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目的と適用理由目的と適用理由 4

目的：多重リスクコミュニケータを従来よりも大き
な問題へ適用し 社会的合意形成支援ツールな問題へ適用し,社会的合意形成支援ツ ル
へ発展させるため

適用対象：情報フィルタリング問題適用対象：情報フィルタリング問題

適用理由：問題と核となっている青少年ネット規
制法は 施行後3年以内の見直しが規定されて制法は,施行後3年以内の見直しが規定されて
おり,現段階でどのような対策の組合せがよい
かを考える必要があるため,今回の実験での適
用対象とした用対象
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目的と適用理由

青少年ネット規制法青少年ネット規制法

多重リスクコミュニケータ(MRC)の概要
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合意形成実験合意形成実験

今後の予定



青少年ネット規制法概要青少年ネット規制法概要 6

正式名称

▶ 青少年が安全に安心してインターネットを利用でき▶ 青少年が安全に安心してインタ ネットを利用でき
る環境の整備等に関する法律

目的目的

▶ 青少年の権利の擁護

▶ 青少年が安全に安心してインターネットを利用でき
るようにするるようにする

▶ フィルタリングソフトの普及及び性能向上

可決日 2008年6月11日可決日：2008年6月11日

施行日：2009年4月1日



法律の主な内容法律の主な内容 7

関係者 内容関係者

携帯電話会社

青少年の利用する携帯電話に,保護者からの
申し出がない限り 原則としてフィルタリング携帯電話会社 申し出がない限り,原則としてフィルタリング
サービスの利用を義務付ける。(罰則なし)

ISP
利用者からの求めに応じて,フィルタリング
サービスの提供を義務付ける(罰則なし)

管

有害情報に青少年が閲覧できないようにする
ための措置(18歳以上のみを会員とした 会員

Webサイト管理者
ための措置(18歳以上のみを会員とした,会員
制サイトへの移行など)をとる努力義務の規定。
(罰則なし)



法律の問題点法律の問題点 8

フィルタリングによる
アクセス制限

国による有害情報の
例示

公的機関、民間機関
による管理

青少年の知る権利へ 表現の自由への侵
労力・費用がかかる

の侵害 害につながる可能性
労力・費用がかかる

本法律には,主に以上のような問題点がある。
しかし 青少年がインターネットを利用してしかし,青少年がインタ ネットを利用して

犯罪に巻き込まれている事件が起きている以上,
何かしらの対策が必要である何かしらの対策が必要である。



MRCMRCによる検討による検討 9

青少年ネット規制法では,施行後3年以内の見
直しが規定されているため 現時点でどのような直しが規定されているため,現時点でどのような
法案がよいのかを考える必要がある

そこで

多重リスクコミュニケータ(Multiple Risk 
Communicator)を用いて,どのような対策の組,
合せが関与者にとってよいのかを検討する
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多重リスクコミュニケーター多重リスクコミュニケーター(MRC)(MRC)とはとは(1/2)(1/2) 11

ある問題に対して,対立する関与者の合意形成
を支援ツールであるを支援ツ ルである

多重リスクコミュニケータ

( )(Multiple Risk Communicator)



多重リスクコミュニケーター多重リスクコミュニケーター(MRC)(MRC)とはとは(2/2)(2/2) 12

MRCでは,下記に示す項目を設定したうえで問題
の分析を行い 最適な対策案の組合せを求めるの分析を行い,最適な対策案の組合せを求める

▶ 関与者

目的関数▶ 目的関数

▶ 制約条件

▶ フォルトツリー

▶ 対策案▶ 対策案



MRCMRCの実行に必要な項目の実行に必要な項目 13

目的関数
▶ 最適な対策案の組合せを決定するのに用いられる

制約条件

▶ 組合せの中から,許容できるものを決定するための条件組合せの中から,許容できるものを決定するための条件

フォルトツリー

▶ FTAを用いて問題の発生確率を求める▶ FTAを用いて問題の発生確率を求める

対策案

問題に対して考えられる対策案▶ 問題に対して考えられる対策案

▶ 対策の効果やコストなどのパラメータが設定される



MRCMRCの適用手順の適用手順 14

事前準備

①対象の決定

②問題の分析

MRCプログラムの利用

⑧MRCプログラムへのデータ
入力

③関与者の決定

入力

⑨制約条件値の設定

④目的関数、制約条件
の決定

⑩最適化演算

⑤リスク分析など
⑪結果の表示と合意形成

⑦各種パラメータの決定

⑥各種対策案の決定
満足？

no yes
合意形成

⑦各種パラメ タの決定
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目的と適用理由
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MRCMRCへのへの適用適用 16

