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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。 

 今回は、未曽有の状況でもございますし、一部委員の方々からも御意見を頂戴したとい

うことで、Ｗｅｂ会議での開催となりました。今回の議事進行にあたり、注意事項と会議

に使用する資料を事務局から説明してもらいます。 

 それでは、お願いいたします。 

○磯主査 内閣府事務局の磯でございます。 

 Ｗｅｂ会議にあたり注意事項を何点か御説明いたします。 

 通信環境により通信が切れるといったことが予想されますが、その際は一旦議事の進行

を事務局に委ねていただき、回線が復帰するまで事務局のほうで進行するという形を取ら

せていただきます。 

 また、本日御発言を希望される方につきましては、Zoomの挙手機能を活用して挙手して

いただき、事務局で整理して順番に藤原座長から御指名いただきます。 

 御発言の際は画面上に表示されているミュートボタンをＯＦＦにしていただき、お名前

を最初に述べた後、御発言をお願いいたします。御発言が終了しましたら、必ずミュート

ボタンをＯＮにし、周囲の音声が入らないよう御配慮いただきたいと思います。 

 なお、今回の会議につきましては、事前に御案内のとおり、音声のみＹｏｕＴｕｂｅで

ライブ配信させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 資料については、今回資料１から４と４種類ございます。お手元に御準備の上、御対応

よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 それでは、委員の出欠状況など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 内閣府事務局の岸田でございます。 

 御報告いたします。 

 本日は、小城委員が御欠席となります。また、竹内委員が所用で遅れるとの御連絡がご

ざいました。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 なお、内閣府の嶋田政策統括官は公務により途中退席となりますので、御了承ください。 

 続いて、前回の第45回検討会から新たに５名の委員が参加されることになりましたので、

遅れて到着する竹内委員を除いた４名の委員の皆様方からそれぞれ御挨拶をいただきたい

と思います。 

 まず、このたび座長代理に指名されました木村委員からよろしくお願いいたします。 

○木村委員 東京都立大学の法科大学院で刑事法を専攻しております木村と申します。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 
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 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 続いて、佐川委員、よろしくお願いいたします。 

○佐川委員 一般社団法人セーファーインターネット協会の佐川と申します。前任の吉田

に代わりまして参加をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 当協会では、各種ホットラインの運営とリテラシー教育に関連する事業を行っておりま

すが、私は主に教育事業を担当させていただいております。いろいろ勉強させていただく

ことばかりかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 続いて、執行委員、よろしくお願いいたします。 

○執行委員 一般社団法人電子情報技術産業協会理事の執行と申します。長尾に代わりま

して今回初めて参加させていただきます。 

 本日の会議のように、オンラインで繋がることが常態化してくると、青少年、若い皆さ

んのインターネットへの関わり方というのもまた変化してきているのではないかと思って

おります。業界としても、デジタル化の進展に向けていろいろな新しい取組をしておりま

して、貴重な機会をいただきましたので、本検討会で御協力、お役に立てるように頑張っ

てまいりたいと思います。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。 

 続いて、中川委員、よろしくお願いいたします。 

○中川委員 放送大学の中川一史と申します。 

 放送大学での社会人学生の指導のほか、デジタル教科書、プログラミング教育、STEAM

教育、情報モラルを初めとする学校でのICT環境の活用や情報活用能力育成に関する研究、

それから学校や自治体への助言を行っています。 

 本提言に関連しては、掲載されている文部科学省の「教育の情報化に関する手引」作成

委員会の副座長をしておりました。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。 

 続いて、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

と存じます。 

 最初に、「令和元年度青少年のインターネット利用環境実態調査」の結果について、事

務局から簡単に説明していただきます。よろしくお願いいたします。 

○岸田参事官 内閣府事務局の岸田でございます。 

 それでは、資料１と資料２を用いまして御説明を申し上げます。 
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 まず資料１をおめくりいただきまして、２ページ、調査概要でございます。調査目的は、

平成21年度から今日に至るまで毎年ずっと青少年のインターネットの利用状況について調

査を続けております。 

 調査の作りとしましては、概ね２つございまして、２の（１）①②で書かれております

ように、満10歳から17歳までの青少年本人5000人に対して、それと保護者5000人というこ

とで、これは対のものでございます。対の組合せに対して、個別面接聴取法で基本的に訪

問調査をやっているものでございます。 

 それに加えて、ここ３年ぐらい③の低年齢層の調査ということ。これは０歳から９歳ま

で、3000サンプルということで張り出し部分でございます。 

 調査結果についての御説明でございます。４ページをお開きください。青少年の93.2％

がインターネットを利用しているということで、もはやほとんどの青少年は使っていると

いうことでございます。実際に利用している機器ということになりますと、黄色で塗って

ございますスマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機の３種類が上位３機種ということ

で、ほとんどこれを使っているということでございます。 

 続きまして、６ページに行きます。青少年のインターネットの利用状況－２でございま

す。専用率でございます。青少年は、子供も含めてですが、小学生の段階で既に40.1％は

専用でございます。中学生で80％、高校生だとほぼ100％に近いということでございまして、

子供であってもできるだけ専用で自分のやりたいことをやりたいということで、専用率が

どんどん高まってきているということであります。 

 １枚ージめくっていただきまして７ページでございます。これは青少年のインターネッ

トの利用状況－３でございます。どういった用途に使っているのかということでまいりま

すと、10歳から17歳の部分でございますので、音楽視聴、動画、ゲームの３つについて非

常に高い率で推移している。あとはコミュニケーションでございます。 

 続きまして、８ページでございます。これは利用時間の状況でございます。過去４年分

を並べておりますが、今回令和元年度の調査結果におきまして初めて全体の平均利用時間

がついに３時間を突破したということでございます。高校生のほうで御覧いただきますと

４時間を突破しているということで、利用時間がどんどん延びてきていたわけですが、つ

いに３時間を突破したということでございます。 

 次は９ページでございます。これからは低年齢ということで、０歳から９歳までになり

ますが、これも10歳以上と同じような傾向でございます。スマートフォン、タブレット、

携帯ゲーム機を専用で使ってきているということなのですが、10ページを御覧いただきま

すと、実際に０歳から９歳までの段階では必ずしも専用ということには至らないで、親と

共用の者が多いわけですけれど、９歳から10歳にかけてどんと専用率が伸びてくるという

状況が分かるわけでございます。 
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 11ページでございます。これは、低年齢層の子供が何に用いているのかということです。

