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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47回会合 

議事次第 

 

 

 日時：令和２年10月７日（水）14:00～15:46 

 場所：web会議による開催 

 

 

１ 情報を送受信する青少年を守る取組について 

  ・情報を「受信」する青少年を守る取組 

   アルプス システム インテグレーション株式会社 

   説明、質疑 

  ・情報を「送信」する青少年を守る取組 

   エースチャイルド株式会社 

   説明、質疑 

 

２ 第５次基本計画の骨子に関する検討について 
   説明、検討 

 

 

 

 

 

【委員】藤原座長、上沼委員、尾上委員、木村委員、佐川委員、執行委員、曽我部委員、竹内

委員、中川委員、山本委員 

【内閣府・事務局】難波審議官、小山参事官 

【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、警察庁生活安全局情報技

術犯罪対策課調査指導補佐、警察庁生活安全局少年課性的搾取等対策・企画課長補佐、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、法務省大臣官房参事官(総括担当)、文部

科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全教育推進室推進係長、厚生労働省子ど

も家庭局総務課児童福祉調査官、経済産業省商務情報政策局デジタル取引環境整備室長 
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○藤原座長 座長の藤原でございます。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。 

 今回の会議も、前回同様、web会議での開催となりました。まず、今回の議事進行に当た

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、事務局からお願いいたします。 

○事務局 

 web会議開催に当たり、注意事項を御説明いたします。 

 万が一、通信が途切れてしまった場合は、一旦議事の進行を事務局に委ねていただき、

通信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、挙手機能を使って挙手していただき、

事務局で整理した上で順番に座長から指名させていただきます。 

 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、最初にお名

前を述べていただいた後に御発言をお願いいたします。御発言が終わりましたら必ずミュ

ートボタンをONにし、周囲の音声が入らないように御配慮をお願いいたします。 

 なお、今回の会議は、事前に御案内したとおり、音声のみYouTubeでライブ配信させてい

ただいております。 

 配付資料につきましては、資料１から５、参考資料１、２、３、全て８種類でございま

す。お手元に準備をお願いいたします。 

 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、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。 

○小山参事官 事務局の小山でございます。 

 御報告いたします。 

 委員は、五十嵐委員、小城委員、牧田委員が御欠席となります。竹内委員と中川委員が

所用で遅れるとの御連絡がございました。また、三上政策統括官が公務のため欠席となり

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。 

 それでは、早速、議事に入らせていただきます。 

 まず、各事業者が行う取組についてヒアリングを行います。「情報を『受信』する青少

年を守る取組」についてですが、アルプスシステムインテグレーション株式会社のフィル

タリング開発状況を説明していただきます。 

 それでは、吉井様、よろしくお願いいたします。 

○アルプスシステムインテグレーション㈱ アルプスシステムインテグレーション(ALSI)
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の吉井と申します。本日は、御説明の機会をいただき、ありがとうございました。 

 それでは、資料１につきまして御説明をさせていただきます。 

 一枚おめくりください。まずは、弊社の説明を簡単にさせていただければと思います。 

 弊社は、1990年にアルプスアルパインのシステムインテグレーション事業を担う戦略子

会社として立ち上げた会社でございます。 

 主な製品群としましては、webフィルタリングソフトをはじめ、情報漏洩対策のシリーズ

などを発売しております。また、青少年の問題に昔から携わっていらっしゃる方はネット

スターという名前のほうが聞きなじみがあるかと思っておりますが、ネットスターにつき

ましては、2013年にALSIの完全子会社化に伴いまして、現在はサービスの開発やデータベ

ースの開発を担当しており、営業等につきましてはALSIの者が担当しておりますので、こ

のたびはALSIの吉井から説明させていただきます。 

 一枚おめくりください。こちらは導入実績のシェアの御説明でございます。webセキュリ

ティーのほうは、法人向けの製品になっておりますが、17年連続でシェア№１をいただい

ております。 

 その下、学校や教育機関での利用につきましても、２万校以上で御利用をいただいてお

ります。 

 左側のwebセキュリティーにつきましては、携帯電話向けのサービスの製品となっており

ます。携帯電話事業者の回線上でご提供いただいておりますフィルタリングサービスにつ

きましては、主要携帯キャリア３社で御採用いただいております。また、スマートフォン

向けにつきましては、下のテキストでも御紹介しておりますが、あんしんフィルターは、

あんしんフィルター for docomo、あんしんフィルター for au、あんしんフィルター for UQ 

mobile、あんしんフィルター for J:COM、データベース提供につきましては、トーンモバ

イルほか、複数社に御採用いただいているという形でございます。 

 一枚おめくりください。まずは、簡単にフィルタリングの機能について御説明をさせて

いただきます。 

 フィルタリングにつきましては、皆様御存知だと思いますが、管理者、この場合ですと

保護者が決めたルールに則って特定のサイトやアプリの利用を制限するというものになり

ます。本来であれば、お子様のインターネット利用、サイトやアプリの利用について保護

者が隣に付き添いながら指導されるのが一番よいのですが、保護者も忙しいと思いますし、

お子様もいろいろなところで使われるという状況で、隣に付きっきりで指導するのは現実

的でないというところから、リスト分類企業、こちらは先ほど御紹介させていただいたネ

ットスターという会社なのですが、こちらでアプリやサイトにつきまして、このサイトは

どのような内容を掲載しているサイトか、このアプリはどのような機能を持っているアプ

リなのかという内容をあらかじめ分析しまして、分析したリストを作成いたします。保護
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者は、作成されたリストのカテゴリーそれぞれに、これは見てもいい、見てはいけないと

いったようなルールブックを持っていて、また、このサイトだけは使わせてもいいという

ようなことをお子様と話し合いをされた後に、個別のサイトを追加していただく形になり

ます。 

 この大きなルールブックを二つ持っていて、お子様がインターネットにアクセスすると、

途中にあるフィルタリングシステムによりまして、このサイトはアクセスしてもいいサイ

トか悪いサイトかというのを判断して返すという形になります。 

 フィルタリングの仕組みは、主にはこのような仕組みで運用しているという形です。 

 一枚おめくりください。「さまざまな利用形態と機能の違い（代表例）」というところ

で、こちらは参考でお持ちいたしました。本会議につきましては、主に個人利用の端末を

対象としているかと思いますが、GIGAスクールなど、今、学校で貸与される端末について

も注目が集まっておりますので、代表例として入れさせていただきました。 

 まず、左側、個人の方向けの利用の形になります。こちらにつきましては、あんしんフ

ィルターを個人のスマートフォンにインストールしていただきまして、保護者の方がそち

らの設定をして運用していくという形です。そのため、利用につきましては端末ごとにイ

ンストールが必要になりますし、管理につきましても端末ごとに管理していくという形に

なります。補助機能といたしまして、例えば、きょうだいで使っていらっしゃる場合です

とか、機種変更した場合などに対応するために、現在使っているルールをコピーして設定

するような機能も持ち合わせておりますが、基本的には一台一台の端末を管理していくと

いう形になります。 

 フィルタリングの対象範囲といたしましては、Android OSはサイトとアプリ、iOSはサイ

トに対応しているという形になります。 

 また、フィルタリングの対象となるものにつきましては、あんしんフィルターのフィル

タリングアプリ内ブラウザからのサイト利用のみフィルタリングが有効になるという形で

ございます。 

 続きまして、右側の学校での利用を想定したものを例として書かせていただきました。

学校での導入形態は様々ありますので、一概にこのままという形にはならないとは思いま

すが、代表例という形で御参考いただければと思います。 

 学校のほうでは、学校のサーバーもしくはクラウドにフィルタリングサービスを入れて

いただきます。学校では生徒がたくさんいらっしゃいますので多数の端末利用を想定して

おり、利用が必要となる専用のアプリ等につきまして、各端末に一括導入ができたり、一

元管理が可能になっております。また、校外学習や持ち帰りにも対応しているという形で

す。 

 OSにつきましては、学校によって様々な端末を導入されておりますので、文部科学省推
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奨の３OS＋Androidに対応しているという形です。先ほどの個人で使う端末に入れるものに

