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２ 青少年のインターネット利用環境に関する世論 

（１）法的規制に対する世論の動向 

  ア 規制強化に関する議論とその契機となった事件 

    ソーシャルメディアが未成年者の間に普及するに従い、オンライン上のいじめが

増加している。2006 年には、ソーシャルメディアの１つ、MySpace 上での嫌がらせ

やいじめを苦に当時 13歳の少女、メーガン・マイヤー（Megan Meier）が自殺に追い

込まれた事件をきっかけに、サイバー上のいじめが社会的な関心を集めるようにな

り、2008 年に、過剰に執拗かつ悪質なオンライン上の言論を刑法で罰することを盛

り込んだ、「メーガン・マイヤー・オンラインいじめ防止法案(The Megan Meier Cyber- 

bullying Prevention Act)」が、下院議会で取り上げられた。しかし、同法案は、オンラ

イン上の言論の自由を脅かすものであり、また、内容が抽象的であり混乱を招く恐

れがある、として批判を受け、結局廃案となった27。 

  イ 法的センサーシップの是非に関する議論 

    米国では、未成年に不適切で悪質なサイトを、ペアレンタル・コントロールなど

のソフトウェアを使用したスクリーニングやフィルタリング、または法律による取

締りを総称して、センサーシップ(censorship)と呼んでいる。米国民のほとんどは、18

才未満の未成年者（minors）を有害なオンラインコンテンツ、及びそれらに関連した

犯罪から守らなければならないと認識しており、より厳しい法律による取締りが必

要だと考える人々が多数いる一方で、法律による取締りは極力避けるべきだとする

人々も少なくない。後者は、厳格な法的センサーシップは、時として必要以上のコ

ンテンツをブロッキングの対象にしがちであり、学問的、芸術的なコンテンツまで

排除する恐れがあると主張している。また、米国の権利章典である憲法修正第一条

により、未成年者にも言論と出版における表現の自由の権利が与えられているため、

大人及び子ども間等のオンライン上のコミュニケーションを検閲することは、違憲

行為であるとしている。第一、未成年者のオンライン行為を監督するのは、親の責

任であり、政府の責任ではない。さらに、インターネットはその技術的進化の速さ、

ユーザーが他人に成りすますことができる匿名性及び海外からの悪質なコンテンツ

には米国法が及ばないといったグローバル性により、取り締まることは不可能であ

り、効果は期待できないとする議論も展開されている28。 

    インターネットの安全な利用を促すため、コンテンツのレイティング団体であっ

た ICRAを前身に発足した国際的な非営利団体である FOSI (The Family Online Safety 

Institute)29もまた、法的センサーシップは子ども達をインターネットの危険から守る

                                                      
27 ガブトラック.us（Gov.trak.us）「メーガン・マイヤーネットいじめ防止法（Megan Meier Cyberbullying 
Prevention Act）」：http://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr6123 基準日：2013年３月 15日 
28 Walske, Zuchora. Internet Censorship. Twenty-First Century Books, Minneapolis, 2010 p67, 68. 
29 ファミリーオンラインセイフティー研究所（Family Online Safety Institute）：http://www.fosi.org/ 基準日：
2013年３月 15日 
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のに最善の方策ではないとして、2009 年に米国における放送通信事業の規制監督機

関である連邦通信委員会（Federal Communications Commission、以下 FCC）30に対し、

柔軟性に欠ける法的な取締りよりも、より高度のペアレンタル・コントロールやブ

ロッキングソフトウェアを積極的に利用するよう保護者に促すことを奨励している。 

  ウ 自主規制の支持 

    現在、多くの米国人は、保護者とインターネット業界による自主規制がより効果

的であると考えている。未成年者をオンラインの有害コンテンツから完全に隔離す

ることは、現実的に不可能であり、子ども達がいずれはそれらに遭遇することにな

るという前提に立ち、事前にインターネットの危険性（詐欺、いじめ、搾取等など）

について警告し、安全な使用方法を啓蒙することが必要であるとして、子ども達を

対象としたインターネット教育が積極的に実施され、効果をあげている31。 

    

