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３ 青少年のインターネット利用環境に関する制度、法及び政策とその背景 

（１）近年の政策の基礎となった２大調査 

   2007 年以降、イギリス政府は青少年のインターネット利用環境に関する施策を講じ

るため、実態調査を実施。その結果、バイロン・レビュー（The Byron Reviews）及び

ベイリー・レビュー（The Bailey Reviews）などが発表され、これらの報告書の提言内

容が、現在の諸施策の基礎となっている。 

  ア バイロン・レビュー（The Byron Reviews）173 

    2007年、当時の労働党政権がタニヤ・バイロン教授（Professor Tanya Byron）に依

頼して、青少年のインターネットやビデオゲーム利用によるリスクについての実態

調査を実施した。バイロン教授（1967 年生、サリー大学にて博士号取得）はテレビ

や新聞で活躍する児童心理学者で、子供のしつけに関するテレビ番組で広く知られ

ている。子育てに関する著作も多い。バイロン教授がまとめた調査結果報告書「デ

ジタル世界で子どもたちがより安全であるには」(Safer Children in a Digital World)｣174

は 2008年に発表された。この報告書をもとに、以下①～⑥の内容のアクションプラ

ン175がまとめられた。 

     

   ①英国青少年インターネット安全協議会(UK Council for Child Internet Safety、 

以下「UKCCIS」という)の設立 

   ②よりよい規制の制定 

   ③一般市民への情報提供とインターネット上の安全確保の意識向上 

   ④青少年とその家族への教育の強化 

   ⑤ビデオゲームのレイティング制度の改正 

   ⑥ビデオゲームに関する家庭への情報提供と支援 

     

    このバイロン・レビューの提言を受けて UKCCIS が設立され、官民共同で数々の

活動が実施された。さらに、活動の進捗状況を見直す第２回バイロン・レビュー176が

2010年３月 29日に発表された。この後政権が連立政権に変わった現在も、バイロン・

                                                      
173バイロン・レビュー（The Byron reviews）： 
http://www.education.gov.uk/ukccis/about/a0076277/the-byron-reviews 基準日：2013年３月 14日 
174バイロン・レビュー報告：デジタル世界の中のより安全な子どもたち（Safer Children in a Digital 
World）：
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/s/safer%20children%20in%20a%20digital%20world%20the%202008
%20byron%20review.pdf 基準日：2013年３月 14日 
175バイロン・レビュー・アクションプラン（The Byron Review Action Plan）：
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/b/2008%20byron%20review%20action%20plan.pdf 基準日：2013
年３月 14日 
176 デジタル世界の中のより安全な子どもたちは実現したか？2008年バイロンレビュー以来の進捗評価
（Do we have safer children in a digital world? A review of progress since the 2008 Byron reviews） ：
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/d/do%20we%20have%20safer%20children%20in%20a%20digital%20
world%202010%20byron%20review.pdf 基準日：2013年３月 14日 
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レビューによって定められた方向性を変えることなく UKCCIS の活動はさらに幅を

広げて続けられている。 

    バイロン・レビューのうち、レイティング、ゾーニングに関連した提言内容は以

下の①～⑧のとおりである。 

     

   ①ビデオゲームに関して、イギリスに２つ存在する年齢別レイティング制度を 1 本

化し、簡素化を図ること 

   ②年齢別レイティングについて親に対する啓蒙活動を徹底すること 

   ③12+PEGI、またはそれ以上のレイティング表示の商品を、対象年齢以下の者へ販売

することを違法とすること 

   ④ビデオゲームの広告は年齢別レイティングに適したものとすること 

   ⑤ゲーム機のペアレンタルコントロールを初期設定で ON に設定してしまうと親が

無関心になるため、これは実施せず、より使いやすく、より明確な仕組みを提供

すること 

   ⑥初期設定の段階で必ずペアレンタルコントロールを ONにするオプション（「アク

ティブチョイス（必須選択）」と呼ばれる）を設けること 

   ⑦オンラインゲームの年齢別レイティングについて周知活動を徹底すること 

   ⑧業界は年齢確認メカニズムの適正な実施方法を探求し、子どもが正しい年齢を登

録するようなインセンティブを設けること 

     