先ほどと少し違ってコミュニケーションはまだ伸びていかない。音楽視聴についても伸び

ていかない。動画視聴とゲームはやや高率で伸びていっているという状況かと。ここが違

いでございます。 

 続けて、12ページの令和元年度の平均利用時間のほうですが、84.9分ということで、低

年齢層ではそこまで時間が高くなるわけではないのですが、それでも実際には１時間は超

しているということ。この平均ですので、９歳でも結構使っている、101分となっておりま

す。これがだんだん延びてくる傾向にあるのかと思います。 

 続きまして、13ページでございます。例年でありますと、０歳から９歳までを青の棒グ

ラフ、10歳から17歳については赤の棒グラフ、この２つを対置して御覧いただいていたわ

けですが、基本的にはデータはもともとございましたので、０歳から17歳まで全部並べて、

保護者回答も並べ、それに付加する形で本人回答を並べてみたということでございます。 

 例年との違いというのは、10歳から17歳の部分について比較をしていなかったのですが、

今回初めて並べてみるようにしました。その結果、保護者回答と本人回答が必ずしも完全

に一致するということではないのですが、概ねの傾向としてはほぼ一致しているというこ

とで、そこから分かるところというのが、結局、０歳から９歳までも、多分この保護者回

答は正確で、恐らく実態を反映したものになっているということが言えるのではと思いま

す。 

 14ページでございます。先ほどより説明しております機器の専用・共用の状況でござい

ますが、並べてみますと１つ言えるだろうというのは、９歳から12歳の間に専用率が高ま

っていくということで、そこを１つの着眼点にして啓発などを重点的に行っていく必要が

あるのかということがこの中から見てとれるわけでございます。 

 16ページに行きます。年齢別で平均の利用時間を並べているわけでございますけれども、

２歳からデータがございますが、10歳から17歳まできれいに直線的に利用時間が延びてい

く。17歳は少しへこむのですが、これは受験勉強などの影響もあるのかもしれません。 

 続きまして、17ページでございます。これは家庭のルールの有無でございます。ここで

着眼しておりますのは、保護者と青少年本人との意識のギャップでございます。例えば小

学生で見てまいりますと、本人は77％、保護者の88％はルールを決めたという認識がある

わけで、その差が10％ぐらい。ところが、中学生になりますと、63％と80％ということで

15％ぐらい。高校生になりますと、今度は38.6％と62.6％ということで20％ぐらい。５％

ぐらいずつ延びていくということで、子供が成長するにつれて、「ルールを決めましたよ

ね」というところについてお互いにギャップが生じる。このようなことが顕著になったと

いうことが分かります。 

 続きまして、18ページでございます。これは、保護者のほうが青少年の利用に関してど
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ういうふうな管理の仕方をしているのかについて聞いているわけでございます。この中で

は「大人の目の届く範囲で使わせている」や「利用する際に時間や場所を指定している」

など、こういったものが高いわけでございます。本日御議論いただきます「フィルタリン

グを使っている」というのが、少し見づらいのですが、36.8％から37.4％ということで若

干微増ということでございます。 

 続きまして、19ページは過去のデータ６年分を並べてみたということでございます。 

 20ページでございます。これは低年齢層の場合にどうなのかということでございますが、

低年齢層の場合はこの「フィルタリングを使っている」という率があまり高く出ないとい

うこともございます。他方で「大人の目の届く範囲で使わせている」や「利用する際に時

間や場所を指定している」など、これはよく守られる部分だと思いますので、ここでかな

り期待できるかと思っております。 

 続きまして、21ページでございます。これはインターネットに関する青少年本人に対す

る啓発の機会でありますが、右側の数値を見ていただきますと、「学校・幼稚園・保育園

等」という教育機関のほうは、総数は97.8％ということで、青少年のインターネット啓発

といいますか、教育というのは、この学校教育が中心になってやってきていただいている

ということだと思います。 

 22ページですが、低年齢層の部分について見ているわけでございます。こちらのほうは、

どちらかというと、幼稚園や保育園ですから、親が担う部分というのが10歳以上に比べて

相当大きいということが分かります。 

 続きまして、23ページです。保護者がどこから情報を仕入れたのかということがあるわ

けですが、これはやはり教育機関から聞いているケースが多いということがあります。あ

と、PTAです。やはりPTAの役割が非常に大きいということがこの中からわかります。親同

士の繋がりなどがかなり重要な役割をされているのだと思います。 

 続きまして、24ページでございます。先ほど御説明しましたように、フィルタリングの

利用率というのは若干微増でありますが、その理由はどういうところにあるのかというこ

との根拠が２つございます。 

 24ページで御覧いただきますと、青少年の保護者のフィルタリングの認知の率でござい

ます。ストレートに申しまして、一部例外はありますが、23年から30年にかけて基本的に

徐々に長期低落傾向でフィルタリングの認知率が少なくなっていた。ところが、平成30年

度と令和元年度を比較していただきますと、56.2％から60.2％ということで認知率が増え

たということでございます。こういったところは特に事業者の努力が大きいと思いますが

それが結果となって出てきているということでございます。 

 先ほど御説明しましたフィルタリングの利用率が必ずしも微増でとどまっているではな

いかという御指摘もあろうかと思いますが、あれは、お風呂の浴槽に水が張ってあって、
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そこにお湯を足していってもなかなか温度が上がらない。要するに、携帯電話やスマホの

取得の時期というのも変化しておりますし、一度取得したらなかなか買換えもしませんの

で、徐々に少しずつお湯を足していって温度が上がっていくということでございますので、

急激に伸びたりはしないわけですが、その原因というのは少なくとも認知率が上がってい

るというところには求めることができるのではないかということで考えております。 

 それに関連して資料２のほうでございます。これも総務省のほうで、「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」という検討会をやっておら