事前準備

①対象の決定

②問題の分析

MRCプログラムの利用

⑧MRCプログラムへのデータ
入力

③関与者の決定

入力

⑨制約条件値の設定

④目的関数、制約条件
の決定

⑩最適化演算

⑤リスク分析など
⑪結果の表示と合意形成

⑦各種パラメータの決定

⑥各種対策案の決定
満足？

no yes
合意形成

⑦各種パラメ タの決定



MRCMRC適用モデル適用モデル 17

青少年ネット規制法を基にして,MRCの適用に用
いるモデルケースの作成を行ったいるモデルケ スの作成を行った



MRCMRCへのへの適用適用 18

事前準備

①対象の決定

②問題の分析

MRCプログラムの利用

⑧MRCプログラムへのデータ
入力

③関与者の決定

入力

⑨制約条件値の設定

④目的関数、制約条件
の決定

⑩最適化演算

⑤リスク分析など
⑪結果の表示と合意形成

⑦各種パラメータの決定

⑥各種対策案の決定
満足？

no yes
合意形成

⑦各種パラメ タの決定



関与者の決定関与者の決定 19

ブ

No. 関与者
1 青少年

表.メイン関与者とサブ関与者

2 保護者
3 Webサイトの管理者
4 インターネットプロバイダー

メイン関与者
5 携帯電話会社
6 PCメーカー
7 インターネットカフェ事業者
8 コンテンツ提供者
9 一般消費者
10 国

グ11 フィルタリング事業者
12 ホットラインセンター
13 警察

自 党 党
サブ関与者

14 自民党、民主党
15 国会議員
16 総務省

経済産業省17 経済産業省
18 新聞、テレビ業界



関与者の決定関与者の決定 20

ブ

No. 関与者
1 青少年

表.メイン関与者とサブ関与者

2 保護者
3 Webサイトの管理者
4 インターネットプロバイダー

メイン関与者
5 携帯電話会社
6 PCメーカー
7 インターネットカフェ事業者
8 コンテンツ提供者
9 一般消費者
10 国

グ11 フィルタリング事業者
12 ホットラインセンター
13 警察

自 党 党利害関係の大きいサブ関与者
14 自民党、民主党
15 国会議員
16 総務省

経済産業省

利害関係の大きい,
メイン関与者を中心に進めていく

17 経済産業省
18 新聞、テレビ業界



MRCMRCへのへの適用適用 21

事前準備

①対象の決定

②問題の分析

MRCプログラムの利用

⑧MRCプログラムへのデータ
入力

③関与者の決定

入力

⑨制約条件値の設定

④目的関数、制約条件
の決定

⑩最適化演算

⑤リスク分析など
⑪結果の表示と合意形成

⑦各種パラメータの決定

⑥各種対策案の決定
満足？

no yes
合意形成

⑦各種パラメ タの決定



目的関数目的関数 22

目的関数とは

▶ 最適な対策の組み合わせを決定するための関数▶ 最適な対策の組み合わせを決定するための関数

今 適 デ今回の適用モデルでは,

目的関数は以下のものになる

Min {青少年に関わるリスク（円）+対策コストの合計値（円）}



目的関数目的関数 23

青少年に関わるリスクについて

▶ 青少年に関わるリスクは以下の式であらわされる▶ 青少年に関わるリスクは以下の式であらわされる

日本の青少年の数 ×{青少年にとって望ましくない事象(a)の
発生確率(回/年)×影響の大きさ(円) + 青少年にとって望ま
しくない事象(b)の発生確率 +青少年にとって望ましくなしくない事象(b)の発生確率 ・・・ +青少年にとって望ましくな
い事象(f)の発生確率×影響の大きさ }



