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項目 御意見の概要 御意見に対する考え方 
１．施行令案第１条に

ついて 

○ 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等

に関する法律」が対象とする環境について、「専ら携帯電話端末また

は PHS 端末からブラウザを用いた環境」と限定する本政令によって

は、法律の趣旨である、「青少年に対して適切なインターネット利用環

境を提供する」ということを十分に実現できるとは非常に疑わしい。法

第３条の基本理念を実現するためにはフィルタリング技術だけではな

く、保護者のインターネットに対する理解を深めることなど総合的な対

策を講じる必要がある。 

（ＷＩＤＥプロジェクト）

 本法は、「青少年に対して適切なインターネット環境を提供する」ために、青少年有害情報フ

ィルタリングソフトウェア等の普及とともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の

習得に必要な措置を講ずべきこととしており、これに基づき必要な施策を実施してまいりま

す。 

 また、「携帯電話インターネット接続役務」は、法第２条第７項において、「携帯電話端末又は

ＰＨＳ端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを

利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるもの」とされて

いることから、青少年の利用実態を踏まえて、適切に対応してまいります。 

 

２． 施行令案第２条に

ついて 

○ インターネット接続役務提供事業者のフィルタリング提供義務が適

用除外となる場合の「契約者数が５万を超えない場合」という数量要

件は適当でない。契約数に関わらず、規制を適用すべき。 

（個人）

 国会における法案審議において、法第 18 条ただし書を設けた趣旨は、中小のプロバイダ等

に過度の負担となることを避けるためと答弁されていることから、適用除外規定を設けること

は適当と考えます。 

 

 ○ インターネット接続役務提供事業者のフィルタリング提供義務が適

用除外となる場合について、契約者数が５万を超えない場合とする根

拠が不明確である。 

また、規制事前評価書では、利用者に追加コストが発生しない

としているが、インターネット接続役務提供事業者がフィルタリン

グを提供（紹介）するのであれば、そのコストは必ず利用者に転

嫁される。 

このフィルタリング提供義務の規制を最小限に止めるため再

検討すべき。 

（個人）

 国会における法案審議において、法第 18 条ただし書を設けた趣旨は、中小のプロバイダ等

に過度の負担となることを避けるためと答弁されていることから、適用除外規定を設けること

は適当と考えます。 

 ５万以上の契約者数を有するインターネット接続役務提供事業者を対象とした場合、一般世

帯の 90％以上がカバーされると推計されることから、適当な範囲と考えます。 

 なお、法第18条は、利用者に青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情

報フィルタリングサービスの利用を義務付けるものではないことから、この義務による負担は

発生しないものと考えます。 

 ○ 事業者に過大な開発・システム構築の負担を避けるため、Windows 

PC でかつハードディスクを記憶装置として持っている機器以外は、

「青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合」

であるとして、すべて法第 18 条の対象外とすべき。 

（個人）

 インターネット接続役務提供事業者は、一般的な利用環境において利用可能な青少年有害

情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供（紹介）をも

って、法第 18 条の義務を満たすものと考えられることから、利用者の利用環境を適用除外の

対象として規定する必要はないと考えます。 

３．施行令案第３条に

ついて 

○ インターネット接続機器の製造事業者のフィルタリングの利用を容

易にする措置義務が適用除外となる場合の「出荷台数が１万台を超

えない場合」という数量要件は適当でない。出荷台数に関わらず、規

制を適用すべき。 

マイナーチェンジした機種を１万台を超えないように出荷することを

繰り返したりすれば、すぐに規制を回避できるのではないか。 

（個人）

製造事業者の告示で定める機器の種類ごとの出荷台数が１万台以上であるときを義務の

対象とした場合、カバー率は 90％を大きく超えるものと推計しており、電器機器業界の販売実

態に照らし、青少年による青少年有害情報の閲覧に与える影響は軽微と考えられます。 

なお、機器の種類については、例えば「パソコン」等との区分として、仮にマイナーチェンジ

をしたとしても同一の種類と考えられる形で告示で規定する予定であるため、御指摘のような

「少量の出荷を繰り返すことによる規制逃れ」の御懸念は払拭できるものと考えます。 

 また、国会における法案審議において、法第19条ただし書を設けた趣旨は、中小事業者に

過度の負担となることを避けるためと答弁されていることから、数量による適用除外規定を設

けることは適当と考えます。 

 ○ インターネット接続機器製造時業者のフィルタリングの利用を容易に  製造事業者の告示で定める機器の種類ごとの出荷台数が１万台以上であるときを義務の
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項目 御意見の概要 御意見に対する考え方 
する措置を講ずる義務が提供除外となる場合について、規制事前評

