
 資料３＿  

基基本本的的枠枠組組ＷＷＧＧのの開開催催状状況況（（第第１１回回～～第第３３回回））  

 
【第１回】 

１．日時 平成２０年８月８日（金）１６：００～１８：００ 

２．出席者 森 亮二、桑子 博行、石井 夏生利、上沼 紫野、楠 正憲、北村 和広、関 聡

司、立石 聡明、橋本 龍太郎、別所 直哉、丸橋 透、岡村 久道（顧問） 

３．議題と概要 

（１）「安心ネットづくり」促進プログラムの策定とＷＧの設置について 

（２）基本的枠組ＷＧにおける検討事項・問題意識 

（３）違法情報対策の概要 

①プロバイダ責任制限法の概要 

②違法・有害情報の規制に関する考察 

（４）自由討議 

（１）、（２）及び（３）①について事務局より、（３）②について森主査よりそれぞれ

説明の後、自由討議を行った。 

 

【第２回】 

１．日時 平成２０年８月２６日（火）１３：００～１５：００ 

２．出席者 森 亮二、桑子 博行、石井 夏生利、上沼 紫野、楠 正憲、北村 和広、関 聡

司、立石 聡明、橋本 龍太郎、別所 直哉、丸橋 透 

３．議題と概要 

（１）論点整理 

（２）討議 

① 違法情報の実態の把握 

② 現在の違法情報対策の問題点・課題など 

③ 検討の対象となりうる違法情報対策 

（１）について事務局より説明の後、（２）①～③のテーマについて自由討議を行った。 

 

【第３回】 

１．日時 平成２０年９月１７日（水）１３：００～１５：００ 

２．出席者 森 亮二、桑子 博行、石井 夏生利、上沼 紫野、楠 正憲、関 聡司、石川 み

どり（立石構成員代理）、橋本 龍太郎、別所 直哉、丸橋 透 

３．議題と概要 

（１）別所構成員提案についての意見照会の結果報告 

（２）第８回検討会に向けた最終取りまとめ案の説明 

（３）自由討議 

（１）及び（２）について事務局より説明の後、自由討議を行った。 



自自主主的的取取組組ＷＷＧＧのの開開催催状状況況（（第第１１回回～～第第３３回回））  

 
【第１回】 

１．日時 平成２０年７月２８日（月）１４：００～１６：００ 

２．出席者 桑子 博行、森 亮二、鎌田 真樹子、小泉 文明、島本 学、関 聡司、高橋 大

洋、高橋 誠、立石 聡明、阿部 すさ（春田構成員代理）、別所 直哉、丸橋 透、

吉川 誠司、国分 明男（顧問）、長田 三紀（顧問） 

３．議題と概要 

（１）「安心ネットづくり」促進プログラムの策定とＷＧの設置について 

（２）自主的取組の推進に係る論点について 

（３）インターネット上の違法・有害情報への通信業界の取組について 

（４）ＥＭＡの取組について 

（１）及び（２）について事務局より、（３）について桑子主査より、（４）について鎌

田構成員よりそれぞれ説明の後、各説明に関する質疑応答及び自由討議を行った。 

 

【第２回】 

１．日時 平成２０年９月２日（火）１５：００～１７：００ 

２．出席者 桑子 博行、森 亮二、鎌田 真樹子、小泉 文明、島本 学、関 聡司、高橋 誠、

立石 聡明、阿部 すさ（春田構成員代理）、別所 直哉、丸橋 透、吉川 誠司 

３．議題と概要 

（１）ミクシィの取組について 

（２）ＤｅＮＡの取組について 

（３）ライブドアの取組について 

（４）自主憲章等の自主的取組促進に関する論点と意見 

（１）について小泉構成員より、（２）について阿部構成員より、（３）について高橋構

成員より、（４）について事務局よりそれぞれ説明の後、各社の取組及び論点について自

由討議を行った。 

 

【第３回】 

１．日時 平成２０年９月１９日（金）１６：００～１８：００ 

２．出席者 桑子 博行、森 亮二、鎌田 真樹子、小泉 文明、島本 学、関 聡司、高橋 大

洋、高橋 誠、立石 聡明、阿部 すさ（春田構成員代理）、別所 直哉、丸橋 透、

吉川 誠司 

３．議題と概要 

（１）特定サーバ管理に関わる事業者調査について 

（２）第８回検討会に向けた最終取りまとめ案の説明 

（１）について（株）メディア開発綜研より、（２）について事務局より説明の後、自

由討議を行った。 



親親子子ののＩＩＣＣＴＴメメデディィアアリリテテララシシーーＷＷＧＧのの開開催催状状況況（（第第１１回回～～第第３３回回））  

【第１回】 

１．日時 平成２０年７月３０日（水）１４：００～１６：００ 

２．出席者 菊池 尚人、尾花 紀子、石川 功造、石戸 奈々子、大空 真由美、鎌田 真樹子、

岸原 孝昌、木村 たま代、柴山 寛、瀬川 正博、関 聡司、立石 聡明、阿部 す

さ（春田構成員代理）、吉田 奨 

３．議題と概要 

（１）「安心ネットづくり」促進プログラムの策定とＷＧの設置について 

（２）親子のＩＣＴメディアリテラシー向上支援に係る論点について 

（３）「e-ネットキャラバン」の取組について 

（４）ＣＡＮＶＡＳの取組について 

（５）自由討議 

（１）及び（２）について事務局より、（３）について柴山構成員より、（４）について

石戸構成員よりそれぞれ説明の後、各説明に関する質疑応答及び自由討議を行った。 

 