青少年にとって望ましくない事象青少年にとって望ましくない事象 24

以下の事象に関してリスク分析を行った

青少年にとって望ましくない事象

(a) 青少年が自殺誘発サイトを利用することにより自殺する( ) 青少年が自殺誘発サイトを利用する とにより自殺する

(b) 青少年がインターネットを利用し犯罪に巻き込まれて死亡する

(c) 青少年が残虐サイトを利用することにより殺人を犯す

(d) 青少年がインターネットを利用し犯罪に巻き込まれ強盗・強姦される

(e) 青少年がインターネット利用により犯罪に巻き込まれ暴行・傷害・脅迫・恐喝される( ) 青少年 タ ッ 利用 り犯罪 巻 込 暴行 傷害 脅 喝

(f) 青少年がインターネットを利用し売春する

※：リスク分析については後述



関与者と制約条件関与者と制約条件 25

表.関与者と制約条件

No. 関与者 制約条件

知る権利への侵害
1 青少年

知る権利への侵害

青少年に関わるリスク

保護者
青少年に関わるリスク

2 保護者
青少年に関わるリスク

利便性負担度

3 Webサイトの管理者
利便性負担度

3 Webサイトの管理者
広告収入の低下度

4 インターネットプロバイダー 対策コスト

5 携帯電話会社 対策コスト5 携帯電話会社 対策コスト

6 PCメーカー 対策コスト

7 インターネットカフェ事業者 対策コスト7 インタ ネットカフェ事業者 対策コスト

8 コンテンツ提供者 表現の自由への侵害

9 一般消費者 知る権利への侵害

10 国 対策コスト



関与者と制約条件関与者と制約条件 26

表.関与者と制約条件

No. 関与者 制約条件

知る権利への侵害
1 青少年

知る権利への侵害

青少年に関わるリスク

保護者
青少年に関わるリスク

2 保護者
青少年に関わるリスク

利便性負担度

3 Webサイトの管理者
利便性負担度

3 Webサイトの管理者
広告収入の低下度

4 インターネットプロバイダー 対策コスト

5 携帯電話会社 対策コスト

青少年に関わるリスクは青少年と保護
者に設定5 携帯電話会社 対策コスト

6 PCメーカー 対策コスト

7 インターネットカフェ事業者 対策コスト

者に設定
青少年には知る権利への侵害を設定
保護者には利便性負担度(フィルタリン7 インタ ネットカフェ事業者 対策コスト

8 コンテンツ提供者 表現の自由への侵害

9 一般消費者 知る権利への侵害

保護者には利便性負担度(フィルタリン
グの設定)を設定

10 国 対策コスト



関与者と制約条件関与者と制約条件 27

表.関与者と制約条件

No. 関与者 制約条件

知る権利への侵害
対策コストは対策を行う関与者に設定

1 青少年
知る権利への侵害

青少年に関わるリスク

保護者
青少年に関わるリスク

Webサイト管理者には利便性負担度,広
告収入の低下度を設定

2 保護者
青少年に関わるリスク

利便性負担度

3 Webサイトの管理者
利便性負担度

3 Webサイトの管理者
広告収入の低下度

4 インターネットプロバイダー 対策コスト

5 携帯電話会社 対策コスト5 携帯電話会社 対策コスト

6 PCメーカー 対策コスト

7 インターネットカフェ事業者 対策コスト7 インタ ネットカフェ事業者 対策コスト

8 コンテンツ提供者 表現の自由への侵害

9 一般消費者 知る権利への侵害

10 国 対策コスト



関与者と制約条件関与者と制約条件 28

表.関与者と制約条件

No. 関与者 制約条件

知る権利への侵害
1 青少年

知る権利への侵害

青少年に関わるリスク

保護者
青少年に関わるリスク

2 保護者
青少年に関わるリスク

利便性負担度

3 Webサイトの管理者
利便性負担度

コンテンツ提供者には表現の自由への
侵害 般消費者には知る権利への侵3 Webサイトの管理者

広告収入の低下度

4 インターネットプロバイダー 対策コスト

5 携帯電話会社 対策コスト

侵害,一般消費者には知る権利への侵
害を設定

5 携帯電話会社 対策コスト

6 PCメーカー 対策コスト

7 インターネットカフェ事業者 対策コスト7 インタ ネットカフェ事業者 対策コスト

8 コンテンツ提供者 表現の自由への侵害

9 一般消費者 知る権利への侵害

10 国 対策コスト



関与者と制約条件関与者と制約条件 29

青少年に関わるリスク

▶ 青少年にとって望ましくない事象(a)~(f)の被害人▶ 青少年にとって望ましくない事象(a) (f)の被害人
数の合計(人)