れまして、そこで通信キャリアから御提出いただいた資料でございます。これを御覧いた

だきますと、2019年１月から2020年３月ぐらいまでの数値を見ていきますと、加入率、有

効化率といったものが顕著に伸びてきているということでございます。事業者別は一々御

説明いたしませんが、事業者の取組そのものが相当程度向上して、それによって先ほど御

説明しましたフィルタリングの認知率も上がりましたし、全体としてのフィルタリングの

利用率も、若干ではありますが、持ち直してきているということがあろうか思います。 

 これに関し、ここだけ詳しく御説明させていただきたいのですが、資料３の検討会報告

書、いわゆる提言案でございます。その中の49ページを御覧いただきますと、中ほどに「フ

ィルタリング利用率の推移」というのを折れ線グラフで掲載してございます。これを御覧

いただきますと、実は平成25年と26年の間は、調査の方法が違ってしまったために折れ線

グラフが繋がらない。それからもう一カ所、27年と28年も同様の理由で繋がらないという

ことがございます。 

 結果的に、証明ができる範囲の話でまいりますと、実は平成24年から平成30年にかけて

比較参照が可能な数値の範囲内では、フィルタリングの利用率というのは長期的にずっと

下がり続けていたということでございます。それが今回の調査で僅かですが、初めて増加

に転じたという意味があるということでございます。 

 簡単でございますが、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、２枚目の調査結果について、今、御説明していただいた点につきまして質疑

の時間を取りたいと思います。 

 委員の方、御質問がございましたら、お願いいたします。 

 特にはよろしいですか。 

 どなたからも特段の御質問等ないようでございますので、続いて、前回第45回検討会で

いただいた委員の皆様の御意見について、事務局から全体をまとめて説明をお願いいたし

ます。 

○岸田参事官 内閣府事務局の岸田でございます。 

 それでは、資料３の「提言報告書案」を御覧いただきつつ、資料４の「提言報告書案に
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対する委員の意見及び事務局案」について御説明を申し上げます。 

 まず、資料３の提言報告書の作りについては、目次のところを御覧いただきまして、そ

れで御説明をしたいと思います。全体の作りは、第１に情勢と改正の経緯について言及い

たしまして、その後、第２の法の施行状況というところ。これは法律の執行状況をヒアリ

ングや各種の調査などでまとめた結果を掲載してございます。 

 特に今回の会議の趣旨が、改正法附則によります見直し条項に関するものでございます

ので、この規制の部分に関してやや詳しくヒアリング等を実施して行った結果をまとめて

いるということでございます。 

 そして、先ほど簡単に御説明いたしましたが、この規制の狙いは基本的にフィルタリン

グの普及でございますので、フィルタリングの普及見通しについて核心部分として第３の

ところで書いてございます。 

 それから、第４、第５のほうでは、この有識者会議でも検討をしていただきたいと思っ

ております第５次基本計画への改定作業でございます。そちらについての課題をノミネー

トしておくという作りになってございます。 

 若干繰り返しになりますが、第３のフィルタリングの普及見通しについて、この革新部

分の判断理由でございます。先ほども御説明いたしましたが、１つは、第２の２でヒアリ

ングなどを行っていただいて法規制の遵守状況が良好であるということが判断理由でござ

います。もう一つは、第３に書いておりますフィルタリングの普及見通しについて改善を

見込むことができて、現状、直ちに規制強化を行う緊急性は認められない。この２つをも

って法律の改正は必要ないのではないかということを取りまとめている案になってござい

ます。 

 続きまして、この提言案について有識者の方々からいただきました御意見について事務

局にて提案をまとめたものが資料４でございます。この意見番号の順に御説明申し上げま

す。 

 まず１番目、上沼委員からいただいております。現状の特性として、過度のフィルタリ

ング利用に言及しているが、現状の課題としては、低年齢化についても触れたほうがいい

のではないかという御指摘でございます。これは１ページでございます。赤字で直してお

りますように「インターネット利用の低年齢化や」を追加いたしまして、御指摘どおりに

修文しております。 

 意見番号２でございます。竹内委員からの御意見でございます。これは３ページの情勢

全般についての御指摘でございますが、全く同感です。これまでは、青少年ということで、

どうしても中高生をメインにして考えてきたということがあったわけでございますけれど

も、実は小学生や低年齢層についても影響が大きいのではないかということで、先ほど御

説明しました低年齢調査を途中で追加して把握してみたら、実は利用率も結構高く、多少
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問題もあるだろうとか、実際に事件発生のようなものも出てきておりますので、低年齢層

について情勢の変化があったということを注視していくべきだというようなことでござい

ます。 

 実はこれは３ページの情勢編ではなくて今後の課題のところでも取り上げておりますし、

これは主に運用面に関する御指摘でございますので、今後の第５次基本計画の策定におい

て竹内委員の御意見については反映してはどうかということでございます。 

 続いて、意見番号３でございます。これも竹内委員からでございますが、16ページでご

ざいます。MVNOについてもう少し警戒したほうがいいのではないかという御指摘でござい

ます。実のところ、これは以前作成されました提言報告書とは別でございますが、法改正

の前に一度この有識者会議でも提言報告書を作っていただいておりまして、過去にそこで

もMVNOについてということで御指摘がありました。ただ今回のポイントは、基本的に現状

ある規制の遵守事項について力点を置いて検討してまいったということでございますので、

この御指摘については、課題としてはあるかと思いますので、今後、関係者間で引き続き

御検討いただくのがよろしいのではないかと考えております。 

 続きまして、意見番号４番、上沼委員からいただいている御意見でございます。これは

iOSについての表記の仕方になるわけですが、16ページに「役務提供事業者別のフィルタリ

ングサービスの状況」という表がございます。表の下の※に、iOSの場合どうなるのかとい

うことを記載しているわけでございますが、上沼委員からの御指摘は、この※の話ではな

くて、本文の中に書いたほうがいいのではないかという御指摘だと思います。 

 考えましたときに、携帯電話のインターネット接続役務提供事業者、いわゆる通信キャ

リアでございますが、この３社のヒアリングにおきましては、御回答としてはサービスと

いうことで、ここの表に載せているものを御説明いただいているということです。通信キ

ャリアとしては、きめ細やかなフィルタリングということで、iOSのスクリーンタイムも十

分機能を果たすわけですが、どちらかというと、通信キャリアのほうはそちらを説明に使

っておられるということもあるので本条の義務履行に際しての説明としては、こちらの通

信キャリアが説明になっているこのサービスのほうが適切なのではないかと考えてござい

ます。 

 続いて、意見番号５、藤原座長からいただいております。これも表現が少し微妙なとこ

ろで、私どものミスに近いのですけれども、これは「18ページ」になっておりますが、「19

ページ」ですね。19ページの上から３行目のところに「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」と書かせていただいたのですけれども、そうしますと、13ペ