（２）青少年のインターネット利用に関する保護者の懸念と対策 

   10 代の子どもを持つ親の大部分は、子どもたちのオンライン利用に関して心配を抱

いている。2012年９月に Pew Research Center32が、12歳から 17歳の子どもの親 802人

（うち子どもが実際にインターネットユーザーである親の数は 781 人）を対象に実施

した電話アンケートでは、以下の回答が得られた。（以下、図１－２－１参照） 

    

  ・子どもがインターネットユーザーである親の 81%は、広告会社などの媒体が子ども

のオンライン習慣を把握している点について、「心配している」と回答している。

そのうち、「非常に心配している」と答えたのは 46%であった。 

  ・インターネットユーザーを子どもに持つ親の 72%は、子ども達が知らない人々とオ

ンラインでやりとりすることに対して、不安を感じているとしている。そのうち、

「非常に心配している」と回答したのは 53％であった。とくに「非常に心配してい

る」と回答した比率が 63％と最も高かったのが、12～13 歳といった 10 代の中でも

低年齢層の子どもの親であった。 

  ・インターネットユーザーを子どもに持つ親の 70%は、子どものオンライン行動が将

来学業面や就職面に悪影響を及ぼすのではないかと心配しており、そのうちの 44%

は、 

「非常に心配している」と回答した。 

  ・インターネットユーザーを子どもに持つ親の 69% は、子どもがオンライン上で自己

の評判を上手く管理できているのかという点を心配しており、そのうち 49%は「非

                                                      
30 アメリカ連邦通信委員会（Federal Communications Commission: FCC）：http://transition.fcc.gov/aboutus.html/ 
基準日：2013年３月 15日 
31 Walske, Zuchora. Internet Censorship. Twenty-First Century Books, Minneapolis, 2010 p72, 73. 
32 ワシントンを拠点とする独立系の調査機関であり、非営利法人 Pew Charitable Trusts の子会社でもある。
ピュー研究所（Pew Research Center）：http://www.pewresearch.org/ 基準日：2013年３月 15日 
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常に心配している」と回答した。また、「非常に心配している」と回答した比率が

57％と最も高かったのは、12～13歳の子どもの親であった。 

    

図１－２－１：子どものオンライン利用に関する親の心配度調査、2012年９月33 
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（出典：Pew Internet & American Life Project: Teens-and-Privacy） 

    

   また、同調査では、子ども達のオンライン利用を心配する親達は、以下に述べるさ

まざまな対策を講じていることも明らかにされた。 

    

  ・子どもが、ソーシャルメディアを利用している親たちの 59％は、子どもが自分たち

の履歴に掲載した内容等について、本人と話し合っている。 

  ・子どものアカウントのプライバシー保護をセットアップするのを手伝っている。 

  ・インターネットを利用する子どもを持つ親のうち 50%は、子どものオンライン行動

を監視した経験や、フィルタリング・ソフトウェア等を利用した経験がある。 

  ・インターネットを利用する子どもを持つ親のうち 42%は、検索エンジンに子どもの

名前を入力し、自分の子どもに関するどのような情報がオンライン上に掲載されて

いるか確認したことがある。 

  ・インターネットを利用する子どもを持つ親のうち 44%は、子どもが利用するウェブ

サイトやソーシャルメディアのプライバシーポリシーを読んでいる。 

                                                      
33 ピュー研究所インターネット＆アメリカ生活プロジェクト（Pew Internet & American Life Project）「ティ
ーンの傾向データ」「研究要旨」（Summary of Findings） 
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図１－２－２：子どものオンライン利用に対する親の対処方法34 
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（出典：Pew Internet & American Life Project: Teens-and-Privacy） 

    

   その他に、同調査は、これら青少年(teen)の親自身がソーシャルメディアを利用して

いるケースが多いことも指摘している。2011年には 58％であった親のソーシャルメデ

ィア利用率が、2012年には 66%に上昇しているのである。また年齢別では、40歳以下

の 10代の青少年の親でソーシャルメディアを利用している割合が 82%に達しているの

に対して、40歳以上は 61%であった。SNSは、父親も母親にも等しく利用されている

が、特に大卒の親により多く利用される傾向がある。自分自身がソーシャルメディア

ユーザーである親達の 50%は、子どもたちのサイトにアクセスして掲載された写真や

内容にコメントをしたりするなど、直接的な関与を通して子どものオンライン活動を

モニターしている。 

    