利便性負担度利便性負担度

▶ 保護者に対して
子供の携帯電話にフィルタリングをかけるかどうかの判断子供の携帯電話にフィルタリングをかけるかどうかの判断

▶ Webサイト管理者に対して
青少年が有害情報を見れないようにする措置をとらなけ青少年が有害情報を見れないようにする措置をとらなけ
ればならない



MRCMRCへのへの適用適用 30

事前準備

①対象の決定

②問題の分析

MRCプログラムの利用

⑧MRCプログラムへのデータ
入力

③関与者の決定

入力

⑨制約条件値の設定

④目的関数、制約条件
の決定

⑩最適化演算

⑤リスク分析など
⑪結果の表示と合意形成

⑦各種パラメータの決定

⑥各種対策案の決定
満足？

no yes
合意形成

⑦各種パラメ タの決定



リスク分析リスク分析 31

「青少年がインターネットの利用により被害を受
ける」という事象は非常に多いける」という事象は非常に多い

そこで…

「被害の影響が大きいと考えられるもの」「被害の影響が大きいと考えられるもの」,
「実際に統計データの出ているもの」を中心にリス
ク分析を行ったク分析を行った



青少年に関わるリスク青少年に関わるリスク 32

今回のモデルで分析対象としたもの

青少年にとって望ましくない事象

(a) 青少年が自殺誘発サイトを利用することにより自殺する( ) 青少年が自殺誘発サイトを利用する とにより自殺する

(b) 青少年がインターネットを利用し犯罪に巻き込まれて死亡する

(c) 青少年が残虐サイトを利用することにより殺人を犯す

(d) 青少年がインターネットを利用し犯罪に巻き込まれ強盗・強姦される

(e) 青少年がインターネット利用により犯罪に巻き込まれ暴行・傷害・脅迫・恐喝される( ) 青少年 タ ッ 利用 り犯罪 巻 込 暴行 傷害 脅 喝

(f) 青少年がインターネットを利用し売春する



フォルトツリー分析の一例フォルトツリー分析の一例 33

青少年が自殺誘発サイトを利用することにより自殺する

ANDゲート

自殺が成功する 青少年が自殺誘発サイトを
閲覧する

ORゲ ト

自殺を試みる

ORゲート

フィルタリングを適用し フィルタリングを適用し

ORゲート

フィルタリングを適用し
ている媒体から閲覧

フィルタリングを適用し
ていない媒体から閲覧

・・・

携帯電話 PCから ネットカフェ

ゲ ト ・・・

携帯電話
から利用

PCから
利用

ネットカフェ
から利用



フォルトツリー分析の一例フォルトツリー分析の一例 34

青少年が自殺誘発サイトを利用することにより自殺する

ANDゲート

自殺が成功する 青少年が自殺誘発サイトを
閲覧する

ORゲ ト

自殺を試みる

ANDゲート
ORゲート

フィルタリングを適用し フィルタリングを適用し

ORゲート

フィルタリングを適用し
ている媒体から閲覧

フィルタリングを適用し
ていない媒体から閲覧

・・・

携帯電話を所
持している

フィルタリング
を利用している

閲覧を
試みる

閲覧できる

携帯電話 PCから ネットカフェ

ゲ ト ・・・

携帯電話
から利用

PCから
利用

ネットカフェ
から利用



MRCMRCへのへの適用適用 35

事前準備

①対象の決定

②問題の分析

MRCプログラムの利用

⑧MRCプログラムへのデータ
入力

③関与者の決定

入力

⑨制約条件値の設定

④目的関数、制約条件
の決定

⑩最適化演算

⑤リスク分析など
⑪結果の表示と合意形成

⑦各種パラメータの決定

⑥各種対策案の決定
満足？

no yes
合意形成

⑦各種パラメ タの決定



提案する対策案提案する対策案 36

(1) 携帯電話へのフィルタリング

携帯電話の新規・既存加入者に対して フィルタリングサービスを義務付ける(親の権限で利用
#1

携帯電話の新規 既存加入者に対して、フィルタリングサ ビスを義務付ける(親の権限で利用
しないこともできる)

#2 携帯電話の新規・既存加入者に対して、フィルタリングサービスを強制させる

(2) PCへのフィルタリング

#3
ハードウェアメーカーは、(a)フィルタリングソフトをプレインストールした状態か、(b)簡単に利用で
きる状態で販売しなければならない(罰則なし)

#4
ハードウェアメーカーは、(a)フィルタリングソフトをプレインストールした状態か、(b)簡単に利用で
きる状態で販売しなければならない(罰則あり)

(3) インターネットカフェへのフィルタリング

#5
青少年が利用の客に対して、他から見通せる客席を利用させたり、フィルタリングソフトが機能

#5
青少年が利用の客に対して、他から見通せる客席を利用させたり、フィルタリングソフトが機能
している端末を利用させたりといった措置を取らなければならない(罰則なし)

#6
青少年が利用の客に対して、他から見通せる客席を利用させたり、フィルタリングソフトが機能

#6
している端末を利用させたりといった措置を取らなければならない(罰則あり)



提案する対策案提案する対策案 37

(4) インターネットサービスプロバイダ(ISP)への対策

ISPは有害情報を持つウ ブサイトの管理者に対して ( )18歳以上が会員とな ている会員制
#7

ISPは有害情報を持つウェブサイトの管理者に対して、(a)18歳以上が会員となっている会員制
サイトへの移行措置や、(b)フィルタリング選別できるようにする措置を実施するよう促したり、場
合によってはISP契約の停止や解除の措置をとるように務めなければならない(罰則なし)

ISPは有害情報を持つウ ブサイトの管理者に対して ( )18歳以上が会員とな ている会員制
#8

ISPは有害情報を持つウェブサイトの管理者に対して、(a)18歳以上が会員となっている会員制
サイトへの移行措置や、(b)フィルタリング選別できるようにする措置を実施するよう促したり、場
合によってはISP契約の停止や解除の措置をとるように務めなければならない(罰則あり)

(5) Webサイト管理者への対策

Webサイト管理者は、自らのウェブサイトに有害情報を書き込む際や、書き込まれたと知った際
に (a)18歳以上が会員となっている会員制サイトへの移行措置や (b)フィルタリングソフトウェ

#9
に、(a)18歳以上が会員となっている会員制サイトへの移行措置や、(b)フィルタリングソフトウェ
ア(一定の基準によって選別した有害情報の閲覧を制御するプログラム)で選別できるようにす
る措置、該当する情報の削除措置をとるよう努めなければならない(罰則なし)

#10

Webサイト管理者は、自らのウェブサイトに有害情報を書き込む際や、書き込まれたと知った際
に、(a)18歳以上が会員となっている会員制サイトへの移行措置や、(b)フィルタリングソフトウェ
ア(一定の基準によって選別した有害情報の閲覧を制御するプログラム)で選別できるようにす
る措置 該当する情報の削除措置をとらなければならない(罰則あり)る措置、該当する情報の削除措置をとらなければならない(罰則あり)



提案する対策案提案する対策案 38

(6) 教育(6) 教育

#11 青少年に対し、小中学校でインターネット利用方法の教育を行う

#12
青少年の保護者に対し、青少年のインターネット利用の問題点とフィルタリングの必要性を訴え
る

事業者 青少年が タ ネ 利 伴う危険性等 適切 解 きる う するた
#13

事業者は、青少年がインターネット利用に伴う危険性等について適切に理解できるようにするた
めの啓発に努める

(7) 有害情報への対策

#14
有害情報の選定を民間の第三者機関が行う(法律で有害情報の例示はある、第三者機関は国
からの支援を受ける)

#15 有害情報の選定に国が関与する



MRCMRCへのへの適用適用 39

事前準備

①対象の決定

②問題の分析

MRCプログラムの利用

⑧MRCプログラムへのデータ
入力

③関与者の決定

入力

⑨制約条件値の設定

④目的関数、制約条件
の決定

⑩最適化演算

⑤リスク分析など
⑪結果の表示と合意形成

⑦各種パラメータの決定

⑥各種対策案の決定
満足？

no yes
合意形成

⑦各種パラメ タの決定



各種パラメータの決定各種パラメータの決定 40

対策案に関わるパラメータ

▶ 対策案効果対策案効果

▶ 対策コスト

▶ 青少年の知る権利への侵害,利便性負担度など青少年の知る権利 の侵害,利便性負担度など

FTAの末端事象に関わるパラメータ

▶ 統計資料より決定できる事象▶ 統計資料より決定できる事象
携帯電話の普及率など

▶ 心理的事象▶ 心理的事象
出会い系サイトを利用する確率など

影響の大きさ影響の大きさ

▶ 青少年にとって望ましくない事象の影響の大きさ(円)



