、その目次のところだけ抜粋しているわけでございますけれども、現

在学校等における教育・啓発の中では、先ほど来お話が出ております情報モラル教育を中

心に教育活動が行われているわけでございます。 

 それから、２のところでございますが、社会教育として、地域・民間団体・事業者等に

よって継続的な活動がされていたり、あとは、本日御説明をいただきますけれども、２の

（３）のように、IT人材につきましては東京一極集中でございまして、地方に行きますと

なかなか人材もいないということもありまして、地域における等身大の相談相手という人

を育成していかなければならないのですが、なかなかその活動も難しいということもござ

います。 

 ２の（４）でございますが、ネットリテラシーに関する指標等ということで、これは先

ほども御議論がありましたが、実際にどの程度の知識や経験や能力をお持ちでやっておら

れるのかということを、科学的に進めていかなければならないという状況でございます。 

 もとに戻りまして、柱書きのところの御説明でございますが、現状の基本計画におきま

しては情報モラル教育中心の内容ということになっておりまして、実際のところ情報モラ

ル教育以外の情報リテラシー教育が基本計画中では十分ではないのではないかといった御

指摘もいただいているわけでございます。 

 そこで、情報モラル教育の推進状況と合わせまして、現状文部科学省が着手されており

ますプログラミング教育の状況ですとか、あるいは今回Grafsecという民間団体のほうでや

っておられます情報リテラシー教育人材の育成につきまして、ヒアリングをしていただき

たいということもございます。 

 それから、日本のコンピュータ利用に関しては、IPAのほうで情報セキュリティ。広くコ

ンピュータ利用なのですが、中小企業におけるセキュリティを中心にやっておられたわけ

ですけれども、現状は既に学校教育にも入っていかれて、情報モラル教育と情報セキュリ

ティ教育を合わせて実施されているという話もございますので、各団体からそれぞれ御説

明をいただきまして、それに対して御質問いただく形で御理解を深めていただければと考

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。 

 今回はヒアリングの説明者の説明が終わる都度、質問時間を設けておりますので、各説

明が終了した後に質問をお願いしたいと思います。 

 それでは、まず文部科学省から説明をお願いいたします。 

○文部科学省 文部科学省情報教育振興室長の折笠と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。座らせていただきます。 

 私のほうから学校における情報モラル教育について御説明をさせていただきます。先ほ

ど趣旨の中でプログラミング教育とかのお話もありましたが、資料自体、十分情報が伝わ
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っていなくて、モラル教育を中心に書かせていただいておりますので、適宜口頭で補わせ

ていただきながら御説明をさせていただければと思います。 

 １枚おめくりいただきまして、まず情報モラル教育の必要性についてでございます。皆

様よく御存じの話だとは思いますけれども、スマートフォンの普及というのは子供たちの

間に急速に進んでいる。高校生ですと97％、中学生70％、小学生の高学年であっても45％

がスマートフォンでネットを利用しているということ。利用自体につきましても長時間化

が進んでいるということと、実際にSNSに起因しましてコミュニティーサイト等で被害に遭

っている子供たちが数多く出ているということがございまして、これまで以上に児童生徒

に情報モラル教育をしっかりとやりまして、情報活用能力をしっかりと身につけていって

いただく必要というのがより一層増している。これはもちろん社会教育とか家庭教育でや

る部分もございますけれども、学校におきましてもそういったところをしっかりとやって

いかなければいけないということがございます。 

 １枚おめくりいただきまして、２枚目でございます。来年度から小学校における学習指

導要領の新しいものが始まりまして、再来年度から中学校、その翌年度から高校でそれぞ

れ新しい指導要領が始まるというスケジュールになっております。 

 新しい学習指導要領におきましてICT教育の関係で一番大きく変わりましたのが、情報活

用能力という能力が今回初めて学習指導要領に位置づけられました。情報活用能力という

ものは、言語能力とかと同じように、学習全体の基盤となるような資質能力であると位置

づけられまして、その育成を教育課程全体を通して図っていくということが書かれており

ます。 

 情報活用能力を育成するためには、学校においてICT環境をしっかり整備していくという

ことと、整備しましたICT環境を学習活用の中で活用していくということもあわせて書かれ

ているところでございます。 

 その下の赤い箱のところになりますが、プログラミング教育というのも今回、中で充実

がされております。特に小学校におきましては必修化がされまして、中学校は今でも技術

課程の技術分野の中でプログラミングの授業がございます。高等学校におきましても、今、

教科の「情報」というのはあるのですけれども、プログラミングが入っておりますのが「情

報の科学」という科目、これをとっている割合が２割ぐらいしかなくて、８割の高校生は

プログラミングを学ばないで高校を卒業しているという状況でございました。新しい学習

指導要領におきましては、全ての生徒が「情報Ⅰ」という新しくつくられました必履修科

目を受けるということになっておりまして、その中にプログラミングであるとか、ネット

ワークに関するものであるとか、セキュリティであるとか、そういったところの基礎が一

通り入っていますので、小中高の各学校段階を通してみんなプログラミングを学ぶという

ことになっております。 

 おめくりいただきまして、情報活用能力というのは何かということにつきまして、従来

から行われておりましたいわゆる３観点８要素に基づく整理を示したのがこちらでござい

ます。大きく３つの分野に分かれると考えております。 

 まず１つ目が情報活用の実践力ということでございます。これは例えばパソコンとかス

マートフォンとかタブレットとかの基本的な操作。タイピングとかも含めまして、さまざ
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まな情報手段を活用しまして情報を集めたり、整理したり、あるいはそれを表現したりす

