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第 1章 各国政府の有害情報に対する規制の現状（方針、規則、適用例等） 

 

■概要 

 

＜アメリカ＞ 

アメリカにおける現実的な方策としては、法規制においては原則のみを提示するにとど

まり、実務上は、政府が民間企業や業界団体などと協力することで、民間主導の自主規制

を促すという形態が取られている。また、州レベルで法規制を設け、対応している。 

 

児童ポルノに係る行為を規制連邦法は 2003 年の児童ポルノ禁止法（通称 Protect 法）に

よって、実在しない未成年者を描写したものまでを規制対象とする。 

 

放送に関しては、2008 年 12 月に、保護者が子どもに見せたくないテレビ番組やコンテン

ツをブロックできる技術の提供状況を調査するよう連邦通信委員会に指示できる Child 

Safe Viewing Act が成立した。 

 

興行については 36 州が児童エンタテイメント法を設けて青少年を子役として雇う際の規

制を定めている。 

 

通信・インターネットに関しては、連邦通信委員会（FCC：Federal Communications 

Commission）の指導のもと、各オンライン企業や非営利団体が自主的に、レイティングシ

ステムやフィルタリング技術を開発、導入、宣伝し、保護者の教育、啓発を行っている状

況である。これはアメリカにおいては、違法有害情報の削除を義務づける法律がないから

である。連邦法によって、インターネット上において違法または有害と分類される情報は

ごく一部であり、違法コンテンツについては児童ポルノまたは著作権侵害のどちらかであ

る。 

 

ゲームについては、米国のいくつかの州では、暴力的な描写を含むテレビゲームが 17 歳

未満の子どもに販売されているという状況を改善するため、販売に関する規制を法制化し

ているところがある。しかしながら、表現の自由との関係で施行されることが難しい。 
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＜イギリス＞ 

イギリスでは、1959 年わいせつ出版物法及び 1964 年わいせつ出版物法によって、「わい

せつな（obscene）」表現物を規制している。 

 

イギリスにおいて、違法有害情報への削除等の対応を義務付ける法令は存在しないが、

青少年保護を目的に制定された既存の法律をもとに、これらの原則がインターネット上で

も遵守されるよう、政府や民間が取り組みを行っている。イギリスにはレイティングやゾ

ーニングなど、青少年のインターネット利用を制限する法律はない。基本的には業界の自

主規制で情報の改善を図り、それで不十分な場合には法規制を採用するという方針を政府

は示している。 

 

イギリスには以前より独自のレイティングシステムがあり、近年は汎欧州ゲーム情報

（PEGI：Pan European Game Information) と全英映像等級審査機構（BBFC：British Board 

of Filum Calssification）レイティングとの共存状態が続いていたが、2012 年 7月 30 日

に導入された新規制「ビデオ記録（ラベリング）規制 2012 年（The Video Recordings 

(Labelling) Regulations 2012）」により、複数のレイティングが共存していた状況に終止

符が打たれ、すべてのビデオゲームに PEGI レイティングのみが表示されることとなった。 

 

2013 年 7 月、キャメロン首相はコンピュータやスマートフォンなどからインターネット

に接続する際、初期設定でアダルトサイトへのアクセスを制限する計画を発表し、これに

民間企業は対応策を公表した。この一連の動きの中で、イギリス警察庁長官は 2013 年 12

月、アメリカと共同でタスクフォースを立ち上げ、児童ポルノ対策に積極的に乗り出すと

発表した。 

 

児童ポルノ対策については、内務省所管の Child Exploitation and Online Protection 

(CEOP)が児童ポルノ対策を実施している。この機関は官民の協力によってできている組織

であり、児童ポルノに関しては、被害者を保護することと、容疑者を特定して警察に通報

することを任務としている。 

 



 14  
 

＜ドイツ＞ 

ドイツでは 2003 年に青少年保護法制の大幅な改正が行われ、コンピュータゲームとイ

ンターネットに関する規制が大幅に強化され、青少年メディア保護の向上に向けた法的整

備がなされた（2008 年 10 月 31 日に最終改正）。2003 年 4 月 1 日、従来の連邦法であっ

た「青少年に有害な文書の頒布に関する法律」と「公共の場所における青少年保護法」を

整理・統合した青少年保護法が成立した。さらには青少年メディア保護州際協定も同日施

行された。 

 

ドイツでは、現在、フィルタリングについての法的な義務は課されていない。また、携

帯電話はドイツではまだ新しい分野であり、法的な議論は進んでいない。しかし、青少年

メディア保護州際協定は、携帯電話事業に青少年保護の観点を取り入れるよう、取組を強

化していく意向である。 

 

児童ポルノについては刑法による規制が行われている。2008 年 7 月に施行された青少年

保 護 法 を 改 正 す る た め の 第 一 次 法 律 (Erstes Gesetz zur Änderung des 

Jugendschutzgesetzes vom 24. Juni 2008 (BGBl. Ⅰ S. 1075)では、映画ソフト、ゲーム

ソフトの年齢表示を具体的に規定（ラベルの大きさなど）するよう示されている。なお、「青

少年に極めて有害なメディア」の定義を拡大し、「全編を支配する自己目的的な残酷な暴力

描写」が加わった。有害なメディアの例示に、「暴力描写を自己目的としているもの及び自

力制裁を勧めているもの」も加わっている。 

 

青少年保護法第 14条第 2項の規定に従って表示を付された映画、映画プログラム及びゲ

ームプログラムについては、予告又は宣伝に際して、青少年を損なう内容に注意を引くこ

とは許されず、かつ青少年を損なう方法で広告又は宣伝を行ってはならない。また、青少

年を直接対象とした広告の放送は禁止されている。 
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1．全般 

 

1．1 アメリカ 

 

アメリカにおける現実的な方策としては、法規制においては原則のみを提示するにとど

まり、実務上は、政府が民間企業や業界団体などと協力することで、民間主導の自主規制

を促すという形態が取られている。 

 

FCC は、下品な表現を「放送メディアに対する現代の地域社会の基準に照らして明らか不

快な」という意味において「生殖器若しくは排泄器、又は性行為を描写する」表現である

と定義する4。 

 

 下品な表現は、わいせつな表現又は児童ポルノに当たらない限り、修正第 1 条の下で保

護される。しかし、未成年者を保護するために、下品な表現を規制する（しかし禁止はし

ない）連邦法は各種メディアに及んでいる（例：商業ダイヤル・ポルノ、電波媒体、ケー

ブルテレビ等）。 

 

 更に、未成年者に有害情報を提供することを禁止する州法は多数存在する。連邦規制と

異なり、州規制は、「下品な表現」よりも狭い範囲の表現（未成年者にとって有用でない性

的な表現に限定）を規制対象としている。 

 

1．2 イギリス 

 

イギリスでは、わいせつな表現物については、その流布だけでなく流布目的の所持も禁

止する。児童ポルノについては、実物の写真だけでなくコンピュータ等で作成・合成した

疑似写真も処罰対象に含めており、青少年に対する有害な出版物の提供を禁止するなど、

先進国の中ではとりわけきめ細かい規定を設けている5。 

 

イギリス政府は、青少年保護に関して（特にインターネット）規制を設けるのではなく、

できるかぎり業界の自主規制によって好ましい方向に進めていきたいという方針である。 

 

 従来の性犯罪に関する法令を整備統合した、2003 年性犯罪法（Sex Offnces Act 2003）

が制定されている。内務省からの勧告により、第 15 条で「グルーミング」の処罰が新たに

創設された。グルーミングとは、インターネットを含めた様々な手段で大人が子どもに対

                                                   
4 海外情報通信判例研究会報告書（第一集）、平成 22 年 1月、総務省 
5 諸外国における青少年を取り巻く有害情報対策に関する調査研究、平成 20年 3月、株式会社 KDDI 総研 
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する犯罪を実行する目的で子どもと出会う為のアレンジができるよう、子どもの信頼を得

る目的でコンタクトを取る場合を言う。2003 年性犯罪法は、2004 年 5 月に施行が開始され

ている6。 

 