対策案に関わるパラメータの決定対策案に関わるパラメータの決定 41

対策案効果

▶ 罰則なし、ありに応じて効果を設定罰則な 、あり 効果を設定

対策コスト,利便性負担度など

▶ 対策コスト指標 負担度・侵害度の指標を用いてレベルを分▶ 対策コスト指標,負担度 侵害度の指標を用いてレベルを分
けて設定

レベル
対策
コスト

範囲(円) 値(円)
侵害度・負担度の

レベル
(0 10)

関与者がどう感じるか

表.対策コストの指標 表.侵害度・負担度の指標

1 小 0-10,000,000 5,000,000

2 小中 10,000,001-100,000,000 50,000,000

3 中 100,000,001-1,0000,000,000 500,000,000

(0-10)

0-3
侵害されている、負担があると

はほとんど感じない

4-6
やや侵害されている、
負担があると感じる

3 中 100,000,001 1,0000,000,000 500,000,000

4 中大 1,000,000,0001-10,000,000,000 5,000,000,000

5 大 10,000,000,001-100,000,000,000 50,000,000,000

4 6
負担があると感じる

7-10
侵害されている、
負担がると感じる



FTAFTAの末端事象のパラメータの決定の末端事象のパラメータの決定 42

統計資料より決定できる事象（携帯電話所持率,など）

▶ 総務省,警察庁などの統計資料より算出総務省,警察庁な 統計資料 り算出

心理的事象（出会い系サイトの利用を試みる,など）

▶ レベル分けで大まかな値を決め 実際の青少年の被害に関▶ レベル分けで大まかな値を決め,実際の青少年の被害に関
する統計データの値に近づくように調整

レベル 発生確率 値(回/年・人)
底

表.末端事象パラメータの指標

1 底 0.0008
2 中低 0.004
3 中 0.02
4 中高 0.1
5 高 0.5



パラメータを設定する末端事象の一例パラメータを設定する末端事象の一例 43

青少年が自殺誘発サイトを利用することにより自殺する

ANDゲート

自殺が成功する 青少年が自殺誘発サイトを
閲覧する

ORゲ ト

自殺を試みる

ANDゲート
ORゲート

フィルタリングを適用し フィルタリングを適用し

ORゲート

フィルタリングを適用し
ている媒体から閲覧

フィルタリングを適用し
ていない媒体から閲覧

・・・

携帯電話を所
持している

フィルタリング
を利用している

閲覧を
試みる

閲覧できる

携帯電話 PCから ネットカフェ

ゲ ト ・・・

携帯電話
から利用

PCから
利用

ネットカフェ
から利用



影響の大きさの決定影響の大きさの決定 44

自殺,殺されるといった事象（事象a,b）

▶ 青少年の死亡逸失利益から算出（31,380,446円）青少年 死 逸失利 算出（ , , ）

強盗・強姦といった事象について（事象d）

▶ 慰謝料から算出(2 000 000円)▶ 慰謝料から算出(2,000,000円)

暴行・傷害・脅迫といった事象について（事象e）

慰謝料から算出（600 000円）▶ 慰謝料から算出（600,000円）

売春したという事象について（事象f）

▶ 罰金から算出（1,000,000円）

殺人を犯したという事象について（事象c）

▶ 日本の平均年齢の死亡逸失利益から算出（39,337,526円）



影響の大きさの決定影響の大きさの決定 45

自殺,殺されるといった事象（事象a,b）

▶ 青少年の死亡逸失利益から算出（31,380,446円）青少年 死 逸失利 算出（ , , ）

強盗・強姦といった事象について（事象d）

▶ 慰謝料から算出(2 000 000円)生命に関するものは定量化には向かな▶ 慰謝料から算出(2,000,000円)

暴行・傷害・脅迫といった事象について（事象e）

慰謝料から算出（600 000円）

生命に関するものは定量化には向かな
いのではないかとも考えられるが,問題

▶ 慰謝料から算出（600,000円）

売春したという事象について（事象f）
の検討を行うにあたって,今回は死亡逸
失利益や慰謝料などを参考に定量化を

▶ 罰金から算出（1,000,000円）

殺人を犯したという事象について（事象c）

失利益や慰謝料などを参考に定量化を
行った

▶ 日本の平均年齢の死亡逸失利益から算出（39,337,526円）



目次目次 46

目的と適用理由

青少年ネット規制法青少年ネット規制法

多重リスクコミュニケータ(MRC)の概要

MRCの情報フィルタリング問題への適用

合意形成実験合意形成実験

今後の予定



オピニオンリーダーオピニオンリーダー 47

今回は,以下のオピニオンリーダーを用いて実
験を行った験を行った

青少年に関わるリ クに着法律での規制 •青少年に関わるリスクに着
目

法律での規制
に賛成の人賛成の人

•青少年の知る権利,表現の
自由 の侵害などに着目

法律での規制
に反対 人 自由への侵害などに着目に反対の人



ロールプレイヤーロールプレイヤー 48

ロールプレイヤーは,東京電機大学情報セキュ
リティ研究室の学生が担当したリティ研究室の学生が担当した

法律での規制
•大学院生

法律での規制
に賛成の人賛成の人

•学部生
法律での規制
に反対 人

学部生
に反対の人



リスクコミュニケーション手順リスクコミュニケーション手順 49

1. 最初にオピニオンリーダー同士がMRCを用いて
それぞれの最適解を出すそれぞれの最適解を出す

2. 最適解をもとにリスクコミュニケーションを行い,
制約条件値を入れてMRCで最適解を求める制約条件値を入れてMRCで最適解を求める

が3. 合意形成がされるまで,2を繰り返す



現行の法律案の対策をとった場合現行の法律案の対策をとった場合 50

制約条件名 値採用された対策案
1,7,9

青少年の知る権利への侵害 10

青少年に関わるリスク 393

1,7,9

目的関数値：
6 650 870 504円

コンテンツ提供者の表現の自由への侵害度 6

6,650,870,504円

#1 携帯電話のフィルタリングサービスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)