つきましては、フィルタリングアプリ内ブラウザからのサイト利用のみフィルタリングが

有効となっておりましたが、学校の利用を想定される場合には、標準ブラウザ等のサイト

利用もフィルタリングが可能となっております。 

 一枚おめくりください。こちらはフィルタリングで使われるデータベースの作成の流れ

となっております。webサイトとアプリ２種類がありますので、まずはwebサイトのほうか

ら御紹介させていただきます。 

 左側、材料の収集ということです。こちらは、私どもの会社は日本の会社でして、日本

のお客様向けに提供するデータべースを作っている形で、日本のお客様に人気があるサイ

トの情報を収集してくるという形になります。収集の仕方としても、キーワード検索であ

ったり、人気ランキング・リンクのところからも収集してまいりますし、迷惑メールであ

ったり、お客様からの通報、あと、公的機関の協力等で材料を集めてくるという流れです。 

 収集された情報は、自動分類後、人の目で確認して、品質確認して配信するという形に

なります。目視確認につきましては、例えば、ウイルスを配布しているサイトなど、人の

目で見てわからないサイト以外については、全て目視確認をしているという状況でござい

ます。 

 続きまして、下のアプリになります。アプリのほうも日本のお客様に提供している関係

上、日本のお客様に人気のあるアプリ情報を収集しております。そのため、材料収集とし

ましては、人気ランキングであったり、お客様からの通報、あとは公的機関の協力、セキ

ュリティー会社からの情報提供等から集めてまいりまして、アプリにつきましては、仕組

み上、自動分類はできないものですから、動作確認を専任の担当者が行いまして、品質確

認の後、配信するという流れになっております。 

 一枚おめくりください。続きまして、分類・登録の流れを御説明させていただきます。

こちらもwebサイトとアプリとございますので、まずはwebサイトのほうから御説明させて

いただきます。 

 webサイトにつきましては、サイトの内容に応じて細かく分類してカテゴリー分類すると

いう形になります。例として、こちらにポータルサイトの例を参考に作らせていただきま

した。ポータルのトップページは登録しないという形で、その下、ゲームを集めたものに

つきましては「ゲーム」で登録して、出会いのサービスを提供しているものについては「出

会い」で登録するという内容になっております。基本的に１URLに１カテゴリーが付与され

るというようになっております。 

 また、サイトの作りが細かく分かれてなく、ディレクトリ単位になった作りになってい

ないサイトがあるのですが、こちらにつきましては、そのwebサイトが代表する機能を持っ

たもののカテゴリーに登録するという流れとなっております。 
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 続きまして、アプリ分類を御覧ください。アプリ分類につきましても、アプリの内容を

確認いたしまして、該当する内容やリスクにカテゴリー分類するという形になります。 

 登録例としまして、サンプルメッセという形で、サンプルのメッセンジャーを参考に作

らせていただきました。 

 こちらにある機能といたしましては、メッセンジャーになりますので、メッセンジャー

機能があります。あと、通話もできるという機能もあります。あとは写真加工等もできる

場合についてはカメラ・写真加工というカテゴリーも付与されます。また、メッセンジャ

ーでしたり、SNSにつきましては、「子供が知らない人と交流するときの配慮」というカテ

ゴリーが付与され、その場合、こちらの例につきましては、「高校生（上級者）向け」と

いうカテゴリーが付与されるという形になっております。一部、メッセンジャー等ではア

プリ内でスタンプ等を販売している場合もございますので、その場合は「アプリ内課金」

というカテゴリーが付与されます。 

 併せまして、メッセンジャーアプリで、メッセンジャーの中にブラウザ機能を持ってい

るものがございます。ブラウザ機能を持っているものにつきましては、「フィルタリング

回避の可能性」というカテゴリーが付与されます。 

 また、メッセンジャーアプリでよくあるのですけれども、端末に保存されている連絡先

と連携するという機能がございますので、そういった連絡先と連携するという機能につき

まして、「適切な個人情報利用」というカテゴリーが付与されるという形になっておりま

す。 

 一枚おめくりください。こちらは先ほど御案内した参考例として、実際にルールに落と

し込んだときにどのようなものになるのかというものを御案内したものになります。サン

プルで書かせていただいているURLは、先ほど御紹介したものと同じなのですが、下の表を

御覧いただくと、「ゲーム」のところは、小学生には×を書いていて、中学生、高校生、

高校生プラスには○がついております。この場合ですと、小学生ルールのみ×、アクセス

制限がかかり、それ以外の学齢では利用ができるというようなルールになっております。 

 「出会い」につきましては、全学年で×という形になっておりますので、どの学齢ルー

ルを使ってもアクセス制限がかかるという状況でございます。 

 一枚おめくりください。こちらはアプリになります。こちらは、先ほどのサンプルで出

させていただいたものをそのまま項目を載せた形になります。アプリにつきましては、複

数カテゴリーが付与されておりますので、そのどれかに×がついていたら利用ができない

という形になります。 

 こちらを見ますと、「カメラ・写真」は小学生に×がついております。「子供が知らな

い人と交流する時の配慮」につきましては、小学生から高校生までに×がついております。

「アプリ内課金」につきましては、小学生、中学生に×がついております。「フィルタリ
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ング回避の可能性」につきましては、小学生から高校生プラスまで×がついております。

「適切な個人情報利用がある」につきましては、小学生から高校生プラスまで○という形

になります。このサンプルメッセの場合、「フィルタリング回避の可能性」のところで小

学生から高校生プラスまで×がついておりますので、全学年で利用不可という形になりま

す。 

 一枚おめくりください。こちらは安心安全利用に向けた機能開発・提供という形で、今

まで提供させていただいた流れと、どのような機能が追加されていったのかを御紹介させ

ていただく図になっております。 

 こちらは、2005年にネットスターで国内初めてのネットワーク型フィルタリングサービ

スにデータベースを提供させていただきました。それから、スマートフォンが登場して、

2012年にAndroidのアプリ制限機能つきのフィルタリングサービスの提供、2013年にiOS向

けのフィルタリングサービスの提供という形で現在に至る形になっております。 

 サービス提供し、使っていただく中で、お客様などから機能等についてご要望をいただ

き、より使いやすいサービスを目指し、カスタマイズ機能の提供であったり、管理を子ど

も端末ではなくサイトでできるようになったり、スマートフォン向けに関しましても、同

じような形で、利用開始手順の簡素化であったり、利用者の状況に合わせた設定の簡易化

ですとか、使い過ぎ防止の利用状況管理機能の提供であったり、保護者向けの情報提供な

ど、携帯電話事業者と協力して、利用環境の変化に合わせた機能を開発しております。 

 一枚おめくりください。そのほか、安心・安全に向けた取組ということで、子どもたち

のインターネット利用について考える研究会や、セーファーインターネット協会への参画

を通じて、様々な啓発活動に取り組ませていただいております。 

 この状況を受けまして、子どもネット研のほうでは、「段階的利用モデル」や「乳幼児

とスマホ 保護者のためのセルフチェック」を改めて再提言させていただいたり、セーフ

ァーインターネット協会のほうでは、違法有害情報対策や誹謗中傷対策をはじめ、啓発活

動をする方の支援になるようなオンライン講座にも取り組んでおります。 

 駆け足になりましたけれども、説明は以上でございます。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、質疑の時間を取りたいと思います。委員の方で御質問がありましたら、お願

いいたします。 

 上沼委員、どうぞ。 

○上沼委員 御説明ありがとうございました。 

 幾つか伺いたい点がございます。 

 まず、数値的なことなのですが、御社では、利用率（一旦利用を始めたにもかかわらず、

途中で解除してしまっているユーザーの人数割合）を把握されているかというのが一点で
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す。 

 あと、７ページや９ページなどで、カスタマイズとの関係を御説明くださったのですけ

れども、フィルタリング回避の可能性や、適切な個人情報利用というのが、どういうもの

をイメージしているか、すぐにイメージが湧かずわかりにくいように思います。ユーザー

側でカスタマイズするときに、こういうカテゴリー分けでカスタマイズができるのだとす

ると、内容がわかるもう少し詳しい説明がどこかに出るようになっていますでしょうか、

というのが二点目です。 

 三点目は、SNS等に関しては、ソーシャルメディア利用環境整備機構と安心ネットづくり

促進協議会が情報提供の枠組みを作るという話があったと思いますが、ユーザー側がその

ような提供された情報を参照できるとカスタマイズの参考になると思うのです。そちらへ

のリンク等、提供された情報を簡単に見られる方法を検討されているのかどうか、その三

点を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 どうもありがとうございました。 

 途中の解除の話、カスタマイズの際のフィルタリング回避の可能性とか適切な個人情報

の利用について詳細な説明の有無、それから、SNSについての情報提供の枠組みができつつ

あるのだけれども、そういうものに対してリンク等で貼れないのかなという御質問です。

いかがでしょうか。 

○アルプスシステムインテグレーション㈱ 御質問ありがとうございます。吉井でござい

ます。 

 まず、数値に関して、途中で解除している人はわかるかという御質問ですが、申し訳ご

ざいません。こちらにつきましては、お客様の情報になりますので、弊社からは仕組み上、

お出しすることができない状況となっております。 

 また、二つ目のフィルタリング回避と適切な個人情報利用というのが、わかりづらいと

いただいたのは、表現が悪くて申し訳ございません。こちらにつきましては、フィルタリ

ング回避につきましては、先ほどの個人端末の利用で、フィルタリングブラウザ上でのサ

イト閲覧しかフィルタリングがかからないという関係上、お使いのアプリでのブラウザ機

能につきましては、それを使うとフィルタリングがどうしても抜けてしまうところから、

フィルタリングの回避の可能性というカテゴリーがついております。 

 また、適切な個人情報利用という形なのですけれども、いわゆるメッセンジャーであっ

たり、メールであったり、電話であったりといったところで、登録されている個人情報を

使って何か連絡を取るような形のものについては、こちらのカテゴリーがついている形に

なります。また逆に言うと、不適切な個人情報もありまして、不適切なものにつきまして

は、例えば、占いのアプリをインストールしたら、個人情報を全部引用するようなアプリ

というのがたまにあります。その場合、占いをするのにどうして個人情報連携が必要にな
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るのか、といった観点から、このようなケースについては不適切な個人情報利用であろう

