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第 45 回青少年インターネット環境の整備等に関する検討会のメール持ち回り
開催に伴う提言報告書案への各委員の意見 

番号 意見者 案のページ ５ページ 該当箇所 一部 

１ 藤原座長 意見 
⑵ 改正経緯 
  ⇒ 法改正の経緯 
 
 前後と併せるとこうなるのでは。 

２ 同上 案のページ 18 ページ 該当箇所 オ（ｳ） 

意見 
販売代理店は法的義務を概ね履行している

ものと認められる。 
⇒ 前後との関係ですが、ここのみ概ね履行と
あります。９４％で概ねであれば、他の箇所（ｐ
１３、１５）も概ねの方がいいのでは。 

３ 同上 案のページ 27 ページ 該当箇所 エ総合評価 

意見 
概ねの評価  

⇒ 概ねの評価が本当のところだと思うので
すが、大体という趣旨だと思うので、「概ねの
評価」は削除しても同じかなという感じです。 

４ 同上 案のページ 55 ページ 該当箇所 [敬称略～ 

意見 
検討会委員一覧 

⇒ 7 月 1 日現在等は不要？41 回等の委員構
成は違うので。内閣府の慣例に従います。 

５ 上沼委員 案のページ 全般 該当箇所 全体の構成につい
て 

意見 
 

フィルタリングの利用率やフィルタリング
に関わる事業者の法令遵守の状況が丁寧に検
討されているので、それが青少年のインターネ
ット上の安全の保護にどう結びつくのかにつ
いての考察があった方がよいと思います。特
に、今後の課題とフィルタリングの関係が記載
見えないため、フィルタリング利用率の向上が
なぜ重要なのかが伝わりにくいと思います。 

長時間利用で、青少年有害情報フィルタリン
グソフトウェアへの言及がありますが、なぜ、
長時間利用に対し、フィルタリングが有効なの
か、これだけだと分かりにくいです。そもそも、
フィルタリングとは、保護者による子どものネ
ット利用を適正範囲とするための一手段であ
り、保護者の取り得る手段の一環として、時間
のコントロールもある、ということに言及しな
いと趣旨が伝わりにくいように思います）。 
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６ 上沼委員 案のページ １ページ 該当箇所 一部 

意見 
現状の特性として、過度の利用に言及されて

いますが、現状の課題としては、低年齢化につ
いても触れた方がよいのではないかと思いま
す。 

７ 同上 案のページ ９ページ 該当箇所 一部 

意見 
 組織的な啓発活動が行われていない地域も
存在し、献身的な努力の一方で、情報や人材、
金銭的な理由で団体としての事業の継続が困
難な場合もある。こうした諸課題を補い、  
 
⇒ 「たり」を使うと、再度「たり」で受け
ることが必要なため、表現上の変更の提案で
す。 
 

    

８ 同上 案のページ 16 ページ 該当箇所 ウの表 

意見 
※ ｉｏｓの場合、アプリのフィルタリングは
スクリーンタイム等のＯＳの機能により実施 
 
⇒表の下に記載されていますが、追加的記載で
はなくメインの記載でよいかと思います。子ど
ものスマートフォン利用率では iPhone の数が
多いので、追記で留める記載に違和感がありま
す。 
 また、携帯電話インターネット接続事業者の
フィルタリング提供義務が、端末側に設けられ
た機能を提供するだけで満たされることにな
るのかどうかについては、どこかできちんと論
じる必要があるのではないかと思います（個人
的には足りると考えます）。 

９ 同上 案のページ 25 ページ 該当箇所 ウ １－１ B 社 

意見 
B 社については、店頭における青少年保護機

能の有効化（機能開始）が必ずしも店頭で容易
にできるわけではないこと、及び、他のフィル
タリングソフトウェアが使えない結果、保護者
の選択肢が限られていることについては言及
が必要ではないかと思います。 
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10 上沼委員 案のページ 27 ページ 該当箇所 ウ２－２役務提供事業者 