るといった力でございます。 

 ２点目といたしまして情報の科学的な理解ということでございます。これはさまざまな

情報手段が持っている特性を理解しまして、それをうまく使っていくとか、あるいは自分

が使ったことを評価しまして改善していくといった力でございまして、先ほど申し上げま

したプログラミング教育みたいなものは、主にここに入っておりますプログラミング的思

考などを養っていくような学習活動ということになります。 

 ３つ目といたしまして情報社会に参画する態度というものでございます。情報モラルが

ここに入ってくると思っておりまして、情報社会におきまして自分自身が危険を回避する

とか、ほかの人の権利とかそういったものを侵害しないように、どうやって責任を持った

立ち居振る舞いをしていくかということを学ぶのがここのところでございます。 

 ４ページに参りまして、学習指導要領とその解説におきまして情報モラル教育はどのよ

うに位置づけられているのかというのがこちらでございます。まず、総則のところでござ

いますが、情報活用能力、特に情報モラルを含むということが特出しをされておりまして、

それを育てていくために教科等横断的な視点から教育課程の編成を図っていくということ

が書かれております。 

 学習指導要領の総則編の解説におきまして情報モラルについて詳しく記述をしておりま

して、その中におきましては、情報モラルというのは情報社会で適切な活動を行うための

もとになる考え方と態度であると言っておりまして、具体的な中身としましては、人権で

あるとか知的財産権など自他の権利を尊重して、自分の行動に責任を持つこと。それから

犯罪などの危険を回避すること。あるいはコンピュータなどの情報機器の使い過ぎなどに

よる健康とのかかわりをしっかり理解していくということでございまして、そのためにこ

ういう学習活動があるというのを下のほうに書いているところでございます。 

 おめくりいただきまして、情報モラルを含む情報活用能力の育成につきましては、さま

ざまな教科を通しまして教科横断的に育成するということとなっておりまして、モラルに

関係する主な部分を抜粋しておりますが、いろんな教科に位置づけられているところでご

ざいます。 

 例えば５ページの小学校でございますと、道徳におきまして、特に情報モラルに関する

指導というのが書かれておりますほか、総合的な学習の時間であるとか、社会科におきま

しても情報モラルに関するような内容が含まれておりますし、中学校におきましては技

術・家庭分野の中に情報が入っておりますので、ここを中心といたしながら、道徳である

とか総合。それ以外にも例えば芸術系の音楽におきましても知的財産権みたいなものが入

っているということになっております。 

 おめくりいただきまして、高校におきましても、これも教科の「情報」がありますので、

ここを中心にしながら、例えば国語におきまして情報手段に応じた適切な言葉。例えばメ

ールとかでの適切な言葉とか表現とか、そういったものが入っているとか、芸術における

知的財産権であるとか、さまざまな教科におきまして情報モラルに関する指導が位置づけ

られているところでございます。 

 こういった学校におけます情報モラル教育を推進していくためにやっております文部科
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学省における取組が８ページからでございます。大きく３点の取組をやっております。ま

ず１点目は、先生方が情報モラルを指導する際に使えるような指導用の資料をつくってい

るところでございます。平成25年につくって以降、随時改訂・充実を図ってきたところで

ございまして、その中におきましてはモデル指導案であるとか、ワークシートなども入っ

ているということ。それから、その指導資料とあわせまして授業で使えるような動画の教

材もつくっているところでございます。 

 ２点目といたしまして、子供たち向けのリーフレットを毎年つくっているところでござ

います。右側に「スマホ時代のキミたちへ」と書いているものが最新のものになりますけ

れども、昨年度におきましては小学校６年生全員にこれを配布しております。 

 ３点目といたしまして、学校とか地域におきまして情報モラル教育の指導者的な立場に

なる先生を対象にいたしましたセミナーを開催するということも継続的にやっているとこ

ろでございます。 

 ９ページが、先ほど申し上げました学校におきまして授業で使うことを想定してつくっ

ております動画教材でございます。平成27年度からつくっておりまして、９ページ、10ペ

ージ、11ページですが、現在全部で16個のテーマについて動画をつくっているというとこ

ろでございます。多い動画につきましては、視聴回数が200万回を超えていて、全体も1500

万回以上見られているということで、結構御利用いただいているのかなと思っております。 

 毎年新しいテーマ、トラブルとかありました際に、それに基づいたテーマの動画もつく

っておりまして、例えば11ページにあります動画は昨年つくったものでございます。先ほ

どの議論の中におきましても大阪の事件の話が出ましたが、ちょうど昨年、SNSを通じた出

会いの危険性についての動画を作成していたところでございます。 

 12ページは児童生徒向けのリーフレットということで、小中学生向けのものを載せさせ

ていただいております。これも毎年改訂をしておりまして、昨年つくったものの工夫点と

いたしましては、12ページの右側が最初の表紙のページになるのですが、ここに掲載され

ているような画像を見まして、どこか問題だと思うようなところがあるかというのを自分

で考えさせた上で、めくっていただいた中のページにおきまして、こういうところは気を

つけなければいけないという点を示していることとか、あるいは左側のページにおきまし

て、SNSとかスマホというのはうまく使うこともできるし、それから保護者の方に対して伝

えたいことであるとか、あるいは相談窓口につきましても記載しているといった内容にな

っているところでございます。 

 14ページが情報モラルセミナーでございまして、昨年４カ所やっておりますが、今年に

つきましても４カ所順次開催いたしまして、それぞれの地域におきましてその成果を持ち

帰っていただければなと思っております。先ほど御説明しました動画教材とかリーフレッ

トを授業で使っていただくための方策などにつきましてもセミナーの中でお伝えしていき

たいと思っております。 

 すみません。駆け足になりましたが、以上です。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの文部科学省の発表に対しまして、質疑のある方はお願いいたしま

す。では、国分委員からお願いいたします。 
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○国分委員 文部科学省に情報教育を振興する部署ができたということを知らなくて、申