欧州連合（EU:European Union）は、児童の性的搾取及び児童ポルノ対策の現行枠組決定

を廃止し、これに代わる、より具体的な犯罪規定と重い処罰を加盟国に義務付け、ポルノ

のネット閲覧やセックスツアー等にも対象を拡げ、犯人の告発、被害者の保護及び犯罪の

防止について強化を図り、EU 加盟国全体で法の統一性を高め、協力して対処する指令を 2011 

年 12 月 17 日に施行した（原文と訳は参考資料を参照）。指令は 30か条から成り、当該分

野における犯罪及び処罰の定義に関する最小限のルールを定め、犯罪の防止及び被害者の

保護を強化する規定を導入するものである（第 1条）。「児童」とは 18 歳未満の者をいい、

「性的承諾年齢」とはそれ未満においては性行為が禁止される年齢で各国内法で定めるも

のをいう（第 2条）。各加盟国は、2013 年 12 月 18 日までにこれに適合した国内法を定め

なければならない7。 

 

1．3 ドイツ 

 

ドイツ連邦政府及び各州は、連邦レベルで青少年保護のために実に様々なプログラムを

実施しており、新たな法律で「メディア」を定義し、オンラインとオフラインの保護規制

について連邦・州レベルで対応している。 

 

特に、メディアコンテンツ全般から 18歳以下の青少年を保護することを目的とした政府

機関が連邦青少年有害メディア審査会（BPjM：Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien 英訳＝Federal Department for Media Harmful to Young Persons））である8。 

 

表 1-1 に、連邦・州レベルの青少年保護全般に関する主なプログラムを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 Home Office (内務省)Task Force on Child Protection  ホームページ 
7 外国の立法、2012 年 1 月 
8 http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/information-in-english.html 
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表 1-1 ドイツ連邦・州レベルの青少年保護全般に関するプログラム 

 

プログラム名 概要 

ナショナルア

クションプラ

ン 

・連邦家族省は「ナショナルアクションプラン」を定め、その中間報告

326 を 2008 年に発表した。同アクションプランは 2005 年から 2010 年

までを期間として定めたもので、多岐に渡るプログラムが計画されてい

るが、同中間報告は、これらプログラムの中間評価も兼ねている。 

Schau Hin! 

（公式サイト 

http://schau-

hin.info/） 

・連邦家族省は、保護者のメディア教育の発展と拡充を目的として、

Arcor、ARD、ZDF などと共同で Schau Hin!というプログラムを実施して

いる。このプログラムは、保護者にメディア利用、メディア教育に必要

な情報を提供すると共に、児童へのメディア教育も目的としている。こ

のプログラムは児童向けポータルサイト「Blinde Kuh」への支援を行っ

た。 

Klicksafe.de-

Netzwerk  

・上記プログラムと文化メディア庁が立ち上げたウェブサイト。欧州レ

ベルで実施されているインターネット利用における青少年保護を目的と

したプログラムであり、ドイツの他の様々な機関も参加、支援している。 

（https://www.klicksafe.de/） 

Jugend online ・Web2.0 に対応した青少年のメディア教育プログラムを中心にウェブサ

イトを立ち上げている。 

Ein Netzfür 

Kinder 

・2007 年 12 月 19 日に制定された「欧州メディア指令（発効は 2009 年

末）」に合わせた取組を行っている。 

www.fragFinn.

de 

・文化メディア庁は、7～12 歳の児童を対象としたサーチエンジン 

www.fragFinn.de を立ち上げた。このプロジェ ク ト は 多 数 の 企 業 

や テ レ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と メ デ ィ ア 業 界 連 合

（VerbändederTelekommunikations-undMedienbranchen）が資金を提供し

ているほか、文化メディア庁と連邦家族省も約 150 万ユーロの予算を拠

出している。 

ワーキンググ

ループ

「Gefahren des 

Internets für 

Kinder und 

Jugendliche」 

・2003 年、内務省主催の会議で連邦レベルでのワーキンググループ

「Gefahren des Internets für Kinder und Jugendliche」が設置された。

これには犯罪防止のためのドイツフォーラム（Deutsches Forums für 

Kriminalprävention：DFK）、株式会社 Kripo、州と連邦の犯罪防止のた

めの警察プログラム(Programm polizeiliche Kriminalprävention der 

Länder und des Bundes：Pro PK)の代表者が共同で参画しており、この

ワーキンググループによる調査の結果を受けて、T-Online は保護者のメ

ディア教育のためのポータルサイトを設置した。 

 



 18  
 

クリックの瞬

間

（Klicks-Mome

nte） 

・2005 年には ProPK が「クリックの瞬間」というパンフレットを作成

した。これは保護者や子どもから寄せられた青少年のインターネットの

利用に関しての質問に答え、保護者による子どものメディア教育を促進

するために作成されたものである。2006 年には保護者と教育関係者のた

めにパンフレット「暴力ビデオ（Gewaltvideo）」も作成した。これは子

どもが携帯電話を使ってこういったデータをやりとりすることの危険性

について、啓蒙するためのものである。  

青少年保護ア

クション（Ajm）

活動 

・バーデン・ヴュルテンベルグ州の青少年保護アクション（Ajm）活動が

ある。同州は 2000 年秋に「メディア教育に関する保護者の役割のため

の州ネットワーク」を設置した。「保護者の集い」や、「マルチメディア

の週末」などのイベントを通じて、保護者のメディア知識の向上とメデ

ィア教育の支援を行っている。 

出典：アメリカ・ドイツにおける青少年のインターネット環境整備状況等調査報告書、平成 23 年 3月、内

閣府 

 

前述の EUによる「児童の性的搾取・児童ポルノ等の対策強化指令」により、ドイツもま

た、2013 年 12 月 18 日までにこれに適合した国内法を定めなければならない（本調査時

点で国内法を制定したかどうかは確認できていない）。 
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2．出版 

 

2．1 アメリカ 

 

(1) 規制 

児童の性的搾取及び児童ポルノの刑事責任について、合衆国法典 18 編第 2251 条から第

2260 条に規定されている。 

 

第 2251 条   

第 2251A 条  

第 2252 条   

第 2252A 条  

第 2253 条   

第 2254 条   

第 2255 条   

第 2256 条   

第 2257 条   

第 2258 条   

第 2259 条   

第 2260 条   

児童の性的虐待 

児童売買 

未成年者の性的搾取にかかわる素材に関する一定の行為 

児童ポルノを構成する若しくは含む素材に関する一定の行為 

刑事没収 

民事没収 

身体への侵害行為に対する民事救済 

この章の為の定義 

必要事項を書きとめる記述 

児童虐待通報の不履行 

強制賠償 

合衆国への輸入のための未成年者を性的に露骨に描いたものの制作 

 

第 2251 条では、児童の性的虐待行為を禁止しており、違反者は、10 年から 20 年の禁固

刑、罰金、またはその併科に課せられる。再犯については、適用される刑罰が重くなる。

第 2251 条違反の団体も、罰金に課せられる。 

 

第 2251 条 

性的に露骨な行為を視覚的に描いたものを制作する目的で、18 歳未満の未成年者を雇用、使用、説得、

勧誘し、又は強制することや未成年者がそのような行為を行うという意図で当該未成年者を州間若しくは

外国通商での輸送を禁ずる。 

性的に露骨な行為に従事する児童を使用して制作される視覚的な描写物を、コンピュータ若しくは郵送

を含め、州間も若しくは外国通商を通じて、承知の上で広告することを禁ずる。 

 

実在する未成年者を描写した児童ポルノを規制対象とする合衆国法典第 18 編第 2252 条

と第 2252A 条、実在しない未成年者を描写した児童ポルノまで規制対象とする第 1466A 条、

そして、「児童ポルノ」（第 2252A 条）等これら条文の文言の定義を規定する第 2256 条が

主要規定である。 
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これらのうち第 1466A 条は、2003 年の児童ポルノ禁止法（Protect Act of 2003）によ

って新たに設けられたものである。児童ポルノ禁止法は、未成年が性的な行為に関わる様

子を描写し、「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵

画を禁止する法律である。 

 

規制の対象とこれらの法律の関係を図 1-1 に示す。 

 