（３）インターネット利用環境整備に関する用語の説明 

   米国の論文等で用いられているインターネット利用環境整備に関する用語について

以下のとおりまとめた。 

     

                                                      
34 ピュー研究所インターネット＆アメリカ生活プロジェクト（Pew Internet & American Life Project）「研究
要旨」（Summary of Findings） 
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  ア インターネットセンサーシップ 

    ブロッキングを含むフィルタリング、テイクダウン、自己誘導センサーシップな

ど、インターネット利用に一定の制約を課す仕組の総称を指す。 

  （ア）フィルタリング 

     フィルタリングとは、サイト内容を選別（フィルター）し、インターネットの

情報へのアクセスをコントロールするための技術的アプローチのことを指し、以

下に述べるインターネットセンサーシップのうち①ブロッキングと②検索結果削

除がそれに当てはまる35。 

     ユーザーの同意がある場合も、ない場合もある。 

      

    ① ブロッキング36 

      米国で最もよく利用されているアクセス遮断方法で、主に以下の４つの方法

によって、特定のウェブページ、ドメイン、IP アドレス等へのアクセスを、ユ

ーザーの同意を得ずに遮断（＝ブロック）することに特徴がある。 

      ブロッキングの方法には大別して以下の 4種類がある。 

       

     ⅰ IPブロッキング： 

       特定ユーザーの IP アドレス情報に基づきアクセスを遮断する方法で、最も

容易で効果的なアクセス遮断方法である37。 

     ⅱ DNSタンパリング38： 

       ネームサーバー39に、ユーザーが接続要求したWebページを返させず、代わ

りにエラーページであると表示させる、あるいは当該ページはブロックさ

れていると表示させる行為のこと40。 

     ⅲ ページ・ブロッキング： 

       プロキシを使用した URLブロッキングの１つで、ドメイン、サブドメイン、

URL、またはドメインに含まれる単語などをシステムがチェックし、ブラ

ックリストに載っているドメイン名・サブドメイン名・URL・特定単語を

                                                      
35 オープンネット・イニシアティブ（OpenNet Initiative）「フィルタリングについて（About Filtering）」：
http://opennet.net/about-filtering 基準日：2013年３月 15日 
36 Deibert, Ronald, John Palfrey, Rafal Rohonzinski, and Jonathan Zittrain.  Access Denied: The Practice and 
Policy of Global Internet Filtering documents and analyzes Internet filtering practices in over three dozen countries, 
offering the first rigorously conducted study of this accelerating trend. The MIT Press, 2008 p12-14. 
37 中国、インド、イラン等政府が使用。 
38 オープンネット・イニシアティブ（OpenNet Initiative）「DNS改ざんと ICANNの gTLDに関する新ルー
ル（DNS Tampering and the new ICANN gTLD Rules）」：
http://opennet.net/blog/2011/06/dns-tampering-and-new-icann-gtld-rules 基準日 2013年３月 12日 
39 「インターネット上でのコンピュータの名前にあたるドメイン名を、住所にあたる IPアドレスと呼ばれ
る 4つの数字の列に変換するコンピュータ。」IT用語辞典 e-Words「ネームサーバとは」：
http://e-words.jp/w/E3838DE383BCE383A0E382B5E383BCE38390.html 基準日：2013年３月 15日 
40 中東諸国や中国が使用。 
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含むページへのアクセスをブロックする方法。ブロックされたページにア

クセスしたユーザーのブラウザ上には、サイトがブロックされていること

を知らせるページ(ブロックページ)が表示される41。ユーザーにはサイトが

ブロックされている旨を知らせず、ブラウザのデフォルトエラーのように

見せかけることもある42。 

     ⅳ キーワード・ブロッキング： 

       プロキシを使用した URLブロッキングの１つで、URLやドメインの単語に

よって特定のサイトをブロックする。より高度な技術で、採用する国が増

加している43。 

        

    ② 検索結果の削除 

      検索エンジン会社が、政府に協力し、違法や有害なサイトを検索結果から削

除する方法である。単にターゲットサイトへのアクセスを遮断する方法に比べ

て、ターゲットサイトを探すことを困難にする。 

      