ージ、15ページのほうも。13ページで行きますと、オの（ウ）検証のところに「概ね」と

いうのを入れたほうがバランスとしてはいいのではないかとなりますし、15ページも、オ

の（ウ）検証の３行目で「概ね」を足したほうがいいのではないかということで、藤原座
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長の御指摘を踏まえて修文をいたしております。 

 意見番号６番、曽我部委員からの御指摘でございます。20ページでございますが、これ

も私どもの書き方が少しあやふやな言い回しになっておりまして、御指摘としては、ちゃ

んとしたエビデンスがあって、はっきりと結論を示さないとということで御指摘をいただ

きました。私ども事務局のほうで再度直接ヒアリングを行いまして、根拠事実を確定した

上で、この赤字の部分でございますが、「５万を超える契約者を有するISP」というのは業

界においては非常に大手でございまして、数が限られているということもございますので、

これは確定的な回答として、全てにおいてこのラインナップが用意されているということ

が確認されましたので、御指摘を踏まえて修文をいたしております。 

 続きまして、意見番号の７でございます。上沼委員からでございます。25ページを御覧

いただきたいと思いますが、OSの業者について努力義務をどの程度果たしているのかとい

うときに、現状は店頭ですぐにパッと容易にできてしまう、ボタンを１個押せばすぐでき

るとか、そのような形には必ずしもなっていないので、そこは保護者の選択肢が限られて

いることについて指摘をしておいたほうがいいのではないかということで御指摘をいただ

いているわけでございます。 

 その19条の条文というのは、基本的に、その条文にも書かれておりますとおり「開発す

るよう努めなければならない」ということで努力義務でございます。努力義務の履行状況

に関する評価といたしましては、一生懸命頑張っているというのは努力ですから、努力を

しているかどうかがあくまでもその評価の基準でございまして、これが本当に完全に頑張

って努力しているということになりますと、それはもはや確定的な義務に近いということ

になりますので、この努力義務を根拠にして、どこまでの措置を民間事業者に対して要求

するのかということになります。そこで、原案のとおり、それはそれとして、頑張ってい

るのは頑張っているのであるから、このとおりの書きぶりのほうがいいのではないかとい

うことで提案しております。 

 続きまして、意見番号８、竹内委員からの御指摘でございまして、25ページでございま

す。OSの開発事業者というのは数が限られているので、記名をされてはどうかという御意

見をいただいているわけでございます。私どもとしましても、記名というのもあり得るの

かということではありますが、基本的にヒアリングや今回の報告など研究の趣旨からいた

しますと、個別の会社がどうこうとか、一つ一つ指導を加えようとかいうことではなくて、

全体に法律が遵守されているのかどうかを中心に考えていくということでございます。ヒ

アリングの結果によりましても、関係事業者の全てが義務を履行されているという前提に

立ちますと、一つ一つ会社の名前を挙げる必要性は特にないのかと思っております。 

 続きまして、意見番号９でございます。上沼委員からでございます。27ページを御覧い

ただきたいと思いますが、スクリーンタイムとか、こういったものの有効性について、こ
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れは店頭で既にインストールされているという状況でもなくて、保護者のそれ相応の努力 

が必要だというところについてやはり言及をしたほうがいいのではないかと。これについ

ては、先ほどの意見番号７については利用者にとってかなり厳しいのかもしれませんが、

９のほうについては、保護者にもここは注意をしてもらわなければいけないポイントです

ので、そこの部分については御指摘を踏まえて修文をしたほうがいいのではないかと考え

たということでございます。 

 続きまして、意見番号10、藤原座長からいただいている御意見でございまして、27ペー

ジでございます。概ねの評価が本当のところだと思われるが、大体という趣旨と感じられ

るということです。正直申し上げて、私どもも書いているときにややアバウトだなという

印象を与えかねないということで、中途半端ではと悩んでおりまして、「概ねの評価」と

いうのは削除したほうがいいのではないかということでございます。確かに質的問題とし

ては完全に義務履行という結論にしかなりませんので、そこは藤原座長の御指摘どおりに

修文しております。 

 続きまして、意見番号11でございます。28ページを御覧ください。表の中に利用容易化

措置を講じているＢ社というのが出てきますが、竹内委員からの御指摘は、難しそう、よ

く分からないということで、措置は講じているのだけれども、使う側も、保護者にとって

これが本当に使いやすいのかというところで容易化ではないのではないか、こういう御指

摘かと思われます。ただ、法律が義務を課しておりますのは、あくまでもフィルタリング

を使いやすくなるというシステムであるという質的な問題でございまして、多分、分かり

やすさというのとはやや異なるということかと思います。 

 ただ、御指摘は全くもってごもっともでございますので、今回の報告書につきましては

法律の義務を履行しているのかどうかという判断で、修文はいたしませんが、この容易化

措置の本質は何であるのか、留意点が何であるのか、こういった運用上の配慮については、

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」推進会議を昨年から作って鋭意しておりますが、

今後そういった機会を通じて事業者に対して協力を求めていくということは必要であると

考えております。 

 続きまして、意見番号12でございます。上沼委員からいただいておりまして、同じ28ペ

ージでございます。店頭で直ちに機能開始できないということで、先ほど竹内委員への御

説明と同様な理由で対応させていただければと思っております。 

 意見番号13でございます。尾上委員からいただいている43ページの表現ぶりでございま

す。43ページの脚注の、もとの「親と共有で使っている者」というのは確かに表現がこな

れておりませんでしたので、御指摘のとおりの表現に直させていただきたいと思います。 

 意見番号14、牧田委員からの御指摘でございます。45ページの教育についての特に今後

の課題というところで御指摘をいただいております自発的に情報活用能力を向上させると
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いうところで、文部科学省と総務省で現状も頑張ってやっておられますが、そういったも

のをもう少し強力にという御趣旨かと思われます。今後、これにつきましては、第５次基

本計画策定の際に反映をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、意見番号15、中川委員からの御指摘でございます。これは45ページの中ほ

