
第一回「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（仮称）」準備委員会 議事録 
 
1.ご挨拶 
総務省 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 課長 谷脇康彦氏 
 総務省では 07年にモバイルビジネスの活性化を目指し、モバイルビジネス研究会を設立
した。この研究会で取りまとめ、同年 9 月に発表した「モバイルビジネス活性化プラン」
に基づきビジネス活性化のための様々な施策を行ってきた。 
 モバイルビジネスが盛り上がりを見せる一方で、携帯電話上での有害サイトが誘引する

トラブルは社会問題化しており、政策課題となっている。この状況を背景に、07 年 12 月
10 日に増田総務大臣から再度、携帯電話業界に対して、フィルタリングサービスの強化を
要請した。 
このフィルタリングサービスの強化が優良コンテンツ市場の発展を阻害するのではと懸

念されており、客観的な機関が評価、モニタリングしていくことが望まれている。そのた

めこのような第三者機関設立のための準備委員会が開催されたことは総務省としても積極

的に評価したい。 
今回の準備委員会にもオブザーバーとして総務省総合通信基盤局電機通信事業部消費者

行政課課長佐藤裁也氏が出席しており、各関係各社と連携、相互理解を深めていくことは

必要であり、支援してきたいと考えている。 
 
2.座長選任 
一橋大学 名誉教授 堀部政男氏 
 旧郵政省で、従来 1対 1であった通信回線を用いた 1対多のパソコン通信上での問題、
インターネットが登場してからはインターネット上のコンテンツに関する問題の検討に携

わり、06～07年には総務省で開催された「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」
でネット上でのルール導入について議論を重ねてきた（資料 2 参照）。 
このように情報通信の問題には多数、関わってきたが、次々と新たな問題が現れ、対策

の必要性を感じる時代でもあり、今回の委員会では関係者の協力を得ながら進めていきた

い。 
 座長代理には慶応大学中村氏を任命する。 
 
3.「青少年が使用する携帯電話ＰＨＳにおける有害サイトアクセス制限サービスの導入促進
に関する携帯電話事業者等への要請」について 
総務省 総合通信基盤局電気通信事業部消費行政課課長 佐藤裁也氏 
私からは 07年 12月 10日に携帯電話・ＰＨＳ各社、電気通信事業者協会（以下、TCA）
に総務省から要請したフィルタリング強化の内容について説明していきたい。 
１）要請の背景 



現在、学校裏サイト、自殺誘引等といったインターネット上の有害サイトが社会問題化

しており、各省とも対策が急務である状況となっている。フィルタリングは、有害サイト、

有害情報に対しての実効性があるということを背景に新たに要請を行った。 
２）要請の内容について 
 前回、総務省から要請し 06 年 12 月から順次実施されたフィルタリングサービス利用に
関する親権者の意思確認の実施は、新規契約者に対する取り組みが中心であったが、今回

の要請内容では既存契約者に対する取り組みが強化されている。既存契約者に対しては、

メール・請求書同封物による働きかけを行っていたものを「すべての青少年（18 歳未満）
の既存契約者に関し、フィルタリングの利用を原則とした形で意思確認を実施」「青少年（18
才未満）の使用者に関し、親権者である既存契約者に対して、フィルタリング利用の意思

確認を実施」と強化を要請している。 
この既存契約者に対しての親権者の意思確認の方法としては、メール・請求書同封物等

での確認を 4 回程度と考えている。これは固定電話の発信者番号通知サービスを開始した
際に 3回行ったことを前例としている。 
 またフィルタリングの認知を図るためにフィルタリングサービスの利用者数を調査する

ことを携帯電話・ＰＨＳ各社、関係団体に要請（年２回程度が目安）している（TCA では
07年 9月末現在で契約数が 210万に上ったという初めてフィルタリングサービス利用者数
の発表を 07年 10月 31日に行った。）。07年 12月 25日には教育再生会議、内閣府でもこ
の問題について取り上げられており、関係省庁からは実数値での公表が望まれている。 
 フィルタリングリストについては、ホワイトリスト、ブラックリストのどちらを導入す