合衆国法典第18編
第1466A条

合衆国法典第18編
第2252A条

合衆国法典第18編
第2252条

広義の

「児童ポルノ」

実在の未成年者の、①一定の性行為、

②みだらに露出した生殖器等の視覚的描
写

非実在の未成年者の一定の性行為の視
覚的描写（彫刻や漫画含む）であって、
(a)わいせつなもの、または(b)真摯な芸術

的、文学的、政治的もしくは科学的価値の
ないもの

非実在の未成年者の、①一定の性行為、
②みだらに露出した生殖器等のリアルな
視覚的描写

 

図 1-1 児童ポルノ規制の対象と第 1466A 条、第 2252 条、第 2252A 条との関係 

出典：日米英における児童ポルノの定義規定、2010 年 6 月、間柴泰治 

 

第 2256 条 

(8)「児童ポルノ」とは、写真、フィルム、ビデオ、絵画又は電子的、機械的若しくはその他の方法に

より作成され、若しくは製作されたかどうかにかかわらず、コンピュータの若しくはコンピュータ処

理された画像若しくは絵画を含む、次の各目のいずれかに該当する視覚的描写をいう。 

(A) そのような視覚的描写の製作が、性的に露骨な行為に従事している未成年者の利用を伴うもの

(B) そのような視覚的描写が、デジタル画像、コンピュータ画像又はコンピュータ処理された画像

であって、性的に露骨な行為に従事している未成年者のものであるか、それと見分けがつかない形

態であるもの 

(C) そのような視覚的描写が、身元を特定しうる未成年者が性的に露骨な行為に従事しているよう

に見えるように創作され、翻案され又は修正されているもの 

 

第 2252A 条（児童ポルノを構成し又は含む素材に関する一定の行為） 

(a) 次の各号のいずれかに該当する場合は、(b)項に規定する刑に処する。 

(1)知りつつ、児童ポルノを郵送し、又は州際若しくは国際通商の何らかの方法若しくは設

備を用いて、若しくはコンピュータによるものを含む何らかの手段によって州際若しくは国際通

商において若しくはこれに関連して、郵送し、若しくは運送する場合 

(2)から(7)まで（略） 
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第 2252 条（未成年者の性的搾取にかかわる素材に関する一定の行為） 

(a) 次の各号のいずれかに該当する場合は、(b)項に規定する刑に処する。 

(1) 視覚的描写が、次の各項目のいずれにも該当すると知りつつ、州際若しくは国際通商の

何らかの方法若しくは設備を用いて、若しくはコンピュータによるものを含む何らかの手段によ

って州際若しくは国際通商において、若しくはこれに関連して、当該視覚的描写を輸送し、若し

くは運送し、又は郵送する場合 

 (2)から(4)まで（略） 

 

第 1466A 条（児童の性的虐待のわいせつな視覚的表現） 

(a) 総則 

 （略）いかなる者も、知りつつ、頒布する意図でスケッチ、漫画、彫刻若しくは絵画を含むあらゆ

る種類の視覚的描写を製造、頒布、受領若しくは所持する者又はこれを企て若しくはこれを共謀する

者は、次の各号のいずれかの場合には、（中略）刑に服する。 

(1) (A)及び(B)のいずれにも該当する場合 

        (A) 性的に露骨な行為を行っている未成年者を描写していること。 

        (B) わいせつであること。 

(2) (A)及び(B)のいずれにも該当する場合 

        (A) 生々しい獣姦、サディスティック若しくはマゾヒスティックな虐待又は同性間であ

るか異性間であるかを問わず、生殖器と生殖器、口と生殖器、肛門と生殖器若しくは口と肛

門を含む性交渉を行っている未成年者のものであるかそのように見える画像を描写してい

ること。 

        (B) 真摯な文学的、芸術的、政治的又は科学的な価値を欠いていること。 

  

 処罰対象となる行為は以下である。 

① 故意による児童ポルノの郵送・輸送・受領・頒布・頒布目的の複製・販売・販売目的

の所持。 

② 故意による児童ポルノの所持（単純所持）。 

③ 18 歳未満の児童によるあからさまな性的行為のわいせつな視覚的描写、または 18 歳未

満の実在の児童によるあからさまな性的行為の視覚的描写の広告、奨励、頒布等。 

④ 違法な行為への参加を勧める目的での、18 歳未満の児童があからさまな性的行為を行

っている、あるいはそのように見える視覚的描写の 18歳未満の児童への提供。 

 

①、③、④の場合は、罰金及び 5 年以上 20 年以下の自由刑（禁錮刑）が、②の場合は、

罰金または 10年以下の自由刑（禁錮刑）あるいはそれら双方が科される。 

 

しかしながら、次のいずれかの要件に該当する場合は、罪に問われない。 
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 処罰対象に関する上記①と③について、実在の 18歳以上の者を使用して制作する、ま

たは、実在の 18 歳未満の児童を使用して制作していない。 

 上記②について、3つ以上の児童ポルノを所持していない場合において、迅速かつ誠実

に、取締当局以外の者によるアクセスを認めることなく、それら児童ポルノを廃棄す

る合理的な措置を講じた。または、児童ポルノの所持を取締当局に通報した上で、当

該当局が当該児童ポルノにアクセス可能な状態に置いた9。 

 

 表 1-2 は、アメリカの連邦法、第 2251 条、2252 条、2252A 条において定義されている児

童ポルノの規制内容の概要である。 

 

表 1-2 アメリカの児童ポルノに関する法規制 

規制事項 罰則 

児童ポルノの製造 最低 15 年、最高 30年の拘禁刑 

児童ポルノの所有、頒布、受領 頒布または受領については最低 5 年、最高 20

年の拘禁刑 

児童ポルノの輸送、運送、受領、頒布 罰金及び 5年以上 20 年以下の拘禁刑 

再犯者は罰金及び15年以上40年以下の拘禁刑頒布のための複製、素材の広告、奨励、公開、

頒布、勧誘 

児童ポルノの販売、販売目的での所持 

児童ポルノ画像を含む書籍、雑誌、フィルム

等の意図的な所有、閲覧目的でのアクセス 

罰金若しくは 10 年以下の拘禁刑またはその併

科 

再犯者は罰金及び10年以上20年以下の拘禁刑

未成年者が性的な露骨な行為に関与若しく

は関与しているように見える視覚的描写の、

未成年者への頒布、提供、送付、供給 

罰金及び 5年以上 20 年以下の拘禁刑 

再犯者は罰金及び15年以上40年以下の拘禁刑

身元が特定できる未成年者を使った児童ポ

ルノの頒布目的での製作、頒布 

罰金若しくは 15 年以下の拘禁刑またはその併

科 

児童ポルノの合衆国内への輸入 最高 10 年の拘禁刑 

出典：G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査、平成 25 年 3月、日工組社会安全財団 

 

 児童ポルノの所有、受取、頒布、製造及びその所持や、閲覧目的でのアクセスについて

も規制が行われている。連邦法の管轄は、州際・国際通商に影響する場合であるが、イン

ターネット上での流通の場合、例えば他州の者にメールで児童ポルノの画像を送信する行

為や、他州にある電子メールサーバを介して送信する場合には対象となる。児童ポルノの

所有、受領、頒布、製造等は、州においてはその州法で起訴される可能性も存在する。 

                                                   
9 諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例、2008 年 11 月、間柴泰治 
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児童オンラインプライバシー保護法は、児童向け商用サイトで 13 歳未満の児童の個人情

報を収集する際，保護者の同意や情報漏洩防止などを義務付けたもので、2000 年より施行

された。連邦取引員会（FTC:Federal Trade Commission）が管轄する。2012 年 5 月、オバ

マ大統領と FTC は同法をさらに強化し、FTC の法執行権限を拡大する法案を議会に提出。

2012 年 12 月、児童のプライバシー保護強化、保護者によるコントロール権限の拡充等を

盛り込んだ同法の最終改訂版が FTC 理事会で承認され、2013 年 7 月 1 日より施行された。

改正前の児童オンラインプライバシー保護法では、親の同意なしに 13歳未満の子どもの名

前や住所、電話番号を収集することができなかった。2013 年からは、この制限対象が写真

や動画、音声にまで拡大された。 

 