どにある部分の書きぶりでございます。修正点は、「それに付随する知識をまとめて教え

る」ということで、あくまでも教える側を主体にして書いていたわけでございますが、修

正の御意見というのは「付随する知識や適切な関わり方について考えさせる」。これは主

体的に学ぶということをもう少し打ち出したほうが学習効果や教育効果が高いということ

の御指摘かと思われます。これはまさに御指摘のとおりでございますので、御指摘を踏ま

えて修文をしております。 

 続きまして、意見番号16でございます。これについても、「主体的に活用」と茫漠と書

いておりましたが、「身近な問題解決に」ということを御提案いただきまして、確かにそ

ちらのほうが主体的になる動機付けが示されますので、やはりこちらの書きぶりのほうが

いいかということで、御提案どおりにしております。 

 意見の17でございます。上沼委員でございます。これは、フィルタリングが安全利用に

ついてどの程度役に立つのか、それについてもう一度確認的に書いておかないと読み手は

なかなか分からないだろうという御指摘だと思います。 

 それから、続けて御説明しますが、意見番号18でございます。これは、現状、SNSの考え

方といいますか、サービス内容といいますか、諸々が変化をしてきて、当初、草創期にフ

ィルタリングで何とか安全を図ろうとしたという狙いでやってきましたが、フィルタリン

グだけではうまくいかないということで、ペアレンタルコントロールとか、そういったこ

とのこれまでの過去の経緯や現状の状況なども踏まえてもう少し丁寧に説明したほうがい

いと。この赤字の部分でございますけれども、少し長くなりますが、現状、自画撮り被害

といったような性被害というのは、受信者側だけのフィルタリングでは防ぎ切れないとい

うことで、発信情報についての保護者による管理ということ。これは結局、技術的にはペ

アレンタルコントロールということになりますが、そういったものも開発して使っていか

ないとということで書き加えさせていただいております。 

 続きまして、意見番号19でございます。これは長時間利用についてということです。こ

の御指摘の趣旨というのは、当然、今ICT化がどんどん進んでいっておりますので、そうい

う意味では、利用時間の全体的な時間が延びていくのは当然のことなのではないかと。し

たがって、長時間利用になっていくという問題です。 

 分かりやすく申しまして、あくまでもこれは例示でございますが、長時間利用で特にど

うしても問題になるのが依存の問題。ゲーム依存やネット依存など、こういったものがい

ろいろなところで指摘が出ているわけですが、それらの問題というのは分けて考えないと
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という御指摘です。 

 私どもとしましても、ストレートに依存の問題についてデータを持ち合わせているわけ

でもございませんし、それを直接証明するものもございません。また、その一方で、その

長時間化というのも、４時間とか３時間とか、先ほど御説明しましたように、全体時間と

しても長くなるというのが。依存等の問題と切り離した上で長時間利用というのが１つの

問題にはなってくるのではないか。あるいは、そのことについての問題意識程度はこの有

識者会議としても言及していただいたほうがいいのではないかと考えているということで

ございます。御指摘の趣旨も分かりましたので、若干修正はさせていただいております。 

 続きまして、意見番号20番、尾上委員からの御指摘でございます。46ページ。どうして

も時間を平均で割っていきますと、213.8分と、これはなかなか分かりにくいというので、

例えば約213分としてしまえばいいのではないかなど、いろいろなことを考えたのですが、

過去のこういったものの例でまいりますと、十進法でコンマ８みたいなものをつけたりし

てずっとやってきているということもありまして、過去の通例どおりの表現のほうがあえ

て混乱を招かないということもありますので、原案どおりとさせていただきたいと思って

おります。 

 続きまして、意見番号21番、曽我部委員からの御指摘です。「46ページ」というのは誤

記でございまして「47ページ」でございます。47ページの赤字で修正を加えているところ

ですが、当初、書いた者の気持ちとしては、ペアレンタルコントロールというものは、ど

うしてもこれから様々に変容していく可能性もありますので、いろいろなものを読み込め

るように書いたほうがいいのではないかということで書いておりますが、ただ、確定的に

それが出てくるとも言い切れませんので、御指摘を受けて、分かりにくい書き方にするよ

りは、今あるものを前提にして、それをもう少しストレートに言って、保護者にどんどん

使ってもらうということのほうがより重要であるということで、ストーリーが若干変わっ

てしまうのですが修正をいたしております。 

 続きまして、意見番号22と23で、上沼委員からの御指摘であります。これは、時間のコ

ントロールとペアレンタルコントロールなどフィルタリングの利用率の向上がなぜ重要な

のかといったことが最後の末尾の部分について言及されていると思いますが、先ほど御説

明しました46ページの上段の部分で少し丁寧に説明をいたしておりますので、それで多分、

この22と23は御指摘を吸収した格好になっているのかと思っております。 

 長くなり大変恐縮でございますが、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、ただいまの説明を踏まえまして委員間での審議を行いたいと思います。 

 なお、今回の審議を受けた提言報告書案は８月にパブリックコメントにかけていく予定

と聞いておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 それでは、御意見のある方からお願いいたします。 

○上沼委員 よろしいでしょうか。 

○藤原座長 それでは、上沼委員、口火を切ってください。お願いいたします。 

○上沼委員 上沼です。すみません、いろいろ意見を出してしまいました。頭からワード

ファイルを見ていって、ワードファイルに直接どんどんコメントを書いてしまってから、

それをエクセルに書き直すということをしたので、せっかく書いたものを全部書こうと思

ったら大変なことになってしまったというわけです。最初に謝っておきます。 

 青少年のネット環境が大きく変わりつつあり、特に昨今のコロナ禍でさらに変わりつつ

ある状況なので、今回の報告書は非常に重要かと思っています。フィルタリングの利用率

が少し上向きになっているとか、認知率が上向きになっているなどの前向きな事情もあり、

細かく検討していただいた結果を今後の課題として出していただくのはありがたいと思っ

ています。 

 今、丁寧に説明していただいたので、私としては、自分の意見に対してこれ以上どうの

こうのというつもりはないのですが、若干感想めいた発言で恐縮です。少しコメントが 

多かったことのお詫びも含めて発言させていただきました。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 概ねお認めいただいたということで、ありがとうございます。 

 それでは、ここで竹内委員が参加されておりますので、一旦質疑を打ち切りまして、竹

内委員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。 

○竹内委員 すみません。以前から決まっている会議がどうしても抜けられなかったので、

今、中座して来ました。非常に重要な会議ですので、私も頑張って参加を。 

状況も把握していないまま入りましたが、子供たちのために皆さんといい議論ができれば

と思っております。 

 私はもともと中学校の教員でもありますので、子供たちにとって今回は非常に重要な問

題提起だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○藤原座長 竹内委員、ありがとうございました。 

 引き続き、どなたからでも御自由にお願いいたします。 

 曽我部委員から手が挙がっているようですので、まず、曽我部委員からよろしくお願い

いたします。 

○曽我部委員 よろしくお願いします。 

 上沼委員のコメントに関して少し御確認させていただきたいのです。上沼委員御自身は
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もう結構だとおっしゃっているところを恐縮ですが、資料４の４ページの12番のコメント