るかは各携帯電話各社の判断に委ねる。 
この３つの取り組み以外にも周知・啓発活動について従来の取り組みの強化をしていく

予定である。 
  
4.「フィルタリングの現状」 
ネットスター（株） 広報部 部長 高橋大洋様 
１）ネットスターの概要 
 ネットスターは、世界中のウェブサイトを探索、リスクコンテンツを分類したURLリス
トを提供する日本最大の専門企業である。35 名体制、365 日無休で目視での確認作業を行
っている。事業の主力は法人向け（パソコン向け）。携帯電話のサイトについては、04年か
ら専門チームが活動している。NTT ドコモ、ソフトバンクモバイル、ウィルコムといった
携帯電話・PHS事業者向けに URLリストを提供している唯一の企業でもある。 
２）フィルタリングの機能について 
 フィルタリングとは、あくまでも発信の自由を損なうことなく、受信者側が必要なもの

を主体的に選び取ることを助ける技術であり、サイト上のコンテンツを摘発・削除するた

めのものとは 180 度異なる。サイトを予め見て内容ごとに分類したリストを作成する専門



業者と、分類ごとの閲覧可能可否を予め決めたルールブックを作成する受信者と、この二

者の分離が大前提となっている仕組みである。また個別サイトの規制追加、解除について

も受信者側（企業のシステム管理者、家庭の保護者等）が行う。この二者の機能を１社が

行ってしまうと一種の情報検閲のようなものになる可能性もある。 
 具体的なフィルタリングシステムについては、フィルタリングのサーバーを設置し、リ

ストを分類化したものの中で、受信者側が定めたルールブックに沿った内容が閲覧可能と

なる。現在、家庭、企業での一般的な PCのフィルタリングのシステムは概ねこの形となっ
ている。 
３）フィルタリングリストの分類について 
 何を「リスク」として捉えるかは、利用者の目的（懸念）によって大きく異なる。リス

クがあると思われる分類は一般的には数十種類、ネットスターでは 73、メーカーによって
は 400 種にも及ぶ細かい分類を行っている所もある。詐欺や不法と思われるサイト、アダ
ルト、出会い系に関しては、誰が見てもいわゆる「有害」としての分類となるが、例えば

オンライン上にファイルを預かるオンラインストレージサイトのようなものも、企業にと

っては企業情報の漏洩につながるサイトとなり、これをリスクがあるサイトとして制限す

る場合があるため分類をつけている。 
 1社 1社のリスクに合わせたリストを提供するのはコストの面でも現実的でないため、情
報の受信側からフィードバックを受け、多くの利用者が懸念しているリスクであると判断

した最大公約数的なリストを提供する。 
この URLリスト分類の作業手順は、材料の収集、自動分類、目視確認、配信という段階
で行う。具体的にはキーワード検索、人気ランキングやリンク集、自社開発のクローラを

自動巡回、迷惑メールの内容、データ通信協会、警視庁など公的機関、ユーザーからの通

報等により材料の収集を行い、その情報を基にコンピュータによる自動分類を行う。その

後、最終段階として目視による確認を行い、PC、携帯電話向けに配信する。更新頻度は 1
日に 1回程度が標準的で用途によっては毎時間配信する場合もある。 
 分類方法は、1つのサイトをさらに細かく分類して行うのが普通。例えばポータルサイト
として様々なコンテンツへのジャンプ機能を持つ Yahoo！の場合であれば、トップページ
の段階ではリストには載せてはいない。ギャンブル、ゲームの階層に下がっての分類登録

を行っている。例にとった Yahoo!のようなディレクトリ構造がコンテンツ内容と呼応して
いる場合には細かい分類が可能だが、そうでない場合はそのサイトを表す代表的な性格に

基づき分類をすることもある。 
４）フィルタリングの利用目的と法人・家庭での実態 
 前述したように、利用目的によってリスクが異なるため、法人と家庭での利用方法は違

ったものとなる。法人でのフィルタリング利用は、アダルトサイト閲覧防止のレベルと思

われがちであるが、昨今では、企業が情報漏えい対策の一環、社会的信用の維持のため、

ウィルス・スパイウェア侵入対策の一環（フィルタリングがウイルス検出の機能を持つ訳



ではなく、ウイルス感染の恐れのあるサイトへ近づけないという役割を果たす）、動画共有

サイト閲覧による通信帯域の浪費防止を目的に用いられるようになった。ムダ見対策とい

う伝統的な用途も健在。 
 このように、法人においてのインターネット接続目的は業務に関係あるかどうかといっ

た明確な判断基準があり、フィルタリング技術での問題解決はし易い。 
 一方、家庭用のフィルタリングサービスとしてはポータルサイト運営企業や ISP、PCメ
ーカー、ブロードバンドサービスルーター上、ソフトウェアなど様々な段階と多様な選択

