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1フィルタリング加入率・事業者設定率推移 (MNO合計)
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定義
■加入率 ：未成年契約者・利用者のうち、フィルタリング利用申込みがあった割合
■事業者設定率：フィルタリング利用申込み者のうち、事業者が設定を実施した割合

※2020年6月より楽天モバイル含む

事業者設定率

加入率



2フィルタリング加入率・事業者設定率推移 (各社数値)

2022.11 2022.12 2023.01

加入率 63% 67% 62%

事業者設定率 71% 74% 72%

加入率 73% 73% 72%

事業者設定率 63% 65% 64%

加入率 80% 82% 81%

事業者設定率 81% 82% 82%

加入率 ※ 100% 100% 100%

事業者設定率 70% 70% 67%

NTTドコモ

KDDI

SoftBank

楽天
モバイル

※18歳未満はフィルタリング加入必須
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18歳未満

あり

なし

事業者が
設定

フィルタリング
申込

設定
(事業者 or 保護者)

① ②

③

加入率＝③/① 事業者設定率＝④/③

保護者が
設定

契約者・利用者
年齢

TCA報告数値

⑤

④

【参考】 加入率・事業者設定率の定義
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電気通信事業者協会 (TCA)

事業者の取組み状況
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「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に

関する新たな課題及び対策」 (2021年7月) に関する

取組みの進捗状況報告



6各社の取組み (サマリ)

1 フィルタリング設定促進の後追い施策
(ユーザー自身での設定申出への対応)

2

3

親子でのスマホ共用を想定した情報提供
(フィルタリング利用促進など)

関係者の協力体制整備
(フィルタリングサービス提供者、サービスコンテンツ提供者等)

4 フィルタリングのカスタマイズに関する情報提供
(機能・設定方法など)

5
インターネットの危険性とフィルタリングの効果、
ペアレンタルコントロール機能の理解促進

取組むべき方向 対応方針・検討状況

フィルタリング事業者と連携して機能を改善
今後も継続予定

店頭・ウェブ・カタログでの情報提供
(説明ツールの改善・掲載内容見直しなど)

次頁以降に具体例

保護者宛の設定促進メール
(KDDIは対応済・他3社は今年度中に実施もしくは開発着手見込み)

店頭・ウェブ・カタログでの情報提供
(説明ツールの改善・掲載内容見直しなど)

店頭・ウェブ・カタログでの情報提供
(説明ツールの改善・掲載内容見直し・特設サイト設置など)



7【参考】 フィルタリングの手続き

手続きの流れ

年齢確認 (契約者・利用者)

フィルタリング説明

フィルタリング加入 非加入

事業者で設定 保護者が設定

18歳未満 (契約者・利用者) 18歳以上 通常受付

事
業
者
義
務

保
護
者
判
断



8-2.親子共用端末利用時の対策 -(NTTドコモ)

・保護者端末の共用に関する啓発・注意喚起を実施（ドコモスマホ教室/スマホ・ケータイ安全教室）

・フィルタリングパンフレットに総務省サイトのQRコードを掲載

ドコモスマホ教室 スマホ・ケータイ安全教室 フィルタリングパンフレット

2022年4月～2022年3月～2021年12月～

※2023年2月より親子向けスマホ教室の実施を強化
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2022年度・安全教室リーフレット、店頭冊子も昨年10月・今年2月に改訂
ご家族とお子さまとご一緒に、ルールや使い方等に関する内容を掲載

安全教室にて配布の保護者の方向け教材

-2.親子共用端末利用時の対策 -(KDDI)

店頭にて配布のフィルタリング冊子



10-2.親子共用端末利用時の対策 -(SoftBank)

認知向上のため情報提供を拡充

2022年2月～ 2021年11月～

ウェブサイト
小学生以下の子どもを持つ保護者向けサービス

スマホ教室
親子共用利用時の注意点・対策を案内

利用者専用サイトへ掲載

店頭説明ツール
子どもとスマートフォンを共用する際の関連情報を提供

2021年12月～



11-2.親子共用端末利用時の対策 -(楽天モバイル)

店頭にてお渡しするパンフレットに、総務省サイト(未就学児・未就学児の保護者向け)のリンクを掲載

「安心・安全なインターネット利用ガイド」※に案内

※総務省HP(保護者向け情報サイト)
2022年3月～



12事業者共通の取組み -3.関係事業者と連携したフィルタリング機能向上

◆ 保護者に分かりやすく、選択しやすいカスタマイズ設定
画面の提供
初期設定の際、保護者の方により、よく使うアプリの個別許可も可能

◆ 学齢レベル・カテゴリの設定・運用による適切な
フィルタリングサービスの提供（高校生プラスの導入）

フィルタリング事業者様（ネットスター社様）の設定するカテゴリにより提供

◆ 生活スタイルに合わせた「利用時間制限」の設定、
インターネットやアプリの「利用状況」の確認が可能に
9月よりUQ・povoにおいても、「あんしんフィルター for au」の提供を開始し、利用時間制限、
初期設定時によく使うアプリの許可などもご利用いただけます。