意見 
 「店頭でのインストールを可能な状態にして
いる」。 
 
⇒「店頭でのインストールが必要な状態にして
いる」とするのがニュアンスとしては適切な気
がします。 

11 同上 案のページ 27 ページ 該当箇所 ウ２－２役務提供事業者 

意見 
 アプリケーションに対するフィルタリング
はＢ社が自社開発したフィルタリング機能が
有効となる。 
 
⇒店頭では必ずしも機能を開始した状態で渡
されているとは限らない（自宅での設定を要す
る場合がある）点については言及がいるように
思います。 

12 同上 案のページ 28 ページ 該当箇所 表 

意見 
 利用容易化措置・Ｂ社フィルタリング機能を
標準搭載することで、18 条の携帯電話等製造事
業者への利用容易化措置を講じている。 
 
⇒ 搭載はされていますが、店頭でただちに機
能開始ができる状態になっているわけではな
い点、言及が必要かと思います。 

13 同上 案のページ 46 ページ 該当箇所 ２⑴ 

意見 
全体に関しても言及したところですが、「２ 

青少年のインターネット安全利用について」の
課題にフィルタリングがどう役立つかの言及
が必要かと思います。 

  

14 同上 案のページ 46 ページ 該当箇所 ２(1) 

意見 
 SNS に対する考え方が変わり、現状のフィル
タリングのみでは対応できない旨は記載した
方がいいかもしれません（高校生プラスでは原
則、SNS はフィルタリングの対象になっていな
いですし）。その言及によって初めて、上位概念
としての「ペアレンタルコントロール」が重要
だという話につながるかと思います。 
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15 上沼委員 案のページ 46 ページ 該当箇所 ２⑵ 

意見 
 長時間利用については、利用の仕方にまで踏
み込んでの検討が必要です。そもそも、ゲーム、
音楽、動画、コミュニケーションの全てがネッ
トを介しての状況なので、ネットの利用時間数
が増えるのは当然です（今まで他のテレビ視聴
などに使われていた時間が、ネットにスライド
しただけの可能性もあります）。 
 したがって、長時間利用の実態と、それによ
る問題とを分けて考える視点が必要だと思い
ます。 

16 同上 案のページ 47 ページ 該当箇所 １ 

意見 
 個人的には、「１ フィルタリング利用率低
下の原因分析」に書かれていることはそのとお
りだと思いますが、客観的な証拠やデータの記
載がないと、なぜこれらを原因として選んだの
か、ということについての説得力がないように
思います。 

17 同上 案のページ 47 ページ 該当箇所 
● ＳＮＳを一律
に使えないという
印象が強い。 

意見 
 これが原因の一番最初に来ることには違和
感があります（実際には一律に使えないわけで
はないですし）。データによる裏付けがないた
め、これ自体が「印象」と捉えられかねないと
思います。 
 原因として「スマートフォンの主な使用目的
が SNS 利用」を別に挙げていますが、これは、
同じ話なので、別々に言及すべきものではない
ように思います。 

18 同上 案のページ 48 ページ 該当箇所 〇 スマートフォ
ン化の急激な進展 

意見 
これが一番の原因なのではないでしょうか。 
フィルタリング利用率の低下と、スマートフ

ォン利用率の増加はデータ上関連して出てく
ると思います。 

19 同上 案のページ 50 ページ 該当箇所 ● 日本国内で流
通している～ 

意見 「一部の OS」とありますが、相当なシェアを
占める OS ですので、その点はしっかり指摘す
べきだと思います。 
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20 上沼委員 案のページ 51 ページ 該当箇所 
● 子供との連絡
手段としてＬＩＮ
Ｅを使いたいと考
える保護者が多い。 

意見 
 「「スマートフォンの主な使用目的が SNS 利
用」の派生ですので、別の原因としてあげる必
要があるかは疑問です。なお、従来でも、EMA
認定では使えましたし、今でも、デフォルト状
態で必ずしもフィルタリングの対象となって
いるわけでもありません。 

21 尾上委員 案のページ １ページ 該当箇所 改正法附則第４条
には、 

意見 
「政府は、この法律の施行後三年以内に、こ

の法律の施行の状況について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす
る。」の文章がダブって記載されている。 

22 同上 案のページ ７ページ 該当箇所 (ｱ)新学習指導要領 

意見 
 ２段落目 

小、中、高等学校の共通のポイントは、 
３段落目 

 小・中・高等学校別のポイントは、 
表示を揃えるべきではないか。 

23 同上 案のページ ８ページ 該当箇所 (ｲ) 普及啓発活動 

意見 
３段落目 小・中高生には 

小・中学生 又は 小・中・高校生 
の表記間違いではないか。 

24 同上 案のページ 23 ページ 該当箇所 イ検証のポイント 

意見 
 ここで記入されている２箇所のフィルタリ
ングソフトウェアがフィルタリングソフトフ
ェアと誤記されている。 
 

25 同上 案のページ 43 ページ 該当箇所 ３ 上記を踏まえ
た今後の 

意見 
この段落の途中に西暦表示が４箇所あるが

表示を統一すべきではないか。 
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26 尾上委員 案のページ 43 ページ 該当箇所 ※注釈 11 