肢がある。ポータルサイトや OS内蔵などで無償で提供されている場合もある。 
 だが、未だ家庭でのフィルタリングサービス利用率は低い。フィルタリング利用者にあ

たる未成年者の保護者のインターネット利用に関してのリスク意識が低いこと、また PCス
キルの低さが要因。そもそも家庭ではインターネットの利用目的が多岐に渡るため、どの

カテゴリーを規制するのかを決定するのが一般の保護者にはまだ難しいという面もある。 
５）携帯電話向けフィルタリングサービスについて 
 携帯電話向けフィルタリングサービスは、これまでの経緯もあり、現時点ではカテゴリ

ーごとの閲覧の可否選択について、サービス提供者である NTTドコモ、au、ソフトバンク
モバイル、ウィルコムといった通信事業者側が受信者（保護者）に代わって決定しこれを

提供している。またネットスター提供のリストを利用しているドコモ、ソフトバンク、ウ

ィルコムでは閲覧規制対象カテゴリーの組み合わせはそれぞれ 1 種類のみで、パソコンの
フィルタリングとは異なり、子どもの成長といった受信者側の状況に合わせてカテゴリー

選択、変更を行う仕組みは用意されていない。また、受信者側の個別事情・方針に合わせ

た、特定サイトURL規制追加や解除を行うことが出来ない。例えば保護者が作成したブロ
グなども「コミュニティ」というカテゴリーに分類されているため、閲覧不可能となって

しまう。フィルタリングリストの共有利用に欠かせない最大公約数に合わない利用方法の

際の解決策がないのが現状である。一方、携帯電話と違って一般的な PCでのフィルタリン
グサービスでは、概ね受信者側で対象カテゴリーのレベル設定、個別サイトURLについて
の規制追加・解除を行うことが可能である。 
６）携帯電話向けフィルタリングサービスの方式について 
 携帯電話の主要各社が採用しているリストの方式には許可リスト方式（ホワイトリスト

方式：携帯電話事業者が定めた掲載基準を満たした公式サイトのみにアクセス可能）、規制

リスト方式（ブラックリスト方式：専門業者が提供したリストを基に携帯電話事業者が特

定のカテゴリーに属する一般サイトを制限。ホワイトリスト方式よりも広範囲なサイト利

用可能）とがある。また各社とも無償でのサービス提供を行っている。 
実際に携帯電話事業者が提供しているフィルタリングサービス（規制リスト方式）で規

制される代表的なものは、「アダルト」や「ギャンブル」等である。その他に SNS などコ
ミュニティサイトも規制の対象となっている。着メロの専門サイトやショッピングサイト

などは規制の対象とされていない。 



７）コミュニティサイトの規制について 
「コミュニティ」の規制の理由として、出会い系サイトによるトラブルを防ぐことがし

ばしば挙げられる。だが、子どもたちはいわゆる「出会い系サイト」以外にもウェブサイ

トを介した「出会い」を行っている。ネットスターが行った「第６回家庭でのインターネ

ット利用実態調査」で、知らないひとと会うきっかけとなったサイトの種類を聞いたとこ

ろ、「SNSやコミュニティサイトの掲示板」（構成比 39.6％）、「自分のブログ・プロフ」（同
比 35.4％）に次いで「趣味のサイト」（同比 29.2％）が来ている。この「趣味のサイト」と
答えた率が高いことからも分かる通り、コミュニティサイト以外のサイトでも顔も名前も