しわけなかったのですが、非常に喜ばしいことですが、従来からの児童生徒課と例えばい

じめとネットいじめとかというのはどういう関係になりますでしょうか。 

○文部科学省 いじめそのものにつきましては児童生徒課が担当しておりますが、ただ、

SNSとかを使ったいじめ、先ほどの動画の中にもほかの子に対して傷つけるような表現がな

いかとか、そういった中身も含まれておりまして、ネット上におけるいじめにつながるよ

うなものは気をつけましょうみたいなところは情報モラル教育の中でもやっておりまして、

連携しながら取組をしているという状況でございます。 

○藤原座長 よろしいですか。 

○国分委員 はい。 

○藤原座長 それでは、尾花委員。 

○尾花委員 ２点ほどあります。まず、教材の中のことですが、これは私も前から望んで

いた形態なので、各教科の中でそれぞれというのは大変いい方向に歩んでいっているなと

いう印象を受けました。今、公民のところとか社会系のところを拝見させていただいたの

ですが、法律を解説するという部分がなくて、法律で禁止されているのだということを示

すことによって抑止効果が働くということも以前から多方面で言われていて、この会議で

もお話をさせていただいたことがあるのですが、そういったことは今回の改訂の中に含ま

れているのか、それともまだ検討されている段階なのかということをお伺いしたいのが１

つ。 

 もう一つはリーフレットなのですが、全国の小学校６年生に一斉に配布するのだとした

ら、これまでずっとオリジナルイラストだったと思うのですけれども、なぜ汎用的な、個

人の描かれたフリーの素材を使われたのかなと。それがいい悪いでなくて、大事な時期に

予算が減らされてしまったのかなという不安があったので、そこを伺えればな。こういっ

たイラスト屋さんのイラストも悪くはないのですが、ちゃんとオリジナリティーを持った

ものを届けないと、よそのものと同じように見えてしまうというデメリットがすごくある

と思うので、その２点をお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

○文部科学省 情報モラル教育の中でその法律や制度につきまして入っているかどうかと

いう御質問かと思います。すみません。学習指導要領そのものには多分入っていないと思

うのですけれども、その解説の中におきましては関係法令について学ぶという内容が入っ

ておりますので、その中で教育していくということになろうかと思います。 

 ２点目、御心配いただいてありがとうございます。決して潤沢であるとは言いませんけ

れども、必要な予算は確保しておりまして、今回イラストとかが変わった理由というのも、

パンフレットをつくるに当たりまして、教育関係の学者さんとか、あるいは学校の先生で

あるとか、教育委員会の方であるとか、あるいはSNSサービスの事業者に入っていただいた

有識者会議みたいなものをつくりまして、その中で御議論いただいた中で、たまたま今回

このイラストを使ったということでございまして。 

○尾花委員 オリジナルで起こさなかった。もしかしたら起こす時間がなかったのかな。

会議をしてしまったから。 

○文部科学省 時間の問題なのか、たまたまイメージに合うイラストがあったので使った
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のかというのは、今、手元にないのですけれども、毎回これを使おうというものではなく

て、その都度必要なものを考えながらやっていくという形かなと思っております。 

○尾花委員 できればオリジナルで起こしていただいたらいいかなと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 すみません。どうもありがとうございました。 

○藤原座長 ほかにございますか。では、上沼さん。 

○上沼委員 「いらすとや」さんの話の続きで申しわけない。日本で「いらすとや」さん

のイラストが非常に多く使われていることについては、外国から「日本にはイラストがこ

れしかないのか」と言われているらしいので、そういうことのないよう、ぜひオリジナリ

ティーを確保していただきたいかなと思います。特にこれからコンテンツを大事にしよう

という方針のときに、無料のイラストをいろんなところで使っているという状況に非常に

危惧を覚えているので、一言それを言いたいと思います。 

 もう一点は、情報の活用能力の中で検討されているのか、その他の部分に該当するのか

わからないのですが、今後情報の正否の判断が非常に重要になるだろうと思っています。

特にインターネットで情報収集をすると、エコーチェンバーというか、インターネットで

の情報収集の特性があり、知らないうちに判断がゆがんでいくことがあります。このよう

なことを踏まえて情報の正否を判断するというのは、例えば３ページの中でどのあたりに

位置づけられているのか教えていただければと思います。 

○文部科学省 インターネット上のさまざまな情報の正否みたいなところの判断というこ

とでございます。３ページで申し上げますと、Ｃの情報社会に参画する態度に入ってくる

中身が多いのかなと思っております。先ほどOECDのPISAの話とかも出ましたが、その中で

も情報の真偽みたいなものを判断するような問題もあって、やはり日本の生徒はそのとこ

ろは得点率があまりよくなかったみたいなことも発表されていたかと思います。 

 今、学習指導要領におきましても、例えば７ページの高校の公民のところにおきまして、

情報モラルを含む情報の妥当性や信頼性を踏まえた判断力を身につけるということとかも

書いておりまして、そういった点もこれから重要な読解力の一部、情報活用能力の一部と

いうことで、しっかり育てていく必要があるものと思っているところでございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、五十嵐委員、清原委員、最後に国分委員の順番で一言ずつお願いいたします。 

○五十嵐委員 ありがとうございます。 

 今、御説明いただいた、特に新しい学習指導要領では情報活用能力が今まで以上に大事

になっているということで、全校進んでいるわけですが、先日、世界に子供たちが羽ばた

いていく時代には１人１台端末が必要だという方針が出されました。そうなってくると、

今も委員からお話があったのですが、ますます子供たち自身が正しい行動をちゃんと判断

してインターネットを使うとか、情報のいい悪いの判断もそうですけれども、自分がそれ

に依存しないように、自分自身を自己調整して制御する力とか、危ないものはだめという

時代ではなくて、極端なことを言いましたら授業中にスマホを置いて授業ができる、そん

な扱いができる最適な子供に育てる必要があると思うのです。 

 なので、御説明いただいた情報活用能力の育成はこれまでもずっとやってきたことなの
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ですが、また新たな時代のものを考える時代が来たのではないかなと考えています。よろ

