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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44回会合 

議事次第 

 

 

日時：令和２年２月４日（火）14:00～16:00 

場所：中央合同庁舎第４号館共用第４特別会議室 

 

 

１ 「小中学生ICT利用調査2019」結果の紹介（株式会社NTTドコモ モバイル社会研究所） 

   説明、質疑 

 

２ ヒアリングのまとめ 

 （１）特掲条項について 

     説明、質疑 

 （２）情報リテラシーについて 

     説明、質疑 

 

３ 提言報告書骨子案と進捗状況等 

     説明、総務省説明、意見交換 

 

４ 関係事業者ヒアリング 

     説明、意見交換 

 

 

 

【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、曽我部委員、牧田委員、山本委員、吉田委員、井部委員代理 

【参考人】株式会社 NTT ドコモ モバイル社会研究所 

【内閣府・事務局】嶋田統括官、田中審議官、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

全課長、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、厚生労働省子

ども家庭局総務課子ども家庭福祉専門官、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 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。 

 それでは、定刻となりましたので、会を始めさせていただきます。 

 まず、委員の出欠状況について、事務局から報告をお願いいたします。 

○岸田参事官 御報告いたします。 

 委員の欠席はございませんが、曽我部先生は、あらかじめ所用で遅れるとの御連絡をい

ただいておりまして、尾花先生も御出席の予定でございますが、現在、遅れておられると

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。 

 それでは、続いて、新たに着任されました、内閣府の田中審議官から一言御挨拶をいた

だきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○田中審議官 １月17日付で着任いたしました、田中と申します。 

 今後ともよろしく御指導をお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 本日は、議事次第に沿って説明、報告をいただいた上で、議論を進めてまいりたいと思

います。 

 最初に、株式会社NTTドコモモバイル社会研究所が行った、小中学生ICT利用調査2019の

調査結果について御紹介をいただきたいと思います。 

 それでは、佐々木部長、よろしくお願いいたします。 

○佐々木部長 NTTドコモモバイル社会研究所の佐々木と申します。 

 これから、昨年、我々が実施しました小中学生ICT利用調査の結果について御紹介させて

いただきます。 

 お手元にあります資料に沿って、御説明させていただきます。 

 まず、１枚めくっていただいてよろしいでしょうか。 

 最初に、我々のモバイル社会研究所とはということで、自己紹介をさせていただきます。 

 我々は、2004年にドコモの社内組織として設立されました社会科学系の研究所となって

おります。 

 モバイルICTがもたらす光と影の実態を量的に把握する調査を毎年実施するとともに、生

活者の行動、価値観の変化を解明する研究に取り組んで、成果を書籍やウェブサイトで発

信しております。 

 我々の所長には、社会調査の第一人者であります、飽戸弘東大名誉教授になっていただ

いていまして、それ以外に３名の外部の理事・アドバイザーの方を迎えまして、様々な観

点から調査を実施しております。 

 それでは、１枚めくっていただいてよろしいでしょうか。 

 ２枚目が、小中学生ICT利用調査2019年の調査フレームになります。 

 まず、調査対象ですが、全国在住の小中学生の子供とその保護者1,000組に調査をしてお

ります。 

 調査方法としましては、訪問留置調査を2019年の９月に実施しています。 
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 サンプリングの方法としましては、層化二段抽出法で行っています。 

 具体的に申し上げますと、７歳から15歳の都市規模別人口構成比に応じて、町丁目、100

地点を比例配分して抽出し、抽出された町丁目において、７歳から９歳、10歳から12歳、

13歳から15歳の都市規模別性年代人口比に応じて個人を割り当て、該当者をランダムウォ

ーク法で抽出しております。 

 この調査の全体が、こちらに書いてあります項目になりますが、今回はその中で、赤枠

で囲っている部分を御紹介させていただきたいと思います。 

 １枚めくって３ページを御覧ください。 

 こちらが、スマホ・ケータイの所有率を表したものになります。 

 青い濃い部分がスマートフォン、薄い青が従来のケータイ、白がスマホ・ケータイを未

所有という形になります。そちらを全国の小学１年生から中学３年生の保護者の方に回答

をいただいております。 

 御覧なっていただいて分かるとおり、中学１年生になりますと、スマートフォンは所有

率が約60％ということで、小学６年生の約倍ぐらいに増えているのが、御覧になっていた

だくと分かるかと思います。 

 こちらが中学３年生になると、73％までスマートフォンの所有率がアップするという結

果になっております。 

 続きまして、次の４ページを御覧ください。 

 今度は、スマホ・ケータイの利用率ということで、個人保有に加えて、家族などで共有

利用しているものも含んだものになっております。 

 こちらも小学１年生から中学３年生まで分類しております。濃い青がスマートフォンで、

薄い青が従来のケータイ、白がスマホ・ケータイ未利用となっております。 

 利用率ということになりますと、小学校低学年では、先ほどスマートフォンの所有率は

１割未満だったのですが、利用率になりますと、小学校低学年でも３割から４割に拡大し

ています。 

 この数字が小学６年生で過半数を超え、中学生になると、７割程度に拡大しているとい

う結果になってございます。 

 次のページを御覧ください。 

 こちらはインターネット（検索、ユーチューブ、オンラインゲーム、LINEなど）の利用

終了時間を、地域、学年別に表したものになります。 

 このインターネットの利用については、スマホ・ケータイ、タブレット、PCで利用して

いるものの集計になります。 

 こちらは、小中学生御自身で回答をいただいています。 

 こちらを御覧になっていただいて分かるとおり、中学生になりますと、およそ２割から

３割が夜12時以降も、インターネットを利用していると回答していることが分かります。 

 続きまして、６ページを御覧ください。 

 こちらは、今度はユーチューブをどれぐらい利用しているかということを表しているも

のになります。 

 小中学生ご自身による回答で、一番濃い青が毎日２時間より多い、次が毎日１時間ぐら
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い、薄い青が毎日30分ぐらいという形になっています。 

 こちらを御覧になっていただくと、小学１年生から３年生の赤枠で囲っているところな

のですけれども、いずれの地域におきましても、約３割から５割が毎日ユーチューブを利

用していると回答していました。 

 これが中学生になりますと、この率が過半数を超えるというような結果になってござい

ます。 

 続きまして、７スライド目を御覧ください。 

 今度は、オンラインゲームの利用頻度を地域・学年別に示したものになっております。 

スケール等は、先ほどと同じになっています。 

 こちらは、御覧になって分かるとおり、小学４年生から中学３年生におきまして、毎日

オンラインゲームをする子供は、関東、中部・東海、近畿においては４割程度、それ以外

の地域においては、２割から３割程度という形になっています。 

 続きまして、８スライド目を御覧ください。 

 こちらは、子供にスマホ・ケータイの使い方を教える際に不安を感じるものということ

で、こちらマルチアンサーで保護者の方に回答をいただいているものを地域・学年別にま

とめたものになります。 

 一番左が、安全な使い方について不安を感じる方、真ん中が使い過ぎないための時間管

理の方法について不安を感じている方、一番右が端末やアプリの操作方法について不安を

感じている方という形で分類しております。 

 まず、安全な使い方につきましては、特に小学校の保護者の方の７割から８割の方が不

安に感じているという結果になりました。 

 次に、真ん中の使い過ぎないための時間管理の方法についてですが、こちらも小中学生

の保護者のおおよそ過半数が不安に感じていらっしゃいます。 

 一方で一番右の端末やアプリの操作方法につきましては、いずれの学年におきましても

１割から２割ということで、比較的不安に感じる割合は低い傾向となってございます。 

 続きまして、９スライド目を御覧ください。こちらが最後のスライドになります。 

 こちらは、フィルタリングや利用制限などの利用率の年次推移を学年別に示したものに

なります。 

 こちらにつきましては、2018年と比較している都合上、関東１都６県在住の小学、中学

生の子供を持つ保護者が回答している結果となっています。 

 御存じのとおり、2018年２月より、18歳未満の方のフィルタリングサービスの店頭での

設定が義務化されていることもありまして、スマホ所有率が一気に拡大する中学１年生で

の利用率が2018年と比べますと、2019年が約60％ということで、大幅に拡大している傾向

となってございます。 

 最後のスライドにつきましては、本資料の地域別の主な定義を御参考までに記述したも

のになっています。 

 以上で発表を終わらせていただきます。 

 御質問等ございましたら、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。 
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 どうも、簡潔にまとめていただいて、御協力に感謝いたします。 