  イ ベイリー・レビュー177 

    2010年 12月６日に政府はレグ・ベイリー氏 (Reg Bailey：世界 83カ国に 400万人

以上の会員を有するマザーズユニオン（Mothers’ Union）の最高責任者。2013年には

ベイリー・レビューに関する功績が認められ大英勲章第３位受賞。) に、客観的な立

場からメディアが青少年に与える影響に関する調査を実施するように委託。レグ・

ベイリー氏による調査報告書「子どもが子どもらしくいられるようにするには

(Letting Children be Children)」178が 2011年６月６日に発表された。この報告書内では

数々の提言がされているが、その主なものは以下の①～⑤のとおりである。 

     

   ①雑誌や新聞の性的なイメージは隠し、すぐに子どもの目に付かないようにするこ

と 

   ②性的画像の街頭広告は、子どもが目にする可能性の高いところでは減らすこと 

                                                      
177 ベイリー・レビュー（Letting Children be Children: Report of an Independent Review of the Commercialisation 
and Sexualisation of Childhood by Reg Bailey）：
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Bailey%20Review.pdf 基準日：2013年３月 14
日 
178 同上 
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   ③放映時間制限付きのテレビ番組については、その内容が親の期待に沿うようにす

ること 

   ④ミュージックビデオに年齢別レイティング制度を政府が導入すること 

   ⑤インターネット上の成人向けや年齢制限付きコンテンツを、親が簡単に遮断でき

るような仕組みを UKCCISが作成すること 

     

    この報告書には各関係組織が好意的な反応を示した。４「ミュージックビデオへ

の年齢別レイティング制度の適用」については、政府が関係各者への打診を行い意

見の取りまとめを行っている179。 

    ベイリー・レビュー内のレイティング、ゾーニングに関連した提言内容は以下の

とおりである。 

     

   ①ミュージックビデオに年齢別レイティング制度を導入すること 

   ②成人向けや年齢制限付きのインターネット・コンテンツに、子どもがアクセスで

きないよう、親によるフィルタリングを容易にすること 

    

（２）オンライン・ブロッキングに関するコンサルテーション180 

  ア コンサルテーションに至るまでの UKCCISと業界の取組181 

    イギリスの４大 ISP（BT、TalkTalk、Virgin media、Sky）は、2011年 10月に初めて、

全新規客に対し有害なコンテンツを阻止する管理とフィルターを適用するかどうか

の選択肢を必ず無料で提供することを含む倫理綱領182に合意した183。この倫理綱領

によれば、フィルタリングを行うべきかどうか、またどのようなコンテンツやアプ

リケーションを遮断すべきかの判断は親が行うのが最も相応しく、ISPが判断すべき

                                                      
179 ベイリー・レビューの提言を受けたその後の動きについては、「３（３）イ ミュージックビデオへの
規制導入に関する議論とコンサルテーション」を参照。 
180イギリスで「コンサルテーション」といった場合、意見を聞く相手を特定せず、行政が広く一般市民や

団体に意見を求める立法プロセスのことを指し。意見を聞かれていなくても、自分の関心のある分野であ

れば誰でも自由に意見を述べることができる。よって、行政はコンサルテーション・ペーパーを発表し、

その周知を図るが、その後は期限が来るまで受身の状態である。 
181 教育省「保護者に問われる、成人向けサイトはブロックされるべきか」（Parents asked if adult websites 
should be blocked）： 
https://www.education.gov.uk/inthenews/inthenews/a00210813/discussion-paper-adult-web-content 基準日：2013
年３月 14日 
182 ISPレビュー（ISPreview UK）「イギリス４大 ISP、オンライン上の子どもの保護を助けるために倫理綱
領を発表」（Big Four UK ISPs Publish Full Code of Practice to Help Protect Children Online）：
http://www.ispreview.co.uk/story/2011/10/29/big-four-uk-isps-publish-full-code-of-practice-to-help-protect-children-
online.html 基準日：2013年３月 14日 
183インディペンデント紙（The Independent）「イギリス主要 ISP、新倫理綱領に同意」（New code of conduct 
agreed by major UK ISPs）： 
 http://www.independent.co.uk/news/media/online/new-code-of-conduct-agreed-by-major-uk-isps-2377199.html 
基準日：2013年３月 14日 
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ものではないとし、ISPはペアレンタルコントロールが必ず無料で提供されるよう取

り計らい、親にペアレンタルコントロールの利用可能性について周知を図り、新技

術や新しいペアレンタルコントロールのソリューションを継続的に評価・活用し、

毎年進捗状況を発表することを約束するとしている。 

    フィルターの必須選択及び無料提供は現在新規客のみが対象で市場のほんの一部

に適用されているだけの状態だが、国として、どのようなフィルタリングをどのレ

ベルで導入していくべきか、また法制化するかどうかで議論が沸騰している。 

    一方、ISP事業者トークトーク（TalkTalk）は、すでに無料のホームセーフ（HomeSafe）

サービスを提供している184。これはネットワークレベルでの無料のフィルタリング

で、３つの構成要素から成り立っている。 

     