と判断し、「不適切な個人情報利用」いうカテゴリーが付与されております。このため、

二つのカテゴリーが必要となり、対比で二つ存在しているという形でございます。 

 名称につきましては、わかりづらいという御指摘をいただいておりますので、社内に持

ち帰りまして、どのような形で御説明を表現していけばいいのかというのは検討していき

たいと考えております。 

 三点目の外部の情報のリンクという形になるのですけれども、申し訳ございません。こ

ちらは弊社が直接提供しているサービスではございませんので、弊社では何ともお答えで

きないという形でございます。 

 いただいた御質問の回答は以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 上沼委員、まず、ここでよろしいでしょうか。ほかにも質問が出ておりますので。 

○上沼委員 はい。大丈夫です。 

○藤原座長 それでは、曽我部委員、どうぞ。 

○曽我部委員 曽我部でございます。御説明、どうもありがとうございました。 

 二点お伺いしたいのです。 

 一つは、ゲームの区分です。例えば、今のスライドの８ページですと、ゲームで、小学

生、中学生、高校生で、小学生のみ×となっておりまして、ゲームはゲームで全部一律に

こういう対応になっているのかということをお伺いしたいと思います。ゲームといっても

いろいろな内容があるかと思うのですけれども、これは一律にゲームであればこうだとい

う扱いなのでしょうかというのが一点目です。 

 二点目は、アプリによっては、アプリ内で青少年保護の機能があるものがあると思うの

ですけれども、それはこのフィルタリングにおいてはどういうふうに考慮されるのかとい

うお伺いなのです。アプリの中で設定をすれば青少年に配慮した内容になるということに。

そういうものについては、フィルタリング上は低学年でも使えるようになるとか、そうい

ったことになっているのでしょうかというのが二点目でございます。 

 どうぞ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。 

 ゲームの区分、ゲームというカテゴリーで一律なのかという御質問。あと、アプリ内に

ある青少年保護に対する配慮はどのように扱われているのかという御質問です。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○アルプスシステムインテグレーション㈱ 御質問ありがとうございます。吉井でござい

ます。 

 まず一つ目の質問でございますが、「ゲーム」につきましては、ゲームの区分になって
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おります。何で小学生が×になっているのかという理由ですけれども、ゲームの内容とい

うよりは、小学生という発達段階において、いわゆる熱中してしまって歯止めが効かなく

なるからやらせたくないというような保護者の方の要望にこたえたカテゴリーとなり、自

分でタイムコントロールができない、もしくはちょっと難しいようなものについては、小

学生に×が付いているのがルールというような状況でございます。 

 参考になるのが、アプリのところで「カメラ・写真加工」で小学生に×が付いていると

思うのですが、こちらも小学生が、熱中してずっとやり続けてしまうようなリスクがある

という観点で、このルールという形になっています。「ゲーム」につきましても、ゲーム

の内容で、このカテゴリーが付与される、されないというような形でなくて、「ゲーム」

は「ゲーム」が付与されるという形でございます。 

 二つ目の御質問につきまして、アプリ側のほうで青少年保護の機能を持っているもので

はもちろんございますので、こちらにつきましては全体の取組を見させていただき、取組

の内容にあわせて「子どもが知らない人と交流するときの配慮」というカテゴリーを付与

しております。こちらは先ほどアプリのほうでしか御紹介しておりませんでしたが、web

サイトのほうでも、いわゆるコミュニケーション系のサイトにつきましては、こちらのカ

テゴリーが付与されるという形になりますので、各種サービスの方が取組んでいらっしゃ

るような双方機能であったり、保護の取組をデータ的に外から見させていただいて、「子

どもが知らない人と交流するときの配慮」カテゴリーをつけさせていただいているような

状況になっております。 

 以上です。 

○曽我部委員 ありがとうございました。 

○藤原座長 ほかにはよろしいでしょうか。 

 ほかにないようでございます。吉井様、どうもありがとうございました。 

○アルプスシステムインテグレーション㈱ ありがとうございました。 

○藤原座長 続いて「情報を『送信』する青少年を守る取組」についてですが、エースチ

ャイルド株式会社の発信情報を管理するペアレンタルコントロール機能の開発状況につい

て説明していただきます。 

 西谷様、よろしくお願いいたします。 

○エースチャイルド㈱ よろしくお願いいたします。エースチャイルドの西谷です。 

 それでは、資料２につきましてエースチャイルドの西谷がFiliiについて御紹介させてい

ただきます。 

 めくりまして、まず、このFiliiというアプリの開発経緯とコンセプトについてお話しし

たいと思います。このあたりは細かく説明する必要はないかと思いますが、ネットトラブ

ルが様々発生しているという状況がもう10年以上続いておりまして、特に我々は、いじめ
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とか犯罪に関して、重いものに関しては死に至るということを重く受け止めてこのシステ

ムの開発を始めました。ネット上の様々ないじめやトラブルを機に自殺した子供たちの遺

書が幾つも公開されております。我々、これを見て状況を確認して、その中に共通点とし

て幾つかありました。特に「親に心配かけたくないので隠していた」と書かれているとい

う共通点がありました。ここを何とか打破したいというところに至りまして、この仕組み

を考えました。 

 ここで、このFiliiが目指していくところとしては、「親に心配をかけたくないので隠し

ていた」の「隠していた」という部分を、こういう危険な目に遭いそうな、つながりそう

な使い方をしているという状況を共有すること、その共有によって、親子で家庭で会話を

する機会を作っていくということを目指して行っています。 

 めくりまして、「使いながら守る」ということをコンセプトとしております。我々は、

このFiliiとしては子供たちが使うアプリ等に制限をつけておりません。使っていただく。

使ってもらう中にも常にリスクがあることはわかっておりますので、その使っていく上で

のリスクに気づけるようにそのリスクを見える化していきましょうと。そして、その情報

をもとに親子で話せるような共通の話題を見出していこうというコンセプトで提供してお

ります。 

 続きまして、４ページ目です。人手を介さず24時間365日稼働するシステムで見守ってお

ります。流れとしましては、お子様のスマートフォンにFiliiを入れていただくと、SNSや

アプリのデータを自動で取得しまして、Filiiのサーバーでその分析をやっております。そ

の分析の結果によって、危険につながるような使い方やルールを逸脱するような使い方が

出てくる場合に、それをアラートとして通知する。そのアラートは、保護者にだけ見える

ような形ではなくて、子供と保護者両方に見せて、そしてそこで話し合いをしていこうと

いうような形につなげるように提示していくものになります。 

 めくりまして、５ページ目です。このFiliiというシステムについて話しますと、フィル

タリングですか、機能制限ですかといった話をされます。Filiiはそれらとは少し異なるも

のになっております。フィルタリングは有害サイトや有害アプリをブロックして、使う必

要のないものは使わないよう制約をかけるような仕組みになります。 

 ただ、実際にフィルタリングを適用した場合にも、例えば、SNSのアプリを使いたいとか、

コミュニケーションアプリを使いたいということが実際に起きて、では、それを許可しま

しょうと保護者の方が許可した場合、使っている中身について、子供たちがどんな使い方

をしていて、どういう人とつながってやりとりしているかという情報は、やはり外からで

はかなり見えづらいものとなっております。ですので、ここで問題が起きた場合になかな

か気づけないということが起きます。 

 そこで、資料の下のほうにつながりまして、Filiiをこの部分に入れていくことで、その
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危険な情報もしくは危険につながるようなやりとりを察知して、アラートとして知らせる