 それでは、今回の調査結果について質疑の時間をとりたいと思います。 

 委員の方で御質問等ございましたら、お願いいたします。 

 それでは、清原委員。 

○清原委員 大変貴重な調査結果を御説明いただきまして、ありがとうございます。 

 特に、統計学的にも適切に実施されたということを伺って、このデータの意義も大きい

と思います。 

 その上で質問を２点させていただきますが、今回ユーチューブ、それからオンラインゲ

ームと、子供たちを取り巻く実態として大変重要な２つを特に御紹介いただいたのですが、

ユーチューブの視聴に関連して、属性のところで、そこまで書いてなかったのですが、例

えば、テレビの視聴時間ですとか、映画の視聴時間ですとか、その他の動画視聴の時間と

比較できるようなデータは、お取りになられたでしょうか、というのが１点目です。 

 ２点目は、オンラインゲームでございますが、これにつきましては、若干ですが、いわ

ゆる地域差というのがあるかもしれないというような御説明もいただいたと思います。こ

の分析について、どのようになさっているのでしょうか。 

 最後に要望でございますが、近頃はキャッシュレスということで、スマートフォンの機

能は決済にも及んでいます。中学生ぐらいになってまいりますと、スマートフォンにキャ

ッシュレスの機能でポイントをためたり、コンビニで支払ったりということをするかもし

れませんが、今後の調査で、そのようなことも把握していただけたらと思いまして、これ

は要望と期待ですが、何かありましたらお願いします。 

 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。 

 最後は要望でございますけれども、比較データのお話とオンラインゲームの地域の分析

について、もし、お分かりになれば、お答えをお願いいたします。 

○佐々木部長 御質問ありがとうございます。 

 まず、１点目のほかの動画との比較なのですけれども、今回、我々は、ここに書いてあ

る以上のところの質問をしていませんので、これ以上のところは、現時点では分かりかね

る状況になっています。 

 あと、２番目のオンラインゲームの地域差のところですけれども、この後ろにある背景

のところまで、残念ながら我々は、そこまでまだ分析できていませんので、そちらは今後

分析等をしていきたいなと思っております。 

 それから、３点目のキャッシュレス等への対応についてですけれども、来年度の調査に

つきましては、これから内容を検討してまいりますので、その中で、ぜひ反映させていき

たいと考えております。 

○藤原座長 ほかに、それでは、まず、国分委員のほうからということで、お願いいたし

ます。 

○国分委員 この御報告は、小中学生の調査結果なのですけれども、高校生については、

何か別途調査をされているのでしょうか。もしされていないとすると、小中学生に限って

調査をされている理由について教えてください。 
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 私の問題意識としては、スマホの保有率は、グラフを見ると、小中でだんだん増えてい

ますけど、高校生になるともっと増えて、ほとんど100％になって、いろいろな問題が、ど

んどん強くなっているというように理解しています。 

○藤原座長 お願いいたします。 

○佐々木部長 御質問ありがとうございます。 

 最初に御紹介しましたとおり、我々は、経年調査というのをやっておりまして、そちら

のほうは、15歳以降の調査をしておりますので、それでカバーしているので、今回のこの

調査には、高校生は含めませんでした。 

 ですから、高校生以降が、どういう動向になっているかというのは別の形で分析してい

ますので、残念ながら本日はデータを持ってきていないのですけれども、おっしゃるとお

り、中学生以上にかなり普及してきて、ほとんどの方が持っているような状況になってい

るという認識をしております。 

○藤原座長 それでは、お待たせしました。小城委員、お願いします。 

○小城委員 ありがとうございました。 

 先ほど清原委員がおっしゃった、ほかの動画との関係というのは、ぜひ、今後の調査に

おいては併せてデータを取っていただけるとよいかと思います。 

 現在は、テレビとユーチューブが限りなく近づいてきていまして、コンテンツの内容は

違うのですが、利用のされ方としては、テレビと似たような使われ方をされていますし、

テレビをよく見ている人ほどユーチューブもよく見ているというデータもありますので、

併せて取っていただくことで、子供たちを取り巻く動画の環境がより見えてくるかと思い

ます。 

 もう一点は、８ページの不安を感じるものというデータのところなのですが、今後、再

分析などの機会がありましたら、ほかの項目とのクロス集計を少しかけていただけると、

この不安となっているものの要因が見えてくるかと思います。 

 パターンとして考えられるのは２つあります。 

 １つは子供が、こうしたしたスマホ漬けになっている、ゲーム漬けになっているから、

利用が多いから親が不安に思っている、コントロールが効かなくて不安になっているとい

うパターン。 

 もう一つは、不安な親は、子供の影響を強く考えて、リスク意識が高いからこそ不安に

思っていて、意外にそういったところの子供はコントロールされていて、それほど依存し

ていない。むしろ親の意識が低いところの子供ほど、利用時間が長くてルールがないとい

った可能性がありますので、この不安とほかの項目とクロス集計をかけていただけると、

より詳細な結果が見えてくると思います。これは、今後の課題で結構です。 

○佐々木部長 貴重なアドバイスをありがとうございます。 

 １番目のほかの動画との関連ですとか、２番目にいただきました、こちらの不安に思う

要素とのクロス集計等については、今後、そういった形で分析を深めていきたいなと思っ

ております。 

 どうも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。 
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 それでは、五十嵐委員、どうぞ。 

○五十嵐委員 お願いいたします。 

 この調査の名前が、小中学生のICT活用調査ということだったので、いまユーチューブで

あるとか、ゲームであるとか、SNSであるというような話題があったのですけれども、逆に、

純粋に勉強で使っている子供たちの割合を知りたいなと思ったのです。 

 といいますのは、私どもの学校では、いま子供たちに持ち帰りの学習をさせているので

す、タブレットを持ち帰って、それは、これのどれに当てはまるのかなと思ったことと、

ちょうどPISAの2018年の調査からも、日本の子供たちは、本当にOECD諸国に比べて、ICT

を使うのが、学校でも家庭でも最下位のほうでした。 

 ですので、こういったマイナスのところばかりの議論ではなくて、もう少しプラスのほ

うに使うような世の中全体の動きも必要ではないかと思いますので、こういった調査ばか

りの結果が出されると、逆にプラスに使っていく、もっと日常的に使うという方向が薄ま

るのではないかなというのが、最近ちょっと不安に思うところです。 

○藤原座長 いかがでしょうか、何かございますか。 

○佐々木部長 貴重なアドバイスをありがとうございます。 

 実は、今回こういった形の影の部分を主に御紹介しているのですけれども、もちろん、

我々は光と影ということで、光の部分を当てて調査をしていきたいと思っていまして、い

ま御質問のありました、学校や塾の宿題をインターネットで調べたり、動画を見る頻度と

いう質問もしております。 

 そちらによりますと、毎日インターネットで宿題とか、学校のいろいろな調べものをす

る子供が、中学生になると２割ほどいるという結果も出ていますので、今後そういったと

ころをさらに深掘りしていきたいと思っています。 

 ありがとうございます。 

○藤原座長 では、尾上委員。 

○尾上委員 尾上です。 

 ２ページにありますように、基本属性、我々、日本PTAが調べられない深く入り込んだと

ころまで調べられています。ほとんど、こういったことを書くと拒否されてしまうのです

けれども、この調査は、すごく大事かなと思いました。 

 紹介されている書籍とかウェブ版をしっかり活用させていただいて、同様に調査をして

いるのですが、うまくそれとコラボできるような形で対応できていないかと思いますので、

今後とも、どうぞよろしくお願いします。 

○佐々木部長 貴重な御意見ありがとうございます。 

 ぜひ、こちらもよろしくお願いします。 

○藤原座長 大体よろしいですか。 

 では、尾花委員、一言ということで、これで終わります。 

○尾花委員 恐れ入ります。 

 五十嵐委員のおっしゃっていた勉強の部分に関して、お願いが１つあります。宿題や塾

などの調べものというようなお話を頂戴していたのですが、それは学習補助という部分だ

と思います。学習そのものに使っているお子さんもものすごく増えていますので、今後調
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査をされる際には、「勉強」とひとくくりにするのではなく、勉強そのものに使っている