価書において、選択肢に応じたカバー率や、追加コストが明らかでは

ない。 

また、この規制が、ＰＣのみならず、ブラウザを組み込んだ各種携

帯デバイスなども対象となるだろうことが考慮されていないのではな

いか。 

（個人）

対象とした場合のカバー率は 90％を大きく超えるものと推計しています。なお、追加コストに

ついては、機器の種類、事業者によって考えられる対応が異なることから、10 万台の規定を

採用した場合との相対的な比較を行ったものです。 

また、携帯電話端末等を除く各種携帯情報端末については、青少年が利用することが想定

されるものについては、青少年が青少年有害情報を閲覧するおそれがあることから、義務の

対象とすることが適当と考えます。 

 ○ ブラウザは、利用者が自由に選択するものであるため、（ブラウザが

インストールされていないインターネット接続機器を適用除外すると）

利用者の知識によっては（フィルタリングの利用が）難しいのではない

か？ 

（個人）

ブラウザが組み込まれていない機器について、製造事業者に対し、ブラウザ上でのフィルタ

リングを可能とする対応を求めることは、実質的に実現困難であり、過度の負担となることか

ら、適用除外とすることが適当と考えます。 

 ○ 機器の使用が18歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高い

と認められる場合や、出荷台数の算出を行う際の機器の種類を定め

る告示について、意見募集を行うべき。 

（個人）

 御指摘を頂いた告示については、今後、意見募集を実施する予定です。 

 ○ 法の施行により、以下の様な機器が販売できなくなったり使用にあ

たっての利便性を著しく損ねることとなるため、これらの機器が安価に

提供され、かつ利便性を損なわないように政令で措置すべき。 

 ・OS（オペレーティングシステム）に Microsoft Windows 以外のもの

を使用したパーソナルコンピュータ 

 ・HDD（ハードディスクドライブ）ではなく SSD を搭載したパーソナル

コンピュータ 

 ・HDD を持たないデジタル家電でブラウザを搭載するもの 

（個人）

ＯＳに Microsoft Windows 以外のものを使用したパソコン、ＳＳＤを搭載するパソコン、ブラ

ウザを搭載するデジタル家電については、青少年による使用の可能性が排除できないこと、

フィルタリングソフトを搭載できない場合であってもプロキシサーバーの設定機能や保護者の

パスワード入力がない場合はブラウザを使用できない機能等を用いて「フィルタリングの利用

を容易にする措置」を履行する実効性が確保できるものであることから、義務の対象とすべき

と考えます。 

 

 ○ 現在の案では、いわゆるデータ放送に対応したデジタルテレビも対

象になってしまうが、これについてはフィルタリングサービスの対象で

はなく、ポータルサイトしか閲覧できないのであればコンテンツ提供事

業者の責任が明らかであり、対象とする必要がないので、以下の場

合も追加すべき。 

・ インターネットへの接続機能が、デジタル放送で提供されるデータ

放送からしか起動できない場合 

・ インターネットへの接続機能が、ある特定のポータルサイトにしか

接続できないボタンやアイコンからしか起動できず、さらに特定の

ポータルサイト内のコンテンツしか閲覧できない場合 

･インターネットへの接続機能が、ある特定のポータルサイトにしか接

続できないボタンやアイコンからしか起動できず、ポータルサイト外

のコンテンツを閲覧するには、ポータルサイト内のコンテンツからの

インターネットに接続可能な機器を用いた閲覧において、製造事業者等が選別した特定の

ポータルサイト内のコンテンツのみしか閲覧できない場合は、情報を一定の基準で選別した

上で利用者に提供しているものであることから、法第 19 条に定めるフィルタリングサービスの

利用を容易にする措置を講じる義務を履行しているものと考えます。 

一方、特定のポータルサイトの外部のコンテンツの閲覧が可能な場合には、インターネット

に接続するためのボタンやアイコンによる起動に関して青少年の利用を防止するペアレンタ

ルコントロール機能等が提供されている場合については法第19条の義務を履行しているもの

と考えますが、そのような機能等が提供されていない場合には、青少年による青少年有害情

報の閲覧を防止するための措置が講じられているとは考えられず、法第 19 条の義務の適用

対象とすることが適当と考えます。 
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項目 御意見の概要 御意見に対する考え方 
リンクをたどる、ないしはポータルサイト内に設けられた URL 入力