   ①子どもの安全（Kid Safe）：コンテンツの分類を指定して、子どもが目にするウェ

ブサイトを制限するというもの 

   ②ウィルス警告（Virus Alerts）：ウィルスがネットワーク経由で入ってくる前に防止

し、ウィルス感染の疑いがあるサイトについて警告を行うというもの 

   ③宿題時間（Homework Time）：SNSやゲームサイトへのアクセスを指定時間に制限

し、子どもが宿題に集中できるようにするもの 

     

    UKCCISは大手のノート型パソコンやハードウェアメーカーと協力して、機器購入

後始めて機器を立ち上げたときに、上記の選択肢が表示されるように活動中である

が、公共のWiFiプロバイダーに対しても、公共の場所（例えばロンドン地下鉄、マ

クドナルド内など）では成人向けコンテンツに繋がらないように指導している。 

    大手小売店（テスコスーパー、ジョンルイス百貨店、ディクソン電気店、ＰＣワ

ールド電気店など）でも、商品購入時に店員が必ずすべての顧客に、ペアレンタル

コントロールをＯＮにするかどうか確認するという制度を試験的に導入している。 

  イ 現状 

    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。 

  ウ コンサルテーションと政府が示した３つのオプション185 

    オンライン・ブロッキングへの取組は、UKCCISが業界の音頭を取って進めている

動きであるが、政府は 2012 年６月 29 日に、オンライン・ブロッキングに関するコ

ンサルテーションを開始した。子どもを持つ親や企業に対して、成人向けのウェブ

                                                      
184 トークトークテレコムグループ（TalkTalk Telecom Group）「ホームセーフ」（Homesafe）：
http://www.talktalk.co.uk/security/homesafe-demo.html 基準日：2013年３月 14日 
185教育省「成人向けサイトはブロックされるべきか親に意見を求める」（Parents asked if adult websites should 
be blocked） 
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サイトや有害なウェブサイトから子どもを守るための自動オンライン・ブロッキン

グについての意見を広く求めた。 

    コンサルテーションペーパーには、以下の３つの選択肢が提示されていた。 

     

表２－３－１：選択肢の種類 

選択肢種類 選択肢の内容 

選択肢１ 

・「デフォルト ON」あるいは「オプトアウト」と呼ばれるもので、ISP

やネット接続機器が、ネットワークレベルで有害コンテンツを自動

的に遮断するという選択肢。 

・遮断されたコンテンツにアクセスしたい場合は、後で遮断を取り除

くという作業が必要となる。 

選択肢２ 

・家庭でのインターネットサービス契約時やインターネット接続機器

の購入時に必ずフィルター遮断ソフトウェアを機器にインストー

ルするかどうかの必須選択を設けるもので、「アクティブチョイス」

と呼ばれる。 

・オンライン、電話、店頭を問わず機器やサービスの購入時、あるい

は最初にデバイスを立ち上げたときやインターネット接続契約時

に必ず選択を迫られる。 

選択肢３ 

・「選択肢２」システムの複合オプション。遮断解除をしなければ自

動的に遮断されるオンラインコンテンツ一覧を顧客に提示すると

いう選択肢。「アクティブチョイス」プラスと呼ばれる。 

（出典：教育省「成人向けサイトはブロックされるべきか親に意見を求める」より186） 

     

  エ コンサルテーションの結果をうけた政府政策発表187 188 

    同コンサルテーションの結果を受け、2012 年 12月 19日に、英首相は「アクティ

ブチョイス」のオンライン・ブロッキングで今後推進していくことを発表した。そ

れまでは、ネットワークレベルでフィルタリングを行い年齢認証を経た後に初めて

成人コンテンツにアクセスできるようにする、「デフォルト ON」の導入が有力視さ

れていたが、そのような厳しい取り締まりへの需要が思ったほど高くなかったこと

から、子どもがインターネット上でポルノを目にしないよう、子どもを持つ家庭で

                                                      
186教育省「成人向けサイトはブロックされるべきか親に意見を求める」（Parents asked if adult websites should 
be blocked）：https://www.education.gov.uk/inthenews/inthenews/a00210813/discussion-paper-adult-web-content 
187 ザ・レジスタ記事：
http://www.theregister.co.uk/2012/12/14/government_response_to_consultation_on_online_parental_controls/ 
188 デイリーメール紙記事：
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2250809/Victory-Mail-Children-WILL-protected-online-porn-Cameron-orde
rs-s 
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は機器購入時にフィルターの必須選択が必要となる政策が選ばれた。 