#7 ISPは有害情報を含むWebサイトの管理者に対し,何かしら措置を取るよう促さなければならない(罰則なし)

サイト管理者は 自らのサイトに有害情報が含まれる場合 削除などの措置をとらなければならない(罰則な
#9

サイト管理者は,自らのサイトに有害情報が含まれる場合,削除などの措置をとらなければならない(罰則な
し)



規制に賛成のオピニオンリーダーの最適解規制に賛成のオピニオンリーダーの最適解 51

制約条件名 制約 算出値
現行の
法律案

採用された対策案
2,4,6,8,10,11,12,13

青少年の知る権利への侵害 なし 28 10

青少年に関わるリスク 30↓ 25 393

2,4,6,8,10,11,12,13

目的関数値：
6 551 558 655円

コンテンツ提供者の
表現の自由への侵害度

なし 8 6

6,551,558,655円

#2 携帯電話のフィルタリングサービスの強制する

#4 PCメーカーは,フィルタリングソフトを容易に利用できる状態で販売しなければならない(罰則あり)

#6 インターネットカフェは,端末にフィルタリングソフトを導入するなどの措置を取らなければならない(罰則あり)

#8 ISPは有害情報を含むWebサイトの管理者に対し,何かしら措置を取るよう促さなければならない(罰則あり)

サイト管理者は 自らのサイトに有害情報が含まれる場合 削除などの措置をとらなければならない(罰則あ
#10

サイト管理者は,自らのサイトに有害情報が含まれる場合,削除などの措置をとらなければならない(罰則あ
り)

#11 青少年に対し,小中学校でインターネット利用方法の教育を行う

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める



規制に反対のオピニオンリーダーの最適解規制に反対のオピニオンリーダーの最適解 52

制約条件名 制約 算出値
現行の
法律案

採用された対策案
1,12,13

青少年の知る権利への侵害 6 6 10

青少年に関わるリスク なし 233 393

1,12,13

目的関数値：
4 226 946 653円

コンテンツ提供者の
表現の自由への侵害度

0 0 6

4,226,946,653円

#1 携帯電話のフィルタリングサービスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)#1 携帯電話のフィルタリングサ ビスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める



制約条件値の提示制約条件値の提示 53

お互いの最適解を見て,各オピニオンリーダー
はそれぞれ以下の条件を提示はそれぞれ以下の条件を提示

▶ 賛成派のオピニオンリーダー
青少年のト タルリスクを200以下青少年のトータルリスクを200以下

▶ 反対派のオピニオンリーダー
罰則ありの対策案を外す

青少年の知る権利への侵害を25以下



最適解最適解11 54

制約条件名 制約 算出値
現行の
法律案

採用された対策案
1,3,5,7,9,12,13

青少年の知る権利への侵害 25↓ 17 10

青少年に関わるリスク 200↓ 120 393

1,3,5,7,9,12,13

目的関数値：
3 031 113 073円

コンテンツ提供者の
表現の自由への侵害度

なし 6 6

3,031,113,073円

#1 携帯電話のフィルタリングサービスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)

#3 PCメーカーは,フィルタリングソフトを容易に利用できる状態で販売しなければならない(罰則なし)

#5 インターネットカフェは,端末にフィルタリングソフトを導入するなどの措置を取らなければならない(罰則なし)

#7 ISPは有害情報を含むWebサイトの管理者に対し,何かしら措置を取るよう促さなければならない(罰則なし)

サイト管理者は 自らのサイトに有害情報が含まれる場合 削除などの措置をとらなければならない(罰則な
#9

サイト管理者は,自らのサイトに有害情報が含まれる場合,削除などの措置をとらなければならない(罰則な
し)

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める



合意形成実験合意形成実験 55

最適解1を見て,各オピニオンリーダは以下の条
件を提示件を提示

▶ 反対派のオピニオンリーダー
W bサイト管理者 の対策を外すWebサイト管理者への対策を外す

青少年の知る権利への侵害を15以下

これに対して…

▶ 賛成派のオピニオンリーダー賛成派のオピ オンリ ダ

青少年のトータルリスクを150以下



最適解最適解22 56

制約条件名 制約 算出値
現行の
法律案

採用された対策案
1,3,5,7,12,13

青少年の知る権利への侵害 15↓ 13 10

青少年に関わるリスク 150↓ 132 393

1,3,5,7,12,13

目的関数値：
3 203 527 388円

コンテンツ提供者の
表現の自由への侵害度

なし 3 6

3,203,527,388円

#1 携帯電話のフィルタリングサービスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)

#3 PCメーカーは,フィルタリングソフトを容易に利用できる状態で販売しなければならない(罰則なし)

