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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38回会合 

議事次第 

 

 

日時：平成30年２月28日（水）10:00～12:00 

場所：中央合同庁舎第４号館４階共用第４特別会議室 

 

 

１．開会 

 

２．議事 

 議題１ 座間市における事件の再発防止策について 

 

 議題２ 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書（案）について 

 

 議題３ 平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査結果（速報）について 

 

３．その他 

 

４．閉会 

 

【委員】藤原座長、藤川座長代理、有木委員、上沼委員、尾上委員、尾花委員、清原委員、国分委員、

小城委員、吉田委員、内田委員代理、井部委員代理 

【内閣府・事務局】小野田統括官、福田審議官、堀参事官 

【オブザーバー】内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室参事官補佐、警察庁生活安全局情報技術犯

罪対策課長、警察庁生活安全局少年課長、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、

総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課専門職、法務省大臣官房秘書課政策評価企画室

政策評価係上席補佐官、文部科学省生涯学習政策局青少年教育課長、経済産業省商務情報政策局情報経

済課長 

【その他・座長が指定する者】厚生労働省子ども家庭局総務課児童福祉調査官、厚生労働省社会・援護

局総務課自殺対策推進室室長補佐、内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当） 
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○藤原座長 おはようございます。本日はお忙しい中をお集まりいただき、まことにあり

がとうございます。 

 それでは、まず開催に当たりまして、委員の出欠状況等について事務局から報告をお願

いいたします。 

○堀参事官 それでは、御報告いたします。 

 本日は、五十嵐委員が公務により御欠席であります。また、金井委員の代理で内田様、

長尾委員の代理で井部様に御出席いただいております。 

 なお、尾花委員は若干おくれてから御出席なさるということで御連絡をいただいており

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。 

 次に、１月の異動で内閣府大臣官房少子化・青少年対策審議官として福田様が御着任さ

れておりますので、御挨拶をお願いしたいと思います。 

 福田様、お願いいたします。 

○福田審議官 １月に着任しました福田と申します。どうかよろしくお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、今から事務局から資料の確認をお願いするのですけれども、その前に一言お

願いを申し上げておきたいと思います。本日のマイクですけれども、目の前にございます

タッチパネルでオン、オフを願いたいということで、ここが大事なのですけれども、マイ

クは使用後、オフを必ず押していただきたいということでございます。これは、事務局の

要望ですけれども、システム上、５人以上がオンにしていると、６人目のマイクはないと

いうシステムだそうですので、必ずオフにしておいていただきたいということでございま

す。その点だけよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○堀参事官 本日の配付資料でございますが、議事次第に資料一覧がございます。 

 資料は、１から４まででございます。そのほか、委員の皆様の卓上には、参考資料１と

２を配付しております。 

 資料１ 座間市における事件の再発防止策の概要 

 資料２ 座間市における事件の再発防止策について 

 資料３ 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書（案） 

 資料４ 平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果（速報） 

 そして、卓上配付資料が、参考資料１として、青少年インターネット環境の整備等に関

する検討会報告書（案）の概要。 

 参考資料２が、座間市における事件の再発防止策と検討会報告書（案）第２章の関連項

目となってございます。 

 不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。大丈夫ですか。 
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 また、本日の会議の議事録につきましては、速記録を作成の上、別途、各委員の皆様方

の確認をいただいた後、座長に諮り、公開させていただきたく存じますが、よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

○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たいと思います。 

 本日は、今、資料の御紹介がありましたけれども、議題は３つでございます。 

 議題の１つ目は、「座間市における事件の再発防止策について」でございます。 

 議題２が、「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書（案）」でござ

います。 

 ３つ目が、「平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査結果（速報）につい

て」でございます。 

 本日は、この３つの議題に沿って報告・発表いただいた上で、議論を進めてまいりたい

と思っております。 

 なお、質疑にて御発言される際は、結論から述べていただくなど、これまで同様、円滑

な議事進行にどうぞ御協力をお願いいたします。 

 まず、議題１「座間市における事件の再発防止策について」ですが、座間市における事

件につきましては、前回の検討会におきまして、関係府省庁の皆様から、今後の取組につ

いて御説明いただいたところですが、その後、政府におきまして再発防止策が決定されて

おりますので、その概要について事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○堀参事官 それでは、「座間市における事件の再発防止策について」、御説明いたしま

す。 

 この再発防止策は、昨年12月19日に、座間市における事件の再発防止に関する関係閣僚

会議において決定されたものであります。 

 柱は、３点ございます。１つ目が、SNS等における自殺に関する不適切な書き込みへの対

策。２つ目が、インターネットを通じて自殺願望を発信する若者の心のケアに関する対策。

３つ目が、インターネット上の有害環境から若者を守るための対策でございます。 

 それでは、資料１に基づき、この概要について御説明いたします。なお、資料２は、そ

の決定内容そのものでございます。 

 まず、１つ目、SNS等における自殺に関する不適切な書き込みへの対策でございますが、

自殺の誘引情報の削除等に対する事業者・利用者の理解の促進。そして、事業者・関係者

による削除等の強化を進めていくこととしております。 

 次に、２つ目、インターネットを通じて自殺願望を発信する若者の心のケアに関する対

策については、SNS等のICTを活用した相談機能の強化。それから、若者の居場所づくりの

支援等を進めていくこととしております。 
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 最後に、３つ目、インターネット上の有害環境から若者を守るための対策についても、

教育・啓発等につき、進めていくこととしております。 

 また、付言いたしますと、資料１の一番下から２行目、②をごらんいただければと思い

ますが、ここにございますとおり、関連施策は、青少年インターネット環境整備基本計画

の次期見直し、現在、御検討いただいているものでございますが、それに反映するとされ

ております。 

 今後、政府一体となって関係者の協力を得つつ、本再発防止策に迅速に取り組むことと

し、その推進状況についても関係省庁が連携して施策の進捗状況をしっかりと検証し、政

府の自殺総合対策大綱の見直し等に反映させることとしております。 

 再発防止策に関する説明は、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、ただいまの御説明について質疑がある方は、どうぞお願いいたします。いか

がでしょうか。 

 特にないようでございましたら、議題２「青少年インターネット環境の整備等に関する

検討会報告書（案）について」に移りたいと存じます。 

 これについても、まず、内閣府から説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書（案）」

について御説明いたします。 

 事務局では、前回、12月の検討会において決定いただきました骨子案をもとに、これま

での検討会における御議論、関係団体からのヒアリング、インターネット利用環境実態調

査、これは青少年分・低年齢分、両方ですが、それの結果。そして、関係府省庁による現

状の取組などを踏まえ、また委員の皆様の御意見を頂戴した上で、資料３にございますと

おり、「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書（案）」を作成いたし

ました。 

 最初に、この報告書（案）の概要について御説明したいと思います。委員の皆様に卓上

配付させていただいております参考資料１をごらんいただきたいと思います。１枚紙でご

ざいます。全体の構成について御説明いたします。 

 まず、第１章 第１として、参考資料１の左上でございますが、青少年を取り巻くイン

ターネット利用環境の現状に関する５項目を記載しております。また、第１章の第２とし

て、その下になりますが、現状の内容を受けて、資料左下に今後の取組の方向性に関する

基本的な考え方も５項目、それぞれ記載しております。 

 次に、左下の基本的な考え方を受けたものとして、具体的な項目でございますが、これ

は報告書においては第１章 第２に中項目として記載しておりますが、参考資料１の中で

は、資料右側に第２章 基本的な計画の見直しに係る提言の中の４つの枠組み、そのいず

れに該当するかがわかるように表示しております。ちなみに、この４つの枠組みは、法律

で規定されております基本計画で定めるべき事項でございます。 
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 したがいまして、構成としては、もう一度確認のために申し上げますと、第１章 第１