時間と学習補助で使っている時間に分けて質問していただき、それぞれの数値を集計いた

だけると大変役に立つと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○佐々木部長 貴重なアドバイスをありがとうございます。ぜひ、そういった形で分析さ

せていただきます。 

○藤原座長 それでは、ひとまずよろしいですか。 

 それでは、NTTドコモモバイル社会研究所の皆様方、佐々木部長、ありがとうございまし

た。 

 ここで議事は続くのですけれども、いま新たな委員として、京都大学の曽我部真裕教授

がお見えになりましたので、一言御挨拶をいただきたいと思います。 

 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○曽我部委員 ありがとうございます。 

 京都大学の曽我部と申します。私、専門は憲法あるいは情報法でございまして、これま

で、主に総務省のタスクフォース、本日も後ほど御報告があるかと思いますけれども、そ

ちら等で青少年のインターネット環境整備について、多少携わってまいりました。 

 今回から参加させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○藤原座長 曽我部先生、どうもありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、続いて、ヒアリングのまとめに関する事務局からの報告がございます。特掲

条項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、よろしくお願いします。 

 資料２－１をお開きください。 

 資料２－１は、特掲条項と呼んでおりますのは、環境整備法の改正法におきまして、附

則４条に書かれた条文、例示されている条文で特に重要なものでございます。 

 この特掲条項につきましては、９月の会議で一度ヒアリングを有識者にやっていただき

まして、感触をつかんでいていただいているところでありますが、これを個別の表ごとに

まとめたものが、資料２－１でございます。 

 まず、13条でございますが、13条の条文の制度概要でございますけれども、これは基本

的にスマホを使う人が誰なのかということで、年齢確認をしてくださいという条文でござ

います。 

 ２のところに書いておりますが、役務提供契約というものを実際に結んで、スマホが使

えるようになるわけでございますけれども、その際の契約の締結業務の実態でございます

が、これは実のところ、役務提供事業者、いわゆる通信キャリアですが、通信キャリアが

直接契約の作業をするのではなくて、販売代理店のほうで、ほとんどの場合において、作

業をやっておられると、こういう実態がありますということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、３の検証の方法でございます。 

 そういう契約自体もございますので、３の（１）で、まず１つは、通信キャリアのほう

で、販売代理店のほうに、顧客情報管理システムというシステムを設置されまして、いろ

いろな接客業務に関してデータを集約されているという事情がございます。 

 そのデータのほうから、１つは検証ができるのではないかということが（１）でござい
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ます。 

 （２）は、これは総務省のほうで、覆面調査というのをやっておられます。覆面の調査

の中身につきましては、５の（１）のほうに記載しておりますけれども、要は身分を隠し

て、あたかも利用者であるかのように来店をして、それでお店側の対応を調査把握すると、

こういったものでございます。 

 また戻りまして、４の役務提供事業者が販売代理店に設置しているシステムによる検証

でございます。 

 （１）のところで、システム概要ということでお書きしておりますけれども、これは先

ほども申しましたように、契約の業務を進めていく際に、一個一個、その時点、その時点

でチェックマークなどをつけて、ちゃんと年齢確認をしたのかとか、この人はどういった

使い方をするのか、あるいは、この後でてきますが、説明義務というのがありますが、説

明義務をちゃんとやったかとか、そういうのをチェックで、全部データが残るということ

でございます。 

 それで、これが４の（２）でございますけれども、役務提供事業者と販売代理店の間の

契約の中で指図をして、ちゃんとした形でシステム構築されているということでございま

すので、（3）のところでございますが、これは法的義務を履行しているのではないかとい

うことになります。 

 続けて５の（１）でございますが、総務省の覆面調査の検証でございますが、結果から

申しますと（２）でございますけれども、はっきり確認があったというのは91％で、調査

委員のほうで、ちゃんと義務をやっていないのではないのかというようなことで指摘をし

たところ、３％ということですから、これは、おおむね義務を履行されているということ

が言えるのではないかということで、総合評価案としましては、それぞれ義務は履行され

ているものと認められるということになります。 

 続きまして、14条でございます。 

 14条につきまして、これは説明義務と呼んでおりますが、この条文に書かれているとお

り、１号、２号でございまして、有害情報というものがインターネットの中にありますよ

というようなことを、１つは説明しなければいけない。 

 もう一つは、やはり犯罪とかに巻き込まれたり、トラブルになったりするので、フィル

タリングをしっかり使ったほうがいいですよと、こういうようなことを販売代理店のほう

で御説明いただくという内容でございます。 

 それで、契約締結の自体は、先ほど説明のとおりでございますので、同様に進んでいた

だきまして、検証の方法についても同様に整理しているわけでございます。 

 この結論をもって、通信キャリアのほうは、例の契約で指図をしているので、きっちり

やっていますよということになりますし、総務省の覆面調査につきましても、説明があっ

たのが89％ということに上っておりますので、ほとんどのケースではちゃんと履行されて

いるという評価になると思われます。 

 したがって、総合評価につきましては、本条の義務は履行されているということになり

ます。 

 続きまして、15条でございます。 



11 

 

 15条は、どういう条文かというと、これは改正法以前からあったわけでございますけれ

ども、通信キャリアのほうで、フィルタリングサービスというものをちゃんと提供できる

状態を作っておいていただかないと、いざ利用者である青少年とか保護者が使おうと思っ

てもできないので、これは原初の段階で、こういった提供義務というものが課されていた

わけでございます。 

 その考え方でございますが、３のヒアリング結果に書いておりますとおり、それぞれ通

信キャリアのほうで、こういうラインナップのフィルタリングサービスを実際には用意さ

れていて、いざ利用者の方が、それを使いたかったら使える状態にされておりますよとい

うようなことでありますので、この義務についても履行されているという整理になります。 

 続きまして、16条でございます。 

 16条は、フィルタリングの有効化措置義務というものでございまして、１の制度概要の

ほうを見ていただきますと、これは、すごく簡単な説明になっておりますけれども、スマ

ートフォン等について、販売時の有効化措置というのを、役務提供事業者、それから販売

店、主に販売代理店のほうでやっていただくわけですけれども、そちらのほうで、有効化

してくれという注文がついたときには、それはちゃんと対応しますよと、こういう条文で

ございます。 

 先ほどの４の（１）以降でございますが、これも、そういった有効化措置の、例えば要

望があって、それに対して対応して、販売代理店のほうで有効化措置をちゃんとしてあげ

たというデータが残っている仕組みになっているということでございますので、結局のと

ころは、要望があったときには、それをちゃんと対応されて、データが残されていってい

るものと認められます。 

 それから、実態面でも総務省の覆面調査におきましても、講じてもらえたのが94％に上

っておりますので、この義務に関しても、ちゃんと措置をされていると認められるという

ことでございます。 

 説明は、以上でございます。 

○藤原座長 どうも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ついて質疑、意見ある方はどうぞ。 

 いかがでしょうか。特にはないということでよろしいですか。 

 上沼委員、どうぞ。 

○上沼委員 毎度毎度同じことを申し上げていて大変恐縮なのですけれども、有効化措置

のところで、こちらに出ているフィルタリングサービスの状況には、iOSのものは入ってい

ないと理解しております。この表で欄外に記載されていますので。 

 そうすると、OSとか機種による差があるのであれば、それも分かるようになっていたほ

うがいいのではないかなと思います。したがって、もし何らかの形でそのような追加が可

能なのであれば、対応をいただけるとありがたいと思います。 

○藤原座長 今の御趣旨は、下段に書いてある補注ではなくてという意味でしょうか。 

○上沼委員 補注もそうなのですが、別統計の有効化措置を講じてもらえた、講じてもら

えなかった、という統計の母数が全部なのか、ここの表に出ているものだけ（ios機種を含

まない）か、などについても明示していただきたいと思います。もし母数が全部を対象と
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しているのであれば、それでいいと思いますが、過去何回かヒアリングを聞いている中で