しくお願いいたします。 

○藤原座長 特にはよろしいですか。 

○文部科学省 はい。 

○藤原座長 では、どうぞ。 

○清原委員 御説明ありがとうございます。 

 今、五十嵐委員もおっしゃったのですが、２ページの「小・中・高等学校共通のポイン

ト（総則）」の２番目に「学校のICT環境整備とICTを活用した学習活動の充実」が明記さ

れたということで、このたび政府においては、学校における１人１台パソコンを国の意思

として実現するというふうに方向性が示されました。御担当者の立場では、１人１台パソ

コンが学校で実現する年次のめどをいつぐらいに想定されているでしょうか。もし情報が

あれば。と申しますのも、子供たちはもう既に家庭等では１人１台ではないかもしれませ

んけれども、パソコンやスマートフォンが普及しているのに、学校ではそうではなかった

ことが、少なくとも基盤としては保障されるということのターニングポイントにいよいよ

なるかなと思ったからです。 

 ２点目は大事なポイントなのですが、お答えが難しかったらごめんなさい。情報科で共

通必履修科目「情報Ⅰ」を新設するとあります。今まで８割が未履修だったのが必修にな

るわけですが、教員の方の養成の中にもこのモラル教育とか入っているでしょうか。 

○藤原座長 では、先ほどの五十嵐委員の御意見も含めて、もしあれば御回答をお願いい

たします。 

○文部科学省 まさにおっしゃるとおりでして、１人１台環境になっていく中で、今まで

以上に機器に対して依存し過ぎないであるとか、広い意味での情報モラル教育をしっかり

やっていく必要があると思います。その時期につきましては、先ほど清原委員がおっしゃ

られましたように、総理が諮問会議とかで国家の意思としてやっていくということを発言

しまして、それをもとに政府内で検討しているという状況でございますので、固まりまし

た段階で多分公表するということになろうかと思います。 

 すみません。私の説明が誤解を招いてしまったのかと思いますけれども、情報の教科は

今でもございまして、教科としては必修となっております。その中に科目が「情報の科学」

と「社会と情報」と２つありまして、今、「社会と情報」をとっている生徒の割合が８割

ということでございまして、一応そちらのほうでは受けているということでございます。 

 その上で、「情報Ⅰ」になりまして中身の充実が図られているということもありますの

で、高校の先生が教えられるようにということで、モラルの中身も含めまして、先生用の

研修用教材を昨年度と今年度の予算でつくっておりまして、そういったものも御活用いた

だきながら御指導いただくということを想定しております。 

○清原委員 わかりました。ありがとうございます。 

○藤原座長 それでは、国分委員、お待たせいたしました。どうぞ。 

○国分委員 先ほどのリーフレットについて、小学校６年生全員に配布ということで、昔

インターネット協会も文部科学省から受託してこういうリーフレットを作成して、全国の

小学校６年生に配布ということを数年間やってきました。その際の経験で申し上げますと、
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教育委員会にでき上がったものを送付するのですが、例えば県の教育委員会から市町村の

教育委員会、それで学校という流れ。私立もありますけれども。最終的には配布されるの

でしょうけれども、そこがいま一歩だなという経験がありまして、それを受け取った学校

側も、立派な先生がおられる学校では、小学校６年生の最後の学期に配布されるでしょう

から、子供たちにそれを読んだ感想、作文をさせたりして、中学に入るときに親御さんか

らスマホを買ってもらう子供たちも結構いるようですので、スマホを買ったらどんなこと

に注意しましょうねというのを作文で書いてくださいとか、そういう実例も聞いたりして、

そこはすばらしいなと思ったのですが、必ずしもそういうところばかりではないなという

気もして、その辺の状況をどの程度把握されているのでしょうか。 

○文部科学省 配布につきましては、予算との相談なので、どこまでできるのかというの

はあるのですけれども、例えば従来県に送っていたものを市町村の教育委員会に直に送る

とか、予算が許せば学校に直接送るとか、あるいは学校ごとに分けてから市町村教育委員

会に渡すという形にしまして、なるべくスムーズになるように努力したいと思います。 

 活用につきましては、状況として今どれだけやられているかというのは把握していない

のですが、先ほど申し上げましたセミナーとかでこういう活用の仕方につきましても周知

をしていきますとか、あと、実は今年度から小学校６年生だけではなくて、先ほどスマホ

の低年齢化の話も申し上げたところですけれども、特に塾に通うようになった子供たちが

小４ぐらいからスマホを持つような例も増えていると聞いていますので、小３と小６にも

配るようにしたいと思っておりまして、配るのとあわせまして学校の中でも活用を促すよ

うに働きかけをしてまいりたいと思います。 

○藤原座長 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会のヒアリングに移りたいと

思います。どうもお待たせいたしました。よろしくお願いいたします。 

○（一財）草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会 発表の機会をいただきましてあ

りがとうございます。失礼ながら、着席のまま発表させていただきます。 

 私どもは一般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会、通称Grafsecと申し

ますけれども、私は常務理事の吉岡と申します。設立して５年目を迎えております。設立

の経緯とか、今やっています活動等について簡単に御説明をさせていただきます。 

 設立の経緯でございますが、きっかけとしましては、私どもの評議員の西川徹矢が、も

ともとは内閣官房の副長官を務めておりました。日本のサイバーセキュリティの草分け的

な存在ではございますが、彼がこれまでの業務の経験の中から、地域住民の方々を巻き込

んだ形でないと情報セキュリティの啓発はできないということを話しておりました。こう

いう会議の中だけでは一人一人の利用者に対して意識を向上できないということがきっか

けでございました。 

 この考え方をきっかけに、2014年２月から６回にわたって設立の準備委員会を立ち上げ

まして、いろいろな有識者の方々、または地域の活動をされているNPOなどにも参加してい

ただいて勉強会を開いて、実際に何が大事なのかということをピックアップしていきまし

た。結果、2014年11月に情報セキュリティ社会推進協議会でプレゼンテーションをさせて
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いただき、同年12月に法人を設立させていただきました。 

 この協議会の中で御報告させていただいたのは主に３点でございます。先ほどの西川の

話でもありますとおり、利用者視点ということをまず大事にしていくということでござい

ます。ただ、当時のサイバーセキュリティ、もしくは情報モラルの世界のほうから見ます

と、サイバーセキュリティは「セキュリティの啓発」をやっています。情報モラルは「情

報モラルの啓発」、「青少年の啓発」をやっています。これが結構ばらばらにやられてい

ました。なかなかこの２つが融合しないということもありました。 

 たくさんのセキュリティの団体もあり、たくさんの情報モラルの団体もありという状況

なので、これをいかに融合していくか。特に利用者からすると、先ほどいろいろな啓発に

積極的でない人たちという御質問もございましたが、積極的である方であったとしても、

時にはセキュリティの啓発、時には情報モラルの啓発。本来利用者からすれば、セキュリ

ティの問題にしても、情報モラルの問題にしても、同じインターネットの問題のはずなの

にテーマが違うということがあります。これでは積極的な方々でもなかなか気持ちがそが

れてしまう可能性があるということで、インターネットにかかわる活動をされているいろ

いろな団体をコラボレーションするような場をつくっていく必要があるのではないかとい

う話をさせていただきました。 

 もう一点、特に強調させていただいたのは、こういった会議は常に東京で開かれます。

ところが、私どもは今の活動の中でいろいろな地域にお邪魔しておりますが、東京で話さ

れていることが必ずしも地域のほうではスタンダードでないということです。暮らしぶり

も違います。特に日本の人口の約10％が東京都内にいるわけです。こんな地域は決してス

タンダードではなくて、むしろイレギュラーなのです。ですから、東京で考えられている

ことを地方に持っていっても、そのまま受けとめたり、そのまま採用したり、それを運用

したりすることはなかなか難しいということが地域の方々のお話の中からわかってきたこ

とでございます。 

 こんなことで、私どもは2014年12月に設立をさせていただきましたが、なるべく地域で

一生懸命活動していらっしゃる団体の皆さんを後方的に支援していこうということを考え

ました。ですので、我々が表に立っていろいろな活動をしていく、いろいろなところで啓

発していくというよりは、地域のNPOに対して後方的な支援をする。時には財政的な支援で

あったり、もちろんこういう場で話されているような情報をお届けするということもあり

ます。時には人材的な提供をする場合もあります。それぞれの地域が望むものを提供して

いこうということを考えております。ここまでの説明が３ページ目でございました。 

 ４ページ目のほうに図がございますが、こんな仕組みをつくっていこうということで、

今、活動しております。先ほどのサイバーセキュリティ、それから情報モラルだけではな

くて、地域のほうにお邪魔しますと、いろいろなところが活動している中でも、圧倒的に

消費者センターがすごく活躍されているのです。とはいっても、消費者トラブルというと

ころも消費者教育という観点で啓発が必要なところでございます。こうしたところの情報

やこれらのところで受けている相談を糾合しながら、本当に小さい最小単位の地域の中で

も活動して、持続可能な取組をしていこうということを私どもは考えております。 

 約５年間活動していく中で、現在把握しています課題が幾つかございますので、ここで
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報告させていただきます。１つは、やはり最新の情報は届きにくいということです。地域