知らない人物と子供達が出会う可能性はある。コミュニティサイトをブロックしたからこ

れで安全と言えるわけではない。 
また携帯電話サイトを巡るトラブルが社会問題化しつつある昨今でも、子ども自身が本

名、顔写真、住所などをプロフなどに不用意に書き込んでしまう現状がある。この種のリ

スク回避についての意識は、未成年者、保護者ともに未だ低いのがこの理由である。 
現行のフィルタリングでは「相互発信型利用に伴う懸念」として、コンテンツ内容を検

討するのではなく、外形的にコミュニティ機能を持つサイトについては一種類のカテゴリ

ーとして分類している。これに関しては、コンテンツプロバイダーなどからはコミュニテ

ィの内容を検討し、例えば未成年者にとっての適、不適を分けるべきだと意見を出される

が、コミュニティサイト内容の評価に関しての社会的な合意が未形成のため、リスト上の

単純な新分類追加には現時点では踏み切りにくい。その意味で第三者機関の基準作りが恒

常的に行われ、保護者からの信頼が得られるものになるのであれば、これを参考にできる

と期待している。 
８）今後の方向性について 
今後は、この第三者機関の結論を待つだけでなくネットスター自身においても外部評価

基準提供の検討を行っていく予定である。 
また関係各社・省庁にはフィルタリングサービスの高度化への社会的支援を期待してい

る。ただ、その規模の大きさゆえに、キャリアが無償で、フィルタリングの複数のカテゴ

リーの組み合わせを用意したり、個別サイトの規制追加・解除を可能としたりするような

きめ細かく幅広い実装は難しいと想像する。キャリアのみが負担ではなく、仕組み面また

は資金面においての公的支援が必要であろう。 
また公的機関に対しては、未成年者向けの情報関連教育の体系化についても期待してい

る。ただ見せない、削除してしまう部分の努力だけではなく、子どもに適切なコンテンツ

制作、発信の力を身につけさせることも進めなくては、国際競争力の観点においても、日

本のコンテンツ発信力は低下する危惧があるためだ。 
 その他、フィルタリング普及のためには子どもだけではなく、フィルタリングをかける

側の大人、保護者の情報リスク教育が必要であると考えている。 
 



5.第三者機関設立のコンセプトと今後の予定について 
準備委員会事務局 モバイル・コンテンツ・フォーラム 事務局長 岸原孝昌氏 
 私からは第三者機関の設置の背景、目的についてなどを説明していきたい。 
１）フィルタリングサービスを巡る動き 
フィルタリングサービスに関連する働きかけは、この準備委員会が開催される一方で、

総務省で「インターネット上の違法・有害情報の現状と課題の検討会」が開催されている。 
２）携帯電話事業者が実施しているフィルタリングサービスの現状 
 現在の携帯電話端末にフィルタリングソフトを内蔵するのは難しく、通信事業者のサー

バーにデータベース方式のフィルタリングシステムを設置せざるを得ない。また通信事業

者側が、無償でのサービス提供を行っているため、携帯電話事業者は、利用者側からの例

外的なフィルタリングサービスの利用を受け付けず、最大公約数的なリストを基にフィル

タリングサービスを行っている現状である。 
これまでは、このような選択肢の少ないフィルタリングサービスをユーザーが利用する

かしないかを選択してきた。だが、今回の要請の内容では 18才未満のユーザーの利用が原
則となり、前提条件として利用者が選択するのがどういう形で担保するかを議論すること

が重要となるだろう。 
システム面、コスト面から見ても携帯電話事業者が提供する一律のフィルタリングサー

ビスにおいては、利用者からの個別の設定は現状では不可能である。だがネットスター高

橋氏が述べていた通り、どのサイトが有害かを判断するのは、個人個人の判断が基本であ

る。一般サイト以外を全て有害だとするフィルタリングサービスでは確かに強力に有害サ

イトを防ぐことは可能だが、健全サイトまで排除されかねない。 
３）フィルタリングサービスの方式について 
 現在の通信事業者が行っているフィルタリングサービスは、大きく分類して公式サイト

を中心としたホワイトリストとネットスターなどフィルタリングリストを提供する事業者

が作成したカテゴリーを基にしたブラックリスト方式、また夜間など時間によって閲覧を

制限する時間制限の３通りの方式がある。 
ブラックリスト方式とは、フィルタリング専門業者であるネットスターが作成した一

般・公式サイトを含め、カテゴリー分類されたリストを基に、通信事業者がフィルタリン

グを適用するカテゴリーを特定する。 
ホワイトリスト方式とは、携帯電話事業者が独自に定めた掲載基準を満たした（健全な

サイトでビジネス上の基準に適合）公式サイト以外を一律に制限するものである。 
 各通信事業者によって採用されたフィルタリングサービスの方式は違う。ブラックリス

ト方式を採用している NTT ドコモのフィルタリングが適用されるカテゴリーでは、「アダ
ルト」「コミュニケーション」などがある。 
４）フィルタリングサービス適用により影響を受ける健全サイトの例 
ブラックリスト方式におけるカテゴリー内のサイトが有害か健全の基準はなく、カテゴ



リーに分類されただけである。「コミュニケーション」の中には SNS、自主的に有害なコン
テンツや利用者を削除し、対応窓口も設けてサイトを管理しているコミュニティサイトと