は、利用者が自宅で設定すると言っている場合も利用率の算定において利用者数に含めて

いるというような話もありましたので、その辺りも含めて実態を知りたいと思います。 

○藤原座長 分かりました。いま答えられる限りでということで、事務局からお願いいた

します。 

○岸田参事官 承知いたしました。どこかで言及するような対応を検討させていただきた

いと思うのですけれども、現状、一個一個の条文の個別票で書くというアプローチの仕方

もありますし、今後の課題という部分も、後ほど御説明申し上げますけれども、そちらの

ほうでも言及するという手だてもございますし、いずれにしましても、何らかの記載が残

るように検討したいと思います。 

○藤原座長 よろしいでしょうか。 

 ほかには、何かございますか。よろしいですか。 

 では、尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 今の質問に続いての追加確認です。最後のところの有効化措置を講じてもら

えた、もらえなかったというパーセンテージはあるのですが、この「講じてもらえた」と

いうのは、iPhoneの場合も入っているのかどうかだけ、一言お聞きできればなと思います。 

○岸田参事官 申し訳ありません。ちょっと今ここでは分からないということですので、

また後ほど御報告させていただきます。 

○尾花委員 承知しました。スクリーンタイムの御説明をしていただいたかどうかも分か

らないと思うので、その辺りのことについて、分かる範囲で、もしあれば、後ほどで結構

ですので教えてください。 

○岸田参事官 承知いたしました。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 スクリーンタイムについては、これまでも議論が出たところだと思いますので、尾花委

員の御要望に沿えるようにしていただきたいと思います。 

 それでは、引き続きまして、情報リテラシーについて事務局から説明してください。 

○岸田参事官 資料の２－２をお開きください。 

 資料の２－２は、先般、12月に有識者会議でヒアリングをしていただいたわけでござい

ますが、これは、先ほどの義務づけの条文と違いまして、一個一個の法律の条文を条別で

まとめるのではなくて、情報モラル教育全般につきまして、ヒアリングベースでお聞きい

ただいた話というのを、紙に落としてみると、こういう感じで整理ができるのではないで

しょうかということでございます。 

 まず、文部科学省の関係でございますが、情報モラル教育でございます。 

 情報モラル教育につきましては、手引きあるいは学習指導要領への明記等ございまして、

万全の体制で実施されているわけでございます。 

 着目したのは、どちらかと言いますと（２）のプログラミング教育で、このプログラミ

ング教育の精神につきましては、これまでの情報教育の中で、何でコンピューターがどう

いう仕組みで動いているのかということについては、余り言及がないまま、単に情報モラ

ルというのに特化して、割と重点を置かれてやってきたというところがあったわけですけ
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れども、現状、それでは真の理解につながらないということで、実際にはプログラミング

を組むことができるまでの能力というものを要求するわけではないようですけれども、ど

ういった仕組みでコンピューターが動いているのかということが見えてくるようになりま

すと、やはりセキュリティとか、情報モラルとか全てのことについて、やはり視野が広が

って、実際には安全利用が増進するという、あるいは積極的なコンピューターの利用とい

うのも拡大していくということもあるようでして、そこでプログラミング教育というのが、

もう既に始められているという事情があるのだと、こういう御説明であったと思います。

それをお書きしているわけでございます。 

 それから、２番目ですが、これ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

絡会ということで、通称Grafsecと呼ばれておりますが、こちらのほうでは、先ほどプログ

ラミングではなくて、セキュリティ教育、そちらのほうの推進もやっておられるというこ

とで、当時の発表でもお話がありましたように、なかなか地域には人材がいないというこ

ともございます。 

 また、どこからどこまでが情報セキュリティで、どこからどこまでが情報モラルなのか

という区別とかはなくて、やはり一体的理解の中で、一緒に理解することで、初めてその

水準が上がってくのだと、こういう御説明であったわけでございます。それを書き留めて

おります。 

 裏面でございますが、独立行政法人情報処理機構、いわゆるIPAでございます。IPAのほ

うからの御指摘というのは、現状、ここにも書いておりますが、多くの官民の団体で、こ

ういった情報教育というのを実施されているわけでございますが、目的が多様化をしてき

て、教育をやってくださいということで、発注元、主に学校等でございますが、そこから

呼ばれて説明をするようでございますけれども、その発注元の御要望と、それから、そこ

に行かれて教育を実施されている団体側の守備領域、そういったもののマッチングという

のが現状十分ではないのではないかという、当日御説明がございました。 

 そこで、私どもの検討会の守備範囲で、どこまで、それについて言及できるかというと

ころは、今後検討でございますけれども、やはりそういった需給調整みたいなものについ

て、政府全体の情報教育の計画を現状の環境整備法に基づいて、基本計画の形にまとめて

おりますので、その基本計画の改定の中では、そういったものを吸収していくという方向

性が考えられるのではないかと、こう思っているわけですけれども、その前提になるお話

というのを、IPAのほうからいただいたと、こう理解をしております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 今、２－２について、併せて２－３のほうもお願いいたします。 

○岸田参事官 ２－３のほうは、こうした２－２の話の前提でございます。現状の第４次

の基本計画の抜粋でございまして、情報教育の関係の部分を参考の資料としておつけして

いるということでございます。 

 例えば、参考までに御説明いたしますと、現状、第２の１の部分では、学校教育を中心

に書いているわけですが、情報モラル教育というのが前面に出てきているということで、

先ほど御説明させていただいたセキュリティですとか、あるいはプログラミング教育とい
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うものは、現状、この中にまだ入っていないという状況でございます。 

