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【研究概要】 2011年度に総務省情報通信政策研究所が開発した「青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標
(ILAS)」に基づき、総務省は2012年度以降継続的に国内の青少年のインターネットリテラシーの実態を調査してきています。本発表では、2012年
10月から2013年4月にかけて、このILASの構造及びそれに基づいた実態調査の分析結果等を経済協力開発機構（OECD）で発表した後の各国の
反応と、それを踏まえた上で、国際指標化に向けてどのような取り組みが必要かなどについて解説します。 

研 究 の 背 景 

青少年のインターネットリテラシー指標（ILAS）の開発 
青少年に必要とされるリスク対応能力（リテラシー）を定義 

※ 特にスマートフォンアプリケーションを想定 

《習得すべきリテラシー項目》（例） 

《問題例》 
（問）同じ趣味の人が集まる実名のSNSで、同性の人が会いたいとメールを
してきた時にとるべき行動で、最も適切なものはどれか。 

 (1) 実名のSNSであっても素性を偽っている場合があるので、自分だけ 
で判断せず、保護者に相談する。 

 (2) 実名で登録しているメンバーだから安心して会う。 
 (3) 同性の人なので、安心して会う。 
 (4) 同じ趣味を持つ仲間なので、いろいろ聞きたいので絶対に会う。 

 定義されたリテラシー（知識・行動）をさらに細分化し、問題作成の参考とした。 

青少年のインターネットリテラシーを指標化し、その指標をもとにした啓発教育・利用環境整備を進めることが必要 

知識（●） 行動（○） 

［原理原則］ 

● 実名登録サイトでも全員が実名登録している
わけでないことを知っている。 

● 実名登録サイトでは、匿名サイトよりプライバ
シー・個人情報漏洩リスクが高いことを理解して
いる。 

［発信者側］ 

● 自らの情報を公開する範囲に注意する必要性
を理解している。 
［受信者側］ 

● 実名登録サイトにおいても、事実と異なる情報
登録があり得ることを理解している。 

［発信者側］ 
○ 適切な公開範囲を設定する。 
［受信者側］ 

○ 実生活で関わりのない人から連絡
があった場合は、トラブルが生じる可
能性があるとの認識で慎重に対応する。 

大分類 中分類 小分類 

Ⅰ 違法・有害 
  情報リスク 

a 違法情報 
１ 著作権等、肖像権、犯行予告、出会い 
  系サイト等 

b 有害情報 
１ 公序良俗に反する情報、成人向け 
  情報等 

Ⅱ 不適正利用 
   リスク 

a 不適正接触 

１ 誹謗中傷 

２ 匿名SNS 

３ 実名SNS 

４ 迷惑メール 

５ アプリケーション（※） 

b 不適正取引 １ 詐欺、不適正製品等の販売等 

c 不適正利用 
１ 過大消費 

２ 依存 

Ⅲ プライバシー・ 
       セキュリティ 
   リスク 

a  プライバシー 
  リスク 

１ プライバシー・個人情報の流出、 
  不適切公開 

b セキュリティ 
  リスク 

１ 不正アクセス等のなりすまし 

２ ウイルス 

１．インターネット上の違法コンテンツ、有害コンテンツに適切に 

  対処できる能力 

 ａ．違法コンテンツの問題を理解し、適切に対処できる。 

 ｂ．有害コンテンツの問題を理解し、適切に対処できる。 

２．インターネット上で適切にコミュニケーションができる能力 

 ａ．情報を読み取り、適切にコミュニケーションができる。 

 ｂ．電子商取引の問題を理解し、適切に対処できる。 

 ｃ．利用料金や時間の浪費に配慮して利用できる。 

３．プライバシー保護や適切なセキュリティ対策ができる能力 

 ａ．プライバシー保護を図り利用できる。 

 ｂ．適切なセキュリティ対策を講じて利用できる。 

《国内的な流れ》 
 ・青少年を巡る様々なネットトラブルの発生と最近のスマートフォンの 
  急速な普及 
 ・フィルタリングの普及だけでなく、リテラシー向上の取組も重視 

《国際的な流れ》 
 インターネット上の青少年保護については、各種国際会議 でも取り上げられてきて 
 おり、経済協力開発機構（OECD）では、子供と保護者のインターネット・リテラシーの 
 レベルを定期的に評価することを奨励するなどする勧告が成立 



