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 2006 年度「レイティング／フィルタリング連絡協議会」第 1 回研究会議事録 

 
１．日時・場所 
日時：2006年 11月 1日（水）18:00～20:00 
場所：インターネット協会 会議室 

 
２．参加者 
座長 
    清水康敬（独立行政法人メディア教育開発センター 理事長） 
座長代理 
    苗村憲司（駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部 教授） 
委員 

       宮本潤子（ECPAT／ストップ子ども買春の会 共同代表） 
       高橋邦夫（千葉学芸高校 校長） 
       吉田 奨（ヤフー株式会社法務部 マネージャー） 
            ＊別所委員代理 
       山田 寛（グーグル株式会社 コーポレート・カウンセル） 
       小河原昇（ネットスター株式会社 代表取締役社長） 

川端秀治（デジタルアーツ株式会社 経営企画本部長） 
            ＊道具委員代理     

川口洋司（オンラインゲーム研究会（（株）コラボ 代表取締役）） 
オブザーバー 

佐々木啓介 経済産業省商務情報政策局情報経済課 課長補佐 
船橋 憲 経済産業省商務情報政策局情報経済課 調整係長 
石橋弘嗣 経済産業省商務情報政策局情報経済課 
平松寛代 総務省総合通信基盤局消費者行政課 課長補佐  
千葉 哲 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 
後藤健一 警察庁生活安全局少年課 保護対策係長  ＊宮関様代理  
釜田雅樹 経済産業省関東経済産業局地域経済部情報政策課 地域情報係長 

丹呉 競 （社）デジタルメディア協会 事務局長 
事務局 

       国分明男（（財）インターネット協会 副理事長） 
大久保貴世 （財）インターネット協会 主任研究員 
上田健次 九州日本電気ソフトウェア（株） シニアマネージャ 
小泉雄介 （株）NEC総研 専任研究員 
吉田絵里香 （株）NEC総研 研究員 
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３．配布資料 
・議事次第（本紙） 
・座席表       RF研 2006-01-1 
・委員・オブザーバー名簿     RF研 2006-01-2 
・本年度の研究会活動予定について    RF研 2006-01-3 
・フィルタリングの普及啓発アクションプラン総論   RF研 2006-01-4 
・フィルタリングの普及啓発アクションプラン（フィルタリングソフトメーカー）       

RF研 2006-01-5 
・アクションプランの進捗状況について    RF研 2006-01-6 
・SafetyOnline3検討資料      RF研 2006-01-7 
・年齢別推奨テンプレート（ドラフト）    RF研 2006-01-8 
・保護者アンケート案      RF研 2006-01-9 
・最新のインターネット上の有害情報について   RF研 2006-01-10 
・W3Cの Content Labelインキュベータグループ活動報告  RF研 2006-01-11 
 
４．議事概要 
（１）経済産業省ご挨拶 
・経済産業省より、本年度のレイティング／フィルタリング連絡協議会研究会開催にあた

ってのご挨拶を頂いた。 
 
○経済産業省：本研究会では従来から建設的なディスカッションをして頂いており、昨年

度はインターネット上のレイティング基準として SafetyOnline3 を策定した。今年度はこ
の SafetyOnline3 にさらに磨きをかけたいので、委員の皆様には専門家としてぜひ議論し
て頂きたい。また、一般の方々への広報のためにも、より一層中身の分かりやすい基準に

してほしい。 
 
（２）本年度の研究会活動予定について 
・事務局より、資料 RF研 2006-01-3に基づき、本年度の研究会活動予定について説明を行
った。 
 
（３）フィルタリング普及啓発策の検討 
・事務局より、資料 RF研 2006-01-4～6に基づき、フィルタリング普及啓発アクションプ
ランの進捗状況について説明を行った。 
 
○委員：フィルタリングメーカーの取組み現状を教えてほしい。 
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○事務局：携帯電話事業者（NTTドコモ、KDDI au、ソフトバンク）３社ともフィルタリ
ングサービスを無償提供している。努力しているようだが、実際に申し込まれる親御さん

は少ないようである。なお、各社とも申し込み者数の発表はしていない。家庭の PC向けも
メーカーの努力にもかかわらず、あまり普及が進んでいない状況だ。 
 
○委員：家庭用ゲーム機やインターネット TVなどのネット家電で、PCや携帯電話以外か
らもインターネットに接続できるようになったが、フィルタリングはどうするのか。 
 
○事務局：ゲーム機器については、デジタルアーツがニンテンドーDS向けのフィルタリン
グソフトを発表している。TVなどの情報家電については、NICTの予算でフィルタリング
について調査したことはある。 
 
○委員：家庭内の機器にはルーターにフィルタリングする機能を１０月位から提供する見

込み。OSやソフト、機器の種類に関係なく、家庭用ルーター上でフィルタリングする仕組
みである。新しいルーターから順次提供予定で、値段は年間 3,150円だ。 
 
○委員：ニンテンドーDSは提供済みである。PSポータブル、Wii、PS3などは今はないが、
今後提供させていただければと思っている。ネットカフェも最近は身分証から判断した年