一切管理等されていない学校裏サイト等が全て一緒になり規制の対象となってしまってい

る。 
 フィルタリングサービスは推し進めていかなければならない課題であるという社会的同

意は得られている。だが、いつどのように採用していくかは一度も議論されていないのが

事実である。何を特定するか曖昧なまま、フィルタリングのみを強化していくころで、親

権者は有害サイトのみならず、健全なサイト、必要とするサイトまでにも制限をかけなけ

ればならないといった究極の選択をしなければならない。この極端さがフィルタリングの

普及の阻害要因ともなっている。 
 ホワイトリスト方式で影響を受ける健全なサイトの例としては、公式サイトとして採用

されない小規模なサイト、また私的な携帯電話でのサイト構築も不可能となる。 
さらに一般サイトである公的な機関としての学校、図書館、行政機関などのサイト、連

絡やアーティストとファンとの間のコミュニケーションサイトや総務省が推進しているユ

ビキタスコントロールのツールとしての利用も現行のフィルタリング下では、規制の対象

となる。また、青少年が日々利用している一時的な飲料やお菓子等のキャンペーン応募サ

イト、検索サイト等が影響を受けると見られている。特に 06年から市場が本格化し始めた
検索サイトはブログ等が規制される事で PC と同じ活用方法としての携帯電話ビジネスが
後退してしまうことが懸念される。それを活用した ITリテラシーの低下を招く恐れもある。 
 フィルタリングが及ぼす影響についてMCF会員社の魔法の iらんどが取りまとめたユー
ザーアンケートを紹介する。「私はいきなり親に制限をかけられ、掲示板などで交流のあっ

た人と一切連絡がとれなくなった。－中略－抑圧ばかり受けている子供がいつか耐え切れ

なくなるはず。」「自分自身が悪質であるなどといった意見が寄せられ、フィルタリングサ

ービスの認知が徹底されずに親権者もその内容を理解していない現状が浮かび上がってき

た。 
５）第三者機関の位置づけ 
キャリアが行う通信レイヤーでのフィルタリングでは、外形上の基準で制限されるため

有害なサイトも健全なサイトも一律制限されてしまう。今回の第三者機関では、サイトが

行なっている有害なコンテンツや利用者を制限するコンテンツレイヤーでのフィルタリン

グの基準を策定してその運用を第三者機関が監視していくことで、有害なサイトを制限し

つつ健全なサイトが利用できる環境を目指す。 
６）フィルタリングサービス施策の検討について 
 現在、フィルタリングを実施するかしないかの議論からどのようにフィルタリングを実

施するかの議論へと移行してきている状況にある。総務省の「インターネット上の違法・

有害情報への対応に関する検討会」では、どの（What）フィルタリングを、いつ（When）、
どこで（Where）、どのように（How）、だれが（Who）、どのように（Why）といった 5W1H



を明確にする有効なフィルタリング施策についての議論が行われる予定である。この議論

が行わなければ、利用者がどのようなフィルタリング利用を行えばよいのか分からないだ

ろう。08年３月頃に、この委員会の中間での取りまとめが行われる予定である。 
 またこの準備委員会を基に設立予定の「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（仮称）」

で、キャリア基準及びフィルタリング会社のカテゴリーで対応されないコンテンツレイヤ

ーでの基準選定を行うことを目指している。 
７）MCFの提案について 
 07年 12月 27日開催予定のインターネット上の違法・有害情報への対応に関する委員会
でも発表予定のフィルタリングに係るMCFの提案を紹介する。現在実施されている広範囲
なフィルタリングによる規制・禁止は有害なサイトだけではなく健全なサイトも消滅する

というものであり、単純にフィルタリングを広範囲に実施すると、健全なサイトは消滅す

る一方で有害なサイトはアングラ化するだけで状況はより悪化することも懸念される。ア

メリカの禁酒法を例にとっても規制だけでは、非合法組織が大きくなるだけである。 こ

のような状況を招かないためにもフィルタリングの普及を目指すとともに健全サイトを活

用した方策が必要である。フィルタリングを実施する範囲を限定し、青少年と親権者、学

校、一般市民、サイト運営会社、通信事業者、政府等の公的団体が共に教育成長していく

「共育」の領域の整備が有効であると考える。この「共育」の領域では、現在一部のコミ

ュニケーションサイトで行われている活動のように子供達に著作権の使い方、誹謗中傷に

ついて問題の注意喚起し、サイトの利用は子どもから教えてもらい、一方で大人達は倫理

観を教える場であるべきだ。また、違法性のある有害サイトに関しては刑罰がきちんと適

用されるといったようにバランス感のある方策を提案する。 
８）今後のスケジュールについて 
今後の活動予定およびスケジュールは 08年 4月からの第三者機関設立を目指して月１回
程度の設立準備委員会を開催予定である。この機関では、サイト運営者の申請を受け、基