    保守党のクレア・ペリー（Claire Perry）国会議員がこの件の担当に任命され、今後

新しい制度の導入を責任を持って推進していく189  190。 

  オ「アクティブチョイス」の具体的な流れ 

    選択されたオプション２の「アクティブチョイス」では具体的に以下の流れとな

る。新しいコンピュータの電源を入れると、まずその家庭に子どもがいるかの質問

が表示される。 

   「子どもがいるか」の質問に対する答えが「イエス」の場合は自動的にインターネ

ット・フィルターのページが表示され、好みに応じてフィルターを設定する。この

フィルター設定画面には、特定のコンテンツを遮断するか、特定の時間にアクセス

を制限するかなどの項目が含まれており、これにしたがって簡単に設定を済ませれ

ば、ポルノや有害サイトへのフィルターは自動的にオンとなる。 

    子どもがこのフィルター設定を勝手にいじらないように、フィルターアクセスへ

の年齢認証の仕方に工夫が必要である。今後クレジットカードの詳細や投票者リス

ト情報の活用などを検討していくとのことである。 

     

（３）制度、法及び政策 

  ア ゲームのレイティング：PEGIに関する新たな法規制191 192 193 194 195 

  （ア）PEGI 

     ゲームの汎欧州レイティング制度として「PEGI (Pan European Game Information、

以下 PEGI という)」196がある。これはゲームのパッケージにコンテンツの対象年

                                                      
189 ザ・レジスタ（The Register）「イギリス政府、児童保護を目的とした ISPフィルタリング計画を中止」
（UK.gov backs away from ISP level filtering plan to protect kids）：
http://www.theregister.co.uk/2012/12/14/government_response_to_consultation_on_online_parental_controls/ 基準
日：2013年３月 14日 
190 デイリーメール紙（Daily Mail）「我々の勝利！キャメロン首相の自動ブロック命令により、子どもたち
はオンラインポルノから保護される」（Victory for the Mail! Children WILL be protected from online porn after 
Cameron orders automatic block on sites）：
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2250809/Victory-Mail-Children-WILL-protected-online-porn-Cameron-orde
rs-sites-blocked-automatically.html 基準日：2013年３月 14日 
191汎欧州ゲーム情報（Pan European Game Information :PEGI）「イギリスで、PEGIが統一年齢レーティング
システムとして導入される」（PEGI installed as single age rating system for video games in UK）：
http://www.pegi.info/en/index/id/1068/nid/media/pdf/377.pdf 基準日：2013年３月 14日 
192英国国営放送（BBC ）「イギリス、PEGIのゲームレイティングシステムを実施」：
http://www.bbc.co.uk/news/technology-19042908 基準日：2013年３月 14日 
193 193汎欧州ゲーム情報（Pan European Game Information :PEGI）「よくある質問」：
http://www.pegi.info/en/index/id/26/ 基準日：2013年３月 14日 
194 VG24/7「今日、PEGIがイギリス法になる」（PEGI becomes UK law today）：
http://www.vg247.com/2012/07/30/pegi-becomes-uk-law-today/ 基準日：2013年３月 14日 
195 WHATCULTURE!「イギリス PEGI法：保護者が知るべきすべて」：
http://whatculture.com/gaming/uk-pegi-laws-everything-parents-need-to-know.php 基準日：2013年３月 14日 
196汎欧州ゲーム情報（Pan European Game Information :PEGI）「イギリスで PEGI導入」（PEGI in the UK!）：
http://www.pegi.info/en/index/id/1068/nid/46 基準日：2013年３月 14日 
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齢と特徴を表記するもので、欧州諸国の年齢レイティング制度に代わるものとし

て自主的に開発された、欧州共通のレイティング制度である。 

  （イ）ゲームレイティング制度の一本化 

     イギリスには以前よりイギリス独自のレイティングシステム（BBFC）197があり、

近年は上記 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）」198（この規制については後述）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。 

  （ウ）罰則 

     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など、厳しい処罰の対象となる。 

  （エ）当局に課された義務 

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

という)199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 はまた、必要に応じてゲームを禁止する権限を行使す

ることも、特定のゲームが３歳以下、６歳以下の子どもに不適であると提言する

こともできる。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。その不服申立ては独立した立場の GRAのゲーム不服審査委員