(2) 取締機関 

アメリカにおける児童ポルノ対策は、司法省が管轄する。実際の児童ポルノ流通防止対

策については、全米失踪・被搾取児童センター（NCMEC：National Center for Missing and 

Exploited Children） が主として実施している。司法省は国内で刑事訴追、法執行を行う

ほか、国際的には、オンラインの児童性的虐待を取り扱うバーチャル・グローバル・タス

クフォース（VGT： Virtual Global Task Force)と協力している（これはイギリス、ドイ

ツも同じである）。性犯罪者の顔や住所を公開する等の他、性犯罪者に対しては、保護観察

機関においてコンピュータの使用や閲覧履歴をモニタリングすることも実施する10。 

 

児童ポルノの取締機関とその対象分野については以下のとおりである。 

 

 司法省:司法省犯罪部、児童搾取及びわいせつ課(CEOS：Child Exploitation and 

Obscenity Section)・少年司法犯罪防止局（OJJDP：Office of Juvenile Justice and 

Delinquency Prevention）インターネット犯罪プログラム（ICAC：Internet Crimes 

Against Children） 

 

 ポルノ等、児童を対象にした搾取や猥褻行為の調査及び起訴。連邦、州、地方検察官や

法取締り官へ訓練を施す。ICAC は、複数管轄のタスクフォース展開、捜査ノウハウ・技術

支援を行う。 

 

 国家安全保障省:連邦税関局、サイバー密輸センター (C3: Customs Cybersmuggling 

Center) 

 

児童ポルノの国際的製造及び配給を主に規制する。税関局は、C3 を通じて、インターネ

ットを介して容易になってきている密輸と伝統的な国境を越えて行われる密輸両方を取り

                                                   
10 G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査報告書、平成 25年 3月、財団法人 社会安全研究財団 
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締まる。1997 年に設立された C3 は、アメリカ及び外国における児童の性的搾取を防止する

ために、児童ポルノの輸入者、配送業者、並びに供給者等を対象に積極的な活動を展開す

る11。 

 

 税関局は、ウェブページや電話によって通報ラインの制度を持っており、児童セックス

旅行の事例を含め疑わしい児童ポルノで不正取引をしているウェブサイト、個人、サーバ、

若しくはチャットルームについて通報者からの通報に基づき捜査を行う。 

 

 C3 の児童搾取班（CEU：Child Exploitation Unit）は、国際的な児童ポルノの違法な輸

入やセックス旅行の拡散対策を行う。インターネット上で行われる国際犯罪の捜査に専門

的に用いられるよう、全ての税関局の資源を一つにまとめている。C3 は継続的に職員を訓

練し、法施行機関の技術を向上させることにより、児童ポルノ犯罪者によるダウンロード

や所持並びに頒布と様々な方法で戦っている。C3 は情報センターとして機能し、アメリカ

国内及び国際的に適用可能な地域に対する捜査指示も行っている。 

 

 2013 年 12 月、司法省は CEOS、C3、連邦捜査局（FBI：Federal Bureau of Investigation）

等がイギリス政府と協力して児童ポルノ対策のタスクフォースを設立すると発表した。 

 

(3) 規制の適用例と裁判 

2010 年 2月、アメリカのコミック本コレクターが、児童との性交および獣姦の様子を描

写した日本のコミック本を輸入・所持したことを認め、懲役 6カ月の判決を言い渡された。

2006 年に税関職員が、被告宛ての日本からの小包を開梱した際に発覚、告訴され、「児童の

性的虐待を視覚的に表現した猥褻物」を所持していた嫌疑について 2009 年 5 月に有罪を認

めた。被告は、児童ポルノ禁止法の下で起訴された。本被告は、実写による児童ポルノの

収集や閲覧という証拠なしで、マンガ本の所持により同法の下で有罪となるアメリカ初の

事例である。 

 

2．2 イギリス 

 

イギリスでは、1959 年わいせつ出版物法第 1条第 3項及び 1964 年わいせつ出版物法第 1

条によって、「わいせつな（obscene）」表現物を規制している。規制対象となるのは、閲読・

視聴によって堕落・腐敗させる（deprave and corrupt）傾向がある書物・絵画・録音・映

像等である（1959 年法）。処罰対象となる行為は、わいせつ物の頒布等と、利益を得る目的

での所持（1964 年法）である。この規制は、わいせつ物の提供者を対象とし、受領者は規

                                                   
11 諸外国における青少年を取り巻く有害情報対策に関する調査研究、平成 20年 3月、株式会社 KDDI 総研 
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制対象として想定されていない。従って、わいせつ物の単純所持は規制対象外となる。正

式な起訴の場合、3 年以下の自由刑（禁錮刑）または罰金あるいはそれら双方が科される

（1959 年法第 2条）。その頒布等が、科学・文学・芸術等を理由に公共の利益に資すると証

明された場合は、罪に問われない（1959 年法第 4条）12。 

 

(1) 規制 

 イギリスにおける児童ポルノ規制は、「1978 年児童保護法（Protection of Children Act 

1978）」、「1988 年刑事司法法（Criminal Justice Act 1988）」、「1994 年刑事司法及び公共

秩序法（Criminal Justice and Public Order Act 1994）」、「2003 年性犯罪法（Sexual 

offences Act 2003）」、「2009 年検死官及び刑事司法改革法（Coroners and Justice Act 

2009）」によって行われている。 

 

 児童ポルノの画像の定義は、2009 年検死官及び刑事司法改革法によって、以下のように

定義されている。 

 

2009 年検死官及び刑事司法改革法 第 62 条 

(1) 禁止された子どもの画像を所持することは犯罪である。 

(2) 禁止された画像とは、以下のような画像である。 

(a)ポルノ 

(b)第(6)項に該当する、及び 

(c)過度に不快で、嫌悪を催し、またはその他猥褻な性格の画像 

(3) 性的興奮のためだけに、または専らそのために制作されたと合理的に推定されるべき性質である場

合には、画像は「ポルノ」である。 

(4) （個人の所持において発見された）画像が一連の画像の一部を形成している場合、第(3)項で言及

した性質の画像であるかどうかは、以下を基準に決定する。 

(a) 画像自体、及び 

(b)（一連の画像が、画像の文脈をもたらすことができる場合）一連の画像において生じる文脈。 

(5) 例えば、 

(a)画像が一連の画像により構成される物語の不可欠の一部を形成し、 

(b)当該画像全体に関して、性的興奮のためだけに、または専らそのために制作されたと合理的に推

定されるべき性質ではない場合、画像は、当該物語の一部であることにより、それ自体を取り出し

た場合にはポルノではないものとみなされる。 

(6) 画像は、以下の場合、本項に該当する。 

(a)子どもの性器または肛門のみ、または専らそれらに注目する画像である場合、または 

(b)第(7)項に言及する行為を描いている 

                                                   
12 諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例、2008.11、間柴泰治 
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(7) 下記の行為― 

(a) 子どもとともに、または子どものいるところで、人による性交または口唇性交の行為、 

(b)子どもによる、子どもの関わる、または子どものいるところでのマスタベーション行為、 

(c)人の身体の一部またはその他の物の子どもの膣または肛門への挿入を含む行為、 

(d) 子どものいるところでの、人の身体の一部またはその他の物の膣または肛門への挿入行為、 

(e)動物(死んでいるか、生きているか、または想像上であるかを問わない)との子どもによる性交ま

たは口唇性交の行為、 

(f) 子どものいるところでの、動物(死んでいるか、生きているか、または想像上であるかを問わな

い)との人の性交または口唇性交の行為。 

(8) 第(7)項において、挿入は、入れてから出すまでの継続的行為である。 

 

 従来、「児童」の年齢は 16 歳未満であったが、2003 年性犯罪法によって 18 歳未満に引

き上げられ、18 歳未満のように見える人物についても禁止対象となっている。 

 