ことで、そこで未然に防げたり、そういう子に対してよりよい使い方を話し合っていくこ

とにつながるという考えです。 

 ということで、フィルタリングや機能制限とは異なる立ち位置にあり、フィルタリング

も必要なもので、それを使っていながら、その先でSNS等で起きるトラブルを減らしていこ

うという位置付けになっています。フィルタリングや機能制御と共存できるような仕組み

になります。 

 一枚めくりまして、機能についてのお話をさせていただきます。 

 ７ページ目になります。Filiiに関して利用端末と対象サービスアプリを端的にまとめて

おります。保護者が子供のスマホ、ネットの使い方の情報を見られる端末は、パソコンで

あったり、AndroidやiOSの端末。特にこれは機種を選びません。保護者については、利用

をアプリに限定しておりません。ブラウザでも見られるような形になっております。 

 一方で、お子様の端末というのは機能がそれぞれ分かれておりまして、全ての機能を網

羅して提供しているのはAndroidの端末。分析できるアプリは、今、６社のアプリを対象と

して提供しております。Androidの端末に関しては、Android内の様々なスマホの利用状況

データを抽出しております。iOSに関しては、機能としては、Ｆ社のアプリというものに対

応しているような状況になっています。 

 続きまして、登録の方法です。登録の方法に関しては大きくは３ステップです。まず、

保護者の方に入れていただくような形で、保護者の方がFiliiのサイトに会員登録するよう

な形になります。その後、アプリをインストールして設定を始めますが、実際にデータを

分析していくのは、子供の活用データになりますので、保護者がこのアプリを使う上での

利用の規約に示すとともに、子供の端末に子供が読めるような形で、小学生が読める漢字

を使い、プライバシーポリシーやデータの使い方をしっかり説明して、子供自身にルール

やルール管理の仕組みが必要だということを理解してもらうようにしています。これを読

み、合意した後にデータが自動でされてサーバーに連携させていくということになります。 

 めくりまして、具体的な機能の説明に入らせていただきます。 

 一つ目は、危険を知らせるアラート通知ということで、例えば、左のようなチャットの

やりとりをしたときに、悪口につながるようなやりとりをアプリのほうで検知します。こ

れは、単語を探してアラートを作るという形ではあるわけですけれども、もう少し踏み込

んでおりまして、単純に単語を見つけてくるだけではなくて、会話の切れ目、会話のまと

まりというところを認識して、会話の中で文章として誰々が発言した、誰々が発言したと

いうことを踏まえて分析していくような形になっています。 

 その分析の結果、直接左側のチャットの内容を保護者に伝えるという形ではなくて、常

にかなりの数の会話がやりとりされておりますので、その中でアラートとして伝えるに至
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ると判断したものを、要約した資料の右側のような形で、悪口のやりとりがされている、

いついつで、誰々さんがスマホのＡ社のアプリを使ってこういう言葉を送ってきていると

いうことがありますよというのを伝える。これを保護者とお子様両方に伝えるような形で

情報提供します。 

 お子様が利用しているアプリの状況を毎日毎日見ていくのは大変難しいと思います。た

だ、こうやって情報として、もしかしたらこういういじめ等につながるようなものがあっ

たよということが要約の形で伝わることで、様子が全くわからないというのは防げるよう

になり、隠されるということは防げるのかなと考えています。 

 めくりまして、10ページ目になります。その他の検知カテゴリーです。先ほどの例では、

悪口という形をやっておりましたが、大きく12のカテゴリーに分かれております。例えば、

下の例を御覧ください。例えば、Ｆ社のアプリで投稿します。駅のホームから線路に降り

て投稿している。これは世の中でいわゆる炎上に当たるような行為だと思いますが、これ

に対して様々な方がアプリ上でメンションという形で、その人に、それはよくないという

メッセージを送るということもありますし、直接ダイレクトにメッセージを送ってくるこ

ともあります。そういったものとか、会話の流れとして捉えて、それに対して本人が何か

返信したとする。そういったものをまとめて分析しまして、これは違法行為の投稿ではな

いかということで、投稿内容に対してアラートを上げるような形になります。 

 続きまして、もう一つ、11ページに例を出しております。こちらはわいせつなアラート

にかかるような例を出しております。例えば、裸の画像を要求される場合に、一連のやり

とりとして、まとまりを判断して、これは裸の画像を送ってほしいというやりとりをして

いるのかなと判断がつきますと、それの中で、最後には画像も送ってしまっているという

形で見ていくと、これはわいせつなカテゴリーに当たるだろうということで、これに対し

てアラートを出すという形で判断しています。 

 このような形で、簡単にオープンな形で様々なものが見られるようなSNSであったり、個

人のやりとりのSNSの中にあっても、受け取ったメッセージ及び送った情報等に対して分析

をかけていくことで、発信側のことに関してもアラートを上げるような仕組みであります。 

 アラートの話の次につながり分析というものがあります。こちらは様々なアプリで、ど

んな友達、ユーザーとつながっているのか、そして、その子とどれぐらいのやりとりをし、

時間帯としてどういう時間帯のやりとりが多いか、そういったデータを分析して提示する

ような仕組みになっております。 

 めくりまして、13ページにはアプリ利用傾向ということで、今、どういうアプリを使っ

ているかとか、過去使っていたアプリが最近使われなくなっているかという利用傾向の検

査等を含めまして、データを集計して、提出するような形でございます。 

 こういった機能を使っていただいて、実際に実証実験を行ってデータを分析すると、記
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載のような二つの傾向が出ました。 

 一つは、ルールが守られているかを家庭でチェックして、状況に即した新しいルールを

追加するようになるという傾向がございます。もう一つは、Filiiを利用していないような

場合は、ルールを見直す形につながるというデータがありました。実際、これは子供が使

い方を意識するというところにつながってきまして、動画閲覧やチャット、ゲームアプリ

の利用時間が多い人はルールをさらにみたいな形につながってきますので、そこを注意さ

れるような、勉強とか、ニュースのアプリを使っていると褒めてもらえるという形で意識

するようになるという効果が見えてきます。 

 続きまして、15ページ目、ルール管理という機能。こちらは、先ほどのルールの管理に

ついての分析結果でも挙がっていたような家庭のルールを、Filii内で設定できるように作

っております。このルールに関しては、Filiiの実データが関わるようなものであれば、実

際の実データを元に、守られているか守られていないのかを判断して結果を出すというこ

とをしています。このようにデータを分析して確認していきます。 

 これに関しては、数字で表されるようなものをFiliiのデータで、アプリの利用みたいな

ものを設定できるとともに、そうではなくて、マナーみたいなものであるとか、数字に表

せないものは、文章として記載して用意していただく。ルールを守れなかったときのルー

ルも設定できます。まだルールが無い場合、ルールのつくり方のガイドラインのようなも

のを示し、ルールを考えて設定してもらいます。 

 続きまして、16ページ目です。ルールを管理していくということ自体も必要ですが、そ

の目的の一つは、家族の対話を作ることであり、このルールを設定しても、Filii自体が何

か機能を制限したり、利用を止めたりするようなことはしません。あくまでルールを作っ

て、それを守れているかどうかというのを家族で対話して考えるという形になっておりま

す。アプリ内だけでももちろん見られるのですけれども、印刷して紙に貼って毎日見ると

いうことがルールを意識する上で必要だと考えておりまして、しっかり紙に出して貼れる

ような形式で出力できるという機能もあります。 

 続きまして、17ページ目は、先ほどの自治体のデータを分析してというところ。これは

少し前になりますが、平成28年に柏市のほうで実証実験をやっていただきまして、Filii

内で捉えたトラブルは、教育委員会と協力して、何かあったら電話で相談を受けて、調査

してトラブル解決に当たるというような体制を組ませていただいておりました。 

 18ページ目は、今までのFiliiの状況を示しております。平成15年頃から立ち上がりまし

て、28ケ月間無料展開しておりまして、柏市の実証実験、有料化して、今、しているとこ

ろです。様々な仮想移動体通信事業者(MVNO)に対応していただきまして、今、１万8000の

ご家庭にお使いいただいているような状況にあります。 

 ユーザーからの声としては、あったらいいなを実現した結果ということで、「親子の会
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話の話題に」と我々が目指しているところを感想としていただけています。「状況がひと

目でわかる」というところも同様です。「何かあったときのために」ということもありま

す。情報を得られないと何もできないので、そこに対しての保険というか、一つの手段と

して考えていただくということだと理解しております。 

 こういった形でFiliiを提供させていただいています。最後のページですが、周りが気づ

いてあげられなかったとか、周りに言えなかったということが遺書にありましたが、親に

心配かけたくないので隠していたというところを我々としてはケアしたいということでこ

のアプリを提供しております。 

 最後に、ここの資料にはないのですけれども、今後の展開として、iOS機能が弱いなと考

えています。そのあたりを拡充して、その一方で、子供たちのSNS、コミュニティーの発展

として、最近、TPS（三人称視点のシューティングゲーム）、森で生活するゲームみたいな

ものが、かなり新しいものに仕上がっていて、大変利用者が増える一方、トラブルも増え

ています。もちろん、いい面もたくさんあって、彼らのスマホやアプリの使い方として今

後も活用していただきたいと考えているところでありますが、我々としては、そのあたり

の新しいコミュニケーション形態にも注目して機能を充実していきたいと考えているとこ

ろです。 

 以上であります。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明について御質問等ございましたら、お願いいたします。 

○事務局 竹内委員、手を挙げられています。 

○藤原座長 それでは、竹内委員、お願いいたします。 

○竹内委員 ちょっと遅れて来てすみませんでした。 

 今のは非常にいいなと思いました。私も二つ質問があるのです。 

 最後にエースチャイルドの方がおっしゃっていましたけれども、保護者はiOSでも

Androidでもいいが、子供はAndroidのものではないとだめだということがあって、それが

すごく大きな課題だなと私も感じておりました。 

 柏市の実証実験が2016年。私はそのときに大分興味があって柏市の方に聞いたのですけ

れども、やはりiPhoneを持っている親が多いので難しいということがある。最後に、今、

iOSの強化をすごく考えておられるということで、非常に明るい未来があるなと思いました。

子供たちは、特に今、iPhoneがどんどん増えていて、iPhoneの中でのＦ社とか、そのあた

りが重要なポイントになってくるかなと思います。そのiOSがなかなか外部に資料を見せて

くれないので難しいということはあるのですけれども、その辺を実際強化していこうとい

うのが可能なのかどうなのか。もし可能でなければ、これはこういうことを子供たちに守

る取組なので、iOS側に働きかけて僕たちが何かできないのかなというのが一つあります。 
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 もう一つ、最後の御指摘の中で、今、シューティングゲームの中でのトラブルが非常に