会（GAP）で審議される。 

     GRAは ビデオ規格委員会（The Video Standards Council、以下 VSCという）の

別名である。VSC はビデオゲームの年齢レイティングに関する業務については、

GRAとして活動を行う。 

  （オ）制度変更の発表 

     上述のレイティング制度の一本化は、もともとバイロン・レビュー200で提言さ

れたもので、それを受けて政府が 2009年６月に発表した「デジタルブリテン報告

書（Digital Britain Report）」201で発表されていた。 

                                                      
197 全英映像等級審査機構（British Board of Film Classification＝BBFC）：www.bbfc.co.uk 基準日：2013年
３月 14日 
198 イギリス国立公文書館（The Naitonal Archives）「ビデオ記録（ラベリング）規制 2012年」（The Video 
Recordings （Labelling） Regulations 2012）：http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1767/contents/made 基
準日：2013年３月 14日 
199 ゲームレイティング局 （Games Ratings Authority＝GRA ）：http://www.videostandards.org.uk/gra/ 基準
日：2013年３月 14日 
200 バイロン・レビュー報告：デジタル世界の中のより安全な子どもたち（Safer Children in a Digital World） 
201 文化・メディア・スポーツ省（Department for Culture, Media and Sports）「デジタルブリテン最終報告書
（Digital Britain Final Report）」：
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図２－３－１：PEGIのレイティング制度 

 
     

 

(出典：PEGIホームページ) 

     

  イ ミュージックビデオへの規制導入に関する議論とコンサルテーション202 

  （ア）現時点での対応 

     現時点ではミュージックビデオには年齢レイティングが行われていないが、こ

れは年齢レイティングを DVDやブルーレイなどの録画・録音商品に義務付けるビ

デオ記録法（Video Recording Act）203（３（３）「ウ ビデオ記録法について」参照）

が、音楽、スポーツ、宗教や教育などに関する録画・録音商品を適用除外として

いるためである。これは 1984年にこの法律が制定されたときには現在のようなミ

ュージックビデオの出現を予想できなかったことが原因である。 

  （イ）ビデオゲームの規制への動き 

     ビデオゲームも同法の適用対象外となっていたが、それがまず上述のバイロ

ン・レビューで問題として提起され、法改正へとつながり、規制対象となった。 

  （ウ）音楽ビデオ規制適用に関する主張 

     ビデオゲームの年齢レイティングの国会討議の中で、音楽ビデオの問題も指摘

され、その後まとめられたベイリー・レビューでも、音楽ビデオにはかなり性的

で挑発的な歌詞や画像が含まれているため、音楽ビデオにも年齢レイティングを

適用すべきとの主張がなされた。 

  （エ）音楽ビデオ規制適用に対する反論 

     これを受けて、政府は業界への自主規制を求めたが、業界は、オンライン音楽

ビデオへの年齢制限制度の適用は困難である上、混乱を引き起こすとして強く反

                                                                                                                                                            
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/images/publications/digitalbritain-finalreport-j
un09.pdf 基準日：2013年３月 14日 
202 英国国営放送（BBC）「音楽ビデオに対する年齢制限は『必要なし』」（Age ratings on music videos 'not 
necessary'）：http://www.bbc.co.uk/newsbeat/17466594 基準日：2013年３月 14日 
203 全英映像等級審査機構（British Board of Film Classificatio）「ビデオ記録法」（Video Recording Act）：
http://www.sbbfc.co.uk/recordings_act 基準日：2013年３月 14日 
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対。ユーザー、アーティスト、サービスプロバイダーにとっても大きな負担とな