ILASテストの検証と分析結果 
プレテスト 
   平成２４年２月、全国14の高等学校等の協力を得て、約600名の１年生を対象に、作成したテスト問題 

（全49問）の妥当性等を検証するためのテスト（プレテスト）を実施。総得点分布の標準偏差は７．１点、 

信頼性係数は０．８６で概ね妥当という結果だった。 

本テスト  

 平成２４年６月～７月、実際に国内のリテラシーを測るため、規模を拡大し全国23の高等学校等の協力を

得て、 約2500人の１年生相当を対象に、選択肢が不適当だったものなどプレテストの問題をいくつか改善 

した上で本テストを実施。総得点分布の標準偏差は８．３点、信頼性係数は０．８９でテスト問題の妥当性・ 

信頼性はさらに改善された。 

 【H24年度協力校概要】 

ILASの国際指標化に向けた経済協力開発機構(OECD)との連携 

 青少年が健全に成長できる社会の設計、安全に安心して利用できる
情報通信環境の整備は、欧州をはじめとする諸外国にとっても重要な 

政策課題。 

（OECDの「オンライン上の子供保護勧告」の中でも、国際指標の策定等政策の

国際比較分析に向けた基盤の整備が求められている。） 

 

 情報は国境を越えて流通しており、一国の対応だけでは有効な手立て
とはならない。各国が協調して取り組む必要がある。 

会議名 Committee for Information, Computer and Communications Policy, Working Party  
on Information Security and Privacy 

期日 ①33th Conference: 2012年10月 
②34th Conference: 2013年 4月 

会議参加者 ・加盟国34カ国代表者 
・欧州評議会 
・民間団体：BIAC, CSISAC, ITAC 

プ レ ゼ
ン テ ー
ションの
概要※ 

① 「Japan’s Efforts for Improving Young People’s Internet Literacy”」 
 （ILASの構造、構成および分析結果、及び指標を用いることで 
 浮き彫りになった政策的課題について報告） 
② 「“ASSESSING INTERNET LITERACY AMONG JAPANESE YOUTH: 
        TOWARDS THE DEVELOPMENT OF INDICATORS 
   FOR THE PROTECTION OF  CHILDREN ONLINE”」 
  （国際比較を可能とする指標策定の意義と、その効果 
  について提言） 

※OECD, What is the OECD Working Party on Information Security and Privacy 
(WPISP)?,ttp://www.oecd.org/sti/whatistheoecdworkingpartyoninformationsecurityandprivacyw
pisp.htm) 国際指標策定に向けた政策課題 

1.各国で異なる通信サービスの利用環境等 
  ・情報通信インフラの利用環境 

  ・通信機器の普及の状況 

  ・青少年のインターネットの違法・有害情報問題に 

  対する社会的認識   

 

   ILASで求めているスキルを各国の状況に 
    合わせて見直すことが必要。 

4.啓発教育プログラムとの連動 
   ILASで定めたスキルと、青少年が身につけるための 

   啓発活動との連動が重要。 

  

  ・指標を運用して測定された各リテラシーを 
     評価し、啓発教育の最適化を図る必要。 

  ・エビデンスを基にして啓発教育の最適化を 
    図るというPDCAサイクルを運用する。 

3.保護者のリテラシー測定 
・OECD保護勧告では、「子どもと保護者のインターネット・ 

  リテラシーの進化を定期的に評価すること」を奨励。 

・保護者は保護・監督者として青少年と同等のリスク回避に 

  関するリテラシーが求められる。 

 

 ILASの測定スキームに保護者のリテラシー測定も 
  追加することは有効であると考えられる。 

2.実施に向けた加盟国内での内部連携 
・ILASをモデルとする測定では費用が発生するので、 

  各国政府における予算調整が必要。 

・ILASの測定ではテスト実施が必要で、国内の情報 

 通信行政機関と教育行政機関とが調整を図る必要 

 がある。 

 

            各国おいて情報通信政策担当者と 
          教育政策担当者 との連携が必要。 

地域数 所在地区分 校種 人数 平均点 

計11地域 

 特別区等        3校 
 中核市            8校 
 その他        12校 

 国立        2校 
 県等立   15校 
 私立           6校 

  男    1,423人 
  女             988人 
           (不明  53人) 

  男  32.5点 
  女  33.6点 

計 23校 計  2,464人 
全体 32.8点（49点満点） 

(100点換算にて約67点） 

本テスト結果の全般的評価 

・全体平均点は32.8点/49点  

 （正答率 67％） 

・違法情報への対応（Ⅰa）と料金や 

 時間の浪費への配慮（Ⅱc）に関する 

 分野の正答率が共に７５％と、他の 

 分野に比べて相対的に高い。 

・適切な商取引（Ⅱb）と適切なセキュリティ 

 対策（Ⅲb）に関する分野の正答率が 

 それぞれ５５％、５９％と、他の分野に 

 比べて相対的に低い。  
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ILAS国際化の意義 日本は開発した「青少年のインターネットリテラシー指標」の内容を 
ＯＥＣＤにインプットし、国際指標化に向けてリードしている。 

（参考）http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2012/ilas2012-report-survey.pdf 