多い。確かに私も感じております。特に集団で打ちまくるようなゲームがありますね。そ

この中で子供たちが口汚くののしり合ってけんかになったりするのがもの凄くあるのです。

以前は難しかったと思うのですけれども、例えば、その中のボイスチャットの中のやりと

りであるとか。これが検閲に当たるかどうかその辺のことはわかりませんけれども、今の

いじめとかトラブルがそのあたりに変わってきているので、そのあたりについて可能性が

あるのかとか、そのあたりについて御意見というか、今の状況をお聞きしたいのです。基

本的にはすばらしいシステムだと思っていて、何も批判するつもりはないのですけれども、

今、いろいろな限界があると思うのです。そのあたりはどんな感じなのですか。西谷様、

よろしくお願いします。 

○藤原座長 二つ質問をいただきました。iOSの話と特定のゲームの話ですね。いかがでし

ょうか。 

○エースチャイルド㈱ 御質問ありがとうございます。 

 一つ目のiOSに関しては、おっしゃるとおり、基本的には情報が取れない仕組みになって

おりますので、なかなか難しいところではありますが、我々、システム開発事業者は技術

者の集団ですので、幾つか方法はあると考えています。ただ、実際にそれを市場に出そう

としたときに、その開発に関わる費用であるとか、どうしても利用者に負担していただか

ねばならない費用であるとか、利便性の低下などが絡みますので、そこをどう折り合いを

つけていくかというところはあります。 

 もう一つこれに関しておっしゃっていた、例えば、製造元の会社とのやりとりで何か情

報が取れるようにならないのかという取組がもしできるのであれば、我々もぜひそれに賛

同していきたいと思いますし、そういった取組ができると大変すばらしいと思っておりま

すので、もしそういうことが動くようであれば御協力させていただきたいと考えています。 

 もう一つの特定の最近はやっているゲーム等のアプリに関してです。こちらもおっしゃ

るとおりで、ボイスチャットがかなり問題の根幹になっております。ボイスチャットの場

合、まず、遊ぶプラットフォームが実はスマホメインではなくてゲーム事業者のコンシュ

ーマーゲーム機がメインになっていますので、そちらからデータをFiliiとしてとっていく

のは難しいところがあります。ただ、我々のアプローチとしては、基本的にはスマホのア

プリとしてやっている状況であるということも踏まえて、それらのゲームがスマートフォ

ンと連携して動くという、幾つかの接点がございます。そこに対してうまくデータを取っ

ていったり、その項目情報に対してデータ処理するような、データ連携の仕組みが多少ご

ざいますので、そのあたり、うまく情報を取って出していくことで、その使い方であると

か、トラブルの検知であるとか、家庭での話し合いにつなげていくようなアウトプットと

して出せるという仕組みがつくれればと、今、まさに検討中の状況でございます。 
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○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、曽我部委員、どうぞ。 

○曽我部委員 曽我部でございます。御説明、どうもありがとうございます。 

 私、一点御質問があります。 

 このサービスは大変すばらしいなと私も思いました。フィルタリングと共存可能だとい

う御説明でしたけれども、他方で、フィルタリングの場合、アプリないしwebサイト自体が

使えない、アクセスできないというものに対して、使いながらリスクを管理していくとい

うことですので、長所はあるのかなと思います。そういう意味ですばらしいなと思います。 

 他方で、例えば、メッセージアプリの内容も把握されてしまうとか、スマホ等を使った

活動のいろいろなことを把握されてしまう。もちろん、そのままではなくて抽出された情

報ということになるわけではありますけれども、それでもそういう抵抗感みたいなものは

あるのかなと思います。 

 フィルタリングの場合でもやはりいろいろなものが使えないということで、子供のほう

が嫌がるということがよく言われていて、課題になっているわけですけれども、こちらの

アプリのほうも、子供の立場からするとなかなか抵抗感があるという可能性もあるのかな

と思いました。 

 ということで、お伺いしたいのは、実際、これを使ってもらう、子供に受け入れてもら

うに当たって、いろいろな課題感みたいなものを感じておられるのかとか、それに対して

どういうふうにアプローチされているのかとか、そのあたり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 それでは、いかがでしょうか。 

○エースチャイルド㈱ 御質問ありがとうございます。おっしゃるとおりのところはある

かなと思っております。やはり、自分の活動情報を知られるというのは、子供としては抵

抗感があるのかなと思っております。しかしながら、トラブルが発生しているという現状

もございます。我々として推奨しているというか、ある種、必須としてお願いしていると

ころではあるのですけれども、一つは、スマホを持たせるときに家庭のルールを考えると

いうタイミングとセットで入れていただくということをお願いしております。なので、我々

の販売パートナーも、そういった初めてスマホを持つときはFiliiを一緒に導入いただくと

いうような形で、このコンセプトをあわせて御説明していただくというようにしています。

こうすることで、スマホの使い方にはルールがあって、それに対する管理というものがあ

るというところを子供に意識してもらいたいと考えております。 

 もう一つに関しては、年齢層というところが大きく影響を受けておりまして、小学校低

学年とか、中学校１、２年生くらいまでは比較的容易に導入、利用されています。一方で

中学校２、３年生、高校生となってくると、利用の継続というところでも、この利用を何
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年かしたら終わりにしようかなという傾向がでてきますし、高校生からとなって導入とい

うのはあまり多くはありません。 

 もう一つ、我々として御利用者に必ず、これは必須でお願いしますというコンセプトで

説明させてもらっている点がございます。それは、基本的にお子様同意のもとに使ってい

ただくものだということを強くお伝えするようにしております。やはり家庭のルールを守

っていくということにつながりますけれども、無理やり使わせるというところがその家庭

での対話の機会を減らしたり、子供たちが隠れて何かやるというというところにつながり

ますので、家庭でしっかり話し合った上で使ってくださいと。機能として勝手に黙って入

れると、Filiiが入っていますというのが利用者に伝わるようになっているということで、

Filiiの目的と異なる使い方を防ぐという意味でも、そのような機能を実装しておりますの

で、子供ともしっかり話し合って入れていただくものですということをお伝えするように

しております。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

○曽我部委員 ありがとうございました。 

○藤原座長 それでは、上沼委員、お願いいたします。 

○上沼委員 御説明ありがとうございました。 

 二点ほど質問があります。一つ目が、アラートのタイミングです。9ページに説明がある

アラートというのは保護者に送信されるアラートであって、投稿自体は止められないとい

うことだと、防止するための機能としては若干弱いのではないか、という点が気になって

います。テキスト投稿でユーザー間が揉めるぐらいの内容ならいいのですが、児童ポルノ

系というか自画撮り画像系などは、本当は投稿される前に止めたいところです。そうする

と、保護者にリアルタイムでアラートが行くとはいっても、保護者が常に見ていられるわ

けではないので、先に止める機能の実装などが今後考え得るのかという点が気になってい

ます。 

そのような機能については、先ほど曽我部委員がおっしゃっていた、親に行くのが心配

だというお子様の抵抗感もわかりますので、例えば、アラートの内容として、本人に対し

て、「これを投稿すると危ないよ」みたいな通知が行くだけでも大分違うのではないかと

思いますので、そのような機能の実装可能性が今後あり得るのかうかがえればと思います。 

 もう一点が、18ページに関して、ユーザー数が非常に伸びているのは望ましいと思って

います。インターネットの青少年保護については、発信に対する対策のほうが重要なので

はないかという点をずっと考えているところですので、その点の対策を講じるユーザー数

が増えているのはいいのですけれども、2020年４月から８月の間が僅かとはいえ若干落ち

ているところが少し気になっています。この期間というのは、コロナ禍でネットの使用料

が増加していたはずだと思います。実際に私どもの弁護士会の相談などでも、青少年から
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の相談として、ネットを使っていることによるトラブルに関するものが多いです。その期