 対象となるものは「写真または疑似写真（pseudo-photograph）」とされていたが、2009 年

検死官及び刑事司法改革法によって、画像の所有も禁止することになった。この画像は、

絵画やマンガ、CG 等が想定されており、架空の子供を描いたものについても対象となって

いる。イギリスでは、実在しない児童を描写した漫画等のポルノが規制対象となるか否か

は、擬似写真に該当するか否かにかかわる。この擬似写真の要件に、写真のように見える

程度の写実性があるので、通常、該当しない。しかし、わいせつ物に該当する場合には、

規制対象となる。 

 

 アニメーションやマンガによる児童ポルノを所持している犯罪者は、実在の児童に関す

る児童ポルノについても所持していることが多いため、アニメーションやマンガのみの所

持をもって摘発した事例は存在しない。 

 

児童ポルノの所持については、下記の理由を証明できれば処罰の対象にはならないとい

う例外規定がある。（1988 年法第 160 条） 

 

 当該写真または疑似写真を所持する正当な理由があること 

 当該写真または疑似写真を自ら見たことが無く、かつ、当該写真がいかがわしいものであること

を知らないか、またはいかがわしいものであると疑う理由が無かったこと 

 当該写真または疑似写真が、本人または代理人が予め要求しないにもかかわらず送付され、かつ、

合理的な期間内でその保有をやめたこと 
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表 1-3 は、以上の法律において規制対象とされている行為の概要である。 

 

表 1-3 イギリスの児童ポルノに関する法規制 

規制事項 罰則 

撮影、撮影の許可、作成 10 年以下の拘禁刑、または罰金刑、若しくはそれ

らの併科 

頒布、陳列 10 年以下の拘禁刑、または罰金刑、若しくはそれ

らの併科 

頒布、陳列目的での所持 10 年以下の拘禁刑、または罰金刑、若しくはそれ

らの併科 

児童ポルノの頒布、陳列、またはそのよ

うな趣旨であると理解されるおそれのあ

る広告の公表、または公表させること 

10 年以下の拘禁刑、または罰金刑、若しくはそれ

らの併科 

譲渡、または他人の取得のための展示・

提示 

10 年以下の拘禁刑、または罰金刑、若しくはそれ

らの併科 

単純所持（写真及び擬似写真） 5 年以下の拘禁刑、または罰金刑、若しくはそれ

らの併科 

単純所持（画像） 3 年以下の拘禁刑、または罰金刑、若しくはそれ

らの併科 

児童ポルノへのアクセス 1978 年法第 1条の「作成」に含まれると解釈され

ている。 

出典：G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査、平成 25 年 3月、日工組社会安全財団 

 

(2) 取締機関 

 イギリスの行政機関としては、児童搾取対策オンライ保護センター（CEOP： Child 

Exploitation and Online Protection )が児童ポルノ対策を実施している。この機関は官

民の協力によってできている組織であり、児童ポルノに関しては、被害者を保護すること

と、容疑者を特定して警察に通報することを任務としている。市民やホットラインセンタ

ー、通信事業者等から通報を受け付けて、それをもとに、捜査を行っている。おとり捜査

を行う権限を持ち、具体的に犯人を特定した場合には、その情報を警察に受け渡している。 

 

 CEOP は、オンラインの児童性的虐待を取り扱う VGT と協力している。また、欧州刑事機

構（EUROPOL） 及び国際刑事機構（INTERPOL）とも密接に協力を行っている。VGT のパー

トナーとはいくつかの共同事業を実施している。またアメリカ FBI とも密接に連携してお

り、性犯罪者に関する情報交換などを実施している。 
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INTERPOL の提供する児童性的虐待を扱うデータベースである International Child 

Sexual Exploitation Image Database(ICSEDB)についても利用を行っている。ICSEDB に登

録されている画像にイギリスの子どもがいた場合は情報をアップデートするなどの対応を

行っている。 

 

 

VGT の通報レポートのトップページ 

出典：VGT ホームページ 

 

 2013 年 12 月、イギリス警察庁長官はアメリカ司法省と共同で児童ポルノ対策のためのタ

スクフォースを設立すると発表した。 

 

2．3 ドイツ 

 

(1) 規制 

 ドイツにおける児童ポルノ規制は、刑法 184 条 b、184 条 c によって行われている 。 

 

児童ポルノの画像の定義は、刑法 184 条によって、以下のように定義されている13。 

 

 

 

 

 

                                                   
13 諸外国における青少年を取り巻く有害情報対策に関する調査研究、平成 20年 3月、株式会社 KDDI 総研 
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刑法 184 条 b 

(1) 児童の性的虐待（第 176 条から第 176b 条まで）にかかるポルノ文書（11 条 3項）について、次の

各号に該当する行為を行った者は、3か月から 5年の自由刑（禁錮刑）に処する。 

(a) 頒布すること 

(b) 公然と陳列し、掲示し、上映し、その他利用に供すること 

(c) これらの文書またはこれらの文書から得られた物を前 2 号の意味で使用し、または他人がその

ように使用することを可能にするために、制作し、購入し、引渡し、補完し、提供し、広告し、

宣伝し、または輸入若しくは輸出しようとすること 

(2) 実際の出来事若しくは真に迫った演技であるような、児童ポルノを他人に所持させたものについ

ても同様に罰せられる。 

(3) 第 1 項及び第 2 項の場合において、実際の出来事あるいは真に迫った演技であるような児童ポル

ノについて、行為者が営利目的でまたはこの種の行為の継続的な実行に関連する団体の構成員と

して行った時は、6か月から 10 年以下の自由刑（禁錮刑）に処する。 

(4) 実際の出来事若しくは真に迫った演技であるような児童ポルノを所持したものは、2年以下の自由

刑（禁錮刑）または罰金もしくはその併科に処する。第 1 項に記載される者については同様に罰

せられる。 

(5) 第 2 項及び第 4 項の規定は、適正な職務若しくは職務上の義務の遂行である行為に対しては適用

されない。 

 

刑法 184 条 c 

14 歳から 18 歳までの者による性行為、このような者に対する性行為若しくはこのような者の目前での

性行為を目的とするポルノ文書 

  

ドイツの法律の特徴的なところは、被写体が 14 歳未満の場合は「児童ポルノ」、被写体

が 14 歳以上 18 歳未満の場合には「青少年ポルノ」として、条文を分けている点である。

従来は 14 歳未満を児童ポルノとしていたが、2008 年に定められた EU の「児童の性的搾

取と児童ポルノに関する枠組み指令（2004/68/JHA）」にあわせる形で、「2008 年 10 月 31 日

の、子どもの性的搾取及び児童ポルノの撲滅のための欧州連合理事会の枠組決定を実施す

るための法律」を制定し、18 歳未満までを対象にするように法改正を行ったものである。 

 

 法律が分かれていることの理由は、一部の規制に違いがあるためである。特に児童ポル

ノについては、「現実の出来事を再現するものまたは事実に近い出来事を再現するもの」の

単純所持が規制されているのに対して、青少年ポルノについては、「現実の出来事を再現す

るもの」の単純所持のみが禁止されている。これは、青少年ポルノについては実在の児童

が対象となっていないと単純所持は規制されないことを意味する。また、青少年ポルノに

ついては、被写体の同意があれば単純所持が可能になるという例外規定もある。 
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もう１つ特徴的な点として、ドイツでもアニメーションやマンガ等は児童ポルノの対象

に含まれている。また、ドイツの法律では表現行為全般が対象になっているため、小説等

の文章表現も対象になる。 

 

表 1-4 は、以上の法律において規制対象とされている行為の概要である。 

 