意見 
 親と共有で使っている者 
ここでの表現は 

保護者と共用で使っている者 
又は 親子共有で使っている者 

とすべきではないか。 

27 同上 案のページ 46 ページ 該当箇所 (2) インターネッ
ト利用時間 

意見 
213.8 分、217.2 分、247.8 分と小数点で分表

示がされているが 
（私事ですが）あまり見慣れないので、この

表現方法でよいのか確認です。 

28 曽我部委員 案のページ 16 ページ 該当箇所 表の下の注記 

意見 
「ios」は「iOS」ではないか。 

29 同上 案のページ 20 ページ 該当箇所 (5)ウ 

意見 
「ウ ヒアリング結果」において、第 1 段落

では、「フィルタリングソフトウェアを…提供
している」とあるが、第 2 段落で「最近では」
とあり、現在どうなっているのかが曖昧な表現
になっている。さらに、第 2 段落後半では「提
供しているところもある」とあり、提供してい
ない社はどうしているのか不明であることも
相まって、全体として現在の状況がどうなって
いるのかわかりにくいと思われる。その結果、
次の「エ」の「義務を履行していると認められ
る」という評価の根拠事実が不明確となってい
る。 

30 同上 案のページ 29 ページ 該当箇所 下から 2 行目 

意見 
「確認」で終わっており、句点もないので、

不体裁ではないか。 

31 同上 案のページ 46 ページ 該当箇所 下から 2 行目 

意見 
「管理ツール」という用語はここが初出であ

るが、意味がわかりにくように思われる。同じ
ページに言及のあるペアレンタルコントロー
ル機能と関連するものであれば、それとの関連
が分かるように記載すべきではないか。 
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32 竹内委員 案のページ ３ページ 該当箇所 
 
全般 

意見 
 ここ 10 年の最も大きな変化は、①高性能化、
②需要の拡大、③低年齢化だと思っています。
①高性能化したので、青少年ができることが格
段に増え、生活に密着したものになっていま
す。さらに「コロナ禍」で、リモートワーク、
web 授業等が推進されているのに象徴される
ように、②需要の拡大も著しいです。10 年前は、
「禁止」「制限」が青少年のインターネット問題
への基本的スタンスの場合が多かったですが、
今後は、「利活用」を前提としてものになってい
きます。そういう社会全体のスタンスのため、
これまではこの種の報告書は、「禁止」「制限」
の状況を記載することに終始しましたが、今後
は「利活用」との裏表の記載になっていかなけ
ればならないと思います。そういう意味では、
文部科学省が検討している「学校への携帯電話
持ち込み問題」等への目配せも重要だと思いま
す。 
また最も大きな変化は③低年齢化です。「青少
年」なので、18 歳未満が対象で、なんとなく中
高生がターゲットになってきましたが、小学生
や乳幼児にまで視野に入れていくことも検討
が必要だと思います。特に保護者が乳幼児に使
わせるための配慮（ペアレンタルコントロー
ル？）についても今後必要性が高まってくると
認識しています。さらに書けば、乳幼児、小学
生、中学生、高校生、それぞれで状況も必要な
対応も異なってきますので、枠組等から再検討
が必要な時期になりつつあるという印象を持
っています。フィルタリング等も小学生、乳幼
児向けも検討していかなければならないよう
な事案が急増しています。 
 

33 同上 案のページ ８ページ 該当箇所 第２の１（４）ア
（エ） 

意見 
 文部科学省の学習指導要領の改訂等の記載
がありますが、「光と影」それぞれへの対応はで
きつつありますが、その連携が難しいのが現状
です。「情報教育」と「生徒指導」、「人権教育」
等がそれぞれで対応策を講じており、それぞれ
が有用なものですが、同じようなことをそれぞ
れでやっているので、包括的な対応が求められ
ると感じます。文部科学省に限ったことではな
く、国全体で縦割りを超えた取り組みが必要で
しょう。そういう意味で、内閣府が取り組む意
義は深いと思います。 
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34 竹内委員 案のページ 16 ページ 該当箇所 
 
第 2 の２（３） 

意見 
 主要３社の結果が記載されています。MVNO
についてももう少し、目配せが必要だと感じま
す。今後、増えていくことも予想されます。事
業者任せから、ある程度統一した基準のような
ものが必要だと感じています。EMA がなくな
った今、企業への情報提供、課題提示を担う機
関が必要でしょう。 