間にわずかなりとはいえ、下がってしまうというのがどういう状況だったのだろうか気に

なるので、もし把握されていたら、教えていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

○藤原座長 ありがとうございました。アラートのタイミングのお話と、コロナ禍と関係

あるかどうかはともかく数字のお話の二点でした。よろしくお願いいたします。 

○エースチャイルド㈱ 御質問ありがとうございます。 

 一つ目のアラートのタイミングについてです。こちらに関しては、おっしゃるとおり、

基本的には事後です。投稿したものに関して分析をかけるというのが今現在の仕様になっ

ています。タイミングに関してはそのような形になります。 

 このアラートに関しては、実際、親と子両方に同じようにアラートが行くようになって

いますので、それをもとに、今日来たアラートにこんなものがあったけれどもみたいな話

につながるように意識をしております。今、親と子両方に伝わるようになっています。 

 こちらについて、未然防止等の観点で、やはり先に止めたほうが、投稿する前に止めた

ほうがいいのではというお話がありました。おっしゃるとおりだと思います。現状、Filii

というアプリに関しては、先に投稿するものを捉えるという仕組み、例えば、キーボード

に関してアクセスするような仕組みであるとか、そういったものは今、用意されていない

状態になっています。機能としては、キーボードに関してアクセスのような文字入力につ

いてアクセスするような仕組みや、画像などを保存するストレージにアクセスするような

仕組みが幾つか考えられますが、アプリとしてカバーする領域広がって、そのアプリを使

っていただく場合、我々からプラットフォーム事業者に権限申請であるとか、アプリ自体

の種類の申請とか、少し大きなものになってくることになるので、そのあたりがハードル

になります。 

 そうすると、実際に利用者も使うときにあれもこれも権限をとられるとなってくると、

少し利用に懸念が出てきたりする場合もありますので、利用開始においてもハードルとな

ります。一方で、そのアプリ自体も枠組みを広げて拡張していく、その権限を取得して様々

なものにアクセスしていくところで、文字入力や画像を保存しているストレージやら、そ

ういったものに関して事前に認識して、事前にアラートを上げられる。これは技術的には

可能になりますので、我々としてもそのあたりを意識しているところではあります。なの

で、こちらは、今後のという意味では開発の対象になっていくと考えておりますし、我々

もそのつもりでおります。 

 もう一つの御質問です。Filiiの契約数の話になります。おっしゃるとおりで、コロナ禍

のこの期間、下がっていることになるかなと思います。これは我々が直接やっているわけ

ではないので実際のところはわからない部分はあるのですけれども、我々が販売代理店と
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事業者にお聞きしている、下がっている理由としては、外に出なくなっていたので、来店

する顧客数が減り、その結果、携帯自体の販売数が低下しているというお話を聞いており

ます。携帯を買うとき、スマホを持つときに契約していただけているというところがぜひ

進めていただきたいところとして、やっているところがありますので、携帯が売れていな

いところで少し伸びが鈍化したという中で、当然、サービスですので、継続される方がい

れば解約される方もいらっしゃいます。ここに関しては解約が上回っているような状況だ

ということです。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、前半の議題はこの程度にさせていただきまして、引き続いて「第５次基本計

画の骨子に関する検討について」の議題に移りたいと存じます。 

 まず、新基本計画の策定に向けた今後のスケジュールにつきまして事務局から説明をし

ていただきます。 

 本検討会では、昨年の５月から本年７月まで様々な審議を行ってまいりました。その中

でも、各委員からは、素案を策定する第５次基本計画に関する意見を多く頂戴しておりま

す。それらを網羅的に取りまとめたもの、さらに、それを集約した第５次基本計画におけ

る今後の取組の方向性について、それから、最初に今後のスケジュール、以上の三点につ

いて事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 それでは、小山参事官、よろしくお願いいたします。 

○小山参事官 事務局の小山でございます。 

 まず、資料３を御覧いただきたいと思います。「第５次基本計画検討に関するスケジュ

ール（案）」でございます。 

 政府の基本計画は５年ごとに見直すものが多いわけでございますけれども、インターネ

ットに関しましては技術の進歩が早いということを考慮いたしまして、本基本計画はこれ

まで３年ごとに策定してまいりました。第５次計画も第４次から３年後を想定したスケジ

ュールを考えてございます。この３年という間隔について別のお考えがあれば、後ほど御

意見いただければと思います。 

 資料のほうでございますが、本日、第47回検討会におきまして今後の方向性について御

検討いただきまして、12月に予定しております第48回で骨子案の検討をいたしたいと思い

ます。その後、来年２月の予定の第49回で報告書の第一次案の御検討をいただきまして、

まとまりましたら、それをパブリックコメントにかけたいと考えております。来年４月予

定の第50回で報告書の確定を行いたいと思います。その後、第５次基本計画案を作成いた

しまして、これをパブリックコメントにかけたい。その後、来年７月の予定でございます

が、子ども・若者育成支援推進本部で第５次基本計画を決定したい。このようなスケジュ

ール（案）でございます。 
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 以上が資料３でございます。 

 続きまして、資料４でございます。第５次基本計画策定に関しまして、委員からいただ

いた意見を網羅的に取りまとめたものでございます。 

 順番に御説明申し上げます。 

 １番でございます。意見の概要をかいつまんで申し上げますが、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低年齢化であると。下のほうに飛びまして、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いう御意見。この点につきましては５次

計画策定の際に配慮をしてまいりたいと考えております。その後続きまして、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」等への目配りも重要であるということ。 

 これについては、右側の「対応」の欄を御覧いただきたいと思います。文科省の有識者

会議において出された結論に基づきまして、引き続き文科省において周知を図るというこ

とで対応を考えてございます。 

 冒頭ありました③の低年齢化につきましては、項目の３で取り上げたいと思います。 

 項目の２番でございます。以前は「フィルタリング」で用語統一されていたが、最近は

「安心フィルター」「ウェブ安心」等、多様な言語が混在している。業界用語だけでも統

一すべきではないかということでございます。 

 右側の「対応」欄でございます。既に大手の携帯事業者につきましては「あんしんフィ

ルター」との呼称を統一してございます。ただし、その他の携帯事業者が提供しておりま

すフィルタリングにつきましては、性質が異なることを踏まえまして、呼称の統一は困難

ではないかと考えてございます。 

 ３番でございます。最も大きな変化は低年齢化である。少し飛びまして、特に保護者が

乳幼児に使わせるための配慮についても今後必要性が高まってくると認識とございます。

この点につきまして、新基本計画の今後の方向性として資料５で取り上げていきたいと考

えてございます。 

 ４番でございます。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であるという御意見。これに対して、右側の「対応」でござい

ます。「春のあんしんネット・新学期一斉行動」においてこの消費者問題を取り上げてい

きたいと考えております。 

 ５番、利用容易化措置に関しまして、社会全体としてはまだ難しいそう、よくわからな

いとの声が多い、容易化措置を十分に周知する必要があるとの御意見でございます。この

点につきましては、新基本計画の今後の方向性として取り上げたいと考えております。 

 ６番でございます。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

できるような取組を文科省あるいは総務省で支援することについても盛り込むべきとの御
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意見がございました。右側の「対応」で、高校生ICTカンファレンス以外の適切な取組があ

れば、後援名義の付与を検討してまいりたいと考えております。 

 次、７番でございます。従来の議論は、インターネット利用に関するマイナス面の議論

に終始し、フィルタリング一辺倒の議論になっていた。これからは、学校で子供一人一台

のパソコン、タブレットが与えられ、学校のみならず家庭でも端末を使用する場面が出て

くる。子供たちの自立的、自発的な情報活用といったプラス面での検討が必要なのではな

いかといった御意見。 

 この点につきましては、先般、取りまとめていただきました提言報告書（と略称させて

いただきますが）の中で今後の課題として記載されたものになります。右側の「対応」欄

にございますように、情報教育の推進を新基本計画における柱と考えまして、今後の方向

性の一つとして、青少年のインターネットを適切に活用する能力の向上促進として取り上

げたいと考えております。 

 ８番、生徒一人一台の端末が与えられ、家に持ち帰って使用するといった時代が来てお

り、情報モラルを超えた新しい時代にふさわしいデジタル・シチズンシップの構築に触れ

ることが必要という御意見でございます。これにつきましても、先ほどの７番と同様、情

報教育の推進と捉えまして、今後の方向性として取り上げてまいりたいと考えてございま

す。 

 ９番でございます。ネット上の炎上や自画撮り被害など発信者側の問題ということで、

フィルタリングだけではない別の対策も考えなくてはならないのではないかといった御意

見でございます。こちらも提言報告書のほうで今後の課題として記載されているものでご

ざいます。「対応」欄にありますようにペアレンタルコントロールによる対応を基本計画

の柱として考えていきたいと考えております。 

 10番では、青少年の生活時間内の時間管理におけるインターネットとの付き合い方、活

用の仕方を考える必要があるのではないかといった御意見。こちらも提言報告書で長時間

利用の問題が今後の課題として記載されてございます。「対応」欄にございますように、

こちらもペアレンタルコントロールによる対応として基本計画の柱として考えていきたい

と考えてございます。 

 11番、家庭、学校、地域、企業、具体的にはICT事業者との連携が不可欠なのではないか。

右側の「対応」欄にありますように、第４次基本計画の第２の５（２）の取組によりまし

て、関係者間の連携を引き続き行ってまいりたいと考えています。 

 12番、インターネット環境をはじめとした社会の環境が大きく変わった、大人も一緒に

変わらなければならないといった趣旨を盛り込まなければならないのではないかといった

御意見。右側の「対応」でございますが、今後行う啓発活動の中で保護者の意識向上につ

いても触れてまいりたいと思いますし、また、新基本計画の今後の方向性として、ペアレ
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ンタルコントロールによる対応を取り上げていきたいと考えてございます。 