 強いて言えば、７ページ、８ページと振っているところの、２の（３）で、地域におけ

る等身大の相談相手となれる多様な人材の育成支援とあるわけですが、現状、そこは十分

ではないのではないかというところがございますし、あとは（４）で、インターネットリ

テラシーに関する指標等を活用した取組の推進ということで、これは社会教育の分野で、

官民を挙げて教育をしていく取組が包括的に書かれているということで、ここで、もう少

し、先ほどのセキュリティ教育ですとか、ああいったものについても、やはり言及してい

く必要があるのではないかというような課題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。 

 今、情報リテラシーの問題について資料の２－２及び２－３を用いて御説明をいただい

たわけですけれども、事務局に対して質疑や御意見のある方は、どなたからでもどうぞ。 

 それでは、清原委員。 

○清原委員 御説明ありがとうございます。 

 実は、私は中央教育審議会の委員をさせていただいておりますが、このたび文部科学大

臣も「令和のスタンダード」と表現されていらっしゃいますけれども、令和元年度の補正

予算でも、児童生徒１人１台パソコンを小中学校で、国立、公立、私立の別なく進めてい

くということで、端緒を切られました。 

 したがいまして、これまでも、もちろんコンピューターについては、一部タブレットも

含めて、小中学校には整備されてきましたけれども、その整備の仕方が１人１台パソコン

あるいはタブレットということになるとともに、大容量の高速ネットワークを整備すると

いうことになっているわけです。 

 そうなりますと、これは文部科学省の取組だけではなくて、恐らく基盤の問題ですと、

総務省の地域差ない拡充のネットワークが必要でしょうし、あるいはこの検討会におきま

しても、学校教育の中で、従来は、情報モラル教育が中心であったという御説明がありま

したが、プログラミング教育をはじめ、要するにコンピューターあるいは情報通信ネット

ワークをどのように、よい方向で利活用していくかということが、ますます重要になって

くると思われます。 

 したがいまして、先ほど、冒頭の小中学生の問題を分析される研究所でも、光と影の両

方をとおっしゃっていましたけれども、いわば影を防ぐだけではなくて、光の部分との調

和の検討がますます必要になってくると思われます。 

 そこで事務局では、先ほど整理をしていただきまして、学校等における教育啓発等の推

進と、いわゆる社会教育分野におけるものとで、今までは整理されてきたということでし

たが、今後この１人１台パソコンあるいはタブレットという時代に向けて、私たちが対応

していくときには、さらなる踏み込んだ検討が必要と感じております。この検討会におい

ても、子供たちが学校で１人１台パソコンになってきたとき、家庭に持ち帰るかもしれな

い、それをどのように家庭と学校との間で調和をとって、子供たちが自立的、自発的に活

用できるようにしていくかというような課題も、より一層出てくるのかと感じておりまし

て、ぜひ、こうした令和元年度の動きを踏まえて、令和２年度、2020年から加速的に進む
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学校環境について、五十嵐委員も問題提起されましたが、この検討会でも念頭に置きなが

ら進めていくことが、情報リテラシーの観点から重要と感じまして、発言をさせていただ

きました。 

 よろしくお願いします。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 事務局から何かございますか。 

○岸田参事官 清原先生がおっしゃったのが、極めてごもっともなお話でして、私どもも

そのように考えているわけでございます。 

 この段階では、夏までに法律の改正が必要かどうかという議論を、現状いただいている

わけでございますが、来るべき第５次基本計画の改定の際に、恐らくこの法律の守備範囲

内にある話だと思いますので、今回は、また先でございますけれども、この議論をもう一

度やっていただきまして、５次基本計画の中に反映をさせていただきたいと、こういうこ

とでございます。 

○藤原座長 よろしいでしょうか。従来の議論、フィルタリング一辺倒的なところがあっ

たので、今の清原委員の御指摘も踏まえて、次の計画のところでは、少し考えるという、

そういう方向でございます。 

 それでは、五十嵐委員。 

○五十嵐委員 今のお話は了解しましたが、現実に今、私の学校でも持ち帰りをしていて、

今までとは違うのだということをすごく痛感しています。 

 といいますのは、もうクラウドを使うのが当たり前になってきますので、今までのよう

に、パソコン室にあるパソコンで、ある程度決められた場面で使うといった情報リテラシ

ーや情報モラルでは足りないのです。根底に、まず、最初に大事だなと痛感しているのは、

パスワードの概念です。そこから始まって大きく変わっていきますし、もう１人１台にな

ってくると持ち帰って、そして家でも、社会全体も変わっていきますので、本当に学校だ

けではなくて、ぜひ、こういう報告書を通して事業者だけではなくて、学校や家庭にも、

こういうふうにするのが必要だというような、新しい時代にふさわしい情報モラルを超え

た、海外でいうと、デジタル・シティズンシップというのですか、何かそういうものに近

づくような、もっと大事なことが増えてくるのではないかと思いますので、そこについて、

そういうことも踏まえて、そういう方向性があるのだということも、できれば少し触れて

いただいたほうがいいのかなと思っています。待ったなしで、変化は激しいです。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

○岸田参事官 承知いたしました。 

○藤原座長 では、尾花委員、お願いいたします。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 先日、文部科学省のネットモラルキャラバン隊という事業で、実際に幼児の保護者の方

から直接質問を受ける機会がありました。その際、保護者自身が自分のやりたいことを抑

えたり、コントロールしたりするのが嫌で、子供を巻き込もうとして、それを正当化する

ような質問をされるケースがあることに、すごく驚いたのです。 

 これは多分、世代の違いによるものではないかと思うのですが、今の若い保護者の方た
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ちは、中学生あるいは高校生ぐらいから携帯電話やゲーム機などを自由に使って育ってき

た世代が多く、せんだって内閣府がリリースされたリーフレットなどでも取り上げていた

だいたように、ゲーム依存が社会問題になっているにもかかわらず、毎日２時間ゲームを

やりながら“子供とコミュニケーションをとる”ことが、私たちの家庭の楽しみになって

いるので、目への負担を軽減するにはどうしたらいいか、という質問があったのです。小

さい頃からの習慣的なゲーム利用の影響や長時間利用の問題を、ちゃんとお伝えしたのに、

その部分は親子のコミュニケーションで正当化し、継続するための策を求めているわけで、

自分の今やっていることを正当化するにはどうしたらいいかというような質問です。 

こういう内容を聞かれる機会は、ちょっと今までなかった傾向です。 

そこで、情報リテラシーという面において、保護者の教育をきちんとしていかなければ

いけないなという気がしてまいりました。要するに子供の教育という視点で保護者に啓発

をするのではなくて、そもそも子育てをしている保護者のリテラシーの向上というものも

心がけていかないといけない世代が保護者になってきたのではないかなと。 

 逆に、きちんと伝えれば理解力と経験値はある世代なので、デジタルがあまり得意では

ない人が多い世代よりも、すごく敷居が低く、比較的スムーズにクリアされると思います。

このあたりのことを頭の隅のほうにでも置いていただければ幸いかなと存じます。 

 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。 

 特に何かございますか。 

○岸田参事官 承知いたしました。 

 ただ、保護者の啓発の中で、実際、尾花先生にも御指導いただきましてリーフレットを

作りましたし、引き続きそうしたリーフレットの作成等を通じて、訴えかけをしていきた

いなと思います。 

○藤原座長 ほかには、何かございますでしょうか。 

 ひとまずよろしいですか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、続いて、提言報告書の骨子案と進捗状況等を事務局から、また総務省タスク

フォースの検討結果を総務省から説明していただくこととします。 

 それでは、まず事務局からお願いいたします。 

○岸田参事官 御説明申し上げます。資料の３－１をお開きください。 

 資料の３－１と資料の３－２が、現在の進捗状況を取りまとめたものでございます。 

 今回御説明申し上げます、提言報告書の骨子案の中で、どういった作業が、これまで進

められてきたのかということをまとめたものでございます。 

 まず、第１の部分でございますが、これは提言報告書を書く際に、必ずこれまでの経緯

ですとか実情を御説明しなければいけませんので、この辺は単純な事実関係といたしまし

て、現在、作成作業を進めておりますが、御説明の機会は、この来年度の４月の会議で御

説明をさせていただきたいと考えております。 

 続きまして、第２でございますが、これが法の施行状況というものでございまして、先

ほど御説明しましたインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進状況と
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いうのは、これは予算で毎年度、年度初めに予算の獲得状況と施行状況というのを、これ