表 1-4 児童ポルノにおける法規制 

規制事項 罰則 

①頒布（児童ポルノ） 3 カ月以上 5年以下の禁固 

   （青少年ポルノ） 3 年以下の禁固、または罰金 

②展示、提示若しくは入手を可能にすること 

   （児童ポルノ） 

3 カ月以上 5年以下の禁固 

   （青少年ポルノ） 3 年以下の禁固、または罰金

③製造、入手、供給、蓄積、提供、表明、推薦、輸入、輸出

（児童ポルノ） 

3 カ月以上 5年以下の禁固 

   （青少年ポルノ） 3 年以下の禁固、または罰金

④他者に児童ポルノを所持させるために実際または現実的

な行為を製造されたものを所持（児童ポルノ） 

※合法的または専門的な任務には適用されない 

3 カ月以上 5年以下の禁固 

   （青少年ポルノ） 

※合法的または専門的な任務には適用されない 

3 年以下の禁固、または罰金

実際または現実的な行為が製造されたものを所持（児童ポル

ノ） 

※合法的または専門的な任務には適用されない 

2 年以下の禁固、または罰金

   （青少年ポルノ） 

※18 歳以下の青少年自身によってなされたこと且つ描写さ

れたものの同意がある場合には適用されない。 

※現実の出来事を再現するもののみが対象 

※合法的または専門的な任務には適用されない 

1 年以下の禁固、または罰金

※①～④の児童ポルノについて、商業目的或いは組織的な実施の場合は、6 ヶ月以上 10 年以下の禁固（184 

条 b(3)）、①～④の青少年ポルノについて、商業目的或いは組織的な実施の場合は、3 ヶ月以上 5 年以下

の禁固（184 条 b(3)） 

出典：G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査、平成 25 年 3月、日工組社会安全財団 

 

(2) 取締機関 

 連邦レベルでは 連邦刑事局(BKA:Bundeskriminalamt)が児童ポルノ流通防止対策を実

施している。通報があった場合、BKA は、国内のサーバに蔵置されている場合は ISP に証

拠を保全してもらった上で、削除をしてもらっている。海外のサーバに蔵置されている場

合には、警察から INHOPE （International Association of Internet Hotlones ）を通じ
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て削除依頼を出している。BKA が優先しているのは、まずは児童の性的虐待を行っている

犯罪者を捕えること、次に児童ポルノの提供者をとらえることとしている。 

 

BKA は INTERPOL と EUROPOL との間で、国際的に協力関係にある。ただしこの協力関係に

関して統計資料や事例は特に保有していないとのことである。また、ICSEDB に参加してい

る。ICSEDB は、2009 年 3 月から運用を開始しているが、このデータベースは、BKA の児

童ポルノ関連の捜査において、必要なものとなっている。例えば発見した児童ポルノにつ

いて、データベースの照会機能を利用して既知のものであるかを確認することができるの

で、捜査の重複を避けることができる。同様に、ドイツ国内で捜査を行ったことについて

も、ICSE データベースに登録を行っている。 

 



 32  
 

3．映画・ビデオ・コンピュータソフト等 

 

3．1 アメリカ 

 

(1) テレビゲームに関する規制 

連邦メディア家族局（NIMF:National Institute on Media and the Family）は、テレビ

ゲーム等のメディアが子どもや家庭に及ぼす影響について情報提供を実施しており、主要

なテレビゲーム、テレビ番組、映画作品のそれぞれについて、NIMF 独自のレイティングを

提示している。また、NIMF による評価以外にも、ウェブサイトの閲覧者や、評価者のうち

特に NIMF が資格を認めた者（SuperRaters）による評価もウェブサイトに掲載している。 

 

さらに、NIMF は、テレビゲーム業界の取組について、レイティングの正確性・教育・遵

守の観点から評価する、テレビゲーム成績表（Media Wise Video Game Report Card）を毎

年公表している。 

 

政府の対応としては、FCC により暴力的な内容を含むテレビゲーム等が未成年にどのよう

に販売されているかのマーケティング調査を実施し、その調査をもとに、各業界に対し、

自主規制を改善するよう提案しており、また、議会は、テレビゲームを制作することの社

会的責任について業界の意識を高めるため、公聴会を開催している。 

 

アメリカのいくつかの州では（ニューヨーク州、カリフォルニア州、ワシントン州、テ

キサス州、ペンシルバニア州等）、暴力的な描写を含むテレビゲームが 17 歳未満の子ども

に販売されているという状況を改善するため、販売に関する規制を法制化しているところ

がある。しかしながら、表現の自由との関係で施行されることが難しい。 

 

 例えばワシントン州においては、17 歳未満の年少者に暴力的な描写を含むゲームを販

売・賃貸した業者に対し、最高 500 ドルの罰金を科すことができるという州法が成立して

いる（平成 15 年 4 月）。法案を提出したメリー・ルー・ディッカーソン議員と、ゲームソ

フト制作企業の業界団体インタラクティブ・デジタル・ソフトウェア協会（IDSA）による

と、この種の州法としては、米国初のものだという。同法に対しては、米国のゲームメー

カや小売業者などの団体が、憲法修正第一条で保障された表現の自由を侵害するとして違

憲訴訟を起こし、連邦地裁が同法の施行差し止めを命じている（平成 15年 7 月）14。 

  

 アメリカにおいて、オンラインゲームやソーシャルゲームに特化した法規制は特に実施

されていない。 

                                                   
14 「子どもとテレビゲーム」に関する NPO 等についての調査研究－米国を中心に－、平成 16 年 3月、文部科学省 
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3．2 イギリス 

 

(1) ゲームに関する規制15 

イギリスには以前より独自のレイティングシステムがあり、近年は 2003 年に設立された

PEGI と BBFC レイティングとの共存状態が続いていたが、2012 年 7 月 30 日に導入された

新規制「ビデオ記録（ラベリング）規制 2012 年（The Video Recordings (Labelling) 

Regulations 2012）」により、複数のレイティングが共存していた状況に終止符が打たれ、

すべてのビデオゲームに PEGI レイティングのみが表示されることとなった。この変更の結

果、12、16、18 歳以上と PEGI 表記されているビデオゲームをその年齢未満の者に販売す

ることは違法となった。指定の年齢に満たない者にゲームを販売すると、最高 5,000 ポン

ドの罰金及び 6年以下の懲役が科される。 

 

 この新規制のもと、ゲームレイティング局（GRA ：Games Ratings Authority）には、PEGI

のレイティング制度を用いてゲームのレイティング業務を行う義務が付与された。GRA は

必要に応じてゲームを禁止する権限を行使すること、特定のゲームが 6 歳以下の子どもに

不適であると提言する。GRA の決定に合意できない者は、その決定に対して不服を申し立

てることができる。 

 

 2012 年 5 月に発表された文化・メディア・スポーツ省による「ビデオ記録法の除外項目

および映画館広告に関するコンサルテーション」（Consultation on Exemptions to the Video 

Recordings Act and on Advertising in Cinemas）」において、政府は以下のオプションを

提示している(表 1-5)。 

表 1-5 オプションの種類 

オプションの種類 オプションの内容 

オプション 0 音楽、スポーツ、宗教や教育に関するコンテンツに関する現行の年

齢レイティングの適用除外をそのまま維持する 

オプション 1 音楽、スポーツ、宗教や教育に関するコンテンツに関する年齢レイ

ティングの適用除外を廃止する  

オプション 2 現行の適用除外の閾値を下げ、それによってより多くの商品が年齢

レイティングの対象となるようにする  

オプション 3 現在 BPI が音楽ビデオに実施している PAS 表示システムのような

自主規制を他のジャンルにも導入する 

出典：インターネット上のレイティング・ゾーニングに関する青少年のインターネット環境整備状況等調

査報告書、平成 25 年 3月、内閣府 

                                                   
15https://www.gov.uk/government/news/new-rules-to-better-protect-children-from-inappropriate-video-game-con

tent 
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 オプション 0： 現在のまま何もしないというオプションであり、この主張をするには、

適用除外を無くすことにより、業界に不必要かつ不相応な負担がかか

るのだという論証が必要である。 

 オプション 1： 実行に移すには、議会で関連法案が可決される必要がある。適用除外

を廃止すると、すべての映像の製作者はジャンルに関係なく BBFC に

映像を提出し年齢レイティングの審査を受けることが必要になる。  

 オプション 2： 実行に移すには、行政レベルの法案制定が必要となる。  

 オプション 3： 業界の自主的な活動に依存するものである。音楽業界にはすでに PAS

表示システムが存在するので、その応用で対応可能であろう。スポー

ツ、宗教と教育のジャンルに関しては白紙からのスタートとなるが、

PAS 表示システムを参考にして自主規範をまとめることは可能である。  

 