 最後、13番であります。低年齢層も含めた年齢に合わないアプリやコンテンツの使用に

よる事故やトラブルが頻繁に起きている、レーティングに合ったものを使わせるための事

業者側の工夫が必要なのではないか。右側の「対応」の真ん中ほどですが、レーティング

に応じたアプリやコンテンツの使用について引き続き普及啓発を図ってまいりたいと考え

ています。また、新基本計画の今後の方向性として、ペアレンタルコントロールによる対

応を取り上げていきたいと考えてございます。 

 駆け足でしたが、資料４は以上でございます。 

 三つ目でございますが、「第５次基本計画における今後の取組の方向性」というところ

でございます。現状と今後の方向性ということで大きく二つに分かれてございます。 

 まず、現状でございますが、最初の○、青少年インターネット環境整備法改正後、フィ

ルタリング認知率及び利用率向上に一定の成果があったという現状。 

 その下でありますが、その一方で、諸情勢の変化があると。一つ目のポツに情報教育の

在り方の変化とあります。情報教育といいますと、情報モラルを教えることが重要とされ

てまいりましたけれども、プログラミング等、教育が行われているという現状を踏まえて

の記載でございます。 

 次のポツ、有害情報の受信被害に加え、自撮り画像の送信やSNSにおける誹謗中傷等「発

信」による被害の多発と記載してございます。先般取りまとめていただきました提言報告

書では、自撮り画像の送信ということを課題として取り上げていただいておりますけれど

も、加えまして、SNSにおける誹謗中傷にも触れてはいかがかなといった趣旨でございます。 

 次のポツ、インターネット利用者の低年齢化の進展、利用時間の長時間化。こちらは委

員の皆様の御指摘を踏まえたものでございます。 

 次のポツ、フィルタリング容易化措置に関する更なる周知の必要性。これも委員の皆様

の御指摘を踏まえたものでございます。 

 続きまして、今後の方向性に関する考え方で、現状を踏まえまして記載をさせていただ

きました。最初の○、法改正を踏まえたフィルタリング利用率向上のための取組の着実な

推進。こちらは提言報告書における同趣旨の記載を入れたものでございます。 

 次の○で、青少年のインターネットを適切に活用する能力の向上促進。こちらは、これ

までの基本計画では情報モラル教育が強調されてきたところでありますけれども、情報教

育を推進しまして青少年のインターネットを適切に活用する能力を全般的に向上させるこ

とが必要で、それによりまして、翻って、情報モラル教育も再認識されて、より理解が高

まるといった趣旨で記載してございます。 

 次の○、ペアレンタルコントロールによる対応ということで、コンテンツの利用に関す

る親子のルール作りや長時間利用管理、自撮り画像や誹謗中傷の発信の予防対応等の周知
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啓発と記載してございます。 

 ここのペアレンタルコントロールというところでありますけれども、先の提言報告書で

は「ペアレンタルコントロール機能の啓発」と記載されているところでありますが、その

点に限らず、現行基本計画から引用させていただきますと、「保護者が、青少年のライフ

サイクルを見通して、その発達段階に応じてインターネット利用を適切に管理」といった

意味合いでこちらのペアレンタルコントロールを記載させていただいております。新たな

情勢の変化に対し、ペアレンタルコントロールによる対応を図るとしてはいかがかという

ことで記載したものでございます。 

 最後の○、フィルタリング容易化措置の青少年及び保護者への更なる周知ということで

す。御指摘を踏まえまして、記載どおりでございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明を踏まえ、第５次基本計画に関する骨子（案）の検討を行い

たいと思います。なお、今回の検討につきましては、第５次基本計画の今後の取組の方向

性を中心に行いたいと思います。資料５の（案）以外に新たに盛り込むべきものがないか

も含めて御意見を頂戴したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。どな

たからでもどうぞ。 

 上沼委員からどうぞ。 

○上沼委員 御検討ありがとうございます。 

 「今後の取組の方向性に関する基本的な考え方」の部分です。本日もエースチャイルド

社から発信への対応ということで御説明をいただいたように、今までのインターネット環

境整備法というのは受信のほうに重きを置いていたのですが、発信のほうにもっと重点を

置くべきなのではないかと思っています。 

 その関係で、今後の取組の方向性について、発信に関するものとしては、二つ目の○の

「活用する能力の向上促進」というのが一部入るのだと思います。 

 もう一つが、三つ目の「ペアレンタルコントロールによる対応」ですけれども、ここが

周知啓発になっていて、あくまでも保護者に対する啓発ベースになっているのが気になり

ます。受信に関しては、一つ目の○、フィルタリング利用率向上や、最後の○は容易化措

置について、こちらは「更なる周知」ということなので厳密には周知啓発かもしれません

けれども、機能による保護に関する対応が入っているのに、発信については普及啓発止ま

りというのは、少し弱いのではないだろうかと思っています。発信に対する技術的保護措

置についてもぜひ盛り込んでいただければと思います。 

 先ほどエースチャイルド社からご説明があったように、本当に必要なときに実際にリア

ルの営業活動が行われないことで利用率が下がるとか、本末転倒になってしまうのかなと
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思うのです。オンラインのコミュニケーションが活発なときこそ、技術的な保護手段がも

っと使われるべきなのではないかと思いますので、その点を御検討いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 尾上委員、関連質問でしょうか。それとも別な質問でございましょうか。 

○尾上委員 少し関連しているので発言させていただいてよろしいでしょうか。 

○藤原座長 関連しているのであればどうぞ。 

○尾上委員 上沼委員からお話がありましたように、普及啓発の部分に関しましては、コ

ロナ禍によって、保護者が集まる会とか、そういったものがほとんどなくなってしまって

おります。特に学校での保護者の情報量というのはたくさんありまして、その中の一つの

取扱いでしかなかったものが、これからこの形であればペアレンタルコントロールによっ

て情報の収集に関しては個でしかなくなってくる。集団で情報する機会がなくなってきま

すので、そういったことを今後どうやって、やっていくのかが本当に見えなくなっておる

中での対応が必要と考えます。先ほどの上沼委員の話の中にプラスした形で対応を盛り込

むというのが必要ではないかと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、発信に対する技術的保護措置等に関する上沼委員からの御意見でしたけれど

も、まずは事務局いかがでしょうか。 

○小山参事官 御指摘ありがとうございました。御指摘のありました技術的保護措置に関

しましては、事業者を所管する関係省庁と対応を検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○藤原座長 技術でできることは技術でということで。 

 上沼委員、どうもありがとうございました。 

 それから、コロナ禍で保護者が集合しての周知啓発が難しいという誠にごもっともな御

指摘でしたけれども、これについても意見を賜ったということで、もし事務局から何か一

言あれば。 

○小山参事官 御指摘ありがとうございます。御指摘を踏まえまして、その周知方法の仕

方といいますか、やり方についても今後検討してまいりたいと考えております。 

○藤原座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○事務局 木村委員が手を挙げていらっしゃいます。 

○藤原座長 木村委員、どうぞ。 

○木村委員 ありがとうございます。すみません。もう事務局からお答えいただいたこと
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にも関連するのですが、先ほどの上沼委員の続きでよろしいでしょうか。 

○藤原座長 どうぞ。 

○木村委員 私も上沼委員と全く同じ意識を持っております。多くの親御さんは非常に関

心が高くていらっしゃると思うのですけれども、全ての親御さんにペアレンタルコントロ

ールを期待するのは難しいのかもしれないという面もあると思います。そうしますと、先

ほどの技術的の中に入るのかもしれませんけれども、子供自身の利用に関してある程度技

術的にケアするような方法があるのではないか。子供自身にもうちょっと働きかけるよう

なやり方もあるのではないかと思いますので、一つは、そういう技術的な面。 

 あとは、これも繰り返しになりますけれども、周知啓発よりはもうちょっと強い言葉で

示したほうがいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 貴重な御指摘をありがとうございました。 

○事務局 曽我部委員が手を挙げていらっしゃいます。 

○藤原座長 それでは、曽我部委員、どうぞ。 

○曽我部委員 ありがとうございます。たびたび申し訳ありません。曽我部でございます。 

 三点あるのですけれども、一つは、この資料５の方向性（案）で申しますと、上半分の

ほうです。現状というところの二つ目の○の２ポツ目「有害情報の・・」というところの

後段「自撮り画像の『送信』やSNSにおける誹謗中傷等『発信』による被害の多発」という

ところです。自撮り画像の送信というのは被害だと思うのですけれども、発信による被害

というのは、まずわかりにくいということ。 

 あと、誹謗中傷の発信というのは別に今に始まった話ではないわけです。情勢の変化と

書いてありますけれども、別に今に始まったことではなくて、たまたま昨今大きな出来事

があって注目されたということだけで新しい話ではない。 

 かつ、青少年についていうと、例えば、いじめなどでいうと、常にずっとある話ですの

で、ここは情勢の変化による新たな課題という位置付けは議論の余地があるのかなという

ことで、御検討いただければと思います。 

 それから、二点目ですけれども、次のポツの利用時間の長時間化に関しては、ゲーム依

存等の問題が昨今いろいろ注目されておりまして、自治体の中で条例を作ったりするとこ

ろもあり、かつ、中央省庁のほうでも研究が始まったりしているというふうにお聞きしま

すので、これについてはもう少し、単なる長時間化の中に含めるということでいいのかど

うか。今は骨子なので含んでいるのだと思うのですけれども、実際に検討されるときには

特出しで、単なる長時間化というのとは別扱いで議論する必要があるのかどうかというこ

とについても御確認いただきたいと思います。 

 三つ目は、先ほどの各委員の御意見というところ。資料でいうと資料４の最後の尾花委
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員の御指摘とかにも関わるのですけれども、この青少年インターネット環境整備法の立て