で現状が書いてございます。そして、その下、第１章 第２で取組の方向性に関する基本

的な考え方が書いてございます。そして、第２章のほうで、基本計画の見直しに係る提言

になっておりますが、これは現状の第３次基本計画を下地に、ただいま申し上げた基本的

な考え方、あるいは具体的な項目を反映させたものという構成になってございます。 

 この資料右側の枠の中には、それぞれの具体的な項目が第２章のどの項目に反映されて

いるのかを青字で表記してございますので、資料３、検討会報告書本体のほうと照らし合

わせていただければ、おわかりになるかと思います。 

 また、参考資料１の中で、それぞれ各項目の文頭にアルファベットを記載してございま

す。これは、それぞれ関連する項目をあらわしております。同じアルファベットであれば、

現状、基本的な考え方、そして具体的項目まで一貫して関連するということをあらわして

いるものでございます。すなわち、ａはａ同士が対応する、ｂはｂ同士が対応するという

形で表現しています。 

 以上が概要でございます。 

 次に、骨子案からの変更点でございます。細かな変更点につきましては、事前に委員の

皆様にお知らせいたしておりますので、ここでは構成の変更について簡単に御説明したい

と思います。 

 資料３をごらんいただきたいと思います。検討会報告書の本体でございます。 

 構成の変更といたしましては、大きく３点ございます。 

 まず、１点目でございますが、７ページをごらんください。序章といたしまして、これ

までの取組、あるいは社会情勢の変化等について、ここで簡単に述べております。 

 ２点目でございますが、フィルタリングに関連する項目の位置を近いところにまとめる

という整理をいたしました。 

 具体的には、11ページ、第１章 第１の２。タイトルは、「通信機器・手段、コンテン

ツの多様化等、青少年を取り巻くインターネット利用環境の急速な変化及びそれに伴うユ

ーザーのニーズの多様化」という項目でございます。これは、９ページに戻っていただき

まして、第１章 第１の１、これはフィルタリングの利用促進を目的とした法改正に関連

する項目でありますが、これに続けるという形で、この位置に11ページの内容を持ってき

ております。 

 もう一つは、41ページをお開きいただきたいと思います。第１章 第２の２、項目名を

申し上げますと「インターネット利用環境の変化やニーズの多様性を考慮した利用者にと

って分かりやすく、使いやすいフィルタリングの実現の推進」という項目でございます。

これも先ほどと同様に、40ページがこのフィルタリングの利用促進の法改正に関連する項

目でございますので、その直後に配置するという形で構成を修正しています。 

 以上が大きな２点目でございます。 

 最後、構成の変更の３点目でございますが、55ページをごらんいただきたいと思います。
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第２章 第２の１．学校等における教育・啓発等の推進の中の（１）でございます。児童

生徒の発達段階等に応じた情報モラル教育等の推進でございますが、この内容の情報モラ

ル教育の充実と指導力の向上、これは両者一体、不可分のものであるということから、双

方の記述をこの場所に統合するという形で骨子案から変更しております。 

 以上が、骨子案からの構成についての大きな変更点でございます。 

 最後に、座間市における事件の再発防止策との関係について、御説明したいと思います。 

 先ほどの資料１にお戻りいただきたいと思います。１枚紙で、「座間市における事件の

再発防止策の概要」と書いてあります。ここの一番下から２行目の②でございます。先ほ

ども申し上げましたが、関係閣僚会議で決定されました再発防止策の中には、ここにござ

いますとおり、関連施策は、青少年インターネット環境整備基本計画の次期見直しに反映

する。 

 なお、座間市における事件の再発防止策本体、資料２ですと、一番最後の６ページの４．

今後の検証の第２段落がこの本文でございます。ごらんいただければと思います。このよ

うな形で、座間市事件の施策に関連するものについては、インターネット環境整備基本計

画に盛り込むということが決定されています。 

 そこで、先ほど来申し上げております、本日御審議いただきます資料３「検討会報告書

（案）」の51ページをごらんいただきたいと思います。一番最後にエとございます。読ん

でいただければおわかりになるかと思いますが、今、申し上げました「座間市における事

件の再発防止に関する関係閣僚会議」において再発防止策が決定されたところであり、青

少年のインターネットの安全利用に関する各種取組においても、これを踏まえて推進する

ことが重要であるという記載を報告書51ページの中に盛り込むとともに、具体的な再発防

止策のうち、ネットの基本整備計画に関連する項目を検討会報告書の提言部分となる第２

章に反映させております。 

 どのように反映させているかということですが、委員の皆様の卓上に配付させていただ

いております参考資料２をごらんいただきたいと思います。縦長の４枚物でとじてござい

ます参考資料２をごらんください。タイトルは、「座間市における事件の再発防止策と検

討会報告書第２章の関連項目」でございます。右半分が青く塗ってあるところでございま

す。この資料でございますが、左側が昨年12月に関係閣僚会議で決定したもの、そして右

側が検討会報告書でございますが、それぞれの関連項目を左右横並びで記載しております。 

 まず、座間市における再発防止策のうち、先ほど申し上げました３つの柱のうちの１つ

目、SNS等における自殺に関する不適切な書き込みへの対策についてでございます。この参

考資料２の１ページから２ページにかけての左側をごらんください。（１）として、削除

等に関する事業者・利用者への理解の促進、（２）として、事業者・関係者による削除等

の強化が掲げられております。 

 これに対しまして、検討会報告書第２章で対応するものでございますが、前者について

は、資料右側のうちの第４の２（１）モデル約款作成等の体制整備の支援、それから、第
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２の１（２）学校等を通じたインターネット利用者の低年齢化にも配慮した啓発活動の推