準に合致するサイトの認定の審査と認定サイトに関する定期的な健全性チェックの運用監

視を行う。 
また、検討内容に関しては、各ワーキンググループを設置し、具体的な内容を決定して

いきたい。ワーキンググループについては組織・運営ワーキンググループ、フィルタリン

グへの実装検討ワーキンググループなどを想定している。 
９）準備委員会の論点について 
今回、開催された準備委員会の論点は①社会に認められる第三者期間の組織・運営方法

について②コンテンツレイヤーでの基準（管理方法等）の策定③対象とするカテゴリーに

ついて④フィルタリングシステムへどのように実装していくかの４点にまとめられる。④

の実装についての議論は実装検討ワーキンググループにて行う予定である。 
 評議委員会の構成は学識経験者、教育関係者、弁護士の方にご参加頂いている。各ワー

キンググループの構成については、今回参加していただいた各種団体や通信事業者、企業



の方の参加、意見の徴集をお願いしたい。 
 
6.質疑応答 
 私は全国の学校現場を巡り全国の状況を見てきた。その中で感じているのは、子どもた

ちを取り巻く大人が現在のインターネット、携帯や電話の状況を把握していない事である。 
 中学校では技術家庭、高等学校では情報といった科目で ITリテラシーに関しての教育が
行われているが、小学校では情報モラルについての科目の中では教えられていない。また

ITリテラシーの教育が行われている学校においてもその内容は曖昧である。 
 この場で学校教育を議論するのは違うのかもしれないが、今回の議論に関しては、子供

達、親権者に対しての周知をお願いしたい。利用者が認知していないことを前提として解

説と周知の徹底の必要性を感じている。 
  
 今回のフィルタリング強化の件については２つの観点から取り組んでいきたい。１つは

国際競争力という点である。ネットスターの高橋氏のプレゼンテーションの最後でも言及

していたが、日本で最大の国際競争力を持つコンテンツとは、携帯電話コンテンツ、コミ

ュニケーション力である。このコンテンツ開発力の源泉はユーザーである。特に若年層の

デジタルコンテンツクリエイティブ力は高く、この力をいかに育んでいくことが今後 50年、
100年後の日本の国際競争力を考える上でポイントとなり得る。私自身も育成のために、教
育関係者、自治体の協力を得て子供たちのコンテンツ開発のための NPOを設立した。また
慶応大学においてメディアと青少年とを研究するプロジェクトを推進している。 
 もう一つは行政メカニズムといった観点である。長谷部先生も出席された総務省で行わ

れた融合法制研究会では 07 年 11 月に取りまとめた報告書の中で従来の縦割りで通信放送
法体系をコンテンツとネットワークというようなレイヤー別に抜本改正することを求めた。