のほうで議論していたり、御質問いただいたり、御相談いただいたりする中で言えば、東

京のほうではすでにいろいろな対策がとられていたり、考え方が提示されていたりするも

のでも、非常におくれた状態で、まだその部分の議論をしていたり、その部分の対策はど

うなっているのかという御質問をいただいたりしています。先ほど国分先生のほうからリ

ーフレット１つにしても末端に届けるのは難しいというお話をいただきましたけれども、

情報もなかなか末端に届かない。これは単にウォーターフォールだけではなくて、うまく

届ける仕組みというのも、我々としては地域の皆さんと御相談しながら考えていかなけれ

ばいけないなと思っております。特にラストワンマイル、最後の１人に届けるためという

のがまだまだ難しいと考えております。 

 また、最近大きくいろいろなところから御相談いただいているのは地域人材。現在一生

懸命活動されている団体であったとしても後継者がいないという問題が出てきました。特

に情報モラル、法律が2008年成立、2009年施行でございますが、そのあたりから活動を始

めた情報モラルの団体などはちょうど人が入れかわってきているころ。その当時一生懸命

始めた方々が大分年齢が上がってこられて、次の世代がいないという問題で御相談をいた

だくようになりました。 

 これは我々も御協力させていただいて、先ほどICT Conferenceの高校生からいろいろ発

表いただきましたけれども、高校生とか大学生、若い世代の人たちがもっと活躍できるた

めの取組というのも一緒に推進させていただいております。 

 啓発の課題という中でいきますと、学校側の皆さんや地域の皆さんの御協力もあって、

情報モラルの啓発を学校でたくさんやっていただけるようになっています。１回や２回は

聞いている子たちが本当に多くなりました。ただ、残念ながら大阪の事件であるように知

識と実践力というのは違います。 

 最近、我々は、持っている知識を実際に実践につなげていけるかということが課題だと

思っています。今までのセミナー型の講演だけではなくて、実際に自分で体感できるよう

なセミナーみたいなものを開発していかなければいけないし、地域の皆さんと御相談しな

がら、少しずつではありますが、実践をしていくような取組を始めているところでござい

ます。そんな課題と取組について概要を御説明させていただきましたが、大項目としては

６ページ目あたりに書かせていただいております。 

 最後ですが、先ほど文部科学省から御報告がございましたが、それに伴って、我々民間

団体として新しい学習指導要領の中で求められていることに対して何かお手伝いができな

いかということを考えています。その中で言えば、特にプログラミング教育がこれからス

タートします。ただ、プログラミングをする上で、私も30年ぐらいコンピュータ業界で仕

事をしていますが、大事なのはセキュアなコーディングをしていくということです。セキ

ュアなプログラミングをしていかなければいけないということです。単に求めるものが動

けばいいということではなくて、安心、安全に動いてもらわなければいけないわけです。

そういう意識をどうやったら理解してもらえるかということが、学校の現場だけではなく

て、もう少し課外的なもの、それからコミュニティースクールなどの場を使って地域の皆

さんと一緒にいろいろな場をつくれないかということを考えています。 
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 そのためには、プロのエンジニア、第一線で活躍しているエンジニアがもう少し子供と

交流できないかということを考えています。昨年、いろいろなところで有識者の方々とも

議論させていただいたのですが、特にITの世界というのは、エンジニアが直接子供たちと

接触する機会が本当に少ないです。例えばスポーツの世界だと、プロの選手がスポーツ少

年団などと交流して、子供たちもそれに憧れたり、プロが知っている練習方法だったり、

トレーニングだったり、自分たちはどうやってここまで来たかということを伝える機会を

つくっています。ITエンジニアはそういうことをやってきていないのではないかというこ

とを我々としても、実感しているところで、こういった場ももう少しつくれないか。ICT

ですから、クラウドみたいな環境を使いながら情報を提供していくような機会をつくって

いきたいと考えています。以上が私どもの今の活動と現状課題に対する考え方でございま

す。 

 以下、資料につきましては附属の資料でございますので、お時間のあるときに御参考に

ご覧いただければと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、今の御報告に対して質疑のある方はお願いいたします。どうぞ。 

○尾上委員 尾上です。 

 地域への展開ということで、本当に参考になる御発表をありがとうございます。つい先

日、中小企業がサイバー攻撃を受けて、それを防ぐすべがなくなってきている。セキュリ

ティソフトとかいろいろなもので対応していますが、今までの発表の中にもありましたよ

うに、ITに関する人材、指導者、いわば専門家が担当者でなければならないというような

時代に入ってきています。そういう面からしますと、そういった人を子供だけでなくて、

企業と連携して育成していくということと、企業も喫緊の課題で、今は総務部が全てそれ

を担っていたのが、これからは情報管理部という新しいものができてくることからします

と、新たな採用人材になるということですから、これからの職業の話も出ていましたが、

専門家として活躍できるような今の草の根の動きも含めて、企業の巻き込み方、またいろ

いろ知恵を絞って対応していただければということで。 

 今やられていることは発表していただきましたが、コアな、例えば地域でやられている

事例があれば教えていただければと思います。 

○藤原座長 では、よろしくお願いいたします。 

○（一財）草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会 ちょっと長い目で見ますと、特

に小学生、中学生、これからプログラミングがスタートするわけですけれども、ITである

とか、ITだけではなくて、ともすると、ロボットとか、目がそちらのほうへ行ってしまう

のですが、セキュリティという問題に対してはほとんど職業的認知がないのです。小学校

へ行っても中学校へ行っても、セキュリティエンジニアという職業はほとんど知られてい

ない。子供たちがなりたい職業ベスト100位にも入ってこないのです。ですから、我々はも

う少し彼らと接触することによって、セキュリティを守っていくエンジニアリングはとて

も大事なのだということを知ってもらう機会をつくっていかなければいけないと思ってい

ます。 
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 もう一つは、現在、すでに社会で活躍されている人材の方々に対して、情報モラルとか

