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フィルタリング店頭手続きおよび、数値の定義
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来店

年齢確認 (契約者・利用者)

❷ フィルタリング※1説明

❸ フィルタリング加入※2 ❹ 非加入

退店 ❺ 店頭で有効化

※1 あんしんフィルター、スクリーンタイム、ファミリーリンクを提供
(楽天モバイルはi-フィルターを提供)

【 加入率： ❸/❶ 有効化率： ❺/❸】
❶ フィルタリング対象者：契約者もしくは使用者が18歳未満のスマートフォンの新規契約・機種変更

❸ フィルタリング加入者※3：❶ー❹（不使用申出書提出者）

❺ 有効化を実施した対象者 ：❸ー❻ （有効化不要申出書提出者)
※3 スクリーンタイム、ファミリーリンクについては、お客様から加入の意思表示に従い、自社システムへ登録が完了することで加入としている

❻ 保護者が有効化

※2 楽天モバイルはフィルタリング加入必須

❶ 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



【参考】 加入率・有効化率の定義
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18歳未満

申込あり

申込なし

事業者
設定

フィルタリング
加入

有効化
(事業者 or 保護者)

① ②

③

加入率＝③/① 有効化率＝④/③

保護者自身
で設定

契約者・利用者
年齢

TCA報告数値

⑤

④



フィルタリング加入率・有効化率推移 (4社合計)
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2018年2-7月 2019年1月 2019年3月 2019年6月 2019年9月 2019年12月 2020年3月 2020年6月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

有効化率

加入率

加入率、有効化率ともに以前よりも向上

(NTTドコモ・KDDI・SoftBank・楽天モバイル合計値)

(2020年6月より楽天モバイル含む)



フィルタリング加入率・有効化率推移 (各社数値)
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2020.9 2020.10 2020.11 2020.12

加入率 71% 71% 64% 66%

有効化率 84% 84% 82% 83%

加入率 79% 75% 73% 73%

有効化率 79% 77% 76% 76%

加入率 74% 71% 64% 66%

有効化率 69% 66% 64% 65%

加入率※ 100% 100% 100% 100%

有効化率 45% 44% 49% 47%

NTTドコモ

KDDI

SoftBank

楽天
モバイル

※18歳未満のフィルタリング加入を必須としている



Web販売手続きおよび、数値の定義 (NTTドコモ、SoftBank)
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来店

年齢確認 (契約者・利用者)

❷ フィルタリング※2説明

❸ フィルタリング加入 ❹ 非加入

退店 ❺ 店頭で有効化

※2 あんしんフィルター

❻ 保護者が有効化

❶ 18歳未満 (利用者) 18歳未満 (契約者)※1

❼ 後日、詳細資料を送付
(サービス概要、設定方法等の詳細)

加入率 ：100%（加入必須のため）
有効化率： 0%（店頭での有効化は不可能）SoftBankはAndroidはプリインのため設定にカウント

18歳未満は受付不可

※1 『契約者』(18歳未満)は受付不可

加入必須

店頭へ誘導

事
業
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義
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【参考】 Web販売手続き (フィルタリング説明) SoftBankの事例
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フィルタリング説明 保護者ご自身での設定に同意

フィルタリング加入必須

説明内容について同意必須

店頭設定希望の場合、
店頭での手続きをご案内
(オンライン手続きは取りやめ)

設定不要申出書取得



【参考】 Web販売手続き (フィルタリング説明書送付) NTTドコモの事例
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• 端末と一緒にフィルタリングサービスパンフレットを同梱し、設定方法をご案内
• パンフレットとホームページ掲載の動画で設定方法をご案内（パンフレットに動画QRコード掲載）

+

端末とサービスパンフレットを同梱 サービスパンフレットを参照しお客様ご自身で有効化設定

◇ホームページに各種設定の動画もご用意

フィルタリングサービス
パンフレット

端末
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各社の取組み
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NTTドコモ

KDDI

SoftBank
• 従来より様々なお客さま接点でフィルタリング促進策を継続的に展開

• 契約手続き時における新たなフィルタリング促進策を追加

• 基本機能だけでなく、カスタマイズ機能やペアレンタルコントロール機能も周知

楽天モバイル
• 保護者にもわかりやすいフィルタリング専用パンフレットを用いたご説明
• HPに保護者、青少年向けの普及啓発ページを掲載
• フィルタリング機能の説明の際、利用時間の制限等の機能についてもご案内