    ③ テイクダウン（コンテンツ削除） 

      監督機関が、ウェブコンテンツのホストへの連絡を法的に認められている場

合、有害コンテンツの削除（テイクダウン）を要求するのが、最も簡便な方法

である。 

      ウェブコンテンツのホストへ削除通知を送り、これに従わない場合には、法

的手段に訴える旨を明記すれば、大抵の場合、ウェブホストは当該問題コンテ

ンツを削除する。 

       

    ④ 自己誘導センサーシップ 

      上記の他に、有害コンテンツを避ける有効かつ一般的な方法に自己誘導セン

サーシップがある。つまり、各個人がブラウジングやコンテンツへアクセスす

る際に、有害コンテンツへアクセスしないよう注意することである。実際には、

アクセスが違法であるという意識やアクセスしないことが社会的な常識である

との認識を人々の間に浸透させなくてはならない。事実、インターネット関連

の違法行為に対する逮捕や拘留などはこれまでに自己誘導センサーシップを強

化するのに役立ってきた。政府がインターネット活動を監視し取り締まってい

るという認識により、各個人の行動がかなり抑制される。 

      

                                                      
41 サウジアラビア、韓国、シンガポールなどが使用。 
42 フランスなどが使用。 
43 中国、イランなどが使用。 
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  （エ）フィルタリングが行われる場所 

     フィルタリングは、以下の４箇所にて行われる。 

      

    ・インターネット バックボーン 

     直訳すると「インターネットの背骨」という意味で、大規模相互接続ネットワ

ークやコアルーター間の主要データルートを指す。公的機関によるフィルタリ

ングは通常ここで行われ、国内のすべてのインターネットアクセスに影響を及

ぼすことができる。 

    ・ISP（インターネット・サービス・プロバイダー） 

     政府によって義務付けられたフィルタリングは、ISPによって、前述のフィルタ

リング技術を利用して行われるのが一般的である。 

    ・各機関 

     ブロッキングなどのフィルタリング、及び自己誘導センサーシップは、各業界、

政府組織、学校、サイバーカフェ等でも行われる。例えば、職場で仕事関連以

外の特定のサイトを遮断することで従業員が勤務時間内にインターネットを私

用に閲覧することを防ぐなどの目的のために使用される。 

    ・各個人のコンピューター 

     各家庭のコンピューターレベルでのフィルタリングは、フィルタリングソフウ

ェアをコンピューターにインストールして行う。 

      

  （オ）フィルタリングの欠点 

     現在の技術では、膨大な数のウェブページ、電子メール、チャットなどの内容

を隅々まで正確に把握することは不可能であるため、削除したい内容のサイトを

すべて網羅しきれない、または必要以上のものまで削除してしまう、という点が

指摘されている。 

      

  （カ）ゾーニング 

     ウェブ上のコンテンツを分類（categorize）し、ユーザーの希望があれば、対象

ユーザーの年齢によって、子ども用または成人用のコンテンツを提供する区域（ゾ

ーン）を分けること。 

      

    ●事例１：C80インターネット・ゾーニング・イニシアティブ44 

     子どもをポルノ等の有害サイトから守る運動を行っている非営利団体の CP80 

Foundationが推進する「CP80インターネット・ゾーニング・イニシアティブ」45で

                                                      
44 The CP80 Internet Zoning Initiative 
45 CP80：http://www.cp80.org/solutions/technology 基準日：2013年３月 15日 
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は、ウェブサイトのすべてのコンテンツをまず分類し、ケーブルのチャンネルの

ように、一般用(Community Port)と成人用(Open Port)に分け、ユーザーに、どのチ

ャンネルを遮断し、どのチャンネルにアクセスさせるか選択させるものである。 

     

図１－２－３：C80インターネット・ゾーニング・イニシアティブ 

 
（出典：CP80 ウェブサイト） 

      

  （キ）レイティング 

     コンテンツを内容によって、視聴対象年齢を区分することを指す。例えば、 

ESRB(The Entertainment Software Rating Board)のレイティングシステムなどが含ま

れる。 