情報セキュリティというのは、いっしょくたな問題でございます。ともすると、情報モラ

ルの世界ですと、お父様方の参加がすごく少ないですね。保護者説明会へ行っても女性の

PTAの方々が物凄く多いです。でも、お父様方はお仕事でICTを使われているわけなので、

セキュリティの問題と情報モラルの問題を表裏一体で考えていただく。最近はICT、クラウ

ド、いろいろなサービスを使うようになりましたから、企業の中での情報モラルも実は物

凄く大事になっているはずなので、お父様方にも御家庭の中での情報セキュリティや情報

モラルの問題にもかかわっていただきたい。そういったこともこれまでの取組にあわせて

きちんと普及啓発という形で御協力できればと思っています。 

○藤原座長 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続いて、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のヒアリングに移りたいと思

います。どうもお待たせいたしました。どうぞ説明をお願いいたします。 

○（独）情報処理推進機構 IPA、情報処理推進機構のセキュリティセンター長の瓜生でご

ざいます。本日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 時間もないので、早速御説明させていただきます。 

 資料の１ページ目です。皆様方、IPAという組織をよく御存じないかと思いまして、組織

全体を図で示しました。青いところは私が今おりますセキュリティセンターですが、ほか

にオレンジのところは、情報処理技術者試験という国家試験を担当しているところ、緑の

ところはAI白書、情報セキュリティ白書などの白書系も出している団体でございます。 

 ２ページです。IPAでは情報セキュリティに関連する多様な業務をやっておりますが、本

日のテーマである普及啓発に係る成果を一覧にいたしました。左上の「10大脅威」は、有

識者百数十人がその年の企業と個人に係る脅威候補のランキングを選出、上位の脅威につ

いて解説することを毎年行っています。また、その下の「セキュリティコンクール」と右

上の「映像で知る情報セキュリティ」と一番右下の「インターネット安全教室」につきま

しては、後ほど詳しく御説明させていただきます。 

 なお、真ん中の「大型ボード」は、女子高生的なアニメを、原宿駅で４年ぐらい掲示し

ているのですが、かなり評判が良い成果となっています。 

 ３ページ目は統計情報です。左側、インターネットの利用者数の増加を表しています。

インターネットが普及してしばらくたつので、若い方だけでなく、シニアの方もじわじわ

とユーザーが増えており、インターネット安全教室は若い方だけでなくシニアの方も対象

としているところでございます。 

 右の表で、利用者の増加に伴い犯罪も増加していることがわかります。 

 ４ページ目です。情報セキュリティの基礎的な知識だけでなく、リテラシーの向上を目

指した安全教室は、写真でもお分かりのようにシニアの方や各学校などで実施しています。

この安全教室は、2008年に経済産業省が、2014年にIPAがその後を受ける形で実施しており

ます。昨年度は120カ所ほどの実績がありますが、学校については数も多く、一校ずつ我々
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が出かけていくのもなかなか難しいという問題意識がございます。それを踏まえて、５ペ

ージ目に行きますが、学校に私たちがお伺いして安全教室を実施して完了とする方法より

は、教育関係者の方に１度ご説明することにより、その方から児童、生徒、学生にお話を

していただくという二次効果、さらに、そのお話を聞いた児童、生徒、学生さんがおうち

に持って帰ってシニアであるおじいちゃん、おばあちゃん、親御さんなどとも話し合う三

次効果が発生することで、広くモラルやセキュリティが広がっていくのではないかと考え

ており、そのために活用できる教材等を今年つくっております。 

 それについて、６ページ目の下に絵があります。先ほど文部科学省からのお話にもあり

ましたが、いろいろな教材等々があり、我々若干同じようなものをつくっているのではと

の懸念もありますが、「教材」と指導ポイントや教材の効果的な使い方を取りまとめた「講

義要領」を、ご活用いただく方になるべくわかりやすい形で出そうとしております。URL

が書いていますが、試行版を11月末に公開しておりますので、後ほどお時間があれば見て

いただければと思っております。 

 その右側です。教材は対象の年齢等レベルに分けて選べるようにしております。 

 ７ページ目は現在の状況です。教育者向けの安全教室は13都道府県でやっておる段階で

すが、年度内には47都道府県全部で実施する予定でございます。さらにホームユーザー、

先ほど申し上げたシニア向けも含めたものを全体で50件ぐらいまで実施できるように頑張

ろうとしております。 

 さらに、こういう教室を実施しても忙しくてお出になれない先生方もいらっしゃると思

いますので、そういうご多忙な先生方にもネットなどで自ら勉強していただけるe-ラーニ

ング教材なども御用意しようと思っていまして、１テーマ５分ぐらいで学べる教材を検討

しているところでございます。これがインターネット安全教室でございます。 

 次は別の事業になりますが、「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」の話

もあわせてさせていただきます。資料に載せておりますのは昨年度の最優秀賞の作品でご

ざいます。標語と、真ん中はポスター、右側は４コマ漫画で、あと書写という部門があり

まして、それを合わせて年間７万件ぐらいの作品の応募が毎年ございます。今年で15回目

になりますが、それなりに児童とか学生とか、子供たちに向けたモラル教育に貢献させて

いただいているかなと思っております。 

 ９ページ目、コンクールへの作品作りを通した学校全体の情報セキュリティ・情報モラ

ル啓発の取組についてもいろいろ応募していただいております。このような活動事例に応

募いただいた複数の学校の中から、右側に書いていますとおり、最優秀の学校の事例につ

きまして、文部科学省に御理解いただいた上で、「文部科学大臣賞」を授けるという形で、

より学校側の取組を推進しようということに御協力させていただいているところでござい

ます。 

 駆け足になりますが、こういう取組をしてきた結果、最後に気づきについて発言させて

いただきます。まず教育現場でインターネットの安全教室の重要性がなかなか認識されて

いないと思っております。我々としては、安全教室の存在を伝えようとしているのですが、

自治体を通じたご案内もなかなか現場のご関係者まで届いていないなと。安全教室で接す

る先生方にお話を伺うと、このような啓発活動を今まで知らなかったという声もあります
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ので、その辺の伝え方を何とかしたいというのが１つ目の気づきとしてあります。 