で、フィルタリング機能を搭載されているけれど、店頭で直ちに機能開始ができる状態に

なっていない点について言及が必要だというコメントに対して、努力義務の履行状況の評

価としては言及する必要性が乏しいというふうに御回答いただいている点です。これにつ

いてもう少し詳しく教えていただければと思います。 

 直ちに機能開始ができる状態にすることまでは利用容易化措置には含まれないというこ

となのか、努力義務の履行状況の評価においては、努力した部分は書くけれど、さらに足

りないと思われる部分については書く必要はないということなのか、あるいはそれ以外の

理由なのかについて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。 

 上沼委員の12番の問いかけに対する理由、回答の部分についてもう少し説明をという御 

質問ですね。 

 それでは、事務局からお願いいたします。 

○岸田参事官 内閣府事務局の岸田でございます。 

 ページ数で行きますと27ページの総合評価に関する部分の説明になりますが、基本的に

私どもとしては、使い勝手とか、すごく便利だとか、そういう評価基準で考えたときに、

上沼委員からの問題点の指摘というのがあるということは私どもも認識しているわけです。

基本的には、消費者のほうで、事業者の説明どおりに、多少の所作を加えれば無償でちゃ

んと使えるようになっているというところを評価いたしますと、これは法律の努力義務の

要請の中身が、利用を容易にするという、通例の法律ではやや使いにくいような義務内容

で、はっきりとした義務内容でもありませんので。そういたしますと、もとから比較して、

少しでも利用が容易になっているような努力が講じられている場合には、一応義務は履行

したことになるのではないかというような理屈付けで総合評価のところを書いているとい

うことでございます。 

○藤原座長 曽我部委員、御質問の趣旨で言えば、どちらかというと後者のほうだという

ことですが、よろしいでしょうか。 

○曽我部委員 まあ、そうですね。分かりました。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、先ほど竹内委員から手が挙がったようですが、いかがですか。 

○竹内委員 手が挙がらなかったので、続けて発言しようと思っただけなので、少し思い

付きでありながら質問をいたします。 

 私の11番の質問についてです。これは、私が来る前に説明があれば申し訳ないのですが、

フィルタリングの利用容易化措置の履行状況を講じている、実はここは非常に重要なとこ

ろで、いろいろな方の御指摘で言うと、例えばフィルタリングであったり、あんしんフィ
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ルターであったり、スクリーンタイムであったり、ペアレンタルコントロールであったり、

容易化措置プラス、あと用語の統一であるとか、このあたりが実は。法的義務を履行して

いるというのももちろん分かるのですが、そのあたりについて協力を求めるというところ、

このあたりを少し強く要望したいと思います。 

 これがこの会議の趣旨に合うかどうかは私も少し分からないのですが、このあたりが、

多分今後の子供たちに。今コロナ禍もあり、どんどん低年齢化しています。今回の利用時

間の長時間化であるとか、低年齢化は私ももの凄く危機感を持っていますので、だからこ

そ、お父さん、お母さんが当たり前にこれをする、どんどん安心できるようなものを増や

していければいいなと。意見を含めて少し問題提起をしておきたいと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 重なるかもしれませんが、事務局から説明していただきます。 

○岸田参事官 内閣府事務局の岸田です。 

 竹内委員のお見えになる前に説明させていただいたことの繰り返しになってしまいます

が、もう一度御説明申し上げます。 

 意見番号の11について、私どももこの御指摘はごもっともだと思っております。この紙

の中にも記載しておりますが、こうした容易化措置の方法や必要性、こういったものは十

分に周知できていないといけないということがありますので、「春のあんしんネット・新

学期一斉行動」とかは推進会議を作ってやっております。そちらのほうでも再度説明をし

ていこうということで事業者にも御協力を求めていきたいと思っているわけです。 

 先ほど御説明申し上げましたのは、この法律の容易化措置で具体的に事業者に対して何

を要求しているのかという法律論ですが、これは、あくまでも提供していただいているOS

のシステム構成の中で、フィルタリングのインストールや利用などが容易化しますという

ことをクリアしているかどうかということになります。 

 このやり方をどうやってうまく解説するか。これは極めて重要なのですが、そのこと自

体はどちらかというと運用面での課題といいますか、法律の義務を履行したかどうかとい

う問題ではなくて、別途サービスとして分かりやすい説明を用意してくださいというのを

我々としても訴えかけていきたいと思っております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 竹内委員、ひとまずよろしいでしょうか。 

○竹内委員 分かりやすい説明でよく分かりました。訴えかけていくというあたりに、ど

のように訴えるかというのを、またこの会議とは別に問題意識として私たちは持つ必要が

ありますし、その辺が急務だと思いますので、丁寧な御説明ありがとうございました。 
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 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、上沼委員から手が挙がっているようでございますので、どうぞ。 