進、第２の２（１）地域・民間団体・事業者等による継続的な教育・啓発活動への支援、

第２の１（１）児童・生徒の発達段階等に応じた情報モラル教育等の推進。 

 それから、後者、事業者・関係者等による削除等の強化に対応するものですが、これは

２ページのほうでございますが、第５の１（２）コミュニティサイトに起因する事犯の取

締りと青少年の被害防止に向けた事業者による主体的な取組の支援、第５の２（１）イン

ターネット・ホットラインセンター等を通じた削除等の対応依頼推進。そして、先ほど関

連項目としてお示しした第４の２（１）という形になっています。 

 次に、座間市の対策の柱の２つ目、インターネットを通じて自殺願望を発信する若者の

心のケアに関する対策の関係でございます。これは、卓上配付の参考資料２の中で２ペー

ジから３ページが該当いたします。 

 まず、１つ目のICTを活用した相談窓口への誘導強化、これは２ページから３ページにか

けてでございます。これにつきましては、検討会報告書に対応するものはその右側でござ

いますが、第５の３（１）インターネットによる人権侵害被害を受けた青少年等からの相

談等への対応。１枚めくっていただきまして、第２の１（３）「ネット上のいじめ」に対

する取組等の推進でございます。 

 最後に、大きな柱の３番目、インターネット上の有害環境から若者を守るための対策で

ございます。これは、卓上資料ですと３ページから４ページにわたっております。ここで

は、教育・啓発・相談の強化が掲げられておりまして、検討会報告書第２章で対応するも

のは、第２の５（１）社会総がかりで取り組むための総合的・集中的な広報啓発の推進、

加えまして、先ほど申し上げました教育・啓発に関連する項目であります、第２の１（１）、

（２）、そして第２の２（１）が対応する形になってございます。 

 このような形で、座間事件の再発防止策との関係の整備につきましては、報告書の中で

は、第１章の51ページで、インターネットの安全利用に関する各種取組においても、これ

を踏まえて推進するという総論を述べた上で、それぞれ基本計画の見直しに係る提言、報

告書第２章でございますが、その中に必要な施策は盛り込んでいるという構成にして整理

しております。 

 事務局から、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、質疑に移りたいと思います。御質問、御意

見等ございます方、どなたからでも御自由に、どうぞお願いいたします。 

 藤川代理からどうぞ。 

○藤川座長代理 御検討並びに取りまとめ、ありがとうございます。 

 この報告書について異論があるわけではないのですが、確認したいと思います。以前よ

り、春の一斉行動などのイベントとかキャンペーンといった手法が強調されているわけで

すけれども、他方で、各種調査を見ますと、学校での教育・啓発の効果というのは非常に
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多く認められております。今回でも、学校での教育・啓発については盛り込んでいただい

ているわけですが、以前から申し上げておりますように、その成果の確認というのが十分

できていないのではないかということがございます。 

 ですので、報告書はこれで構いませんけれども、どういう教育・啓発が行われ、どうい

う成果が上がっているか。学校教育が非常に重要でございますので、文部科学省にもお力

を発揮していただいて、学校教育における教育・啓発、実態の把握とか成果の検証といっ

たものをもっと積極的に進めていただけないかと、重ねてお願いしたいと思います。 

 あわせて、フィルタリングについては、今回の調査でも、後で出るでしょうけれども、

いろいろな努力があるにもかかわらず、普及率は向上していないわけですね。これは、明

らかにTwitterなどの人々が多く使うサービスがフィルタリングによってブロックされる

ような状況がある中で、座間市のような事件が起きている。つまり、有害なところと有害

でないところをきちんと区別するというのがフィルタリングの発想なのですが、サービス

の中で有害なところとそうでないところがきちんと区別できない中でフィルタリングを推

進するというのは、効果の観点から言って余り実効性がないわけです。 

 今回はこれでいいと思うのですが、今後、フィルタリングの普及というものをどういう

ふうに考えていくのかというのは、もっと検討しなければいけないということは、ぜひこ

の場で申し上げ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。 

 御意見の内容を分けていただいて、大変助かりました。報告書自体は認めるということ

で、内容については、今回はこれでいい。ただ、内容を踏まえて、今、御指摘にあったよ

うな文科省の検証とかフィルタリングの実効性を上げるための区別が必要である、という

ことですね。意見と今後の御希望を分けていただいて、ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 上沼委員、お願いします。 

○上沼委員 藤川先生がフィルタリングがと言われた後で言うのも、ちょっとあれなので

すけれども、資料１のインターネット上の有害環境から若者を守るための対策というもの

が、技術的にはフィルタリングしか現状、ないわけで、特に、上のほうの１の不適切な書

き込みへの対策というのは、きちんと対応してくださる事業者さんは対応してくださるの

ですけれども、問題は、インターネット上にはきちんと対応してくださる事業者さんだけ

ではない。そうすると、そこに対して、どういう対策がとれるのかというと、フィルタリ

ングぐらいしか今のところないのかなと思うわけです。 

 有害環境から若者を守るための対策の中が、教育・啓発・相談の強化と改正青少年イン

ターネット環境整備法の早期施行となっておりまして、改正青少年インターネット環境整

備法の早期施行にフィルタリングの推進というのも入っていると読み込めば、そういう趣

旨かなと思うのですけれども、有効性というものを言っていかないと、だめだと言ったら
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ますます普及しなくなってしまいますので、その部分は意識していただけるとありがたい

なと思います。 

 報告書がどうのというのではなくて、こういうふうになっていくと、つい、普及・啓発

のほうにシフトしがちなので、技術的な対策というのも常に意識していただけたらなとい

うお願いです。 

 以上です。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、清原委員、お願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 まず、今回の「青少年インターネット環境整備等に関する検討会報告書（案）」を、非

常に多くの視点を順序立てて、わかりやすく構成されており、まとめていただきました事

務局に感謝致しますとともに、この原案に賛同いたします。 

その立場から、今後、この報告書をより一層、国民・市民の皆様に知っていただくため

に強調すべき点について、コメントをさせていただければと思います。 

 今回は、低年齢層の子供のインターネット接続が早くなって、極端な場合、ゼロ歳児か

らスマートフォン等に出会っている環境の中で、「低年齢層の子供の保護者に対して、イ

ンターネット利用に関する啓発が必要である」ことを明記して、強調したところが大いに

特徴であり、また発信すべき点だと考えます。 

 ２点目に、30 ページ以降でございますが、そういう意味で、「学校教育だけではなくて、

地域における普及・啓発が重要であり、担い手確保が重要である」という点を強調した点

が意義があると思います。 

 ３点目に、50 ページに紹介されておりますように、今回、コミュニティサイトに起因す

るトラブルや被害、極端な殺人事件などをきちんと検証して提案しているということ。こ

れは、先ほど縷々御説明がありました、座間市における事件の再発防止策に対して、きち

んと対応する報告書を作成していただいたことにもあらわれていますが、特に私が注目し

たいのは、昨年の７月に、主要なコミュニティサイト事業者による「青少年ネット利用環

境整備協議会」が発足したということです。これは、極めて重要な協議会だと認識してい

ます。 

 あわせて、66 ページに明記されておりますように、違法・有害情報の削除等に関して、

インターネット・ホットラインセンター等を通じた削除等の対応依頼の推進や、事業者及

び民間団体の効果的な閲覧防止策の支援であるとか、言うまでもなくフィルタリングは前

提でございますけれども、フィルタリングだけでは防げない状況に対しての対策も明記し

ています。 

 これらは、今回の報告書の極めて重要な特徴で、前回はリベンジポルノによる犯罪の極

めて深刻な事態に即対応したということでございますが、今回は座間市の事件を重く受け

とめて、しっかりと対応した報告書をまとめていただけたのではないかなと思います。 
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 今、申し上げましたようなポイントを、ぜひ国民・市民にわかりやすく広報していただ

くことを期待します。また、民間の事業者がまさに水際で犯罪を防ぐ、その当事者にもな

れるのだという自覚を持って臨んでいただくことは、もちろん、表現の自由等の配慮も必

要かもしれませんけれども、今回の座間の事件などを重く受けとめた、大変発信力のある

報告書だと思います。今後の報道発表などに配慮していただければ、そして幅広く浸透で

きれば、そして、乳幼児を持つ保護者にも浸透するような発信をしていただければありが

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。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 遅くなりました。申しわけございません。尾花でございます。 