 ２つ目は、今までの教材の話でも問題視してご説明しましたが、先生方は安全教室に参

加する時間も出張費とか予算面などでもかなり制約がおありなのかなと思っておりまして、

この辺についてなかなか難しいものがあるかなという気づきがあります。 

 次のページ、３つ目の気づきですが、我々は小さな独立法人ですので地方の支所がござ

いません。その関係で地方のNPOの方とか地域に根づいている方々にご協力をお願いしよう

とするのですが、NPOの方々だとお金とか人が不足しておりまして、我々が一緒に活動する

ことをご相談しても、なかなか人を集められないとかという話がありまして、その辺がな

かなか動きづらいと感じております。 

 最後のページに、我々の今回のお願い、誰向けのお願いかわかりませんが、３つござい

ます。１つ目が、各団体がいろんなことをやっていらっしゃると思うのですが、それを連

携してやることによって、より人の目につく機会も増えて、このようなリテラシーは重要

であるという意識が高まっていくのではないかと思っておりますので、連携して活動する

ような場、機会をいただけるとありがたいということでございます。 

 ２つ目と３つ目は似たような内容になりますが、いろんな団体があり、それぞれ強みが

あると思います。我々もセキュリティをベースに一般的な技術的な話もできます。お互い

どの組織がどのような活動を行っているかという事を知る機会がなかなかないので、本日

は貴重な場として非常にありがたく参加させていただき、このような場を作っていただき

お互いを理解した上で、お互い強みを生かしてさらにその取組を向上させていくという場

をいただけるとありがたいなと思っているところでございます。 

 早口で恐縮でございますけれども、以上でございます。 

○藤原座長 どうも簡潔にありがとうございました。 

 それでは、今のIPAの発表について御質問、御意見等ございましたら、どうぞ。では、尾

花委員。 

○尾花委員 尾花でございます。 

 IPAのインターネット安全教室というのは、過去はセキュリティに本当に特化した内容で、

先ほど吉岡さんがおっしゃったように、現場でセキュリティという意識が低いころからセ

キュリティの安全教室をずっとやっていらっしゃった。ただ、現場から情報モラルの話も

聞きたいという声が高まって、ここ１～２年、情報モラルの部分を大変強化されていると

思うのです。ちょっと感覚をお伺いしたいと思ったのですが、その中で現場の変化とか、

あるいは講師の人たちの変化とか、セキュリティから情報モラルも含めて一緒にしたこと、

この推移で感じられている現場の温度みたいなものがあれば、ちょっと御紹介いただける

とうれしいなと思います。 

○藤原座長 では、もしあればよろしくお願いいたします。 

○（独）情報処理推進機構 IPAの小宮と申します。現場担当として回答させていただきま

す。 

 今までは特に学校に伺ったときに、情報セキュリティのことではなくて、情報モラルを

中心にお話ししてほしいという御意見がかなり強かったです。私どもから先日配布を開始

した教材のほうで情報モラルについても、いろいろ取り込むことによって、かなり評判が
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よくなっております。 

 あと、先ほど普及啓発のところで御説明させていただきましたが、２ページのほうで10

大脅威というのをやっております。こちらの関係で講師派遣などに行きますと、情報モラ

ルについても御質問、お問い合わせもありますので、そこでは御説明しなくてはいけない

ような状況に置かれていて、説明者のほうも可能な範囲で対応するようにしています。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ひとまずよろしいですか。 

○尾花委員 はい。 

○藤原座長 それでは、ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 続いて、本日３つ目の議題でございますが、事務局から環境整備法の施行状況の把握に

ついて、報告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６－１をお開きください。これは９月の

会議で御審議いただきました規制関係の法律の義務履行状況の続きの部分でございます。

前回時間が足りなくて処理し切れなかったということで、積み残し分でございます。 

 まず、第21条でございます。第21条の制度概要につきましては、簡単に申しますと、特

定サーバー管理者というのは、いわゆるサイト管理者のことでございます。サイト管理者

が例えば違法・有害情報とかの書き込みを認知したといった場合に、閲覧を防止する措置

を講じなければいけませんよという趣旨の条文でございます。 

 内容的には、青少年を閲覧させなければいいので、年齢確認をして、18歳未満の方は見

てはいけませんよというやり方もございますし、他方で、違法・有害情報でございますか

ら、そもそも削除をしていただくとこの義務を履行したことになるということでございま

す。 

 実際にサイト管理者は無数にいらっしゃいますので、私どもの把握といたしましては、

２団体を選定いたしまして、その２団体からヒアリングをすることによって義務履行状況

を把握したわけでございます。１つの団体がいわゆる電気通信事業関連４団体、いわゆる

４団体のほうで資料６－２にあります「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデ

ル条項」といったものをおつくりになっています。 

 中身を簡単に御説明いたしますと、サイト管理者といたしましては、プロバイダと契約

をしてインフラ的なものを調達した上で、サイトの運営とかの事業を行っておられるわけ

でございます。要するに、サイト管理者の生命線が実はプロバイダにあるわけでございま

す。このプロバイダとサイト管理者の契約におきまして、違法・有害情報を削除しない場

合において、プロバイダのほうで契約を解除することがありますよという中身をお決めに

なっているわけでございます。間接的にサイト管理者というものは、違法・有害情報を適

切に削除しない場合におきましては事業継続ができなくなってしまうという仕組みを構築

されているということもございまして、現実にはこのモデル条項がかなり効力を発揮して

おります。 

 違法・有害情報の削除の状況につきましては、資料６－１の４ページ、実際に削除の状

況を把握されておりますのは、今回有識者で御参画いただいております吉田委員が所属さ
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れていますセーファーインタネット協会のほうで警察庁のホットライン業務の受託をされ