このコンサルテーションには、27の関係者から意見が寄せられ、2013 年 5月、政府見解

として検討結果を発表した。27 の関係者のうち、大半（18機関）は対象の閾値を下げるこ

とに同意した。政府は2014年 4月に新しいレイティングについての最終結果を公表する16。 

 

3．3 ドイツ 

 

(1) 映画に関する規制 

連 邦 青 少年 有 害メデ ィ ア 審査 会 とソフ ト ウ ェア 事 前審査 機 構 （ USK ：

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle）や映画自主規制機関（FSK： Freiwillige 

Selbstkontrolle der Filmwirtschaft）、マルチメディアサービスプロバイダ自主規制協会

（FSM ：Freiwillige Selbstkontrolle. Multimedia- Diensteanbieter）など他の自主規

制機関との権限が重複しないように、「6 歳以上可」、「青少年不可」などの年齢区分表示が

既に行われている映画、映画ソフト、ゲームソフトは、審査の対象外とされている（青少

年保護法 18 条 8 項）。 

  

 連邦法である「公共の場所における青少年保護法（JÖSchG：Gesetz zum Schutz der Jugend 

in der Öffentlichkeit）1985 年 2月」が、映画館における上映の際の年齢指定などを規制

してきたが、映画が未成年者にとって有害なものかどうかの判断は FSK が行っている。こ

の法律は「公共の場所における青少年保護を規律するための法律」として 2001 年に改正さ

れた。映画、ビデオ、ゲーム機などの年齢制限の指定、映画鑑賞の際の同伴者要否が示さ

れている。 

 

                                                   
16https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/73028/VRACinemaads_consultation

_May2012.pdf#search='Consultation+on+Exemptions+to+the+Video+Recordings+Act+and+on+Advertising+in+Cinemas' 
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 表 1-6 に映画上映への年齢制限を示す。 

 

表 1-6 映画上映への参加の年齢制限、参加時間の制限等 

公開の映画上映 公共の場所

等に設置さ

れた自動販

売・貸付機

で提供でき

るソフト 

公共の場所

等に設置さ

れたモニタ

ー付ゲーム

機で提供で

きるソフト

青少年の 

年齢 

6 歳 

未満 

6 歳以上－

12 歳未満 

12 歳以上－

14 歳未満 

14 歳以上－

16 歳未満 

16 歳以上－

18 歳未満 

年齢区分 

表示 
 

身上配慮

権者また

は養育受

託者の同

伴がない

場合 

   

①年齢制限

無く可 

身上配慮

権者また

は養育受

託者の 

同伴のあ

る場合の

み○ 

20 時まで 20 時まで 22 時まで 24 時まで ○ ○ 

②6歳以上 

可 
× 20 時まで 20 時まで 22 時まで 24 時まで ○ ○ 

③12 歳以上 

可 
× 

× 

身上配慮

権者 の同

伴があれ

ば○ 

20 時まで 22 時まで 24 時まで ○ × 

④16 歳以上 

可 
× × × × 20 時まで ○ × 

⑤青少年不 

可 
× × × × × × × 

出典：ドイツの青少年保護法―酒、たばこ、有害メディアの規制、2009 年 9 月、戸田典子 

 

 身上配慮権者または養育受託者が同伴して、年齢区分表示に対応する映画上映に参加す

る場合には、時間の制限はない。 
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2008 年 7 月に施行された青少年保護法を改正するための第一次法律(Erstes Gesetz zur 

Änderung des Jugendschutzgesetzes vom 24. Juni 2008 (BGBl. Ⅰ S. 1075)では、映画

ソフト、ゲームソフトの年齢表示を具体的に規定（ラベルの大きさなど）するよう示され

ている。この中で、「青少年に極めて有害なメディア」の定義を拡大し、「全編を支配する

自己目的てきな残酷な暴力描写」が加わった。有害なメディアの事例として、暴力描写を

自己目的としているものと、自力制裁を勧めているものも加わった17。 

 

 以下に、青少年保護法の概要を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 ドイツの青少年保護法―酒、たばこ、有害メディアの規制、2009 年 9 月、戸田典子 

青少年保護法（第 14 条第 2項） 

・映画とビデオについて、5 段階の年齢制限指定（①制限なし②6 歳以上可③12 歳以上可④16 歳以上

可⑤18 歳未満不可）を行ってきたが、新法によりコンピュータゲーム・ソフトにもこれを実施する。

指定を実施するのは、州最上級官庁又は何らかの自主規制機関とする。 

青少年保護法（第 11 条第 5項） 

・映画上映時のアルコール及びタバコのコマーシャルは、18 時以降でなければ上映できない。 

青少年保護法（第 13 条） 

・画面付きのゲーム機の利用、設置については、有料で使用されるもののみを規制していたが、有料

無料を問わず規制する。また従来は設置できなかった、青少年が立ち入り可能な交通施設構内等であ

っても、年齢制限が 6歳以上可のゲームであれば、設置を許す。 

青少年保護法（第 12 条第４項） 

・録画物の提供等について規制していた旧青少年保護法の第７条は映画ビデオを想定していたが、こ

れをゲームがプログラムされた DVD 等へも拡大する。録画物の自動販売機は、公共の場所での設置が

全面的に禁止されていたが、年齢制限に適合した製品の販売を保証する機能をもったものについては

許可する。 

青少年保護法（第 11 条第 2項） 

・12 歳以上可の映画について、６歳以上であれば養育権者が同伴する場合には鑑賞できる（これにつ

いては教育受託者の同伴では不可）。 
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4．放送 

 

4．1 アメリカ 

 

(1) 規制 

1990 年、「子どもテレビ法（Children’s Television Act）」が成立し、子ども向け教育・

情報番組の制作を促進、普及させる規定が盛りこまれた。同法に基づいた FCC 規則では、

放送局に対して 12 歳以下の子どもを対象とする番組における広告の上限を規定している

（平日の番組では 1時間当たり 10 分半まで、週末の番組は 12 分まで）18。2004 年 11 月、

FCC は、子ども向け教育番組を 1週間に 3時間放送することを義務付ける規定を、デジタル

テレビ放送局にも 2006 年 1月 1 日より適用すると決定した19。 

 

また、子ども番組放送中のウェブサイト・アドレスの表示について、商業性が制限され

ているサイトに限り認めることを決定した。2006 年 9 月には、同規定を修正し、ウェブサ

イトの表示規則については、CM 枠にカウントされない番組中若しくはプロモーション素材

中に表示されるものにも適用されることを明確化した。商業的なサイトのアドレスを表示

するプロモーション素材については、これを CMの一つとし、番組枠から明確に切り離すこ

とを義務付けた。このほか、番組と適切な隔離措置が採られたウェブサイト上で、番組関

連キャラクターを使った商品を販売することを認めた。 

 

2008 年 12 月には、保護者が子どもに見せたくないテレビ番組やその他のコンテンツをブ

ロックできる技術の提供状況などについて調査するよう FCC に指示する「Child Safe 

Viewing Act」が成立した。同法は高度なブロック技術について FCC が情報提供要請を出す

ことを義務付けるほか、コンテンツ提供事業者の料金やパッケージに影響を与えることな

くブロック技術の開発や使用を奨励する手段について検討することを規定している。FCC は

法制定から 270 日以内に報告書を連邦議会に提出することが義務付けられ、2009 年 8 月に

同報告書を発表している。 

 

4．2 イギリス 

 

(1) 放送に関する規制 

 2003 年通信法は、テレビ番組の内容に対する基準コードなどを確保し修正等の審査を行

ことをイギリス情報通信庁（Ofcom：Office of Communications）に要求しており、Ofcom

は Ofcom 放送規約（Ofcom Broadcasting Code）において、放送されるコンテンツの法的規

                                                   
18 http://www.aef.com/on_campus/classroom/speaker_pres/data/3005 
19 世界情報通信事情、米国編、2011 年 3 月、総務省 
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約を定めている。これは基本的に BBFC のレイティングをもとに、午後 5時半から午後 9時

までの時間帯には、子どもに不適切な内容を放送しないという取決めである。これに関し

ては特に問題視されておらず、強い改正要求などもない。 

 