 まず、発表の内容、時間的に私、途中からしか聞けなかったのですが、資料を拝見させ

ていただきまして、本当にきれいな形でまとめていただいて、実効性のある内容だと感じ

ております。その中で、この文章の表面には出てこないことを皆さんと共有しておきたい

と思って、意見として述べさせていただきます。 

 先日、ネットモラルキャラバン隊で中学生に話を聞いたところ、情報モラルの授業は、

キャリアさん等の無料のセミナーを毎年きちんとやっていると学校は言うが、毎回同じ内

容でつまらなくて、フィルタリングをかけようという話と、SNSは危ないという話と、ルー

ルをつくろうという話と、このぐらいで、定型化されたものでしかなくて、私たち生徒は、

この授業を黙って聞くのが義務だと思って席に座っていますと言っていたのですね。 

 実際、そこまで調査するのは難しいと思うのですが、こういう中で、実際にこれだけや

っていますという話がある中で、先ほど藤川委員がおっしゃったように、効果がどれぐら

い出ているのか。やるということは浸透した。でも、やればいいのではない。 

 ちなみに、まだデータがまとまっていないので、中間的なお話でしかないのですが、文

科省の全国にいらしている、地域を担当されている方々に全国的な調査を行って、座間以

降、こういったSNSのトラブルに特化した授業や教育は行ったかというアンケートをとらせ

ていただいたところ、その後、やっていないというところが多い。なぜかというと理由を

伺ったところ、一番多かったのが、SNSを含む一般的な情報モラル教育を既にやったからと

いう理由なのです。 

 先ほどの中学生の意見とあわせて考えると、やったものは、子供たちは興味がなくて聞

いていない。毎回、同じようなものだ。座間のような事件が起きて、改めて再発防止のた

めに何かやってくださいといっても、既に一般的なものをやったから、もうやらないとい

うのでは何の意味もないかなと、とても感じました。もちろん、その中には、特別な授業

をやろうと思っても、やれるスキルがないとか、やる予算がないという意見もありました。 

 文科省さんから昨年末に通知があったように、e-ネットキャラバンとかインターネット

安全教室をうまく活用してくださいと言われていますが、e-ネットキャラバン、インター
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ネット安全教室の講師が座間に特化した子供たちの危機管理意識を高めて、しっかり認識

させられるような授業ができるかというと、まだそれは追いついていなくて、インターネ

ット安全教室やe-ネットキャラバンの講師に来ていただいてやるのは、当然のことながら、

今までどおりの内容となってしまっていて、気がついた講師が一部、座間の内容をちょっ

と取り込むぐらいで、物理的に難しい。 

 スキル的にも、それで１回の授業をやるほどのスキルはまだまだ身についていないし、

レクチャーの方法もまだ提供できていないという状況の中で、地域に任せてしまうという

よりも講師育成。先ほどから何回か出ていますが、指導員の育成と教材の制作。また、地

域の学校の先生とか文科省あるいは教育委員会の担当者の方たちの意識の改善。前にやっ

たからいいやとは違うのだという部分について、もう少し何らかの働きかけとか情報の共

有という部分が必要ではないかなと強く感じています。 

 長くなりました。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 国分委員、お願いします。 

○国分委員 私も、報告書は本当に御努力の跡があって、立派な報告書（案）になって、

特にコメントはないのですけれども、座間市における事件の再発防止策の概要について、

一言コメントさせていただきたいと思います。 

 SNS等における自殺に関する不適切な書き込みへの対策ですけれども、こういう対策は各

関係省庁の調整のもと、一生懸命努力された結果がよく見えるので、それはそれで尊重し

たいと思うのですが、私、以前、警察庁のホットラインセンターの運営などもやってきた

経験から言うと、SNSについては、従来のフィルタリングの対象となるわいせつ画像とか、

そういうものと違って、非常にダイナミックというか、時間軸上の視点というものが非常

に必要です。 

 例えば、週末は多分、事業者のホットラインセンターもお休みで、書き込みがあっても

月曜日の朝にならないと対策がとれないとか。社会的に非常に緊急を要する場合は、各警

察のほうで各県警とかに通信センターがあって、365日24時間対応されているわけですけれ

ども、SNSの場合、時間軸上でどんどんいろいろな書き込みが行われて、それに対して若者

がいろいろ行動するという状況が、こういう対策の中で何となく見えないような感じがす

るのですね。 

 いわゆる人海戦術で事業者も週末も全部対応できるようにしようとか、Twitterは時差の

関係で、米国のチームが児童ポルノについては対応されようとしているかぐらいのことは

聞いたことがあるのですけれどもね。人力でやる部分、365日24時間の対応ができるように

するということもあるのですけれども、おのずから限界があるものですから、もっと技術

開発も含めて、技術的な対策というのも、今後のことを考えると検討が必要なのではない

かなと思いました。 

 再発防止策は、これで御努力の跡が十分あって、特にこれでどんどんやっていくという
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ことですけれども、今後のことを考えると、ぜひ時間軸で、ダイナミックにいろいろ物事

が変わっていくということに対する対策というものを検討すべき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。 

 確かに御指摘のように、表現の自由とか営業の自由とかありますので、技術でできるこ

とは技術でというのは情報分野での鉄則ですので、そのとおりだと思います。AIの時代で

もありますし、今後に期待したいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 小城委員、お願いします。 

○小城委員 聖心女子大学の小城です。 

 １点だけ。報告書は、大変つぶさにまとめられていて、ありがとうございます。青少年

と一口に言ったときに、幼児・児童と思春期以降とでは少し状況が異なるだろうと、この

座間の事件の概要を見ていて、そのように思いました。いろいろ問題はあるにせよ、幼児

とか児童、小学校、中学校、義務教育までは、学校教育の枠組みの中で何とかアプローチ

することが可能ではあります。そのコミュニティから漏れる家庭も把握することは、物理

的に可能ですけれども、思春期以降になると、全員が高校に進学するわけではありません

し、高校卒業後も就職する若者、大学に進学する若者と多様になっていきますので、全員

にアプローチするということはなかなか難しい。 

 さらには、思春期以降、ちょうど発達の観点から考えても、アイデンティティーが揺ら

ぐ時期でもありますし、家族との関係も再構築する課題を抱えている時期で、そのころか

ら自殺願望とかうつ病などが青少年の心の問題として大きく浮上してきています。座間の

事件というのは、ちょうどそうしたコミュニティから外れていてもアプローチができない

年代で、さらにアイデンティティーが揺らぐような若者をターゲットにしていた事件なの

だろうなと思います。そうすると、どこまでハード面でこれを食いとめることができるの

かというのは非常に難しい問題だなとも感じています。 

 今、この報告書の中で提案されていることは、できる限りの御提案になっていると思い

ます。その上で、児童・幼児と思春期以降と分けて考えるということがこれからの課題に

なるだろうという視点と。それから、拡散している、ネット上でしか心の中身を吐き出せ

ないような青少年もふえてくる中で、ネット上でケアできないものか。ハード面からだけ

ではなくて、今、ここではICTを活用した相談窓口という御提案がありますけれども、ネッ

トの現場で何とかそういった問題を食いとめられるようなことができないものだろうかと

いうことを思っております。報告書には、特にそのことの記載は不要ですけれども、今後

の検討課題の一つの視点として盛り込んで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。 
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 ほかにはいかがでしょうか。 