ておりまして、また自主事業も行われているということであります。一般の方からホット

ラインに違法・有害情報の通報があったときに、違法・有害情報であることを確認した上

で、サイト管理者に対して連絡をして削除を要請するという仕組みになっておるわけでご

ざいまして、この削除率というものがそれなりの率で行われているところを見ますと、21

条の努力義務というものは、ほぼ適切に履行されているだろうということが認定できたと

いうことでございます。 

 続きまして、これはほぼ同様の構成になるわけでございますが、第22条のほうが、先ほ

どのサイト管理者がそういった違法・有害情報等の存在を受けとめるための体制を整備す

るようにしなければいけないという努力義務がかかっているということでございます。こ

れも先ほどとほぼ同様の過程で把握をしていくわけでございますが、先ほどご覧いただき

ました４ページの削除依頼数を見ていただきますと、認知数と削除依頼数ということで、

欄が左から２つあります。認知はしたけれども削除依頼ができなかったというケースもあ

るわけで、削除依頼ができなかったということは、要するに、連絡先がわからなかったと

いうことか、あるいは受付体制がなかったということを意味しているわけでございます。

認知の比率に比べて削除の依頼も結構な率で連絡が行っているところを見ますと、これは

受付体制がそれなりに整備されているということを意味しているということになります。

したがいまして、22条の義務に関しましても義務履行はかなり進んでいると評価ができる

ということでございます。 

 23条は、こうした閲覧防止措置の記録を作成して残すようにしてくださいという規定な

のでございますが、こちらにつきましては残念ながら把握のすべがございませんでした。

しかしながら、民間の事業者にも御意見を聞いたのですけれども、サイト管理者としては、

削除というのは表現の自由にかかわって、後ほどの民事訴訟というものを考慮いたします

と、どこから言われて、どういった理由で。これは証拠がそもそも削除で消えてなくなっ

てしまいますから、それは慎重に証拠資料を残すであろうということもありまして、おお

むね多くの事業者ではそうした記録が実務上作成されているというお話もございましたの

で、この点はそういったお話を聞いた上で、恐らくそれが説得力のある話だろうというこ

とで、この報告書上はそういった扱いにさせていただきたいと考えております。 

 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。 

 それでは、ただいまの事務局からの報告に対して質疑がある方は、どなたからでもどう

ぞ。では、上沼委員。 

○上沼委員 丁寧に各条文についての義務の履行状況を調査していただいて、ありがとう

ございました。特定サーバー管理者に関して一番難しいのは、青少年有害情報が人によっ

て有害だったり、有害でなかったりするということだと思います。青少年の対象年齢とか

個性などで、同じ情報が有害になったり、ならなかったりするので、それを踏まえると契

約約款モデル条項の禁止条項は、おそらく対象者の年齢を割と高目にして、最大公約数的

なところを削除対象にしているのではないかと思います。 

 これを考えると非常に難しいとは思いますが、特定サーバー管理者の努力義務とは、基
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本はゾーニングなのではないかと思っています。したがって、そういう視点が必要なので

はないかと思っています。 

○岸田参事官 上沼先生がおっしゃっているとおりでして、私どもが把握できたのは違

法・有害情報に関してということで、個別のサイト管理者として、大手の検索エンジンを

やられている、かなりレベルの高い事業者にもお話をお聞きしたのですが、子供専用のペ

ージをつくって、そういった違法・有害情報のさらに上乗せ分の青少年にとって有害な、

要するに、品性を問うようなレベルの高い絞り込み、ホームページというか、検索の仕方

ができるように努力されている事業者もいらっしゃいます。 

 この条文自体が努力義務だということもあって、本当に努力義務の最高のレベルを追求

していきますと、先生がおっしゃっているような取組を各社でやっていただかないといけ

ないのではないかというところも正直思うわけですが、ただ、私どもの今回の把握も間接

的に状況を把握して、茫漠と全体の状況のさまを把握するということが限界もあると思い

ますし、また、義務化をしていく上で大事なのは表現の自由との関係で、どこまでそうい

ったレベルの高い絞り込みというものが規制として成立するかというところもございます

ので、今回はこういったところで御了承いただけないかなと思っております。 

○上沼委員 ありがとうございます。 

 表現の自由のところはおっしゃるとおりだと思っていて、削除方向で行くと、本来削除

しなくてもいいものを削除する方向に行かないかなとちょっと心配しているところもあり

ます。要するに、本来大人は見てもいいものを、この義務を満たすためにどんどん削除へ

行くというのもちょっと本末転倒かなというところもあって、申し上げさせていただきま

した。すみません。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。国分委員。 

○国分委員 一つコメントさせてください。実はインターネット・ホットラインセンター

が設立されたとき、最初のころかかわっていたものですから、そのころからこの辺の内容

はよくわかっているのですが、このヒアリング内容で明示的に書かれていないことで、サ

ーバーが海外に存在して、しかも、例えば児童ポルノだと、米国にサーバーがあって、米

国内からは見られない。日本に割り当てられたIPアドレスでしかアクセスできないように

なったりして、日本からは堂々と児童ポルノの画像が見られてしまうのですが、米国内の

取り締まり当局に行ってもアクセスできませんということで、昔、わざわざ日本からその

画像のコピーを向こうに送ったりしたこともありました。 

 インターネットというのは、まさに世界的なネットなものですから限界があるのですね。

そこら辺は限界があるというままでずっと来ているけれども、ちゃんと努力はしているの

だけれども見られてしまうのが厳として存在するという状況があって、非常に悩ましいと

思ってきました。 

 それで、事務局のほうにどうしろというわけではないのですが、そういう問題もちゃん

と存在しているということは認識していただきたいなと思います。 

○藤原座長 御指摘どうもありがとうございました。 

 事務局としてもよろしくお願いいたします。 
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○岸田参事官 はい。 

○藤原座長 これで本日予定しておりました議事は終了いたしました。 

 事務局から事務連絡など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。 

 次回の第44回検討会は、事前に日程調整をさせていただいておりまして、来年の２月４

日火曜日14時から16時までの間に開催をさせていただくこととなってございます。場所に

ついては現在探しておりまして、別途御連絡をさせていただきます。 

 なお、当日の議題でございますが、提言報告書の作成に当たりまして、報告書の全体構

造とか、あるいは骨子につきまして御説明をさせていただく予定でおります。これまでど

ちらかといいますと規制関係でフィルタリングの普及啓発ですとか、あるいは利用率向上

のための通信キャリア、あるいは販売店中心の施策について御議論いただいてきたわけで

ございますが、次回につきましては、それ以外のアプローチにつきましても検討の御要望

もありますし、それから本日有識者のほうから一部御指摘をいただきました青少年のイン

ターネット長時間利用の問題等につきましても、青少年有害情報以外の分野ということで、

視野を広げまして御議論いただく予定でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 冒頭で事務局に御紹介いただいたように、この法律は、インターネットを適切に活用す

る能力でありますとか、情報発信を行う能力のことも書いてありますので、恐らく今後は

被害面のみならず、そういったプラスの方面についても議論をしていかなければいけない。

過渡期的な問題提起を今、事務局からしていただいたのだろうと思います。 

 以上で本日予定の議題は全て終了いたしました。 

 これをもちまして第43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。長時間にわたり熱心に御審議いただき、誠にありがとうございました。 