画面からしか入力できない場合 

（個人）

 ○ 「専ら事業のために使用されると認められる場合」について、製造事

業者が事業用と主張するのみでは不適切であり、また一般の消費者

も入手可能なため、その旨一定の表示をさせる、カタログや取扱説明

書に明記させるなどのガイドラインが必要ではないか。 

（個人）

本規定は、社会通念上事業用であるものについては、適用対象外とするものですが、今後

の施行状況を踏まえ、必要な措置について検討を進めてまいります。 

４．施行令案附則第２

条について 

○ フィルタリングサービスの選択制はあくまで一時的なものであり、最

終的に義務化するものと捉えられかねないため、附則第２条の見出し

「青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をし

ている者に関する経過措置」から「経過」を削除すべき。 

附則第２条中「フィルタリングサービスに相当する役務を利用しない

旨の申出を施行日前にしているとき」を、「フィルタリングサービスに相

当する役務を利用する旨の申出をしているとき」に変更すべき。 

  施行日後にフィルタリングサービスに相当する役務を利用しない旨

の申出に関する規定が見当たらないが、施行日後、全ての未成年は

フィルタリングを使わなければならないのか。 

 

（個人）

 法第17条ただし書の規定により、携帯電話インターネット接続役務を利用する青少年の保

護者から、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出がある場合は、解

除することができます。 

施行令案附則第２条は、法施行前に保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスに相

当する役務を不要とする申出を行っていた場合における本法施行後の法第17条第１項の適

用に係る経過措置を定めるものであり、原案が適当と考えます。 

５．施行令案附則第３

条について 

○ 施行日から一年を経過するまでは法第19条に規定する措置を講ず

ることを要しないとする附則第３条は、政令で法律の内容の変更する

ものであり、「国会は・・・・・・国の唯一の立法機関である」と規定する

憲法41条に反するのではないか。また、政令で適用を一年遅らせるこ

とは、不適切ではないか。 

（個人）

法附則第２条において「この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める」ことと規

定されており、施行令案附則３条は、当該委任を受けて、電気機器業界の設計・製造・販売等

の実態に照らし、経過措置として必要最低限の規定をおくものです。 

なお、事業者に対しては、１年が経過する以前に、可能な限り早期に法第 19 条に規定する

措置を講ずるよう求めてまいります。 

６．その他 ○ ネット上における表現に過剰な規制がされることによって、未成年者

による犯罪の発生件数が上昇するおそれがある。 

 一部の団体の主張により、過剰な規制がなされないよう、広く国民

の声により規制を検討していくべき。 

（個人）

本法は、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだ

け少なくすること、国及び地方公共団体はインターネットにおける特性に配慮しつつ民間にお

ける自主的かつ主体的な取組を尊重することを旨として施策を推進すべきこととしており、こ

れに基づき施策を実施して参ります。 

また、意見募集などを通じて、国民の意見を適切に反映して参ります。 

 ○ 情報の遮断の法制化は、国家による情報統制であり、親権に対す

る侵害であるため、全面的に反対する。 

違法な情報は警察の管轄であり、流通の規制を殊更に法令化する

必要は無く、本当に測定できる害が存在するのであれば個別に法令

を制定すべき。 

実際に同性愛や政治的内容などについての情報が、携帯電話で

はフィルタリングの対象となっており、情報差別の源泉となっている。 

本法は、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだ

け少なくすること、国及び地方公共団体はインターネットにおける特性に配慮しつつ民間にお

ける自主的かつ主体的な取組を尊重することを旨として施策を推進すべきこととしており、こ

れに基づき施策を実施して参ります。 

本法は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発事業者及び青少年有害情報フィ

ルタリングサービスの提供事業者に対し、閲覧の制限を行う必要がない情報について制限し

ないようにする努力義務を規定しており、その内容に国が直接関与するようにはなっておりま
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項目 御意見の概要 御意見に対する考え方 
こういった現状の是正無しに強制的に行われるフィルタリングには