今後も引き続き、フィルタリング事業者様とともに機能や使いやすさ
の改善に取り組んでまいります。

初期設定時における
アプリの使用許可画面

個別のアプリの
使用許可も可能

フィルタリング事業者と連携し、機能・使いやすさ改善の取組みを推進

【KDDIの事例】



13-4.カスタマイズ設定方法に関する分かりやすい情報提供 -(NTTドコモ)

フィルタリングパンフレットを改版

・フィルタリング申込からカスタマイズまでの流れを分かりやすく6ステップに分けて説明

・お子さまの成長に合わせたカスタマイズの重要性を強調し視認性を確保
・カスタマイズで必要な設定操作を、子ども・保護者ごとに分けて掲載

6つのステップ カスタマイズの重要性を強調 子ども・保護者ごとに設定操作を表示

2022年4月～
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店頭冊子とともに、オンライン販売時においても
お子さまに合わせた設定（カスタマイズ）方法などをご案内
店頭にて配布のフィルタリング冊子

オンライン販売時にも
端末とともに、フィルタリング冊子を同梱

-4.カスタマイズ設定方法に関する分かりやすい情報提供 -(KDDI)



15-4.カスタマイズ設定方法に関する分かりやすい情報提供 -(SoftBank)

カスタマイズ機能紹介動画を作成
保護者への配布ツール・ホームページで案内

保護者の理解向上に向けた取組み

保護者からよくある質問を集約した
QA集を作成、説明時に活用

2022年1月～提供開始 2022年3月～リニューアル



16-4.カスタマイズ設定方法に関する分かりやすい情報提供 -(楽天モバイル)

店頭にてお渡しするパンフレットに
カスタマイズ設定に関するフローを掲載

カスタマイズ設定方法について記載された
マニュアルをお客さまに送付

フィルタリングのお申し込みを頂いたすべてのお客さまに
電子メールにてユーザーマニュアルをご案内

⚫ 年齢にあったフィルタリングを簡単設定
⚫ カテゴリを選択するだけでできる細かな設定
⚫ 必要なサイトだけ「見せる」ことも可能

2022年3月～



17-5.フィルタリング利用推進強化 -(NTTドコモ)

・フィルタリングサービス説明動画を作成し、説明品質の高位平準化を推進
・スマホ・ケータイ安全教室の教材を教員向けに提供し、教員自ら情報リテラシー教育を実施できるよう支援
・公式サイトに子どものスマートフォン購入を検討中の保護者に向けたページを開設し、
保護者のフィルタリングサービス等の認知向上・意識醸成を支援

フィルタリングサービス説明動画 スマホ購入検討中の保護者向けページ

※YouTube ドコモ公式チャンネルからも閲覧可能

https://www.youtube.com/watch?v=U4xmd0t0I64 https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/safety/parents/

教員向け教材サイト

2021年3月～2022年3月～

https://www.docomo.ne.jp/corporate/csr/social/safety/educa
tional/open_course/

2020年7月～

https://www.youtube.com/watch?v=_epvZcIIAf4
https://www.youtube.com/watch?v=U4xmd0t0I64
https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/safety/parents/
https://www.docomo.ne.jp/corporate/csr/social/safety/educational/open_course/
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店頭や安全教室における保護者の方へのリーフレット配布とともに
オンライン販売時においても、さらなるフィルタリング利用を推進

店頭にて配布のフィルタリング冊子

安全教室にて配布の保護者の方向け教材

【参考】「KDDIスマホ・ケータイ安全教室」
2021年度開催実績
開催数 約3,200講座
受講者数 約49万名

店頭フィルタリング冊子とともに、
安全教室にて配布の教材にも掲載

オンライン販売時
フィルタリング利用申込画面

-5.フィルタリング利用推進強化 -(KDDI)



19-5.フィルタリング利用推進強化 -(SoftBank)

親子で学べる特設サイトを開設

初めて自分のスマートフォンを持つお子さま、保護者に向けた取組みを推進

親子で一緒にスマートフォンに関する正しい知識を学べる
「全国統一スマホデビュー検定」実施

2022年11月～提供開始 2022年11月～リニューアル

低年齢層向けの
検定を追加



20-5.フィルタリング利用推進強化 -(楽天モバイル)

店頭にてお渡しするパンフレットと重要事項説明書に
インターネット利用時のリスクを記載

店頭にてお渡しするパンフレットに
フィルタリングの効果を記載

(弊社「重要事項説明書」より以下該当箇所抜粋)

2022年3月～

2022年3月～