 尾上委員。 

○尾上委員 尾上です。 

 この座間における事件が発生してから、一番重要なことは、それぞれの家庭でこのこと

について話し合われたかどうかということだと思っておりまして、保護者の責任とか管理

をしっかりやっていかないと、いろいろな対策をやったとしても、次の展開はないのでは

ないかという心配があります。中で書かれているようないろいろなことは、当然ながら対

策としては必要なのですが、子供たちに持たせる、使用させるのは保護者であって、ほか

からそんなものが飛んでくるわけではないので、しっかりとこういった事案を受けて、当

然ながら被害者家族に配慮した書き込みの仕方にしかならないと思うのですが、もっと保

護者責任を明確にしていくべきではないかと感じております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 内田代理、お願いします。 

○内田委員代理 全国高等学校PTA連合会の内田と申します。 

 今回の再発防止策、全て対症療法的にはすばらしいもので、完璧だと思います。ただ、

防止策の概要のところにあります若者の心のケアに関する対策というところ、どんなに防

止策をとっても、若者がYouTube、動画視聴がおもしろくて、どんどんはまっていってしま

う。そして、気がついたら４時間も５時間もやってしまったという動向は、なかなかとめ

られないものではないと高校生が言っております。 

 私どもの討論会のときに出てきた高校生が、誰かこのやり過ぎをとめてくれるアプリを

開発してくれないか。ある程度時間がたったら切れてしまうとか、あるいは裏サイトへ行

くのではなくて、僕たちがもっと前向きで楽しいようなアプリはないのかということが寄

せられています。防止もいいのですけれども、それに伴って、先ほど出ましたけれども、

ネットの現場のところでもっと若者の心をつかむようなものができないかと、PTAとしては

感じております。 

 なお、学校の現場の先生たちからよく言われているのは、恐ろしく子供たちに主体性が

ない。そういう主体性のないところに、こういうすき間が出てくるということで、新しい

教育改革における学習指導要領に盛り込まれた主体的な学びに関して、こういうことが予

防できるような方向になっていくことをすごく期待しております。 

 以上です。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。ひとまずよろしいですか。大変貴重な御指摘、御意見あ

るいは御発言いただき、ありがとうございました。 

 そこで、本日は、この報告書（案）について、この場で決めておきたいことが２点ほど

ございます。 
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 まず、１点目ですけれども、お手元の今、御意見を賜りました検討会報告書（案）の内

容に関する御了解です。これは、各委員の皆様方の発言を拝聴しておりますと、中身その

ものは、これでよろしいのではないかという御意見だったように思うのでありますけれど

も、この点について、まず了解を得たいということですね。その際に、報告書（案）につ

きまして、平成28年度の青少年のインターネット利用環境実態調査の図表と数値が使用さ

れております。事務局において、後の論点ともかかわってくるのですけれども、昨日公表

されました最新の平成29年度調査のデータへと差しかえて、それに伴って若干の修文を行

いたいと思っております。 

 大きな論旨の変更はございませんので、これについては、座長であります私と藤川代理

に御一任いただきたいと思っております。本日の報告書（案）の内容と、データを29年度

版に差しかえて、それに伴う修文を行うということを含めまして、報告書（案）、了解い

ただけますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○藤原座長 どうもありがとうございます。 

 次に、２点目でございます。この種のものについて、どうするか、議論があるのですけ

れども、報告書（案）のパブリックコメントを行うことをお諮りしたいと思います。検討

会報告書につきましては、前２回、平成23年、平成27年、いずれも最終決定の前にパブリ

ックコメントを行っております。平成23年の場合は28件、27年は45件の人数の御意見をい

ただいているところでございます。パブコメの源流は、意見公募手続という行政手続法に

規定される前の行政改革会議の中の議論から出てきたところでございますけれども、報告

書の最終決定の前に広く国民の意見を聞くという点においては、実施する意味があるので

はないかと考えております。 

 もし御異論がなければ、実施することとしたいと思っておりますが、この点、いかがで

しょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それで、パブリックコメントの意見募集期間でございますけれども、これは用意との関

係もありますけれども、事務局に一任していただくということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それでは、御異議ないようですので、そのようにパブリックコメントをしたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。 

 次に、議題３でございます。「平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査結

果（速報）」について議論をお願いしたいと思います。 

 まず、内閣府のほうから説明をお願いいたします。 
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○堀参事官 それでは、「平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結

果について」、御説明いたします。 

 資料４をごらんください。この速報でございますが、昨日、記者公表、そして内閣府ホ

ームページへの公開を行ったものであります。調査結果について、申し上げます。 

 まず、一昨年、平成28年度と比較して、大きく傾向が変化した点はございませんが、ポ

イントとなる点について、何点か申し上げたいと思います。 

 資料の３ページを開いていただければと思います。ポイント１と書いてあるものでござ

います。青少年のインターネットの利用状況でございます。 

 82.5％がネットを利用しているということ。 

 それから、機器としては、スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機、ノートパソコ

ンが上位であるということ。 

 それから、中学生のスマートフォンの利用率の伸びというものが、ほかの学校種と比べ

ると若干高いということが言えるかと思います。 

 続きまして、次のページ、４ページ、ポイント２でございます。青少年のインターネッ

トの利用の内容でございます。 

 高校生では、コミュニケーション、動画視聴、音楽視聴が上位。中学生では、動画視聴、

ゲーム、コミュニケーションの順。小学生では、ゲーム、動画視聴の順でございます。 

 経年変化を見ますと、動画視聴が平成26年から連続して増加傾向というのが、ほかと比

べて言えることかと思います。 

 続きまして、次のページ、ポイント３でございます。利用時間の関係でございます。 

 平均利用時間は約159分。前年度と比べますと、伸びは約５分でございます。 

 学校種が上がるとともに長時間傾向であります。ちなみに、高校生では、26.1％が５時

間以上、インターネットを利用しているという数字が出ております。ただ、この26.1％と

いう数字、昨年の調査では、高校生で５時間以上利用する率というのは20.5％でありまし

た。単純に比較しますと、高校生のヘビーユーザーが増加したと捉えられるようにも見え

ますが、他方で、藤川代理からもいろいろと御教示いただいておるところでもございます

が、学校教育や自宅学習でのインターネット利用も非常に拡大しているという実態がござ

いますので、単純に時間が延びたということをもって、これをどう評価するかというのは

非常に難しいものではないかなと考えております。 

 したがいまして、来年度、平成30年度からの実態調査におきましては、利用時間の内訳

を勉強とそれ以外ということで区分して把握して、今までよりは細かく実態を把握してい

きたいと考えておるところでございます。 

 続きまして、６ページ、無線LAN回線の利用状況については、引き続き増加傾向でござい

ます。 

 それから、７ページから10ページにかけての保護者に関する項目について、大きな変化

はございませんでしたので、割愛させていただきます。 
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 続きまして、11ページ、ポイント９でございます。青少年の利用に関する保護者の取組