反対する。 

（個人）

せん。 

青少年に青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサ

ービスを利用させるかについて、本法は、保護者の判断に委ねております。 

 ○ インターネットについてのみ、規制を設ける理由が分からない。これ

は、家庭での教育で行うべきことだ。 

（個人）

本法は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得すること、青少年がインター

ネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくすること、国及び地方

公共団体はインターネットにおける特性に配慮しつつ民間における自主的かつ主体的な取組

を尊重することを旨として施策を推進すべきこととしており、これに基づき施策を実施して参り

ます。 

また、本法は、保護者に青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努

める責務を規定した上で、国及び地方公共団体は家庭における青少年によるインターネット

の適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずべきこととしております。 

 ○ 趣旨は理解するが、法規制には反対。一度法規制がなされると、い

ずれ 18 歳以上まで適用されるようなことに成りかねない。 

（個人）

 今後の取組における参考とさせて頂きます。 

 ○ 今のところフィルタリングに関する市場が失敗していない以上、消費

者の選択肢を増やし、利便性と価格の競争を促すことが必要である。

現行法による規制は、全く評価できないものであり、次の法改正の

検討時には速やかに法律の廃止が検討されてしかるべき。 
（個人）

 本法は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発事業者及び青少年有害情報フィ

ルタリングサービスの提供事業者に対し、その性能及び利便性の向上に努める努力義務を

規定しております。 

また、本法は、政府が、法施行後３年以内に、施行状況について検討し、その結果に基づ

き必要な措置を講ずるべきことを規定しており、今後、施行状況を踏まえ、検討を進めて参り

ます。 

 ○ 携帯型のゲーム機等によりインターネット接続が可能で有ることを

知らない保護者が多いため、インターネット接続が可能な機器につい

て、製品の説明書や箱に”未成年が使用する場合はインターネットの

フィルタリング設定が必要です”と分かりやすい文字と目立つ色で記

載することを努力義務にして欲しい。 

（個人）

 インターネットに接続可能な機器に関しては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア等

の利用が可能である等の記載を製造事業者に対して求めることなど、今後、施行状況を踏ま

え、必要な取組について検討を進めてまいります。 

 ○ 接続業者、機器製造業者がフィルタリングの措置を行うことで、無用

な障壁(いわゆる非関税障壁のような)となって、最終的に消費者の利

益を損う可能性が高いのではないか。 

また、そもそもどのようなフィルタリングが提供されるのか、未だに

その概要は見えておらず、細部を詰めた上で施行すべき。 

（個人）

 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア等の提供義務の実施が、提供主体の不適切な

行為によって消費者の利益を損なうことにならないよう、注視して参ります。 

 なお、フィルタリングソフトウェア又はフィルタリングサービスについては、民間事業者により

提供されることとなっており、一部の事業者においては、既に提供されております。 

 ○ インターネット接続機器製造事業者のフィルタリングの利用を容易に

する措置を講ずる義務は、不当な抱き合わせ販売を助長する恐れが

強く、政府全体で、不当な便乗商法に対する監視を強めてもらいた

い。 

（個人）

 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア等の利用を容易にする措置を講ずる義務の実施

が、不当な取引を助長することのないよう、注視してまいります。 

 ○ フィルタリングサービスはまだ開発段階のものであり、また、その閲 本法は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発事業者及び青少年有害情報フィ
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項目 御意見の概要 御意見に対する考え方 
 覧制限の対象によっては、有益な情報を閲覧する機会を失わせてし

まう。政治や哲学などについては閲覧の機会を与えるべき。また、

SNSや掲示板、ブログまで閲覧できないのはやりすぎ。誰かにアドバ

イスを貰ったり、話を聞いてもらうことも、自分の問題を客観視する良

い機会となる。 

何が有害か、健全な青少年の育成がどうあるべきかをもっと論ず

るべき。 

（個人）

ルタリングサービスの提供事業者に対し、閲覧の制限を行う必要がない情報について制限し

ないようにする努力義務を規定しているところです。 

 政府としては、そのような民間の取組を必要に応じ支援して参ります。 

 

 
 ※ このほか、政令案と関係しない個別施策に関する御意見が１件、質問のみを記載したものが 1件あったが、記載を省略した。 
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