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What is the Internet Association Japan ?What is the Internet Association Japan ?

主要インターネットサービスおよび技術プロバイダの業界団体
A trade organization for major Internet service and technology providers in Japan

電子ネットワーク協議会と日本インターネット協会が本年４月に合併し
て設立された組織
Founded by consolidation of Electronic Network Consortium and Internet 
Association of Japan in April 2001
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Activities of Internet Hotline Expert Network in JapanActivities of Internet Hotline Expert Network in Japan

インターネットに関するいろいろな問題の相談・通報窓口の実務担当者相互の
情報共有や連携を目的とする、ゆるやかな連絡組織。２０００年１２月に設立。
NGO・企業など４７団体、警察２９団体から構成される。
Loosely coupled organization for responders at hotlines to exchange information for 
better support of user’s complaints on the Internet. It was established December 2000 
and consists of 47 NGOs including companies and 29 police departments.

ポータルページの開設、アンケートに基づく事例データベースの作成、インター
ネット相談事例紹介やインターネット技術の研修会開催を行っている。
Provision of the portal page for hotlines, construction of Q&A database based on 
questionnaires to member organizations, recent consultations and training of 
technologies.

チャイルドポルノのみならず、インターネット上のトラブル全般をカバーする。
インターネット携帯電話による出会い系サイトの問題はこれからの課題。
It covers not only child pornography but all of user’s troubles and complaints on the 
Internet. Dating services on the Internet through mobile phones is a topic to be supported 
soon.
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Software for Children at SchoolSoftware for Children at School

サーバタイプフィルタリングソフトウェアSFS2の開発
　　LinuxやWindows NTなどで動作する無料のソフトウェア

　　約１０００ユーザに配布

Development of server type filtering software SFS2 
Free software for Linux, Windows NT and other operating systems
Approximately 1,000 licensed users

第三者レイティングの運営
　　検索エンジン活用とSafetyOnlineレイティング基準

　　自動レイティングツール利用により４０万ＵＲＬ蓄積

Operation of a third party rating
Cooperation with search engines and the SafetyOnline rating system
400 thousand pages were rated with semi-automatic rating tools

インターネット携帯電話向けフィルタリング
　　プロキシー設定ができるようになれば、ＳＦＳ２が利用できる
　　次世代携帯電話ではフィルタリング機能の実現可能性がある

Filtering for Internet mobile phones
The SFS2 can be utilized for Internet mobile phones if proxy setting is provided in browsers.
There is a possibility of implementation of filtering function at the third generation mobile phones.
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Spread of Internet Mobile PhonesSpread of Internet Mobile Phones

インターネットユーザ　47百万人（情報通信白書）
The number of Internet Users　47 million (by MPT)
日本の総人口　125百万人
Population in Japan　125 million
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Features of Internet Mobile PhonesFeatures of Internet Mobile Phones

iモードでは、C-HTMLでコンテンツを書くことができる。ＰＣとの違
いは画面サイズ。
Content can be written in C-HTML (a subset of HTML) in the i-mode service. 
Difference between PCs and mobile phones is essentially the screen size.

多数のiモード向け一般ウェブサイトや検索エンジンがある。
There are many non-official web sites and search engines for the i-mode 
service.

iモードアクセスの60%がウェブ利用、40%がメール利用である。
60% of i-mode accesses is for web and 40% is for mail.



子どもの携帯電話所持率子どもの携帯電話所持率
Holding Percentage of Mobile Phones in ChildrenHolding Percentage of Mobile Phones in Children

小学５年生から中学２年生までの子どもへのアンケートでは、４人に１
人。中学生女子は３人に１人が所持している（NTTドコモ調べ）
One of four children holds mobile phones (and one of three girls at junior high 
school) according to a survey for children between the 5th grade of elementary 
school and the 2nd grade of junior high school on holding percentage of mobile 
phones (Source: NTT DoCoMo)

高校生へのアンケートでは、82%が所持しており、そのうち35%が出会
い系サイトを利用したことがある。未知の人からのメールに対して、
所持者の30%は返信し、そのうちの半数以上は「会いたいと言われたら、
会う」と答えている。（京都府調べ）
82% of high school students hold mobile phones and 35% of holders have 
experiences to use “Deai-kei sites”.  30% of holders return for e-mail from 
unknown persons and more than half of them meet to unknown persons when 
unknown persons ask. (Source: Kyoto-fu)



出会い系サイトとは出会い系サイトとは
What is What is DeaiDeai--keikei sites through Mobile Phones ?sites through Mobile Phones ?

インターネット上の男女の出会いサイトである。ＰＣによる利用に加えて、
子どもが携帯電話経由で利用できる。
It is dating sites between men and women on the Internet. Children can use them via 
Internet mobile phones in addition to PC.

内容は、出会い（ＢＢＳ）、チャット、メル友探しなどである。
Services consists of dating between men and women (on BBS), chat, looking for mail 
friends.

出会い系サイトは、少女買春の温床になっており、事件が多く起こっている。
Dating services on the Internet became a nest for adult men to buy girls and many 
criminal affairs have happened.



今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題
Issues to be solvedIssues to be solved

インターネットホットライン連絡協議会の活動を、参加団体を増やすこと
によってもっと強化する必要がある。
Activities at Internet Hotline Expert network should be enhanced by participation 
of more hotline organizations.

次世代インターネット携帯電話におけるフィルタリング機能の開発。搭載
ブラウザがプロキシー設定ができるようになれば、実現できる。
Development of filtering function at the third generation Internet mobile phones. If 
browsers for mobile phones provide proxy setting, it can be easily realized.

インターネットにおける子ども保護のためには、両親のリテラシー向上が
必要である。
Literacy improvements of parents are necessary to protect children on the Internet.



Thank youThank you

For further questions, please e-mail to
Kokubu@iajapan.org