35 同上 案のページ 25 ページ 該当箇所 
 
第２の２（７）ウ 

意見 
 OS 開発事業社は絞られますので、記名は難
しいですか。海外の業者がこのあたりについて
独自に行っていることに危うさを感じます。日
本の子どもたちを守る取り組みですので、ここ
にある程度、日本の考えを反映できる仕組みが
あればと思います。 

36 同上 案のページ 28 ページ 該当箇所 
 
一部 

意見 
 「利用容易化措置の履行状況を講じている」
との記載がありますが、社会全体としてまだ
「難しそう」「よくわからない」との声が多いの
も事実です。「容易化措置を十分に周知する必
要」もあると思います。 

37 同上 案のページ 35 ページ 該当箇所 
 
全般 

意見 
 青少年の課題は刻々変化しています。ここに
は警察関係のトラブルが記載されていますが、
消費者問題（高額課金、詐欺等）の問題も多く、
そういう意味の「有害情報」も看過できない状
況だと思います。 

38 同上 案のページ 46 ページ 該当箇所 
 
全般 

意見 
 ペアレンタルコントロールが上位概念で、そ
の一部にフィルタリングがあるのだと認識し
ています。この混同が多く、混乱を招いている
のだと思います。 

39 同上 案のページ 47 ページ 該当箇所 
● ＳＮＳを一律
に使えないという
印象が強い。 

意見 
 アンドロイドと iOS で Twitter や LINE 等の
使用の可否が異なるのは大きな問題だと思い
ます。青少年は、これらを使うためにインター
ネットを使う場合も多く、ここへの対応は少な
くともそろえる努力が必要です。 
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40 竹内委員 案のページ 47 ページ 該当箇所 
 
全般 

意見 
 フィルタリング利用率が H30 に 40％を切っ
たのは大きな課題だと思います。総務省の調査
で上向いたと聞いているので、希望が持てます
が、危機感を共有すべきです。以前はフィルタ
リングで用語統一されていたのが、最近「安心
フィルタ」「ウェブ安心」等、多様な言葉が混在
していて、かえってわかりにくくなっていると
保護者に指摘されたことがあります。せめて、
業界用語だけでも統一すべきではないでしょ
うか。 

41 中川委員 案のページ 45 ページ 該当箇所 
 
第５の１ 25 行目 

意見 
（修正前） 
～それに付随する知識をまとめて教えるなど
して多面的な情報教育を行うとしている。 
（修正後） 
～それに付随する知識や適切な関わり方につ
いて考えさせるなどして多面的な情報教育を
行う必要がある。 

42 同上 案のページ 45 ページ 該当箇所 
 
第５の１ 29 行目 

意見 
（修正前） 
～うかがい知ることができることから、コンピ
ュータを主体的に活用したり、 
（修正後） 
～うかがい知ることができることから、身近な
問題解決にコンピュータを主体的に活用した
り、 

43 牧田委員 案のページ 45 ページ 該当箇所 
 
第 5－1 全体 

意見 
 教育の今後の在り方について、高校生 ICT カ
ンファレンス等の青少年が自発的に情報活用
能力を向上できるような取組みを、文部科学省
あるいは総務省で支援することについても盛
り込むのがよい。 

44 同上 案のページ 46 ページ 該当箇所 
 
第 5－2－(1) 全体 

意見 
46 ページ「第 5－2－(2)」の最終段落にある

「保護者の責務に資する」という観点を、本欄
のペアレンタルコントロールの活用について
も明記するのがよい。(もちろんペアレンタル
であるから保護者のためのものであるのだが、
責務として活用すべき点を明らかにした方が
よい)。 
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45 山本委員 

案のページ 43 及び 47
ページ 該当箇所 

第 3 フィルタリン
グ の 普 及 見 通 し 
２フィルタリング
利用率の推移、 
参考資料 １ フ
ィルタリング利用
率低下の原因分析 
参考：フィルタリン
グ利用率の推移 

意見 
 P42～43 の２フィルタリング利用率の推移
の中で、「30 年度の利用率は大きく低下したが、
元年度には 36.8％から 37.4％ と＋0.6％でわ
ずかに増加に転じ」という記述があり、令和元
年度の利用率まで言及があるが、一方、参考資
料の「フィルタリング利用率の推移」のグラフ
では平成 30 年度までで、令和元年度の数値は
表示されていない。 
フィルタリングの推移の説明をグラフで確認
できるよう、グラフの方にも令和元年度の数値
を表示することが望ましい。 
 

 