状況でございます。 

 84.4％の保護者がいずれかの方法で青少年のインターネット利用に関する取組を行って

おります。 

 行っている取組につきましては、前年度と同様に、「フィルタリングを使っている」、

「子供のネット利用状況を把握している」が上位であります。なお、フィルタリングの利

用率については、この資料のとおり、昨年、平成28年度の44.6％から横ばいの結果でござ

います。これについては、報告書をまとめるに当たっても、この横ばい状況については既

に御議論いただいているところでございます。 

 続きまして、次のページ、ポイント10でございます。保護者のインターネットに関する

啓発や学習の経験でございます。 

 「学校の保護者会やPTAの会合などで説明を受けた」、「学校から配布された啓発資料な

どで知った」が上位であります。 

 経年比較をいたしますと、「学校の保護者会やPTAの会合などで説明を受けた」、「イン

ターネットで知った」が継続して増加傾向。それに対して、「テレビや本・パンフレット

などで知った」は減少傾向でございます。 

 一番最後の15ページでございます。参考資料２をごらんいただきたいと思います。この

資料は、今年度から初めてつけたものでございます。今まで、機器の利用については、ス

マホにずっと着目して載せてきたのですが、スマホ以外の機器についてもインターネット

の利用率を経年比較してみようということで、載せました。 

 その結果、簡単に申し上げますと、スマートフォンのインターネット利用率は平成26年

度から連続して増加しておりますが、それと並んで増加傾向にあるのがタブレットでござ

います。特に、小学生のところをごらんいただきますと、青のスマートフォンよりも赤の

タブレットのほうが上回っている状況にございます。 

 また、黄色のパソコンでございますが、全ての学校種で減少傾向に移っている状況でご

ざいます。 

 今年度の調査結果（速報版）については、以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 では、今の説明につきまして、御意見、御質問のある方は、どなたからでもどうぞ。 

 それでは、藤川代理から。 

○藤川座長代理 調査にかかわった立場なので、ぜひ御注目いただきたい点について、堀

さんがかなり詳しくおっしゃってくださったのですが、私から幾つか申し上げたいと思い

ます。 

 ごらんいただきたいのは、12枚目と14枚目と15枚目です。 

 12枚目の保護者の啓発や学習の経験の経年比較というのは、ぜひ御注目いただきたいの

ですが、「学校の保護者会やPTAの会合などで説明を受けた」というのが伸びているという
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お話が今ありました。他方で、テレビや本が減っていて、購入時の説明もずっと低いので

す。ですから、学校での取組というものが、PTAも含めて、かなり効果が上がってきている

のではないかということがうかがわれるのですが、もっとほかのところで努力したほうが

いいということになるのか、テレビでやろうということになるのかについては、この会議

でも今後議論していかなければいけない点かなと思いますので、このデータは、ぜひ委員

の皆様に御承知おきいただきたいと思います。 

 次に、14枚目ですが、これは各学校段階での子供たちのスマートフォンとか従来型携帯

電話の利用率の変化です。小学生・中学生のスマートフォン利用率がかなり伸びていて、

従来型携帯電話も含めた所持率も、数年分の比較で見ますとかなり伸びているのですね。

これは、ぜひ御理解いただきまして、10歳以上のデータですけれども、今後、低年齢も調

べてまいります。この増加傾向をどう踏まえていくかというのは、大きなポイントだろう

と思います。 

 最後、15枚目ですが、今、堀さんからもお話がありましたように、タブレットが小・中

学生で非常に多い。特に、小学生についてはスマートフォンよりも多いということが、今

回、改めて確認されました。 

 他方で、黄色いラインのパソコンが全学年段階で激減していまして、これは情報教育を

進めるという観点からしますと、キーボードが使えない小・中学生が非常に多いという現

状がございます。これは、国際的に見ても、先進国の中で圧倒的にかなり悲惨な状況が生

じているわけであります。インターネットの環境全体を見たときに、パソコンが減って、

タブレットがふえる、スマートフォンもふえているという状況について、このままでいい

のかどうかというところも、今後、検討していかなければいけないのかもしれませんので、

ぜひ皆さんも御注目いただきたいと思います。 

 済みません、ほとんど堀さんがおっしゃったことなのですが、意見を述べさせていただ

きました。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、清原委員。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 丁寧な御説明をいただきました。３点申し上げます。 

 １点目は、４ページの「青少年のインターネットの利用状況・利用内容」についてです。

今回、コミュニケーションだけではなくて、動画視聴というものが増加しているというこ

とが顕著だと思いますが、あわせて、電子書籍というデータも拝見しました。かねて私は、

インターネットの利用状況だけではなくて、同時に青少年の、例えば読書とかテレビ視聴

とか、その他のメディア接触と比較して、インターネットの接触がどのように変化してい

るかということがわかるといいのですが、と申し上げたのですが、経年比較の関係の中で、

そうした比較はなかなか難しいのかもしれませんし、調査もそこまで深くされていないの

かもしれないのですが。 
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 電子書籍ということが今後、どのように増加していくかということは一つの注目であり

ますし、テレビ視聴との関係で言えば、動画視聴がこれだけ行われているということにな

りますと、一般のテレビ視聴というのは、青少年においては極めて少なくなっているかも

しれないので、この辺は今後の調査の中で、できれば傍証できるようなデータが集まれば

幸いと思いました。 

 次に、12ページでございます。先ほど座長代理の御指摘にありましたが、「機器の購入

時に資料をもらった」というデータが極めて少ないということです。ことしの２月１日に

「改正青少年インターネット環境整備法」が施行されて、そのポイントの中で、携帯電話・

インターネット接続役務提供事業者が、使用者が青少年であるかを必ず確認し、そして青

少年が有害情報を閲覧する可能性があることや、フィルタリングサービスの利用について

説明しなければならないとなりました。したがって、平成30年度の実態調査では、この辺

が変わってほしいという希望は持つわけですけれども、この改正法の趣旨の徹底というも

のが求められていくということを、今回の調査の結果から改めて読み取りました。 

 最後に、いつも指摘しなければならないのが、13ページの家庭のルールにおける青少年

の実態と保護者の認識とのギャップです。保護者は、管理していると思っている。しかし、

子供は必ずしもそう思っていない。管理という言葉というよりは、保護者が子供・青少年

のインターネットとの接続の環境を把握するように努めるということは、極めて第一義的

な責任だと思うのですけれども、子供に自主的にルールを決めて、自分で適切な利用をし

ていくということを、動機づけるということももちろん大事です。 

 したがって、親から必ずしも指導されていないと思っているからといって、自分で自己

管理していないということではないと思いますけれども、この辺のギャップがもう少し相

互の対話の中で埋められていくと望ましいのではないかなと改めて思いました。引き続き、

自治体の１つといたしましても、保護者と児童・青少年のそれぞれのインターネットとの

接触・利用のあり方についての語り合いの場所の機運醸成といいますか、そういうことに

努めていきたいと確認したところです。 

 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。大変貴重な論点、御指摘いただきまして、感謝申

し上げます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 それでは、上沼委員。 

○上沼委員 清原委員がおっしゃってくださった、他のメディアとの比較の話を私もお願

いしたいと思っていたのは、５ページです。青少年のインターネットの利用状況で、先ほ

ど御説明の中で、勉強とそれ以外を分けたほうがいいというお話があったのですが、勉強

とそれ以外もそうなのですけれども、インターネットもメディアなので、それで利用状況

の４ページを、余り細かくすると大変かなと思うのですけれども、何をしているかという

ものと一緒に比較したほうがいいのかなと思っています。 
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 例えば、ゲームをしている。今までだったら家庭用ゲーム端末でやっていたのが、スマ