齢によるフィルタリングを提供、ISP事業者へも提供できる状況になっている。PCには松
下以外はバンドルされており、PC購入時から使える状況だ。無線 LANによるフリースポ
ットでのフィルタリングが抜けているといえば抜けているが、フリースポット協議会で検

討を始めている状況である。TVは今後、確かにインターネットアクセス手段として使われ
るが、結局テレビからでもプロバイダ経由でアクセスすることになると思うので、テレビ

だから特殊ということはないだろう。またテレビ（受像機）自体に、映像としてたとえば

アダルトな情報を見せないなどのインターネット以外の仕組みも必要かも知れない。携帯

電話の一部には、ホワイトリスト方式などメニューにあるもの以外はアクセスできないも

のもあるなど、まだ十分ではない。 
 
○オブザーバー：テレビも大画面になっていて、有害情報が大きく表示されるのは問題、

と認識している。ソニー、松下、日立、東芝など、ネット側でもフィルタリングし、また

テレビ側でもなんらかの手段でフィルタリングするような共通プラットフォーム作りの取

り組みが進んでいるという報告が上がっている。マーケット的にインターネットを使わせ

るのは重要だが、産業政策的にも、「安全・安心・簡単・便利に」使ってもらうことが必要

ということで、メーカー側と調整している。 
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○オブザーバー：携帯電話事業者では、電気通信事業者協会のもと、フィルタリングの周

知に努めている状況である。７月から PRキャンペーンとして、ロゴ・キャッチフレーズを
策定し、フィルタリング周知のチラシ２４万枚、ポスター６万枚配布、ウェブ公開などを

行っている（2006年 7月 6日電気通信事業者協会プレスリリース URL：
http://www.tca.or.jp/japan/news/060706.html）。 
 
○委員：携帯電話については申し込まないとフィルタリングができないので、まずは子ど

も向けにはフィルタリングがかかっている状況で販売し、親が申請すれば解除できるよう

な仕組みをお願いしたい。またフィルタリングのグローバル化において、日本は最も進ん

でいるのではないか。さらに世界のスタンダードとしていただければと思う。 
 
○委員：同感です！ 
 
（４）SafetyOnline3見直しの方向性の確認 
・事務局より、資料 RF研 2006-01-7, 8に基づき、SafetyOnline3見直しの方向性について
説明を行った。 
 
○オブザーバー：コンテンツアドバイスマーク推進協議会の運営を行っている。 
インターネット上のコンテンツに対して映倫のようなマーク制度を作って、ホワイトリス

ト的に運用するために１年半ほどの活動をしたが、概要をまとめるのが難しい。取組みと

しては、こちらの連絡協議会と共通する部分が多いのではないかと思う。SafetyOnline3で
評価ラベルの区分を 4つ設けた中で、たとえば、「利用制限なし」において、モザイクなど
違法なものについてはどう対処するか。また、Mixi などの招待制のサイトや、有料コンテ
ンツと無料コンテンツを区別しているか。 
 
○事務局：評価ラベルの「利用制限なし」は、R18というより、映倫でいうと「一般区分」
になる。映倫の R18 は「18 歳未満利用制限」に該当する。昨年度の WG では「有料」と
いうラベルを付けるかの議論はあったが、必ずしも有料なものが有害とは限らないので、

あきらかに有害なものをレイティングする意味では有料・無料は判断していない。ただ、

今後の検討にはなるだろう。 
 
○事務局：違法なものは「18 歳未満利用制限」に含まれる。有料サイトや会員制サイトに
ついては、基本的にクローズドなサイトは考慮していない。有料なアダルトサイトの場合、

サンプル映像（無料部分）に有害なものがあるので、その部分でのレイティングになる。

会員制のMixiのような社会的に影響力の大きいサイトをどうするかは検討課題である。 
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○オブザーバー：参考として、コンテンツアドバイスマークでの事例だが、携帯のサイト

も R18と認識されることなく勝手に出されている。もともと R18ときっちり宣言している
所と、いい加減なサイトを一緒にされては困る、利用者には R18 と了解した上で正式にサ
イトに入ってほしい、という要望もあるという話である。 
 
○委員：たとえばバトルロワイヤルが映倫では R15 とレイティングされているが、その内
容に該当するようなコンテンツラベルは「15 歳未満利用注意」に対応するものとして、参
考にしてはどうか。最近、高校生が暴力団員になったドラマや、中学生の母のドラマが放

映されているが、これらは何らかの制限がなされるべきだ。世の中の基準が甘くなってき

ているのかもしれない。暴力団組長の息子などがいる高校もある。暴力団の情報も否定的

な理由で調べるならよいが、参加の方向で調べるのは問題がある。常識的な範囲で、自分

の子供がその情報を見てよいか否かを判断するべきかと思う。また、アンケートについて

は、昨年の議論で、50％のラインでよいのかの判断が難しいということになった。たとえ
１人でも「見せたくない」という親がいればフィルタリングが必要とするのは極端だが、