【第２回】 

１．日時 平成２０年８月２２日（金）１４：００～１６：００ 

２．出席者 菊池 尚人、尾花 紀子、長田 三紀、石川 功造、石戸 奈々子、大空 真由美、

鎌田 真樹子、岸原 孝昌、木村 たま代、瀬川 正博、関 聡司、立石 聡明、西村 

隆、春田 真、望月 貴仁（吉田構成員代理） 

３．議題と概要 

（１）論点整理 

（２）「EMA が考える ICT 啓発・教育プログラムの実際」 

（３）「マイクロソフトにおける ICT 啓発・教育の取組」 

（４）自由討議 

（１）について事務局より、（２）について岸原構成員より、（３）について瀬川構成員

よりそれぞれ説明の後、各説明に関する質疑応答及び自由討議を行った。 

 

【第３回】 

１．日時 平成２０年９月２２日（金）１４：００～１６：００ 

２．出席者 菊池 尚人、尾花 紀子、加藤 秀次、長田 三紀、石川 功造、石戸 奈々子、

大空 真由美、鎌田 真樹子、吉岡 良平（岸原構成員代理）、木村 たま代、柴山 

寛、瀬川 正博、森川 麻衣子（関構成員代理）、立石 聡明、西村 隆、春田 真、

小寺 信良、吉田 奨 

３．議題と概要 

（１）「ニフティの情報モラル教育に関する取り組みについて」 

（２）「子どもたちのインターネット利用について考える研究会 

子どもたちのインターネット利用について考えるシンポジウム」 

（３）「“ネット”と上手く付き合うために」 

（４）第 8 回検討会に向けた最終とりまとめ案の説明 

（１）について大空構成員より、（２）について吉田構成員より、（３）について小寺構

成員より、（４）について事務局よりそれぞれ説明の後、自由討議を行った。 



技技術術検検討討ＷＷＧＧのの開開催催状状況況（（第第１１回回～～第第３３回回））  

 
【第１回】 

１．日時 平成２０年７月３１日（木）１０：００～１２：００ 

２．出席者 松山 隆司、桑子 博行、石川 功造、猪俣 清人、清水 将人（岸原構成員代理）、

木俵 豊、浅井 英里子（楠構成員代理）、国分 明男、越山 昌則、佐田 昌博、小

林 秀行（菅波構成員代理）、高橋 大洋、立石 聡明、田辺 守、鳥居 晋太郎、西

澤 利治、春田 真、松原 理、吉川 誠司、吉田 奨 

３．議題と概要 

（１）「安心ネットづくり」促進プログラムの策定とＷＧの設置 

（２）ガイアックスの取組 

（３）ミクシィの取組 

（４）技術の活用の現状と課題等 

（１）及び（４）について事務局より、（２）について鳥居構成員より、（３）について

石川構成員より、それぞれ説明の後、質疑応答及び自由討議を行った。 

 

【第２回】 

１．日時 平成２０年９月２日（火）１８：００～１９：４０ 

２．出席者 松山 隆司、桑子 博行、石川 功造、猪俣 清人、岸原 孝昌、木俵 豊、楠 正

憲、国分 明男、佐田 昌博、小林 秀行（菅波構成員代理）、小木曽 稔（関構成

員代理）、高橋 大洋、立石 聡明、田辺 守、江戸 浩樹（鳥居構成員代理）、西澤 

利治、春田 真、松原 理、吉川 誠司、吉田 奨 

３．議題と概要 

（１）ISP から見た違法有害検知技術 

（２）検討の方向性に関する試案 

（３）検出技術等に関する主な課題の考え方 

（１）について立石構成員より、（２）について桑子主査代理より、（３）について事務

局より、それぞれ説明の後、質疑応答及び自由討議を行った。 

 

【第３回】 

１．日時 平成２０年９月１９日（金）１０：３５～１１：４０ 

２．出席者 松山 隆司、桑子 博行、石川 功造、猪俣 清人、岸原 孝昌、赤峯 亨（木俵構

成員代理）、楠 正憲、国分 明男、越山 昌則、佐田 昌博、小林 秀行（菅波構成

員代理）、小木曽 稔（関構成員代理）、高橋 大洋、田辺 守、鳥居 晋太郎、西澤 

利治、春田 真、藤田 一夫、海老沼 広義（松原構成員代理）、吉川 誠司、望月 貴

仁（吉田構成員代理） 

３．議題と概要 

（１）技術検討ＷＧ中間とりまとめ案 

（１）について事務局より説明の後、質疑応答及び自由討議を行った。 