○上沼委員 何度もすみません。曽我部委員の御質問を聞いていて、そういえばと思った

ので一言コメントします。 

 報告書の中身を変えることを求める趣旨ではありませんが、意見の12のところについて

のコメントです。これは18条の話ですが、18条は努力義務ではなくて、容易化措置等を講

じる義務となっていますので、私のコメントに対する回答としては、努力義務について記

載するのではなくて、容易化措置の内容の評価にわたるからと書いたほうがよくないかと

思いましたので、その点コメントします。自分の意見を否定するコメントについての訂正

意見を出すのも、なんだかよく分からないことになっていますが、御検討いただければと

思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局から一言。 

○岸田参事官 事務局の岸田です。 

 確かに、私、少し勘違いしていたのかもしれません。18条について、内容からすると、

てっきり19条のお話を。利用容易化ということで書き出しされているので、そう理解して

いたのですが、18条ということでまいりますと、説明のロジックとしては確かにおかしい。

この資料自体を訂正するかどうかというのはまた別にして、現状、この報告書の中では多

分原案のとおりで、変えなくてもいいのではないかと。私ども、この12の書きぶりは少し

よくなかったのですが、報告書自体をさらに修正しなければいけないものかどうかという

ことになりますと、上沼委員の見解はいかがでしょうか。 

○上沼委員 報告書自体を変えろという趣旨でもないです。もちろん、変えていただいた

らうれしいのですが、特にそれを求めるものではないです。ただ、18条に対する回答が努

力義務だから、となってしまっているのはミスリーディングだと思われたので、その点だ

け注意喚起をしただけです。大丈夫です。 

○岸田参事官 了解しました。 

○藤原座長 上沼委員、どうもありがとうございました。 

 ただいまの議論は、御質問が利用容易化措置というので来ているので、てっきり19条の

「利用を容易にする措置が円滑に講ぜられるように・・努めなければならない」というふ

うに考えてしまったのですが、今の曽我部委員、上沼委員の御質問で、これは18条マター

ではないかということで、それに対しての御回答としては、書き方に若干の工夫が要るか

もしれないということですね。そして、今、岸田参事官からお話のありましたように、全

体の趣旨としてはそういうことですので、多分修文はごく簡単な言い換えで収まるかとは
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思っているのですが、今のところは注意いたします。 

どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかにはいかがでしょうか。まだ時間に少し余裕がございますので、いかが

でしょうか。 

 あらかじめ書面で出していただき、かつ、Ｗｅｂでやっているとこういうこともあるの

ですが、もしよろしければ、短めで結構でございますので、全体について各委員方から一

言御意見を賜れればと思います。 

 それでは、竹内委員からお願いいたします。 

○竹内委員 すみません。意見がないようなので、後から来て空気を読めないまま発言す

るのは申し訳ないのですが、ぜひ言っておきたいことがございます。 

 今回の報告書で非常に目を引いたのが低年齢化の部分だったのです。以前にももしかし

たら説明があったと思いますが、今もの凄い勢いで伸びています。私が着目したのが、平

成29年ぐらいから４歳児のほうが５歳児よりもネットの利用が多いのですね。これは多分、

スマホネイティブのお母さん方がメインになっていって変わってきたので、上からの層と

下からの層の両方から低年齢化が進んでいると思います。今までのネット利用の枠組みが

高校生からだんだん下りてきたという印象なのです。特に今後は低年齢化。下からも乳幼

児ぐらいからの利用について、青少年だけではなくて、今後の第５次計画等に非常に重要

な問題提起がここには入っているなと思いました。 

 前回の会議で、今まで低年齢についてはメインとして扱わない、あまり扱ってこなかっ

たということなのですが、多分今後このあたりが非常に重要になってくるのではないかと。

質問等ではありませんが、その辺、ぜひお願いしたいということも印象として思います。 

 以上です。 

○藤原座長 低年齢化についての貴重な御指摘、どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかにはいかがでしょうか。 

 五十嵐委員、何かございますか。 

○五十嵐委員 ありがとうございます。たくさんの専門家の先生方の御意見を、そうだな

と思いながら聞いていました。 

 昨今、本校でもスマホを持たせるという相談を受けているのですが、今すごく大きな話

題が、もっと知りたいというのがペアレンタルコントロールについてです。何人かの保護

者の方から、絶対これは使うべきだということでいろいろと情報提供がありました。その

情報提供が広まるにつれて、子供たちに情報活用能力をつけるということはもちろんみん

な共通理解しているのですけれども、最初に取りかかる、それを設定するというところに

ハードルがあるようなので、これは今後保護者も情報活用能力が必要だという話題になっ

ているところです。 
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 ですので、今回のこの報告書の中にもペアレンタルコントロールについての表記がかな

りありますので、これを機に保護者の方の意識が変わって、とにかく積極的に子供たちを

守る環境を社会全体で見ていかなければというふうに高まるといいなと思いながら聞いて

いました。 

 ありがとうございました。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、尾上委員、何かございますでしょうか。 

○尾上委員 ありがとうございます。 

 私が１つ気になったのは最初のアンケート結果です。この中にもございました、「低年

齢層の子供を持つ保護者は学生時代等に学校等で説明を受けた」ということで、こういっ

た方々がこれから増えていきますので、そこはどういうふうに展開していくのかというこ

と。やはり保護者の重要性といいますか、子供にしっかり教えるという意識を高めていく

ことの普及の重要性を知ることができましたので、しっかりこの課題を追求していければ 

と思いました。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、就任されたばかりで恐縮ですが、木村委員から何かございますでしょうか。 

○木村委員 ありがとうございます。読ませていただいて非常に重要な指摘が多く含まれ

ていると思いました。 

 先ほどからお話のあるように、第１に、低年齢化というのは私も大変凄く気になってお

りまして、それに触れられているというのは非常に重要だと思いました。 

 あと２点、感想めいたことで恐縮ですが、１つは、46ページ、47ページあたりに書かれ

ていることで、今もあったペアレンタルコントロールでしょうか。これは私自身もまだよ

く分かっていないのですけれど、これまでのフィルタリングと比べると、恐らく関係する

事業者だとか関係者がかなり広くなるのではないかと思いました。そうしますと、その対

応というか対策もいろいろと工夫が要るのではないかと思います。 

 それと、47ページですけれども、先ほど「自画撮り被害のような」という御指摘があり

ました。今までのように受け手側、受信する側を守るだけはなくて、発信側についても何

らかの規制が必要ではないかという御指摘がありましたが、この点も今後ますます重要に

なるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、もし何かあれば一言。 

 佐川委員、いかがでしょうか。 
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○佐川委員 ありがとうございます。 

 感想で恐縮でございますが、今回の報告書は、現状の法の条項等に照らし合わせて、こ

の状況を非常に丁寧にヒアリングいただいた貴重な成果だと思っております。こちらをベ

ースに、今後現状の課題や法に向けてどう変えていくべきなのか、変わっていくべきなの

かという点の議論を深めていければと思います。 

 改めまして事務局の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 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、中川委員はいかがでしょうか。感想でも結構でございます。 