までも連綿として御説明しておりますが、そうしたものと、今回ヒアリングを12月にやっ

ていただきましたので、その結果をまとめたものでまとめてまいりたいと考えております。 

 それから、第２の２のところでございますが、これは義務づけ条文等でございます。 

 これは資料の３－２のほうを御覧いただきたいと思いますけれども、これまで個別の条

文ということで見てまいりますと、今回ちょうど13条から16条まで、これは昨年の９月に

一度ヒアリングで感触を取っていただいて、それを個別の表でまとめたものを、今回御説

明させていただいているという状況でございます。 

 それから17条から23条につきましては、９月の会議、12月の会議でそれぞれ分けまして、

個別の表をもう既に作成して御説明させていただいておりますので、こういうことで、義

務づけ条文については、一応、記載部分がほとんどそろっているという状況でございます。 

 元に戻りまして、第３でございます。 

 第３が、フィルタリング普及見通しについてというものを、この報告書の中で言及をし

ていかないといけないわけでございます。 

 それは、先般も御説明いたしましたが、この環境整備法の改正法の附則４条につきまし

ては、簡単に申しますと、フィルタリングの普及状況があまり思わしくない場合には、法

律の改正も含めて、政府のほうで対応するようにという趣旨の条文でございます。 

 したがいまして、手短に申しますと、このフィルタリングが今後普及率が高くなってい

くのか、それとも悪化していくのかと、こういうことを一つ参考にして、もし、それが改

善しないようであれば、やはり規制強化も含めて検討しなくてはいけないということにな

るわけでございます。 

 １番目のフィルタリング利用率低下に関する要因分析につきましては、既に昨年の９月

に御報告をしておりますように、官民で集まりまして、何がフィルタリングの利用率の低

下につながったのかということを分析もいたしまして、また、それに基づいて、現状、一

斉行動といいまして、新入学期を捉えて、官民で普及啓発の活動を強化して取り組むわけ

ですが、その中にも生かしたりして取組が進んでいるということで、先ほどモバイル社会

研究所のほうからも御説明いただきましたが、中学校１年生の段階で、結構、利用率が伸

びてきているという明るい報告もございましたので、これはかなり高くなってきているの

かなということは、推測ができているわけでございますが、２のフィルタリングの普及強

化策、これは総務省のほうでタスクフォースという研究会をやられていまして、フィルタ

リングの利用率が高まるような取組というのを評価されているということもございますの

で、そういったものを加味して、今後、フィルタリングの利用率がどのように推移してい

くのかということについて、見通しを有識者会議のほうで御承認をいただきまして、この

報告書の中に記載していくということが必要でございます。 

 ４月の会議で、今度はドラフトの形で御説明をさせていただいて御了承を得たいと考え

ております。 

 続きまして、第４でございますが、この手の提言報告書は、必ず相場としては、今後の

施策展開について軽く言及をしていただくのが適当ではないかということで、先ほど来、

いろいろと有識者のほうから御指摘をいただきましたようなことをあらかじめ想定をして
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おりまして、それをまとめたものが、資料の３－３でございます。 

 ３－に３点ございます。 

 これは、本日この会議で御指摘、御意見、揉んでいただきまして、それをまた私ども参

考にさせていただいて、記述の作業を進めさせていただきたいと考えているわけでござい

ます。 

 大きく分けて３点ございます。 

 まず１点目が「青少年情報教育の今後の在り方」でございます。 

 先ほど来、御説明をさせていただいておりますように、これまでの青少年情報教育につ

きましては、いわゆる情報モラル教育を中心に展開をされてきたわけでございますけれど

も、法律が施行されまして、もう既に10年を経過しておりまして、毎年度、年度初めにヒ

アリングをやっていただいておりますけれども、情報モラル教育というのはかなりライン

ナップも充実して、予算額も結構長く投入して、官民を挙げてやっているということもご

ざいまして、これは、もうかなり定着化してきているという評価にはなるのではないかと

いうことでございます。 

 今後を考えますと、それに加えて、さらにプログラミング教育ですとか、あるいは情報

セキュリティといった項目を、この青少年情報教育の中に項目を追加して推進していくよ

うな、情勢がそうなっているのではないかと、こういうようなことを書かせていただきた

いということでございます。 

 ２点目でございます。 

 青少年によるインターネット安全利用についてのOS事業者の協力でございます。 

 これは、現状、青少年有害情報閲覧防止措置、簡単に言ってフィルタリング普及推進で

ございますが、それにつきましては、従来、役務提供事業者、通信キャリアのほうで、販

売代理店等も含めて大きな役割を担ってきていただいたわけでございます。 

 ただ、現状、スマホ化をいたしましてフィルタリングソフトウェアが、スマホの上で円

滑に作動すると、これも１つ目立ってはいないのですけれども、大きな課題でございます。 

 そういう状況の中で、まず１つは、結局、結論的に言えば、このスマホというのは、モ

バイルパソコンでございますので、OS事業者側の御協力というのが必要な状況になってい

るということでございます。 

 もう一つは、OS事業者におかれましても、自ら開発されたフィルタリング、先ほどスク

リーンタイムということで、特に個社のサービスでございますので、言及がございますけ

れども、そうしたOS事業者のフィルタリング機能につきましても、サービスを実際には開

始されているということがございます。 

 それから、３のところでも出てまいりますが、やはりネット依存とか、そういった問題

を含めますと、単に有害情報の閲覧を防止するだけではなくて、青少年のインターネット

利用の時間に関して保護者等が適切に管理をしていくという時代の要請もございまして、

そういったことも含めて、OS事業者のほうで、もう既に取り組まれているというようなこ

とがございますので、義務づけとか、そういったことではなくて、自主的な御協力をいた

だいているということもございますので、そういったものを施策展開の前提にして、今後

の議論をしていただいたほうがいいのではないかということが２番目でございます。 
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 続きまして、３番目でございます。 

 これは、インターネット依存でございます。 

 今のところインターネット依存というのは、やや言い方としては範囲が広過ぎまして、

先般WHOのほうで、ゲーム障害という切り口で、国際疾病分類というものが認められまして、

どうもそういった病気があるのではないでしょうかということには、現状なっているわけ

でございますが、ここは私どもの法律の立てつけは、これはネットの安全利用でございま

すので、そこは若干食い違いがあるのですけれども、ただ、ネット依存の予防ということ

でまいりますと、私どもの理解では、法目的の一応の範囲内にはあるだろうと考えている

わけでございます。 

 ところが、現状、これに関する作用規定、一つ一つの条文といいますか、具体的な条文

というのは、特にありませんので、これは今後の議論でございますけれども、政府全体の

ゲーム障害についての対応というものも、今週ちょうど予定されておりますが、厚生労働

省を中心に、その協議会というものを官民で作られる手はずになっておりますし、いろい

ろな調査研究は、民間でもやられておりますので、把握が進んできて、議論が一定の展開

を見るというような状況も見えておりますので、これは今後の課題でございますけれども、

青少年インターネット依存の予防対策の在り方につきまして、有識者会議の中でも、取り

上げていただくような状況もあるのではないかと、こういうことについて言及をしている

ということです。 

 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。 

 それでは続きまして、総務省のタスクフォースの結果について、梅村課長のほうからお

願いいたします。 

○梅村課長 総務省でございます。 

 資料３－４に沿って説明をさせていただきます。 

 「青少年インターネット環境整備法の改正法附則に基づく検討について～電気通信事業

者等の取組状況に係る見解～」ということで、今年の１月に、総務省の「青少年の安心・

安全なインターネット環境整備に関するタスクフォース」のほうで取りまとめ、１月に公

表させていただいて、内閣府にも提出をさせていただいたものでございます。 

 １ページにまいりまして、こちらは、この検討の背景を記しているものでございます。 

 先ほど御紹介がございました、改正インターネット環境整備法の改正法附則につきまし

て、３年以内の検討の規定が置かれておりますが、その中で、いわゆる電気通信事業者の

義務の特出しをされている部分がございます。 

 それで、電気通信事業を所管する総務省としては、この検討に貢献することが適当とい

うことで、内閣府が中心となって検討を行う中、総務省としても、この検討を総務省のタ

スクフォースで行ったところでございます。 

 資料３ページにまいりまして、３ページから１枚ずつ、この条ごとに事業者の取組と今

後取るべき措置ということでまとめております。 

 13条の青少年確認義務につきまして、事業者における取組状況は、先ほどの内閣府の資

料、とも重複いたしますので、説明は省略いたしますが、今後取るべき措置として、青少
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年の確認義務が確実に履行されるよう、現行法を前提としつつ、引き続き総務省などにお