10％でも見せたくなくという親がいるならばフィルタリングすべきではないか。また、反
社会的な集団、カルト集団などの情報がなかったので追加すべきかも知れない。

SafetyOnline3には関係しないかもしれないが、ネガティブ的リストの方向とは別にお勧め
のコンテンツ、むしろ第３者レイティングとしてはお勧めラベルがあると良いかと思う。

コンテンツアドバイスマークではそうした取組みもしてはどうか。 
 
○座長：アンケートの見直し方向で、見せても良い、見せたくない、という方向はかなり

の違いがある。両方を示したほうが判断が明確になるだろう。有害キーワード全体の平均

値となると、ばらつくカテゴリとばらつかないカテゴリがあるだろうから、シグマできれ

ばいいかどうかについては実際にデータをとってみてから検討すればよいと思う。また、

判定する人（親）が女性なのか、男性なのか、という問題もある。これらの検討が必要で

はないだろうか。 
 
（５）保護者アンケート案の検討 
・事務局より、資料 RF研 2006-01-9に基づき、保護者アンケート案について説明を行った。 
 
○委員：先ほどの議論からすると、「見せたくない」「見せてもよい」というのがアンケー

トの Q13、Q14に入るということか。 
 
○座長：「見せたくない」「見せてもよい」の 2 つの回答欄を用意して、それぞれに該当す
る選択肢を選ばせてはどうか。この場合、どちらにも当てはまらないものも出てくる。 
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○委員：各選択肢ごとに「見せたくない」「見せてもよい」の 2つのチェックボタンを用意
する方法もある。 
 
○座長代理：4通りの回答の仕方を認めるということか。「見せたくない」「見せてもよい」
の両方にチェックを付けるのは変ではないか。 
 
○座長：「判断できない」「場合による」というチェックボタンをさらに付けて、単数回答

にしてもよい。 
 
○委員：そうすると、「見せたくない」と「場合による」だけでも良いのではないか。 
 
○委員：「場合による」だと見せてよいかどうかについては消極的な意見しか集められない。

「見せてもよい」と積極的に回答する親が多ければ、フィルタリングから外すというよう

に考えてはどうか。 
 
○座長：Q13、Q14の設問を見ると、「見せてもよい」という回答はかなり少ないことが予
想される。「見せたくない」の方が沢山の回答を期待できる。昨年度からの継続性の意味で

も、「見せたくない」「見せてもよい」の両方が必要だ。 
 
○委員：「見せてもよい」という選択肢を入れると回答が甘い方（見せてもよい方）に引っ

張られないだろうか、という印象がある。このアンケートだけで選ぶと、アンケート者の

判断がそちらに引きずられるのではないか。 
 
○委員：「見せてもよい」を聞かないとすると、「見せたくない」という部分にマルをした

人以外はすべて「見せてもよい」と解釈されてしまうことになるので問題がある。 
 
○座長：やはり「見せたくない」「見せてもよい」の 2つの選択肢を用意した方がよい。あ
るいは、「見せたくない」「見せてもよい」「判断できない」の 3つから 1つのみ必ず答えな
さい、という方法が良いのではないか。「見せたくない」「見せてもよい」「判断できない」

「場合による」の４つでもいいかも知れない。 
 
○委員：「判断できない」とはどんなときか。例えば Q13の「キスによる愛情表現」はこれ
だけだと何ともいえないかもしれない。 
 
○座長：Q13の 6のように、「ハイレグ」「Tバック」「ひもパン」のどれかといった質問に
してしまうと、回答に曖昧さが出るので本当はやめたほうがよい。ただ、昨年度からの継
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続性の観点があるので、4つの選択肢でやってみてはどうか。「判断できない」「場合による」
の回答が多くなってしまったら、「見せたくない」「見せてもよい」の回答だけで％を取る

という方法もある。 
 
○委員：Q13の「家出仲間や家出先を探すようなサイト」や Q14の「ネットオークション
サイト」は実際に家出掲示板やネットオークションを知らない親だと「見せたくない」も

何もないだろう。この場合、質問の意味がわからないということで「判断できない」とな

る。 
 
○座長代理：３択のほうがスマートかも知れない。 
 
○座長：近くの人などで実際に予備調査などを行い、判断したほうがいいかも知れない。 
 
○委員：今の設問だとバイアスがかかるので以下のように修正して欲しい。 
・Ｑ４の４「駆使して」→「利用して」に修正 
・Ｑ４の１０「架空料金請求など」をトル 
・Ｑ１３の１６「家出希望者が家出できる先を探すサイト」に修正 
・Ｑ１３の１７「破格な報酬を提示して、ヌードなどの撮影モデルの仕事を斡旋するサ

イト」に修正 
 
（６）インターネット上の有害情報の調査報告 
・事務局より、資料 RF研 2006-01-10に基づき、最新のインターネット上の有害情報につ
いて説明を行った。 
 
（７）W3Cの Content Labelインキュベータグループ活動報告 
・事務局より、RF研 2006-01-11に基づき、W3Cの Content Labelインキュベータグルー
プ活動について説明を行った。   
 
（８）その他 
・事務局より、次回の日程について調整を行い、12月 19日（火）18：00～20：00にイン
ターネット協会会議室で開催することとなった。 
 
以上 
 