つけのせいもあるのですが、基本的には受信側のリテラシー構造、フィルタリングに偏っ

ている。一部携帯電話に関しては事業者責任というのがありますし、OS事業者等も一定の

努力義務等々ありますけれども、そこで抜けているのは、CPというか、コンテンツプロバ

イダーの取組については法律上明確な位置付けもないところではあります。現実には、先

ほどゲームのお話もありましたけれども、そちらの事業者のほうでできることもおありで

しょうし、一定の応分の責任を求めていくということもあり得ると思います。全体の対策

のバランスも情勢の変化や技術的な要件の変化等で動いているところはあると思いますの

で、そういうところも踏まえた対応といいますか、方向性もお考えいただく必要があるの

かなと思いました。 

 すみません。ちょっと長くなりましたが、以上です。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。 

 幾つか御指摘いただいて、まず、被害という言葉ですね。それに併せて、誹謗中傷等発

信による被害という言葉とともに、その状況というのは従前からある話だということ。そ

れから、位置付けについて考えていただきたいということ。それから、長時間化というの

を特出しするかどうかという問題も併せて考えろというお話でした。 

 それから、最後のコンテンツプロバイダーについて何らかの言及等が必要ではないかと

いうお話でした。 

 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。 

○小山参事官 一点目の関係につきましては、ワードがちょっとこなれていないところが

あるのは確かにそのとおりでございまして、ワーディングの関係、あるいは、今までもあ

ったことということも踏まえて、情勢の変化ではないという御指摘もございました。ワー

ディングの関係は今後また検討したいと考えてございます。 

 二点目、三点目につきましては、今、直ちに何か答えがあるわけではございません。今

後、12月に向けて、作成する上で検討してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

○藤原座長 ほかにはいかがでしょうか。御意見、御質問。 

 それでは、竹内委員、お願いいたします。 

○竹内委員 よろしくお願いします。 

 とてもしっかり考えられた骨子だと思いますが、二点あります。 

 まず一点目は、このインターネット環境整備法が作られた頃の中心人物というのは高校

生がネットを使い出した頃だったのですね。ゲームサイトとかガラケーでいろいろやって

いた頃から変わってきまして、今、どんどん低年齢化してきまして、この内閣府の調査で
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は６歳児の子供の利用率が７割近くなっています。子供は自分では使っていない。お母さ

んが見せるわけです。だから、インターネットの利用は、私たちが守っていかなければな

らないのは、青少年からさらに下がってきて、しかも、対象が高校生本人が使うものから、

受動的にお母さんに見せられる子供たちを含めて、これはここで扱う課題かどうかは別に

しまして、ちょっと課題が変わってきつつあると思うのです。そのあたりの御指摘とか御

示唆とかがあったらいいのではないかというのが一点です。 

 もう一つは、先ほどもちらっと言いましたし、私も遅れて来たのできっちり聞けなかっ

たのですけれども、フィルタリングのことについても、小学生のゲームを外しているとい

う設定とか考えまして、小学生のネット問題というとほぼゲームなのです。しかし、ゲー

ムは、社名は言いにくいですけれどもＳウィッチみたいな。それを入れるかどうかは別に

して、インターネットなのです。ネットなのです。そこでのボイスチャット。言葉でやり

とりして大きなトラブルが起きている。新しい課題が生まれてきているわけです。そうい

う新しいことに対する目配せであるとか、今後どうしていくか。例えば、このインターネ

ット環境整備法にはゲームは入れないのか入れるのか。その辺を含めて今後の議論の中で。

この骨子の中に入れ込むかどうかは別にしまして、何かそういう議論があった上で骨子を

作成されたらいいのではないかと思いました。 

 私のほうでは特にこうしたらいいという意見はないのですけれども、今、非常に過渡期

になって、乳幼児まで落ちてきたという現実と、その新しい課題。これからも課題がどん

どん変わっていくと思うのですけれども、それの対応をするのかしないのか。 

 この二点が、今、非常に気になっております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 二点御指摘いただきました。 

 第一点は、以前もこの会議で議論がなかったわけではないのですが、言葉が適切かどう

かはともかく、子守代わりになっているということ。高校生から乳幼児にまで「非常に低

年齢化している」ということに注意すべきであるということ。 

 二点目は、先ほど吉井様から一部お答えいただいたのですけれども、この委員会として

も、小学生のゲームのことを考えるべきではないかという御指摘でした。 

 貴重な御指摘、ありがとうございました。 

 ほかに。 

○事務局 中川委員が手を挙げていらっしゃいます。 

○藤原座長 中川委員、どうぞ。 

○中川委員 すみません。遅れて来まして申し訳ありませんでした。よろしくお願いしま

す。 
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 私のほうからは、考え方としては、青少年のインターネットを適切に活用する能力の向

上促進に入るのですが、意見としては、ウェイトとしてさらに大きくしていただきたいと

いうことなのです。 

 情報教育の推進は本当に必須で、国のGIGAスクール構想によって、今、一人一台環境が

一気に進んできています。この頃、ニュースにもなっていますが、デジタル教科書への移

行の検討なども加速化していて、今後、もっと学校教育に絡めていくべきだなと思ってい

ます。教員への啓発という意味でもとてもいいタイミングであろうと思います。 

 そんな中で情報モラルというのはもちろん必要なのですけれども、どのように情報を活

用していくのかという情報活用能力ですね。これに含まれています。この含まれていると

いう位置付けがとても重要で、例えば、文部科学省から2020年に出ました「教育の情報化

に関する手引」などでは、問題解決、探求における情報を活用する力や態度とともに情報

モラルが位置付けられているわけです。ですので、この情報活用能力、大きな方向の中で

検討していくべきと考えていますので、さらにこの辺のウェイトを大きくするようぜひお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 学校教育における情報教育という話でした。どうもありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○アルプスシステムインテグレーション㈱ ちょっとよろしいでしょうか。 

○藤原座長 ちょっと待ってください。 

 それでは、先ほどの竹内委員の御質問にも関連するのかもしれませんけれども、今日プ

レゼンをしていただきましたアルプスシステムインテグレーションの吉井様から御発言を

求められていますので、どうぞ。 

○アルプスシステムインテグレーション㈱ すみません。違うところで発言を許していた

だきましてありがとうございます。先ほど御質問をいただきました「ゲーム」のカテゴリ

ーについて一点補足をさせていただければと思いまして、発言をお願いいたしました。基

本的にゲームは「ゲーム」ですとお答えをさせていただいたのですが、アプリにつきまし

ては、複数カテゴリーが付与されますので、現在話題になっておりますゲーム内のボイス

チャット機能につきましては、「子どもへの配慮カテゴリー 大人向け」付与されますの

で、小学生以上は利用できないという状況になっております。 

 また、一部、Ｒ指定がついておりますような大人向けのゲームは、該当するカテゴリー

を付与しております。補足として入れさせていただきました。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。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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○事務局 上沼委員が挙げていらっしゃいます。 

○藤原座長 上沼委員、どうぞ。 

○上沼委員 何度もすみません。 

 どうしても入れろということではないのですが。 

インターネットの環境変化は非常に速いです。インターネット環境整備法の実質的な改

正は過去に一回しかなく、このような点を考慮しても、対応が遅れがちなのではないかと

思います。そういう意味で、見直しをするタイミングについて、もう少し積極的だといい

のではないかと思いますので、今後の見直しについての積極的な対応みたいなものを入れ

ていただけるようなら有り難いなと思います。先ほど竹内委員がおっしゃったように、環

境整備法は高校生のユーザーを念頭において作られた法律ですが、今はもう幼児でもイン

ターネットを使っており、想定が全然違っているという状況ですので、現状にキャッチア

ップできるよう御検討いただければと思います。 

○藤原座長 はい。御希望ということですけれども、法案の中にも、何年後見直しであっ

たり、各種ガイドラインの中にも、毎年のように見直せという規定が入ったりしますので、

貴重な御指摘として受け止めさせていただきます。ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。特によろしいですか。 

 特に御意見がなければ、本日の議題はこれで終了とさせていただきたいと思います。 

 それでは、一連の議事については終了したということで、事務局から事務連絡などがあ

れば、どうぞお願いいたします。 

○小山参事官 事務局の小山でございます。 

 次回の第48回検討会につきましては、本年12月中に開催させていただく予定でございま

す。詳細な日程、場所については別途御連絡をさせていただきます。 

○藤原座長 以上で、本日の予定議題は全て終了しました。長時間にわたり御審議いただ

き、誠にありがとうございました。 