いて、事業者などの取組をモニタリングしていくことが適当とまとめております。 

 ４ページにまいりまして、第14条説明義務のところでございます。 

 こちらも事業者における取組状況ですが、今後取るべき措置としては、フィルタリング

に係る説明義務が今後も確実に履行されるよう、現行法を前提としつつ、総務省などにお

いて事業者の取組を引き続きモニタリングしていくことが適当ということでございます。 

 そして、一番下の２行でございますが、販売代理店が丁寧かつ簡潔で分かりやすい説明

を行えるよう、８月に総務省で取りまとめた、前々回会合でも御紹介させていただきまし

た、フィルタリングの課題対策にございますように、携帯電話事業者が販売代理店を責任

持って指導することなどが必要とまとめているものでございます。 

 ５ページにまいりまして、15条のフィルタリングの提供義務でございます。 

 こちらにつきまして取組状況のところ、携帯電話事業者は何らかの青少年フィルタリン

グサービスを提供できるようにしておりますが、このTCAの最近の調査によりますと、フィ

ルタリングの加入申出率は上昇基調にあるということを把握してございます。 

 今後取るべき措置といたしまして、「課題及び対策」で取りまとめましたように、フィ

ルタリング利用に係る実データの公表、これは事業者に行っていただいておりますが、ま

た販売代理店に対する指導、カスタマイズ機能の周知強化、ペアレンタルコントロールに

係る機能を訴求したフィルタリングの周知強化等が盛り込まれており、今後、フィルタリ

ングの利用率の上昇が期待される取組が進められているということから、現行法を前提と

しつつ、総務省などにおいて、引き続き、これらの取組の進捗、フィルタリング利用に係

る実データの把握をしていくことが適当としているものでございます。 

 ６ページにまいりまして、第16条のフィルタリングの有効化措置義務でございます。 

 こちらも事業者における取組状況につきましては、１つ目の丸にございますように、改

正法を踏まえ、有効化措置を希望する場合には、販売員が、設定を完了できるようにサポ

ートの実施をしている、と把握しているものでございます。 

 その２つ下の丸のところでございますが、TCAの最近の調査にございますとおり、フィル

タリングの加入申出をした者のうち、店頭で有効化を実施した有効化率も、最近の契約に

おいては上昇基調にあるとお聞きしております。 

 こうしたことから、今後取るべき措置といたしましては、下線部にございますとおり、

今後のさらなるフィルタリング利用率の上昇が期待される取組が進められているところで

ございますので、現行法を前提としつつ、引き続き、これらの取組の進捗、フィルタリン

グ利用に係る実データを把握していくことが適当としているところでございます。 

 ７ページにまいりまして、その他の論点、タスクフォースの中で２つ挙げられておりま

す。 

 １つ目が、通信サービスと端末の分離の進展でございます。 

 こちらは、現況で言いますと、2019年の電気通信事業法改正により、主要な電気通信事

業者においては、一定の条件を満たす通信サービスと端末のセット割引などが禁止された

ところでございます。 

 今後、インターネット上の物販サイトや中古端末の販売店など、携帯電話サービスの販
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売代理店以外の場で端末を購入し、携帯電話事業者とSIMのみ契約を行うようなケースも増

えていくと考えられるところでございます。 

 今後取るべき措置としまして、現行法を前提として、利用者自身が容易にフィルタリン

グを設定できるよう、携帯電話事業者や販売代理店が設定方法の簡略化、分かりやすい説

明、周知などの取組をより一層進めていく必要があるということでございます。 

 そして、今後の端末と通信サービスの販売の状況などを注視していくことが適当として

ございます。 

 最後に８ページでございます。 

 先ほども御紹介ございましたが、青少年フィルタリングにおけるOS事業者の役割の増大

ということでございます。 

 現況の２つ目の丸のところにございますように、OSのバージョンアップデートなどによ

り、フィルタリングソフトが正常に動作しないリスクが生じていることから、携帯電話事

業者にかかる義務を果たす上で、OS事業者の影響が大きくなっていることがございます。 

 また、一部の端末では携帯電話事業者のフィルタリングアプリなどにより、各種アプリ

の制御ができない事例、あるいはフィルタリングアプリのインストールが困難な事例が確

認されており、その場合は、OS事業者自身のフィルタリングであるスクリーンタイムやフ

ァミリーリンクといったものの利用が必要となることがございます。 

 今後取るべき措置といたしましては、こういった状況に鑑み、OS事業者に対して、端末

製造業者によるフィルタリングの容易化措置を円滑に行うように、OSを開発する努力義務

が課せられている現行法を踏まえ、OS事業者と携帯電話事業者等との連携状況を注視して

いくことが重要としております。 

 また、安心フィルターなどのインストールが困難な端末は、現在は一部に限られており

ますけれども、今後のこうした端末の販売普及状況、また、そうした端末におけるOS事業

者が提供するフィルタリング機能の活用が、保護者の選択肢の確保に貢献しているかどう

か、こういったところを注視していくことが適当であるとしたところでございます。 

 簡単ですが、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、今の御説明に、御意見のある方、お願いいたします。 

 では、上沼委員から、どうぞ。 

○上沼委員 ありがとうございました。 

 今後の課題について、２つほど意見を述べさせていただきたいと思います。一つ目は、、

今後の課題として、青少年のインターネット環境整備に関する基本理念の再考という点で

す。 

 というのは、環境整備法を見ますと、そもそも目的に、「青少年有害情報フィルタリン

グソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して

青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずる」となって

おりまして、受動的な閲覧を技術的措置の対象としているようになっているのです。 

 ところが、インターネットの本質というのは、インタラクティブであり、受信よりも発

信により、リスクが大幅に増大するというより、リスクの質が変わるはずです。 
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 今、青少年とネットに関して問題になっているネット上の炎上や、自撮り被害とか、あ

とはSNS上での被害などは、個人情報を積極的に発信してしまうという発信側の問題ですが、

先ほど見たとおり、この法律が受動的な受信についてのみ言及しているということ自体が、

インターネットとしての環境整備との目的に合っていないような気がします。この点をぜ

ひ一度、確認していただければと思います。 

 その上で、それを前提に、いま若年層の被害が増えているということについてどうする

のかということを、従来のフィルタリングだけではない別の方策について考えなくてはい

けないのではないかと思うので、その点を御検討いただければと思います。 

 つまり、１点目は、基本理念の再考と、2点目は若年層の保護のための新しい方法という

ことで御検討いただければなと思います。 

○藤原座長 事務局から何かございますか。 

○岸田参事官 今の法律の基本理念の、ちょうど第３条１項だったと思うのですけれども、

そこで書かれている能力、適切に機器を使いこなして情報発信する能力まで含めて、今、

書かれているということで、おっしゃったように、子供がインタラクティブに使うからと

いうお話だと思うのです。 

 そのインタラクティブに使うからの部分につきましては、情報教育の中で、情報モラル

教育も含めて、トラブルの原因になるようなことをしないようにというのを教育段階で処

理するという考え方の立てつけになっていると思うのです。 

 他方で、そうは言っても流れてくる情報ありますので、それに関しては、閲覧を防止す

るという整理だと思いますので、基本的には、先生おっしゃったような方向で法律を既に

でき上がっておりますので、そこを本当に変えるかどうかという御議論だと思うのですけ

れども。 

○藤原座長 どうぞ。 

○上沼委員 その当時は、おっしゃるとおりだったと思うのですけれども、先ほども見た

とおり、小学生などの若年層が相当ネットを利用しているという状況においては、情報モ

ラル教育では、もうカバーし切れない領域があるのではないかという問題意識です。例え

ば、発達段階において自分と他人について自覚的に区別がつくのが小学４年などと言われ

ています。そうしますと、幾ら情報モラルで教育をしたところで、それより低い年齢では

送信に関するリスクというものは、判断できないのではないかと思われます。とすると、

相当の若年層が、いまネットを利用しているという現状において、必要な対策をもう一度

検討し直す必要があるのではないかという問題意識です。 

○岸田参事官 具体的には、どういった措置をお考えなのか、ちょっとお聞かせいただけ

れば、そこをちょっと私どものほうで預かって、検討させていただきたいと思いますが。 

○上沼委員 対策としては、一つではないとは思うのですが、例えばアメリカとかEUは、

13歳未満の個人情報については特別の保護を与えており、ネット上で個人情報を13歳未満

から取得するときには、親の同意が必要ということを明確に規定しています。これにより、

SNSの利用規約において、13歳未満は利用できないということになっています。 

 また、個人的には機械やシステム等の技術で対策ができるのであれば、システムによる

対策を利用すべきと思っているのですが、そういう意味では、送信段階を技術的に管理で
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きる仕組みがあれば望ましいと思っています。青少年のインターネット環境の整備につい

