○

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の一部を改正する法律 新旧対照条文

正 後

改 正 前

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（平成二十年法律第七十九号） 抄 （傍線部分は改正部分）
改
目次
第一章 （略）

目次
第一章 （略）

イン ターネ ット の適 切な利 用に関 する 教育 及び啓 発活動 の

推進等（第十三条―第十六条）

第四章 青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務等（第十

第 三章

第二章 基本計画（第八条―第十二条）

青少 年が青 少年 有害 情報の 閲覧を する こと を防止 するた め

推進等（第九条―第十二条）

イン ターネ ット の適 切な利 用に関 する 教育 及び啓 発活動 の

第二章 基本計画（第八条）
第 三章

第 四章

第五章・第六章 （略）

七条―第二十三条）

第五章・第六章 （略）

附則

の措置（第十三条―第二十三条）

附則

第二条 （略）

（定義）

第二条 （略）

２～６ （略）

（定義）

２～６ （略）

携帯電話端末等（その一端が携帯電話端末又はＰＨＳ端末と接続され

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

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

この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、専ら ７ この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、携帯

るための伝送路設備に接続される移動端末設備（電気通信事業法第十

閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいう。

７

二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。）であって、
イ ンタ ーネッ トを利 用し て公 衆の閲 覧に供 され てい る情報 をその 利
用者の選択に応じ閲覧することができるものをいう。以下同じ。）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

一

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をいう。
８ （略）

二

（略）

とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一

８

とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一

定 の基 準に基 づき選 別し た上 インタ ーネッ トを 利用 する者 の青少 年

この法律において「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」 ９ この法律において「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」

定 の基 準に基 づき選 別し た上 インタ ーネッ トを 利用 する者 の青少 年

有害情報の閲覧を制限するためのプログラム（電子計算機に対する指

９

有害情報の閲覧を制限するためのプログラム（電子計算機に対する指

令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

（略）

令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

～

をいう。）をいう。

（略）

をいう。第十六条及び第十九条において同じ。）をいう。
～

用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ

保護者は、携帯電話端末等からのインターネットの利用が不適切に ２ 保護者は、携帯電話端末及びＰＨＳ端末からのインターネットの利

行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題

等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。

第八条から第十一条まで 削除

第二章 基本計画

（削る）

第十二条 （略）

（略）
青少 年が 青少年 有 害情 報の 閲覧 をする こ とを 防止 する

第四章 青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務等

第十三条～第十六条 （略）

動の推進等

第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活

第八条 （略）
第三章

第四章

第九条～第十二条

動の推進等

イン ター ネット の 適切 な利 用に 関する 教 育及 び啓 発活

第二章 基本計画

が生じることに特に留意するものとする。

２

第六条 （略）

10

第六条 （略）

（保護者の責務）

12

（保護者の責務）

12

10

ための措置

携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話 （新設）

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務）
第 十三条
イ ンタ ーネッ ト接続 役務 提供 事業者 の携帯 電話 イン ターネ ット接 続
役務の提供に関する契約（以下「役務提供契約」という。）の締結の
媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「携帯電話インターネ
ット接続役務提供事業者等」という。）は、役務提供契約（既に締結
されている役務提供契約（以下この項において「既契約」という。）
の 変更 を内容 とする 契約 又は 既契約 の更新 を内 容と する契 約にあ っ
ては、当該既契約の相手方又は当該既契約に係る携帯電話端末等の変
更を伴うものに限る。以下この条及び次条において同じ。）の締結又
はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、あらかじめ、
当 該役 務提供 契約を 締結 しよ うとす る相手 方が 青少 年であ るかど う

携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定によ

かを確認しなければならない。
２

り 役務 提供契 約を締 結し よう とする 相手方 が青 少年 でない ことを 確
認したときは、当該相手方に対し、当該役務提供契約に係る携帯電話

携帯 電話端 末等を青 少年に 使用さ せるため に役務 提供契 約を締結

端末等の使用者が青少年であるかどうかを確認しなければならない。
３

しようとする者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が
前項の規定による確認を行う場合において、当該携帯電話インターネ
ッ ト接 続役務 提供事 業者 等に 対し、 その旨 を申 し出 なけれ ばなら な

三

い。
（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務）
第十四条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供 （新設）
契 約を 締結し ようと する 相手 方が青 少年で ある 場合 にあっ ては当 該
青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年
であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青
少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、次に掲げる事

携 帯電話 端末等 から のイ ンター ネット の利 用に より青 少年が 青

項について、説明しなければならない。
一

青 少年有 害情報 フィ ルタ リング サービ スの 利用 の必要 性及び 内

少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨
二

容 並び に第 十六 条に規定 する 青少 年有 害情報フ ィル タリ ング 有効

（ 携帯 電話イ ンター ネッ ト接 続役務 提供事 業者 の青 少年有 害情報 フ

四

（ 携帯 電話イ ンター ネッ ト接 続役務 提供事 業者 の青 少年有 害情報 フ

ィルタリングサービスの提供義務）

化措置の必要性及び内容

ィルタリングサービスの提供義務）

ない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリン

条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければなら

年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を

約 の相 手方又 は役務 提供 契約 に係る 携帯電 話端 末等 の使用 者が青 少

が、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

ト接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者

フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネッ

しくはＰＨＳ端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報

ン ター ネット 接続役 務を 提供 する契 約の相 手方 又は 携帯電 話端末 若

第十五条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、役務提供契 第十七条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話イ

グサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。

した場合は、この限りでない。

（削る）

（ 携帯 電話イ ンター ネッ ト接 続役務 提供事 業者 等の 青少年 有害情 報
フィルタリング有効化措置実施義務）

２

携帯 電話端 末又はＰ ＨＳ端 末をそ の保護す る青少 年に使 用させる

た めに 携帯電 話イン ター ネッ ト接続 役務の 提供 を受 ける契 約を締 結

しようとする保護者は、当該契約の締結に当たり、携帯電話インター

ネット接続役務提供事業者に対しその旨を申し出なければならない。

（インターネット接続役務提供事業者の義務）

第十六条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話 （新設）
端末等（青少年有害情報フィルタリング有効化措置（インターネット
を利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネッ
ト と接 続する 機能を 有す る機 器に組 み込ま れた プロ グラム の機能 を
制限する措置をいう。以下この条及び第十九条において同じ。）を講
ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを
除く。）であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提
供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの
（以下この条において「特定携帯電話端末等」という。）を販売する
場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方
又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特
定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措
置を講じなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年
有 害情 報フィ ルタリ ング 有効 化措置 を講ず るこ とを 希望し ない旨 の
申出をした場合は、この限りでない。
（インターネット接続役務提供事業者の義務）

五

六

でない。

閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限り

を提供しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の

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

役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィル

（インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務）

でない。

閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限り

を提供しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の

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

役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィル

第十七条 インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続 第十八条 インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続

（インターネット接続機器の製造事業者の義務）

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

ル タリ ングソ フトウ ェア を組 み込む ことそ の他 の方 法によ り青少 年

ット接続機器」という。）を製造する事業者は、青少年有害情報フィ

年により使用されるもの（以下この条及び次条において「インターネ

にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。ただ

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 用を容 易

み 込む ことそ の他の 方法 によ り青少 年有害 情報 フィ ルタリ ングソ フ

製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組

年により使用されるもの（携帯電話端末及びＰＨＳ端末を除く。）を

イン ターネッ トと接 続する 機能を有 する機 器であ って青少

リングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、インターネッ

し、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と

イン ターネッ トと接 続する 機能を有 する機 器であ って青少 第 十九条

ト接続機器を販売しなければならない。ただし、青少年による青少年

して政令で定める場合は、この限りでない。

第 十八条

有 害情 報の閲 覧に及 ぼす 影響 が軽微 な場合 とし て政 令で定 める場 合
は、この限りでない。
（ イン ターネ ット接 続機 器の 動作を 直接制 御す る機 能を有 するプ ロ

プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の （新設）

グラムを開発する事業者の努力義務）
第 十九条

動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携
帯 電話 インタ ーネッ ト接 続役 務提供 事業者 等の 青少 年有害 情報フ ィ
ル タリ ング有 効化措 置及 び当 該イン ターネ ット 接続 機器を 製造す る

事 業者 の青少 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 用を容 易に する 措置が 円滑に 講

イン ター ネット の 適切 な利 用に 関する 活 動を 行う 民間

ぜられるように、当該プログラムを開発するよう努めなければならな
い。
第五章
団体等
第一節 フィルタリング推進機関

（略）

（フィルタリング推進機関の登録）
第二十四条

第五章

イン ター ネット の 適切 な利 用に 関する 活 動を 行う 民間
団体等

第一節 フィルタリング推進機関

（略）

（フィルタリング推進機関の登録）
第二十四条

前項の登録（以下単に「登録」という。）を受けようとする者は、 ２ 前項の登録（以下単に「登録」という。）を受けようとする者は、

総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済

２

総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産

産業大臣に申請をしなければならない。
３～５ （略）

業大臣に申請をしなければならない。
３～５ （略）

よ り、 その旨 を総務 大臣 及び 経済産 業大臣 に届 け出 なけれ ばなら な

変更しようとするときは、総務省令・経済産業省令で定めるところに

い。

により、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならな

変更しようとするときは、総務省令及び経済産業省令で定めるところ

フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を ６ フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を

い。

（業務の休廃止）

６

（業務の休廃止）

止し、又は廃止したときは、総務省令及び経済産業省令で定めるとこ

フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休

止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところ

ろにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければなら

フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休 第二十五条

により、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならな

ない。

第二十五条

い。

七

２

（略）

（総務省令・経済産業省令への委任）

２ （略）

（総務省令及び経済産業省令への委任）

八

この節に規定するもののほか、フィルタリング推進機関及

びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令及び経済産

この節に規定するもののほか、フィルタリング推進機関及 第二十九条

びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令・経済産業

業省令で定める。

第二十九条

省令で定める。

○

内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号） 抄 （附則第五条関係）
正 後
（所掌事務）

改
（所掌事務）
第四条 （略）

改 正 前

（傍線部分は改正部分）

（略）

第四条 （略）
２

前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成す ３ 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成す

２ （略）

３

一～二十六

青少年 が安 全に 安心し てイン ター ネッ トを利 用でき る

（略）

るため、次に掲げる事務をつかさどる。

（略）

二 十六 の二

るため、次に掲げる事務をつかさどる。
一～二十六

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（平成二十年法律第七十九号）第十二条

二 十六 の二

環境の整備等に関する法律（平成二十年法律第七十九号）第八条第

第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
二十六の三～六十二 （略）

一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
二十六の三～六十二 （略）

九