#5 インターネットカフェは,端末にフィルタリングソフトを導入するなどの措置を取らなければならない(罰則なし)

#7 ISPは有害情報を含むWebサイトの管理者に対し,何かしら措置を取るよう促さなければならない(罰則なし)

サイト管理者は 自らのサイトに有害情報が含まれる場合 削除などの措置をとらなければならない(罰則な
#9

サイト管理者は,自らのサイトに有害情報が含まれる場合,削除などの措置をとらなければならない(罰則な
し)

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める
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最適解2を見て,各オピニオンリーダは以下の条
件を提示件を提示

▶ 反対派のオピニオンリーダー
先述の条件をそのまま先述の条件をそのまま

▶ 賛成派のオピニオンリーダー
青少年のトータルリスクを100以下

最適解は出ず,互いに条件を譲れなくなり,

今回は合意形成されず 実験は終 た今回は合意形成されずに実験は終了した
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目的と適用理由

青少年ネット規制法青少年ネット規制法

多重リスクコミュニケーター(MRC)の概要

MRCの情報フィルタリング問題への適用

合意形成実験合意形成実験

今後の予定
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オピニオンリーダーだけでなく,一般関与者も含
めた合意形成実験を行い MRCを社会的合意形めた合意形成実験を行い,MRCを社会的合意形
成可能なシステムに発展させていく



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

所属 東京電機大学所属：東京電機大学

発表者：大河原優発表者 大河原優
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2008年6月に青少年ネット規制法が可決さ
れ 2009年4月より施行されたれ,2009年4月より施行された

しかし…

・青少年の知る権利が侵害される・青少年の知る権利が侵害される
・表現の自由が侵害される
大きな効果は期待できない・大きな効果は期待できない

など、様々な意見が飛び交っている
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頂上事象 被害人数

表.MRCの算出結果（対策案なしのときの被害人数）

(a) 青少年が自殺誘発サイトを利用することにより自殺する 11人

(b) 青少年がインターネットを利用し犯罪に巻き込まれて死亡する 1.3人

( ) 青少年が残虐サイトを利用する とにより殺人を犯す 人(c) 青少年が残虐サイトを利用することにより殺人を犯す 2.2人

(d) 青少年がインターネットを利用し犯罪に巻き込まれ強盗・強姦される 27人(d) 青少年がインタ ネットを利用し犯罪に巻き込まれ強盗 強姦される 27人

(e)
青少年がインターネット利用により犯罪に巻き込まれ暴行・傷害・脅迫・恐

喝される
0.02人

喝される

(f) 青少年がインターネットを利用し売春する 480人

目的関数値：9,131,835,000円
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参考情報 被害人数

表.青少年の被害に関して参考になる犯罪や事件の件数

(a)
自殺者数(小学生、中学生、高校生)

平成21年度
274人

を通 殺された 数
(b)

コミュニケーションサイトを通じて殺された人数
平成21年度

1人

殺人犯検挙数(10～19歳)
(c)

殺人犯検挙数(10～19歳)
平成18年度

73人

( )
コミュニケーションサイトを通じて強盗・強姦された人数

人(d)
コミュ ケ ションサイトを通じて強盗 強姦された人数

平成21年度
23人

( )
コミュニケーションサイトを通じて暴行・傷害・脅迫・恐喝された人

数 0人(e) 数
平成21年度

0人

(f)
コミュニケーションサイトを通じて売春した人数

472人(f)
コミュ ケ ションサイトを通じて売春した人数

平成21年度
472人
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コミュニケーションサイトを通じて被害にあうというよう
な事象(b,d,e,fの事象)

▶ 参考：警察庁「平成21年中のいわゆる出会い系サイトに関連
した事件の検挙状況について」
http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h21/pdf52.pdf

自殺者数(aの事象)

▶ 参考：警察庁「平成21年中の自殺の概要資料」
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/220513_H21jisatsu
nogaiyou.pdf

殺人犯検挙数(cの事象)

▶ 参考：少年犯罪データベース「少年による殺人統計」
http://kangaeru.s59.xrea.com/G-Satujin.htm
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事象名 統計データ MRCの算出結果

表.MRCの算出結果と統計データの比較

事象名 統計デ タ MRCの算出結果

自殺誘発サイトを利用することにより自殺する 274人 11人

インターネットを利用し
犯罪に巻き込まれて死亡する

1人 1.3人

青少年が残虐サイトを
73人 2 2人

青少年が残虐サイトを
利用することにより殺人を犯す

73人 2.2人

インターネットを利用し
犯罪に巻き込まれ強盗・強姦される

23人 27人
犯罪に巻き込まれ強盗 強姦される

インターネット利用により犯罪に巻き込まれ暴
行・傷害・脅迫・恐喝される

0人 0.02人

インターネットを利用し売春する 472人 480人
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事象名 統計データ MRCの算出結果

表.MRCの算出結果と統計データの比較

事象名 統計デ タ MRCの算出結果

自殺誘発サイトを利用することにより自殺する 274人 11人

インターネットを利用し
犯罪に巻き込まれて死亡する

1人 1.3人

青少年が残虐サイトを
73人 2 2人

青少年が残虐サイトを
利用することにより殺人を犯す

73人 2.2人

インターネットを利用し
犯罪に巻き込まれ強盗・強姦される

23人 27人
犯罪に巻き込まれ強盗 強姦される

インターネット利用により犯罪に巻き込まれ暴
行・傷害・脅迫・恐喝される

0人 0.02人これらの事象は,統計データの方は
タ ネ 外 事件

インターネットを利用し売春する 472人 480人
インターネット利用以外での事件の
件数も含まれているため,ＭＲＣの
結果 比べ 人数が多くな る結果に比べて人数が多くなっている
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青少年にとって望ましくない事象の発生