ートフォンになっただけというのであれば、別にインターネットの利用時間がふえていて

も、青少年の生活としては変わっていないというのがわかるのではないかと思うのですね。

なので、動画視聴がふえて、テレビが減っているとか、そういうものがわかるといいのか

なと思いました。 

 あと、10ページですけれども、ごめんなさい。継続なので、本当はことし聞くようなお

話ではないと思いますけれども、注意点の認知が保護者からの自己申告なのか、それとも

ILAS等の客観的指標を用いた結果なのかというのを教えていただければなと思います。 

○堀参事官 これは自己申告でございます。 

○上沼委員 わかりました。 

 自己申告ベースで低いということだと、本当に低いのだろうなと思うのですけれども、

自己申告だと、例えば「問題を知っている」というのが、本当に知っているのか、知って

いないのか、ちょっとわからないなと思ったりもしたので、伺った次第です。 

 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。 

 ほかにはいかがですか。 

 尾花委員。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 先ほどから、メディアの比較ということで、勉強ということも含まれているという話が

出てきているのですが、実は勉強そのものと学習補助で使っているケースを一緒くたにし

て勉強と一括りにするのであれば、その旨、調査するアンケートのところにしっかり書か

ないと、子供は判断できないと思うのです。勉強補助の調べ物と、自分の趣味の調べ物は

違うという観点から、本当は細かくとれるのであれば、勉強そのものに、学習そのものに

使っているか、学習補助に使っているか、それとも趣味や遊びに使っているかという３ポ

イントで聞きたいところですが、そこが難しければ、勉強の場合は補助的に使っているも

のも含むと。趣味で調べ物をしているのは遊びだよと。 

 子供は、アンケートをきちんと書かないと、どれに入れていいのかわからなくて、下手

をするとその他になってしまう。一番気になっているのがフリマの利用で、ショッピング

やオークションとなると、きちんと書かないとフリマがその他になってしまう。なので、

子供たちの今、使っている現状と照らし合わせて、私たちがとろうとしているデータに的

確に子供たちが答えてもらえるようなサゼスチョンが、今後ますます細かいものが必要に

なってくるかなと感じました。 

 そんな中で、もちろん、もしかするとオークションは今後要らないかもしれない。年齢

的には、子供が１人でやっていいことにはなっていませんので、というものもまた検討材

料かなと思いますが、今、一番子供たちが問題だと思っているというか、自分たちでも時

間をとられていると認識しているのが、言い方が変ですけれども、広告によるアルバイト
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です。要するに、ポイントやコインを稼ぐために動画を見る、広告をクリックする。何か

をインストールしてゲームを１クリアぐらいまでやるということが、実際に多く起きてい

ます。 

 要するに、自分のお小遣いをかけなくても何かを得ることができるようにする。これが

フリマにももちろん根底にはあるのですが、こういう部分をちょっと見過ごせないなと思

っていまして、動画を見ているのが本当に楽しくて見ているのか、この動画を見たらコイ

ンを１個くれるから見ているのかというところまで、できれば本当は調査したい。特に、

これが内容を見ているかどうかよりも、時間なのです。子供たちのかけている時間が、４

時間見ていて、そのうち２時間半も稼いでいるのだとしたら、これはゆゆしき問題。なの

で、そういう今の青少年の利用するインターネットの環境という意味で、正しく使われて

いるかどうか。 

 それとも、大人へのインフォーメーションが、実は子供の時間を奪ってしまっているの

かというところが見られるように、早急にとは言いませんけれども、平成30年度からの内

容を再検討しようみたいなお話も前回、前々回に出ておりましたので、こういった企業の

仕掛けの変化が大きくなっている現状で、広告クリックのような部分についても、時間と

の兼ね合いも含めて、内容として取り組む方向で検討いただければなと思います。 

 ちょっとごちゃごちゃしてしまいましたが、以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 前者のほうですけれども、私の知る限り、この統計調査のやり方としては、対面で委託

したベテランの方々がやっていると思いますので、その方々にも今のような趣旨をお伝え

いただいて、事務局を通じて、より正確にできるようにしてもらいたいと思っています。

オンライン調査ではなくて、対面調査だからというよさもあるのかなと思いますので。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。 

 もし、ほかになければ、第３の論点でありますところの29年度のインターネット利用環

境の実態調査による調査結果についての御報告は、終わったこととさせていただきたいと

思います。 

 本日の主な議題は以上の３つなのですけれども、議事次第をごらんいただくとおわかり

のように、「その他」というものがございまして、この際ですので、委員の皆様から御発

言があれば、全体を通してでも結構ですし、今後の課題ということでも結構ですので、御

意見をいただきたいと思っております。まだ、若干時間の余裕もございますので、もしご

ざいましたら、どなたからでもどうぞ。 

 それでは、藤川代理から。 

○藤川座長代理 済みません、何度も申しわけない。 

 先ほど上沼先生から御意見があったところにかかわるのですが、フィルタリングという

ものは可能性があって、推進すべきだということは当然なのですけれども、現状がどうな
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っているかというのを申しますと、かなり多くの人が使うTwitterというサービスで問題が

起きていることが大きいですね。自殺案件についても、児童買春等の問題についても、

Twitterの被害がかなりふえているわけであります。従来は、安全なところと安全でないと

ころと分けて、それはEMAのお力が大きいわけですが、安全なところだけアクセスできるよ

うにフィルタリングを推進していこうということでやってきたわけです。 

 ところが、Twitterのように非常に多くの人が使い、政府などの公共的な情報もTwitter

を通して流れるような状況があり、青少年も複数アカウントを持って使っているという場

がある。これについてフィルタリングをかければ利便性は著しく下がるわけですし、かけ

ないと非常に危険だという状況で、フィルタリングでは安全なところと安全でないところ

を分けられないというのが、今の大きな問題であろうと考えられます。これは、もちろん

フィルタリングをかけて、Twitterを全部ブロックしてしまえば安全にはなるのですが、そ

れは望ましいわけではないというのは多くの方が御認識されていると思います。 

 もし、テクニカルに解決していこうということであれば、例えばTwitterの中の危ない投

稿だけをブロックするとか、そういう類のフィルタリングが出てくれば、それはそれで意

味があると思うのですが、現状でTwitterを全部ブロックするようなフィルタリングしかな

いというときに、フィルタリングの推進をどんどんやっていきましょう、高校生にもフィ

ルタリングですという方向性が成立するかというと、それは厳しいと思います。 

 ですので、このフィルタリングの推進というのは非常に難しい状況にあって、この会議

で単にフィルタリング推進でいいとはならないのではないかと思いますので、ちょっと時

間があるということでしたので、この点はもっと深めなければいけないということについ

て、皆さんの認識の共有をいただければ大変ありがたいと思っております。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 上沼委員、どうぞ。 