• 様々なお客さま接点におけるフィルタリング普及促進の継続実施

• フィルタリングの設定方法をはじめ、利用時間制限機能等の周知

• KDDIスマホ・ケータイ安全教室を通じた普及啓発活動の継続実施

• お客様接点でわかりやすいツールを用いたフィルタリング加入促進の継続実施
• 「利用時間の設定」等ニーズに合わせたフィルタリングカスタマイズ機能の周知
• スマホ・ケータイ安全教室、ドコモスマホ教室等による普及啓発の継続実施



各社の取組み (NTTドコモ) -普及啓発-
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スマホ・ケータイ安全教室の開催 ドコモスマホ教室の開催

ホームページ掲載 フィルタリング専用ツールを活用した店頭でのご説明

• これまでの取組を継続し、コロナ禍に対応したオンラインを活用した取組を開始

➢『入門編』『応用編』『保護者・教員編』『特別支援

学校編』と対象に合わせた教室を実施

➢コロナ禍に伴いオンラインによる遠隔教室に対応

➢お客さま自身で教室を開催できるように、無料で

教材（テキスト、映像・アニメーション）を提供

➢端末を購入される前、購入された後の保護者、青少

年を対象に、スマートフォンを利用する際の注意点や

ご家庭でのスマートフォン利用ルールの作成方法、

フィルタリングサービスのご紹介に関するカリキュラムを

用意した「ドコモスマホ教室」を開催

➢スマートフォン・携帯電話をお子さまに持たせる前の

スマホルール作りの5つのポイントなどを紹介

➢三匹の子ブタのキャラクターを利用したフィルタリング

紹介動画掲載

➢インターネットの危険性の紹介

➢フィルタリングサービス概要、設定方法

➢カスタマイズ機能（利用時間制限等）

➢パンフレット記載の設定方法等は

ホームページにも掲載



各社の取組み (NTTドコモ) -利用時間制限説明-
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• 契約時には、フィルタリングサービスパンフレットにて「利用時間の設定」をご案内（カスタマイズ設定）
• 具体的な設定方法は、保護者ページにてアプリとWebの利用時間を曜日ごとに30分単位で設定
• ホームページにも設定方法及び設定方法の動画を掲載

フィルタリングサービスパンフレットにて「利用時間の設定方法」をご案内

ホームページにて「利用時間の設定方法」をご案内（動画も掲載）



各社の取組み (KDDI) -普及啓発-
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• 保護者の方々へ、様々な普及啓発の取組みを進めています

➢「KDDIスマホ・ケータイ安全教室」の保護者向けコー

スでは、子どもたちに起こったトラブル実例をもとに作成

した動画等を用いて、保護者としての対処ポイントや

フィルタリング設定の大切さについてご説明しています。

動画配信等の取組み出前講座の取組み

➢青少年がスマホ等を利用する場

合のリスクやフィルタリングの機能等

をまとめた冊子をお渡しています。

➢フィルタリングサービスの設定や、

様々な機能を分かりやすくご説明

しています。

店頭における取組み

（本年３月改訂予定）

➢子どもたちが上手にスマホ等と付き合うためのルールや

トラブル事例等をアニメ教材でご説明しています。

ホームページにおける取組み

➢保護者の方に知っ

ていただき情報もご

紹介しています。

➢本年7月から、コロナ禍に対応したオンライン講座のト

ライアル開始。また新型コロナウイルス感染予防対策

を徹底し、出前授業を継続実施しています。

➢同教室の模擬講座動画

のYouTube配信・教材

開示を行い、いつでもどこ

でも学んでいただける環境

をご提供しています。



各社の取組み (KDDI) -設定方法説明-
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• 契約時にお渡ししています、フィルタリングサービス冊子「お子さまが安心してスマホを使えるように。」に
も記載し、ホームページにも「保護者様向け設定ガイド」を掲載するとともに、設定方法を分かりやすく
ご説明した動画（YouTube）も掲載し、ご案内しています。

店頭にてお渡しする
フィルタリングサービス冊子

ホームページに掲載の
設定ガイド・設定動画

➢「あんしんフィルター for au」の設定

方法とともに、カスタマイズやスクリーン

タイム等の設定方法も分かりやすくご

説明しています。

➢設定ガイドとともに、設定動画

（YouTube）でも設定方法や利用

時間制限等の設定方法も分かりや

すくご説明しています。



各社の取組み (KDDI) -利用時間制限説明-
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• 契約時にお渡ししています、フィルタリングサービス冊子「お子さまが安心してスマホを使えるように。」に
も記載し、契約時に、あんしんフィルター for auの機能の一つとして、利用時間等の制限（カスタマ
イズ）の機能についてもご説明しています。