この提案により表現規制が強化されるという懸念が各種メディアで議論された。この提案

は規制緩和を目指すものであり、強化する意図は全くないのだが、そのように採られてし

まうということは、行政の対応を一歩誤ると本来の趣旨に反したコンテンツの介入という

結果を招いてしまう可能性があるということである。フィルタリングに関しても有害なサ

イトから青少年を守るという趣旨から外れた結果を招くこととなり得るのではないか。行

政をしっかり監視する必要がある。総務省で行われたコンテンツアドバイスマークの研究

会にも私は出席しており、この観点からもフィルタリングが及ぼす影響について取り組ん

でいきたい。今の行政は様々な関係者との幅広い議論が必要であり、インターネットとい

う移り変わりの激しい世界においては、スピード感のある対応も必要である。この準備委

員会も 08年４月の第三者機関設立を目指すということで関係各所と綿密な調整の上、きめ
細かい対応が重要であると感じている。 
 
 研究会に関しては資料２を参照して頂きたい。この中の 07年 12月 26日付のフジサンケ



イビジネスアイの内容は共同通信から各地方紙に配信されたものである。地方紙によって

見出しの付け方も違うが、表現の自由が規制される恐れもあるといった見方をしている紙

面もある。報道の見方についても意見もあるがここでは紹介に留める。 
 
 検討会や融合法制研究会でヒアリングされたこともあり、そこで述べたことは「子供を

取り巻くインターネットの環境は非常に厳しいものとなっているのは事実であり、子供を

守るためになんらかの手当てが必要である。だが、フィルタリング（委員会開催時にはゾ

ーニング）の基準作りを国が関与して行うのには反対で、第三者機関を設けるべきである。」

といった事であった。そのためこのような第三者機関設立の動きが出てきたのは歓迎して

いる。 
フィルタリングについてはサービス自体には賛成なのだが、義務的に強制されるのは反

対である。また子どもの成長に合わせ、自立に必要な形でフィルタリングの段階の変更や

部活動のブログなど必要なサイトの閲覧可能などを盛り込んだ基準作りをして頂きたい。 
 
私は、主として子どもの権利の観点からいろいろな問題に携わってきた。ここで問題と

なる子どもの情報アクセスやコミュニケーションの権利と、青少年の保護育成という後見

的な保護の関係というのは古くから様々な議論が重ねられてきた論点である。 
 この論点の上で、今回話し合われた議論を捉えるのは非常に難しい問題だ。コストを重

視すると、子どもに有益な情報がカットされかねない現状のフィルタリングの基準におい

て、きめ細やかな対応が準備できない事情があることは先ほどのお話しでも分かった。だ

が、子どもの主体性を前提に考えると、子どもの人格形成や可能性を発展させるためのコ

ミュニケーションツールの重要性を思えば、やはりユーザーの年代に合わせたフィルタリ

ング作りは必要である。そのため今の時点での議論は重要であり、今回の自主的な取り組

みが画期的であると感じている。 
基準作りに関しては、大枠で作成するのは容易であるが、細かく作成していくとすれば、

時間的にもコスト的にも容易ではないと予想されるが、議論を重ねていきたい。 
 
 私は子どもの権利委員会等の参加を通して、子どものインターネットの利用方法につい

て関わってきた。4年ほど前に「子どもとインターネット」というパネルディスカッション
に参加し、そこでフィルタリングの紹介をした。当時、アメリカで連邦資金が投入された

図書館では、フィルタリングの義務付けが導入されるにあたって憲法違反に当たるのでは

という議論が巻き起こっていた。一方、日本においては、まだ通信放送に関する部分はア

ンタッチャブルである風潮で、フィルタリングに関してその概要を紹介するだけに留まっ

た。 
 それから 2 年後、学校に設置してあるＰＣではフィルタリングが導入されるように見受
けられたが、家庭で使用する PCにはウィルスソフトすらインストールされておらず、その



乖離に驚いたことがある。そして現在、原則として携帯でのフィルタリングをかけるとい

う議論が起こるとは、そのスピード感にさらに驚く。 
 この議論に関しては、子どもにとって有益な情報を受け取る機会が享受できなくなるの

ではなく、より安全に情報を受け取ることができるようにしていきたいと考えている。 
 
 私はコンテンツプロバイダーとしての立場で、今回の委員会に参加した。フィルタリン

グの必要性については我々も感じているが、ここ最近の議論はコンテンツを提供する側が

一方的に規制を受ける立場で語られていることに違和感を覚える。コンテンツプロバイダ

ー側も自主的なフィルタリングをかけていく事が必要なのではないか。そのためには、通

信事業者が所有している契約者の成人か否かの情報、フィルタリングの基準（公式サイト

の認定方法）などについて公開して頂くことが必要となってくるのではないか。 
 
 弊社はコミュニティサイトを運営しており、子供の安全を守るためにそのコミュニティ

サイトで制作されたコンテンツが誹謗中傷等を含んだ有害なものではないかパトロールす

るアイポリスの活動を 8年間行ってきた。 
 子ども達がコミュニティサイトでコミュニケーションをとりながら制作したものは小説

といったコンテンツとして配信するまでに成長してきた。このようにコミュニティサイト

から、子供たちの自己表現により、優良なコンテンツが生まれるというのは、インターネ

ットの世界で一つの希望となりうる。このコンテンツ制作の場がフィルタリングにより遮

断されてしまうことは非常に残念であると感じている。事業者自身の自主的な基準作りが

必要であり、協力していきたい。 
 
 
 