○上沼委員 ここで議論してもあれなのですけれども、Twitterに関して言うと、今までだ

ったら、資料１の不適切な書き込みへの対策ということで言うと、言ってしまっています

けれども、Twitterで問題が起きるのは、ここで言う不適切な書き込みへの対策をきちんと

してくれていないからだということです。今までであれば、そういう対策をしてくれない

事業者は、ユーザーが利用しないという市場のメカニズムが働いていたのですけれども、

今はそれが働かない。 

 しかも、不適切な書き込みへの対策を行わないで、その資本を、例えばそこでかかる費

用を利便性の向上等に振り分けることができるということになると、真面目な事業者が損

をするという構造になってしまうので、そういうところを積極的に利用するのは、そもそ

もどうなのかなと思っているわけです。政府等が情報提供するときに、本当にTwitterでい

いのかというところも含めて、本当は御検討いただきたいところかなと思っています。 

 さらに言うと、フィルタリングがそもそも青少年の成長段階に応じて、その範囲を変え

ていくということができるのが、ユーザー側で変えられるということの一番のメリットな
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ので、Twitterについて、基本的に低年齢化が進んでいる現状において、少なくとも小学生

はフィルタリングをかけるとかいうことは、別に異論のないところではないかなと思うの

で、そういうことを含めて検討する必要があるのかなと思っています。 

 もちろん、コミュニケーションはダイナミックなので、青少年の行動を縦ラインという

か、スタティスティックスというか、サイトごとに見るのではなくて、それを見て青少年

がどう行動するかというところまで、縦ラインと横ラインと一緒に検討できるような技術

的な手段ができれば一番いいのかなと思っていますけれども、それが現状、なかなか進ん

でいないところなので、そうすると、次善の策としてはそれしかないのかなと思っていま

す。少なくとも低年齢化が進んでいる現状において、フィルタリングは必要なのかなと思

っておりますので、申し述べておきます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 私の両サイドから大変貴重な御意見いただきました。ただ、事実の経緯、認識としては、

コミュニティサイトの歴史を見ると、我が国でいろいろな事業者が出てきたときに不適切

な書き込みが多くて、大変なコストをかけて、それを一定量、児童の売買春を初め、少な

くした。その後、もう一つ、LINE等が出てきて、そこに移った。しかしながら、それにつ

いても相当な対策を打っていただいて、現在、主流になっているものがなかなか打ってい

ないという、上沼委員のおっしゃったことは、その意味では事実認識としては事実です。 

 ただ、その後、それをどうするかということについて、二方から貴重な御意見いただき

ましたので、今後、この場で議論を深めていけたらいいなと思っています。 

 尾花委員、どうぞ。 

○尾花委員 たびたび恐れ入ります。 

 フィルタリングについて、せっかく改正法が２月に前倒しとなって、この春の新規購入、

機種変更の前にフィルタリングは必須という、某企業さんの講師の言葉をかりると、フィ

ルタリングは自賠責保険である。入らなければいけない。だからといって、入ったからと

いって安全なわけではなくて、安全運転は自分でするものである。これ、名言だなと思っ

ていますが、自賠責保険ということは、窓口で入らないという選択肢はない。 

 今の法律からすると、入らないという選択肢は、保護者が特別願い出なければないとい

うことになりますから、平成30年度、ことしの３月からこの調査の内容を改めて見直すよ

うな機会があれば、学校で啓発授業を受けたかだけではなくて、フィルタリングについて

知っていますか、どこで聞きましたかということを調査していただければ、改正法に基づ

き、新しい項目をつくるということはありだと思うので、項目がふえてしまって大変恐縮

ですが、先ほど対面調査のよさということをおっしゃっていたので。 

 そういう意味では、窓口で聞いたというのが100にならなければおかしいですね。あるい

は、ネットで通販で買った場合には、ネットでそういうものを読んだという人が100％にな

らなければ法律は守られていないことになりますので、法規制をがんじ絡めにする気はな

いのですが、この法律がどんな影響を与えたかということを鑑みる材料として、大変よい
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調査だと思いますので、そのあたりも踏まえてやっていただければ。当然、フィルタリン

グの利用率も、ことしの春からはぐんと物理的に上がらなければいけないので、そこに関

して調査を利用して、法改正の結果というか、効果測定ではないですけれども、できたら

いいのではないか。 

 １年だけ特別でもいいと思います。ことしの変化を見るだけでも、また変わってくると

思いますので、そういった面も可能な範囲で検討材料の一つとしていただければと思いま

す。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 今の最後の点は、実態調査のアンケートについての御要望ということでございますね。 

○尾花委員 アンケートでも、そのほか、何かできることがあれば別でもいいのですが。 

○藤原座長 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 吉田委員、お願いします。 

○吉田委員 先ほど来、Twitterの問題ということで挙がっておりますけれども、従前と違

うのは、事業者が自主規制しようとしても、アメリカの会社だというところが非常に大き

いかなと思っております。アメリカにどういう自主規制の文化があるのか、ないのか、私

は詳しくは存じ上げませんけれども、日本企業が頑張れていないところに関してはじくじ

たる思いがあるのですけれどもね。 

 シェアとして、子供の利用、大人の利用、両方に言えることだと思いますけれども、先

ほどの動画視聴であれば、YouTubeさん、Googleさんという形になりますし、ありとあらゆ

る面で米国IT企業のシェアが伸びてきているところで、日本の伝統的な対策というものが

浸透し得ていないという根源にそういった理由はあると思います。 

 法人税の問題とかで米国IT企業が問題になったり、日本だけでなく、欧州でも問題にな

ったりしておりますけれども、青少年を守るという点においても、米国IT企業がこれから

どんどん伸びていく中で、どういったアプローチが必要なのかというのは、政府全体で、

これは法律の問題、司法権の問題ですとか、外交交渉の問題はあると思いますけれども、

欧州なども頑張っていらっしゃると思いますので、米国IT企業に対して、どうお願いして

いくかというところは検討が必要なのかな。民間でも頑張りますけれども、政府も頑張っ

て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。 

 この検討会の射程に入ってくるかどうかはともかくとして、おっしゃることは事実で、

法政策的には、EU、ドイツ等は、なかなか果敢な法律を最近つくったりしていますね。 

 どうもありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、若干時間ございますけれども、議論はここまでとさせていただきまして、事

務局より今後の予定等について説明をお願いいたします。 
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○堀参事官 次回の検討会でございますが、４月末を目途に開催したいと考えてございま

す。詳細な日程につきましては、また委員の皆様と調整を行わせていただきたいと思いま

す。 

 議題でございますが、先ほどパブコメを実施するという決定をしていただきましたので、

パブコメを実施後、最終的なこの検討会報告書の決定というものをこの場でお願いしたい

と考えております。 

 加えまして、今年度、平成29年度の政府におけます各省庁取組のフォローアップ報告を

議題として考えてございます。また、必要に応じまして、委員の皆様方、関係団体の発表

もいただくということも考えてございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 以上で、本日予定されておりました議事・議題、全て終了いたしました。どうもありが

とうございました。 

 これをもちまして、第38回「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」は終

了いたしたいと思います。まことにありがとうございました。 