○中川委員 中川です。よろしくお願いします。 

 報告書ですけれども、非常に多岐にわたるとても綿密な提言を含んでいる内容になって

いると思いました。私が専門にしている学校教育の関係者にはぜひ目を通していただきた

いと思いました。 

 これは報告書への意見というよりもまさに今後の課題になるかと思いますが、子供を取

り巻くネット環境は変わりつつあって、私の専門で言うと、児童・生徒の情報活用能力の

育成が急務だという感じがしました。 

 一方、例えば情報モラル教育に始まる学校差とか教員差はかなりあります。学校へのさ

らなる啓発が必要ですが、今学校ではGIGAスクール、１人１台端末の整備が全国で進んで

います。このタイミングというのは非常にチャンスだと思いますので、保護者も含め、大

人の情報活用能力育成というのでしょうか、そういうものにも今後言及していく必要があ

ると感じています。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、牧田委員、いかがでしょうか。 

○牧田委員 ありがとうございます。 

 報告書の内容については特にございません。この内容で結構だと思っております。ぜひ

これが多くの人の目に触れることを願っております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、山本委員いかがでしょうか。 

○山本委員 電気通信事業者協会の山本でございます。お世話になっております。 

 今回、この検討会での提言報告書案の取りまとめ、ありがとうございました。本日の会

議でもいろいろ出ておりました電気通信事業者のフィルタリングの利用率が上がってきて

いるということにつきましては、私ども、また事業者の様々な努力が少しずつ形になって
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きたものと考えております。 

 そういうことを踏まえまして、フィルタリングの周知を含めて、インターネットの利用、

SNSの利用、そこに含まれる危険性の問題、そういうことのいろいろな周知や啓発活動、こ

れも今までもやってきておりますけれども、今後ともさらに充実強化を図ってまいりたい

と改めて思う次第でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 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。 

 本日の議論の全体を通じて、いかがでしょうか。 

 それでは曽我部委員お願いいたします。 

○曽我部委員 曽我部でございます。私も２回目なので恐縮なのですけれども。 

 取りまとめについては特に異存はありません。先ほど中川委員から御発言があったGIGA

スクール構想との関連なども全く同意でございます。 

 その上で、１点、今後のことでお願いを申し上げると、この春以降のコロナ禍の中で、

学校が休校になるなどで子供への直接的な影響がございました。それから経済状況が悪化

してくるというところで、保護者がそれで影響を受けて、家庭環境が変わってくる、悪化

してくるということがあります。この報告書で問題にしているような青少年の様々な状況

が悪化というか大きく変わってくる可能性があるかと思いますので、このあたりのモニタ

リングといいますか、問題意識は特にしっかり持って、今後調査等をしていただければと

いうことでお願い申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、執行委員はいかがでしょうか。 

○執行委員 執行です。今回から参加なので的外れかもしれないのですけれども、今後の

視点のところで一言申し上げます。 

 昨今のコロナ禍の中でオンラインの活用が必須となり、教育現場でも、遠隔教育などオ

ンライン化を進めなければいけないという状況の中、ネット利用の長時間化がさらに進む

ような状況になってくるのかもしれないと考えています。長時間化イコールよろしくない

というふうにならないような、要するに、その長時間使う利用の中身なのですけれども、

その辺をどういうふうにやっていくのか。先ほどのお話で、GIGAスクールですとか、先生

をはじめ生徒さんのいろいろな情報活用能力を上げていくことが必要だというお話があり

ましたけれども、そういうところにも業界としても何か協力できることがあるのではない

かと、お話を聞きながら感じているところでございます。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 
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 それでは、次に上沼委員お願いいたします。 

○上沼委員 では、すみません。 

 先ほど木村委員からもあったとおり、インターネット環境は送受信の両方があるという

インタラクティブの点が問題だということは、この会議でも何度か申し上げさせていただ

いているところです。今回フィルタリングのみならずペアレンタルコントロールが重要だ

ということが報告書の中に入るのであれば、ぜひとも今後の方向性としては、インターネ

ット環境整備法が青少年有害情報の閲覧の機会を最小化するという受信ベースになってい

ることの是非についても検討をするような方向性にしていただければと思っておりますの

で、その点も念頭においていただければありがたいと思っているところです。 

 以上です。 

○藤原座長 貴重な問題提起をありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

○竹内委員 少しいいですか。竹内です。何度もすみません。 

○藤原座長 どうぞ。 

○竹内委員 遅れて来て何度も発言して申し訳ないのですが、ほかにおられないようなの

で、少しだけいいですか。 

○藤原座長 どうぞ。 

○竹内委員 先ほど木村委員がおっしゃったように、弱い子供たちを守っていくという視

点で、被害者とか、そういう視点でもやってきたのですが、この前、テレビ等で有名な人

が誹謗中傷で自死されたということもあるので、その啓発の中に、小さいときからの道徳

のような形で、教育、しつけの１つとしてやっていかなければいけない。乳幼児から「箸

を持つ」、「信号を渡る」という形の中にネットの問題を組み入れていかないといけない

ので、もっともっと小さいときからの調査が必要だということ。 

 あと、つい先ほど言いましたが、少し言い忘れたのが、今、文部科学省等で学校への持

ち込みについて議論しているところに私も関わっておりますが、学校に持ち込み等をする

ときにフィルタリング等が非常に重要な視点になってきますので、保護者にそういう啓発

をすることもあります。私も学校で保護者、PTAの方などとよく会うのですが、「非常に難

しいし、何をやっていいか分からない」と。先ほども説明があったかと思いますが、携帯

電話事業者、格安網というのですか、そういうのにないのではないかとか、情報がすごく

錯綜しているので、もっと単純に、「赤は止まる、黄色は注意」という形、低年齢でも分

かるような形に直していかなければいけないのではないかと思います。 

 今、ユニセフの方ともよく御一緒するのですが、彼らは「道路とネットはまさに一緒だ」

と。使わなければ事故にも遭わないが、使わせないわけにはいかないので、それに代わる

ようなルールを考えていく。そこでの大きなきっかけがこの内閣府の調査。国の調査です
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ので、非常にいろいろな人が目にします。そういう意味で非常に重要なことが分かるかと。

少し印象ですが。 

 遅れて来て３回も発言して申し訳ないので、もう発言しませんが、そういうことをぜひ

問題提起しておきたいと思います。 

 以上です。すみませんでした。 

○藤原座長 ありがとうございました。遠慮なさらずにどんどん御発言ください。 

 本日はほかには御意見ございませんでしょうか。 

 それでは、これで本日の議事については終了いたしました。どうもありがとうございま

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 内閣府事務局の岸田です。 

 次回第47回検討会につきましては、令和２年９月下旬に開催させていただく予定です。

詳細な日程や場所につきましては別途御連絡させていただきます。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 以上で本日の予定の議題は全て終了いたしました。 

 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。 

 これで退室していただいて結構でございます。ありがとうございました。 

 