て、その送信段階での環境整備にも注力することが重要といえるのではないかなと思って

います。いま思いつくのは、そのくらいなのですけれども。 

○藤原座長 よろしいですか。 

○岸田参事官 すみません、こういう形でいいのかどうか分かりませんが、もう一度、別

途詳細にヒアリングをさせていただく機会を設けさせていただきまして、ちょっと宿題扱

いでよろしいでしょうか。 

○藤原座長 そうですね、送信といっても年齢を確認して送信という技術的なお話のこと

の法律論は難しいでしょうし、個人情報保護における欧米の年少者規制をもって、それを

ほかのところに反映していいのではないかというようなことですので、そこは貴重な御指

摘として、もう少し実態等を見ながら、今度、必要であれば議論を進めていけばいいのか

なと思っております。 

 どうもありがとうございました。 

 では、清原委員。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 報告書骨子案の進捗状況につきましては、この会議の検討やヒアリングに基づきますと、

こういうような形になるのかと思うのですが、やはり先ほども発言いたしましたが、今後

の課題をどのように認識するかということを、私も重要だと思っています。 

 今、御提起のありました、若年層への注目については、今期においても、尾花委員を中

心に、乳幼児の実態調査に基づく乳幼児を持つ保護者への啓発リーフレットをつくるなど、

私たちもアクションを始めているわけですが、やはり低年齢化ということは否めないと私

も思います。 

 加えて、小学校、中学校、高校、大学、成人と、このようなインターネットの急速な普

及の環境の中では、ポジティブにもネガティブにもインターネットを使わないで、仕事も

生活も成り立たないということですから、一方で、「インターネット依存」と言われると、

インターネットを利活用せざるを得ない現状の中では、時間だけでは計り知れないことが

ありますので、むしろ、これから厚生労働省を中心に立ち上げられる「ゲーム依存」です

とか、何か特定の場合の病理については、やはり、積極的に今後も研究すべきだと思いま

す。 

 その中でのキーワードに、やはり、今後、「時間管理」、「タイムマネジメント」が、

子供にも大人にも重要になってくるということを感じます。 

 先ほど、モバイル社会研究所に御質問させていただいた動画の件でございますが、テレ

ビや映画であれば、30分、１時間、２時間と視聴するところ、ユーチューブであれば、２、

３分でいろいろアットランダムに視聴されます。実は伏線があっての提供であれ、そうし

たものに見慣れてしまう子供たちの集中力が２、３分になってしまうのではないかと恐れ

る保護者の声も、私のところに届いています。 

 すなわち、画像であれ、映像であれ、その読み取り能力というのは、引き続きデジタル

教科書が普及する中では重要になってくると思われます。 

 したがいまして、情報リテラシーの中身も、いわゆるハードコピーを読むことがソフト
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コピーになるだけでよいのか、いや、画像や映像もどのぐらいきちんと読み取れるかとい

うように奥が深い問題になっていくでしょう。 

 したがいまして、私は、今後の課題の中に、青少年の生活時間の中の時間管理における

インターネットとのつき合い方、活用の仕方があると思います。 

 ２点目に、低年齢化への対応、さらに、もう一つ手法として、学校と家庭と地域がいか

に連携していくかということは、次の課題としても残り続けると思います。 

 高校生のICTカンファレンスをはじめ、地域、学校の取組ということも、具体的な例が増

えてきていると思います。やはり私たちとしては、例示していただいた、１、２、３をそ

れぞれ進めていく上で、原動力として家庭、学校、地域あるいは企業、さらには、具体的

にICT事業者との連携が不可欠であるという認識のもとに、どうすれば着実に連携、協働が

進んでいくのだろうかということは、課題として常に意識していきたいと考えております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 幅広に課題を御指摘いただいてありがとうございました。事務局とよく相談をしたいと

思います。 

 それでは、牧田委員をもって、一応、ここまでということでお願いします。 

○牧田委員 ありがとうございます。 

 さっきの上沼委員の話を聞いていて、実際は、私の頭の中もきちんと整理されていない

のですけれども、青少年の世界というのは、大人の縮図なのですね。青少年のインターネ

ット環境というのは、イコール大人のインターネット環境でもあるわけで、まず、そこを

大前提に捉えないと、さっき尾花委員もおっしゃいましたけれども、その保護者を変えな

いと子供は変わらないということもありますし、それから社会にいる大人たちを変えない

と子供たちも変わらないということもあるのですね。 

 そういった意味では、これはここで申し上げることが適当かどうか分かりませんけれど

も、これからのインターネット環境に対する、いろいろな規制だとか法整備だとかという

のは、まずは大人に枠をはめて、その後、青少年個別といいますか、青少年特有のことに

関してフォーカスをして、その整備をしていくということのほうが、僕は大事なのではな

いかなと思っていて、だから今後の課題の中に、要するに、社会の環境が大きく変わった

ので、大人も一緒に変わらなければいけないぐらいのことを入れられたらどうかと思って

います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ひとまず、これでよろしいでしょうか、ありますか。 

 どうぞ。 

○尾花委員 １つだけお願いしたいことがあったのですが、いいですか。 

 すみません、尾花でございます。 

 低年齢層も含めて、年齢に見合わないアプリケーションやコンテンツを使うことによる

事故やトラブルが、近年頻繁に起きています。記憶に新しいところでは、大阪の女子小学

生が連れ去られたケースも、対象年齢が高校生以上になっているアプリがきっかけでした。 



25 

 

 でも、保護者に年齢に合わせたコントロールをしましょうと呼びかけても、そもそもレ

ーティングそのものをご存じない方もいてなかなか難しいところです。利用者の年齢でコ

ントロールしようにも携帯電話各社が持っている年齢情報を提供はできる仕組みはあるも

のの、それを提供していただいてアプリに組み込むには、様々な面でコストがかかってし

まうという現状があるようなのです。 

 フィルタリングでがちがちにするよりも、せっかく店頭でお聞きして登録している年齢

情報があるのですから、それを利用者の安全のためにうまく有効活用するための仕組みや、

もう少し使いやすい形にできるようなことが将来的にあれば理想的ではないかと。 

 その辺りのことも、携帯事業者やコンテンツ事業者など、事業者マターで何か工夫でき

ることがないか、いろいろ模索・検討して中に組み込めたら、保護者の負担になる部分が

減り、年齢相応のレーティングに合ったものを使うということの実現が、一層推進される

のではないかなと思ったので、ぜひ、前向きにご検討ください。 

 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、続いて関係事業者ヒアリングに移りたいと思いますので、ただ、今回のヒア

リングにつきましては、有識者、オブザーバー、オブザーバーの随行者以外の方には非公

開となっております。 

 そこで、５分間だけ休憩をとりますので、その間に、有識者の随行者、一般の傍聴の方、

記者の方、速記者の方については、御退席をお願いいたします。 

 それでは、５分弱ですけれども、休憩をとります。 