(2) 通信に関する規制 

文化・メディア・スポーツ省は、2003 年通信法が制定から 10 年近く経過したことを

踏まえ、2011 年 1 月を期限と公約していた「グリーンペーパー（方向性を盛り込んだ

政策文書）」の公表を延期し、当初 2013 年 4 月までを期限としていた「ホワイトペーパ

ー（方向性を決定し、制度設計の詳細を記した政策文書）」及び法律の改正案は未だ議

会に提出されていない（2013 年 4月末日現在）20。 

 

4．3 ドイツ 

 

(1) 放送に関する規制 

 放送は州の所管にあたり、放送州際協定(RStV：Rundfunkstaatsvertrag）が放送内容の

規制と時間帯規制を行っている。1993 年には、テレビにおける青少年保護のための自主規

制機関（FSF：Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen）が設立された。 

 

2002 年 8月には、2002 年「放送とテレメディアにおける人間の尊厳の保護及び青少年の

保護に関する州際協定（JM 州際協定）」が締結され、2003 年 4 月に施行された。 その後、

2004 年 10 月に改正が行われ、「青少年メディア保護州際協定（JMStV 協定）」となり、2005

年 4月 1 日から施行された。 

 

 青少年メディア保護州際協定（JMStV 協定） 

青少年メディア保護州際協定による有害表現規制は、内容規制の範囲および有害表現を

青少年の目に触れさせないための手段規制について、放送とテレメディアで共通している

部分と、それぞれのメディア特性に応じて異なっている部分がある。 

 

JMStV 協定は、コンテンツプロバイダー（情報提供者）に対し、青少年の成長を阻害する

と思われるコンテンツについて、その流通形態を問わず、青少年の年齢に応じて一定のア

クセス禁止措置または制限措置を取ることを義務付けている（第 5条）。 

 

 

 

 

                                                   
20 ITU ジャーナル Vol. 43 No. 6（2013, 6） 
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第 5条 

青少年の発達を「損なう」ものについては、享受に適さない年齢層の青少年の利用を技術的措置により排

除できる場合、または提供を 23 時から６時まで（16 歳以上可に相当する内容のものについては 22 時から

6時まで）に限る場合には提供を許す。ただしニュース、政治的報道はこの規制の対象外とする。 

 

JMStV 協定は、第 11 条で「青少年保護プログラム」を定めており、その第 1項で、プロ

バイダーは児童・青少年に有害であると考えられるコンテンツを青少年保護プログラム（フ

ィルタリング・ソフト）に登録することとしている（第 11条第 1項）。 

 

第 11 条、第 19 条 

テレメディアの提供者は、青少年の発展と教育を阻害するコンテンツが、その適性を認定された青少年保

護ソフトを通じて提供されている場合、前記①の措置を講じたものと認められる（11 条 1 項）。青少年保

護ソフトは、あらかじめその適性について認定を受けなければならない。青少年保護ソフトの認定は、そ

れが年齢に応じてアクセスを制限するフィルタリング機能を有している場合に与えられる。認定は、州メ

ディア委員会が、青少年メディア保護委員会（KJM）という共通の組織を通じて行う。認定は 5 年間有効

で、延長は可能である。自主規制機関は、この委員会の認定を受けることにより、州メディア委員会に代

わって、青少年メディア保護州際協定の遵守について審査を行うことができる（19 条 2 項）。自主規制機

関は、この認定を受けるために、審査員の独立性と専門性、加盟社の数、苦情処理窓口の設置等、青少年

メディア保護州際協定に定められた基準を満たさなければならない（19 条 3 項）。 

 

プロバイダーが青少年保護プログラム（フィルタリング・ソフト）に登録するためには、

当該プログラムが適切性認定のために審査を事前に受ける必要がある。所轄の州立メディ

アセンターが、青少年メディア保護委員会（KJM、後説）を通じて適正か否かの決定を下す。

認定の有効期間は 5年間で延長も可能である（第 11 条第 2項）。承認は、当該プログラム

が年齢に対応したアクセス設定が可能であるか、それに準じた機能を持つ場合に与えられ

る（第 11条第 3項）。認定の条件が認定後に失われたと判断される場合、認定は取り消さ

れることがある（第 11条第 4項）。 

 

JMStV 協定のポイントは以下のとおりである21。 

 サービス提供者がこの協定に定める規則に違反したとみなした場合、所轄の州メディ

ア庁が取るべき対応措置を定める（第 20 条）。 

 所轄の州メディア庁は KJM を通じて、「メディアサービスに関する州際協定（MDStV）」

の第 22 条第 2項から第 4項の規定に基づくテレメディア・サービス事業者に対する措

置を決定する（第 20 条第 4項）。 

 サービス提供者が認定自主規制組織に所属している場合、または事業者が認定自主規

                                                   
21 諸外国における青少年を取り巻く有害情報対策に関する調査研究、平成 20年 3月、株式会社 KDDI 総研 
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制組織の定款に従う場合、違反に対する最初の対応は第 4条第 1項への違反の場合を

除いて、所属組織が実施する（第 20 条第 5項）。 

 KJM による対応は認定自主規制組織による決定または決定の不作為が判断の余地の法

的限界を超えると判断された場合のみ可能である（第 20 条第 5項）。従って、自主的

な対応を義務付ける。 

 

各事業者は、KJM に対してサービス内容と、青少年保護のために実施している措置につい

ての報告義務を有する。また、必要とみなされた場合には無償でその提供サービスへのア

クセスを確保しなければならない（第 21 条第 1項）。さらに事業者には、監督行為の枠内

で、サービスへのアクセスや利用を阻害しないことが求められている（第 21 条第 2項）22。 

 

第 23 条と第 24条では罰則が規定されている。JMStV 協定第 4条第 2項の 1の（3）及び

2に対する違反に対しては、最高で 1年までの自由刑（禁錮刑）または罰金刑が科される。

なお、第 24 条に定められた違反行為は秩序違反として扱われ、最高 50 万ユーロまでの罰

金が科される。 

 

メディア融合のさらなる進展に対応するために JMStV の改正案が作成された。2010 年 6 

月 10 日、連邦を構成するすべての州の首相の間で改正案についての合意が成立し、その後、

各州議会の承認を得るための手続が進められた。この改正案は、2011 年 1 月 1 日に発効

する予定であったが、2010 年 12 月 16 日、ノルトライン・ヴェストファーレン州議会が

承認を拒否したため、改正は見送りとなった。 

 

 青少年メディア保護委員会（KJM） 

連邦政府は州に対して、放送、インターネット、その他のデジタルメディアにおける青

少年保護を監督する機関である「青少年メディア保護委員会（KJM）」を共同で設立するこ

とを義務付けている（JMStV 協定第 14 条）。 

 

JMStV 協定の基本方針は「規制に基づく自己規制（Regulierter Selbstregulierung）」で

あり、この決定に基づいて、放送及びテレメディアの監督機関として「青少年メディア保

護委員会(KJM)」が設置されている。同委員会は、放送及びテレメディアのコンテンツが青

少年メディア保護州際協定の規定に違反しているか否かを判断する。 KJM の審査は、青少

年保護の観点から問題となるコンテンツに関する報告を、放送についてはメディア担当局、

インターネットについては青少年保護ネットから受けて開始する。青少年保護法に違反す

ると見なされる場合には、まずはそのコンテンツの責任者に申開きの機会が与えられる。

その後、委員会はコンテンツが違法であるか否かについて判断を下すこととなっている。

                                                   
22  ibid 
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違法であると判断すれば、委員会は制裁について決定する。制裁は違法の重大さによって

異なる。  

 

JMStV 協定に基づき、KJM は以下の役割を担う。 

 青少年メディア保護州際協定に基づく監督。 

 自主規制機関の認定。 

 放送番組の放送時間帯の確定。 

 暗号化やアクセス制限のための技術の審査と認定。 

 青少年保護ソフトの認定。 

 

KJM は、各州メディア委員会の事務局トップであるディレクターから 6 名（この中の 1 名

が委員長となる）と、青少年保護の権限をもつ最上級の行政機関からの 6 名（州から 4 名、

連邦から 2 名）、合計 12 名の委員によって構成される（JMStV 協定 14 条 3 項）。 