利用時間等の制限機能

➢保護者の方が管理者ページより利用時間帯を

設定します。

➢設定した時間になると、お子さまの端末の利用

が制限されます。

➢スクリーンタイムのWEBサイト・アプリの利用制

限の設定方法もご説明しています。



各社の取組み (SoftBank)
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様々なお客さまとの接点にて、フィルタリング利用を継続的に推進

WEB・カタログでの説明 店頭での加入促進



各社の取組み (SoftBank)
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新規契約、機種変更時におけるフィルタリング促進策を新たに追加
（手続き前から手続完了後まで幅広く利用できるツールを用意）

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

フィルタリング説明・設定を徹底
（カスタマイズ機能も掲載）

ご自身で設定される保護者向け
フィルタリング設定動画を作成

NewRenewalRenewal

New

契約前 契約時 契約後

詳細は次ページ



【参考】 各社の取組み (SoftBank)
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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

オリジナルの家庭ルールリストが作成できます

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

スマートフォンを持つときに知っていただきたい
ポイントをわかりやすく解説した動画を作成

学割時期に合わせて
フィルタリングのウェブCMを配信

New

RenewalNew



各社の取組み (SoftBank)
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利用時間の制限設定

フィルター強度の変更

カスマタイズ機能やペアレンタルコントロール機能についても説明

ウェブサイト・アプリのフィルター
強度の変更が可能

(フィルターOFFの選択も可)

勉強時間や夜間利用を防ぐなど、
お子さまが利用できるスマートフォン

の時間管理が可能



各社の取組み (楽天モバイル)
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フィルタリングサービスの
説明・設定の徹底

普及啓発の取組

・HPに保護者様、青少年向けの
普及啓発ページを掲載

・フィルタリング専用
パンフレットを用いて
お客様にご説明

保護者様にもわかりやすい
資料を用いたご説明

安全にスマホを利用するための
特設ページ作成

① 保護者向けフィルタリング啓発の取り組みについて



各社の取組み (楽天モバイル)
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専用パンフレット等を用いてフィルタリングの機能をご説明する際に、
機能の中の一つとして、利用時間の制限等の機能についてもご説明

② 利用時間の制限等の機能について



その他ご質問への回答

23

ヒアリング項目 回答

フィルタリングサービスの、容易なON/OFF切
り替えについて、検討可能か？
（保護者端末を子どもに貸し出す場合の利用率
向上、子どもが専用端末を持った際のフィルタリング
設定の抵抗感を軽減）

NTTドコモ

保護者の端末でフィルタリング加入し、有効化されていれば保護者の
端末をお子さまに貸し出す場合にあんしんフィルター保護者ページ
設定トップ画面の最上部のオンオフボタンにて切り替えることが可能で
す。

KDDI

あんしんフィルター for auは、auユーザーの方であれば（保護者の
方でも）、誰でも利用できるようになっています。あんしんフィルター・
アプリは、仮PWのみでフィルタリングの設定ができるため、30秒程度
で設定、また解除も仮PWでできるようになっています。

SoftBank

当社が提供するあんしんフィルターにてフィルタリングOFF機能を具備
しています。保護者がご加入いただき、お子さまがご利用いただく際に
切り替えてご利用いただくことは可能ですが、青少年にご利用いただく
ことをメインとしていますので、積極的な周知は実施しておりません。

楽天モバイル

保護者がフィルタリングオプションに加入し有効化されている場合は、
i-フィルターの管理画面よりOFFにする機能があります。



その他ご質問への回答
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ヒアリング項目 回答

フィルタリングの継続的な利用の状況※を把
握することは可能か？
※計測時点でのフィルタリングの稼働状況

フィルタリング機能は、事業者が提供するフィルタリング機能だけでは
なく、OS機能での利用もあるため、フィルタリング加入後の利用状況
の把握は困難です。

フィルタリングの継続的な利用促進に有効な
取組みとしては？

事業者は今まで同様、使い勝手の向上、サービス仕様の改善、利
用推進に関する周知啓発等は継続的に実施してまいります。

スマートフォンの普及に伴う問題の多様化や、事業者の目が届かな
いところでの課題も増えている状況では、ステークホルダー（OS事業
者や保護者、学校、PTA、安心協等）全体が関与し、社会全体で
多角的にこの問題に取組む必要があるものと考えます。