ANDゲート

有害情報の掲載されている
サイトの影響により望ましく
ない事象を試み、成功する

有害情報の掲載されている
サイトを利用する

ORゲ ト
象 、

ORゲート

フィルタリングを適用し フィルタリングを適用し

ORゲート

フィルタリングを適用し
ている媒体から利用

フィルタリングを適用し
ていない媒体から利用

・・・

携帯電話 PCから利 ネットカフェ

ゲ ト ・・・

携帯電話
から利用

PCから利
用

ネットカフェ
から利用
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制約条件名 値
割合(値/最大値

* 100)
採用された対策案
2,4,6,8,10,11,12,13

青少年に関わるリスクの値は
小さくなっているが,知る権利
への侵害の値が大きい

青少年の知る権利への侵害 28 72%

青少年に関わるリスク 25 4%

2,4,6,8,10,11,12,13

目的関数値：
6 551 558 655円

侵害 値

コンテンツ提供者の表現の自
由への侵害度

8 35%

6,551,558,655円

#2 携帯電話のフィルタリングサービスの強制する

#4 PCメーカーは,フィルタリングソフトを容易に利用できる状態で販売しなければならない(罰則あり)

#6 インターネットカフェは,端末にフィルタリングソフトを導入するなどの措置を取らなければならない(罰則あり)

#8 ISPは有害情報を含むWebサイトの管理者に対し,何かしら措置を取るよう促さなければならない(罰則あり)

サイト管理者は 自らのサイトに有害情報が含まれる場合 削除などの措置をとらなければならない(罰則あ
#10

サイト管理者は,自らのサイトに有害情報が含まれる場合,削除などの措置をとらなければならない(罰則あ
り)

#11 青少年に対し,小中学校でインターネット利用方法の教育を行う

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める



規制に反対のオピニオンリーダーの最適解規制に反対のオピニオンリーダーの最適解 69

制約条件名 値
割合(値/最大値

* 100)
採用された対策案
1,12,13

知る権利への侵害の値が小
さい反面,青少年に関わるリ
スクの値が大きい

青少年の知る権利への侵害 6 15%

青少年に関わるリスク 233 40%

1,12,13

目的関数値：
4 226 946 653円

値

コンテンツ提供者の表現の自
由への侵害度

0 0%

4,226,946,653円

#1 携帯電話のフィルタリングサービスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)#1 携帯電話のフィルタリングサ ビスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める
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No. 関与者 制約条件

知る権利への侵害

表.関与者と制約条件

1 青少年
知る権利への侵害

青少年に関わるリスク

保護者
青少年に関わるリスク

2 保護者
青少年に関わるリスク

利便性負担度

3 Webサイトの管理者
利便性負担度

3 Webサイトの管理者
広告収入の低下度

4 インターネットプロバイダー 対策コスト

5 携帯電話会社 対策コスト

青少年に関わるリスクは青少年と保護
者に設定5 携帯電話会社 対策コスト

6 PCメーカー 対策コスト

7 インターネットカフェ事業者 対策コスト

者に設定
青少年には知る権利への侵害を設定
保護者には利便性負担度(フィルタリン7 インタ ネットカフェ事業者 対策コスト

8 コンテンツ提供者
表現の自由への侵害

9 一般消費者

保護者には利便性負担度(フィルタリン
グの設定)を設定

10 国 対策コスト
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No. 関与者 制約条件

知る権利への侵害

表.関与者と制約条件

対策コストは対策を行う関与者に設定
1 青少年

知る権利への侵害

青少年に関わるリスク

保護者
青少年に関わるリスク

Webサイト管理者には利便性負担度,広
告収入の低下度を設定

2 保護者
青少年に関わるリスク

利便性負担度

3 Webサイトの管理者
利便性負担度

3 Webサイトの管理者
広告収入の低下度

4 インターネットプロバイダー 対策コスト

5 携帯電話会社 対策コスト5 携帯電話会社 対策コスト

6 PCメーカー 対策コスト

7 インターネットカフェ事業者 対策コスト7 インタ ネットカフェ事業者 対策コスト

8 コンテンツ提供者
表現の自由への侵害

9 一般消費者

10 国 対策コスト
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No. 関与者 制約条件

知る権利への侵害

表2.関与者と制約条件

1 青少年
知る権利への侵害

青少年に関わるリスク

保護者
青少年に関わるリスク

2 保護者
青少年に関わるリスク

利便性負担度

3 Webサイトの管理者
利便性負担度コンテンツ提供者,一般消費者には表現3 Webサイトの管理者
広告収入の低下度

4 インターネットプロバイダー 対策コスト

5 携帯電話会社 対策コスト

提供者, 般消費者 表現
の自由への侵害を設定

5 携帯電話会社 対策コスト

6 PCメーカー 対策コスト

7 インターネットカフェ事業者 対策コスト7 インタ ネットカフェ事業者 対策コスト

8 コンテンツ提供者
表現の自由への侵害

9 一般消費者

10 国 対策コスト