り収益減につながると主張した。インターネット上にはこれより遥かに悪質なも

のがあふれており、子どもがオンラインで消費する音楽ビデオについては親の責

任との反論を展開している204  205。 

  （オ）インターネット・コンテンツが規制されない理由 

     ビデオ記録法の一番の欠点は、これがハードコピーにしか効力を発揮しないこ

とである。よってインターネット上のコンテンツには当法が適用されない（テレ

ビで放映されるコンテンツについては、通信法（Communications Act）206の規制対

象）。そうはいっても、DVD やビデオに年齢別レイティングが表示されていれば、

放送局やインターネット会社もその事実を重視し、責任のある行動をとるはずだ

とベイリー・レビューでは主張している207。 

  （カ）議論の終結 

     政府側は自主規制に合意できない場合には、より厳しい法規制を設けると威嚇

的態度を示し、レビュー執筆者のベイリー氏も、政府が規制で締め付けるより、

音楽業界が政府と協力姿勢を示した方が関係者全員にとって楽であろうとの意見

を述べた208。 

  （キ）アンケート調査結果 

     その後ミュージックビデオの規制化に関して全英映像等級審査機構（British  

Board of Film Classification、以下 BBFCという）209が調査を実施。母親のオンライ

ンネットワーク、マムズネット（Mumsnet）210の会員を対象に BBFCが 2011年３

月に実施したオンライン調査（サンプル数 1,005）によれば、保護者は法律にその

ような適用除外があることをほとんど認識していなかった。また現在年齢別レイ

ティングの適用除外となっているDVDやビデオにも年齢レイティングを設けるこ

とを強く望んでいることが明らかになった。「現在適用除外となっている DVD や

ビデオで、子どもに不適切な内容が含まれているものに対して、BBFCの認定する

年齢レイティングをつけることが提案されているが、それについてどう思うか」

                                                      
204 サイバー上の権利と自由の会（Cyber rights & Cyber-Liberties）：http://www.cyber-rights.org/watchmen.htm 
基準日：2013年３月 14日 
205 英国国営放送（BBC）「音楽ビデオに対する年齢制限は『必要なし』」（Age ratings on music videos 'not 
necessary'） 
206 英国コンピュータ協会（British Computer Society）「通信法」（Communications Act）： 
http://www.bcs.org/content/conWebDoc/18328 基準日：2013年３月 14日 
207 ベイリー・レビュー（Letting Children be Children: Report of an Independent Review of the Commercialisation 
and Sexualisation of Childhood by Reg Bailey） 
208 全英映像等級審査機構（British Board of Film Classificatio）「DVD・ビデオ等級に関する調査」（DVD/Video 
Classification Survey）：http://www.bbfc.co.uk/sites/default/files/attachments/Mumsnet%202011_0.pdf 基準日：
2013年３月 14日 
209全英映像等級審査機構（British Board of Film Classification＝BBFC）：www.bbfc.co.uk/ 基準日：2013年
３月 14日 
210 マムズネット（Mumsnet）：www.mumsnet.com 基準日：2013年３月 14日 



第２章 イギリス 

 94

という質問に対する答えは、下記の図表で読み取れるように、「強く支持」が 33％、

「ある程度支持」が 35％と、「支持する」が 68％だったのに対し、「反対する」は

５%であった。（以下、図２－３－２参照） 

      

図２－３－２：BBFCが認定する年齢レイティングについての意見（％）211 

BBFCが認定する年齢レイティングについての意見（％）
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DVDやビデオの内容による

よく知らない、意見はない

 
（出典：全英映像等級審査機構（British Board of Film Classificatio）「DVD・ビデオ等級

に関する調査」より） 

      

     このアンケート調査から、親の 80％が、青少年に不適切な内容を含むビデオで

現在年齢レイティングの対象外となっているものは、法的な年齢レイティングの

対象とすべきだと考えていること、また、人間への暴力や性的な内容のものは特

に年齢レイティングの対象とすべきだと考えていることが明らかになった。 

  （ク）政府の示したオプション212 

     数ヵ月後の 2012年５月に発表されたコンサルテーションペーパーで、政府は以

下のオプションを提示した。 

                                                      
211全英映像等級審査機構（British Board of Film Classificatio）「DVD・ビデオ等級に関する調査」（DVD/Video 
Classification Survey）：http://www.bbfc.co.uk/sites/default/files/attachments/Mumsnet%202011_0.pdf 
212文化・メディア・スポーツ省（Department for Culture, Media and Sports）「ビデオ記録法の除外項目及び映
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）：
http://www.culture.gov.uk/images/consultations/VRACinemaads_consultation_May2012.pdf 基準日：2013年３
月 14日 
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表２－３－２：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：文化・メディア・スポーツ省（Department for Culture, Media and Sports）「ビデ

オ記録法の除外項目及び映画館広告に関するコンサルテーション」より） 

      

    「オプション０」は、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」を実行に移すには、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」を実行に移すには、行政レベルの法案制定が必要となる。 

    「オプション３」は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213（４（４）「イ ミュージックビデオのレイティング制度：

PAS」参照）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。 

     政府としては、「オプション２」の適用除外の閾値を下げることが好ましいだろ

うとしている。このオプションを利用すれば、現在特に問題視されているような

商品が法的な年齢レイティングの適用範囲に収まる一方、大多数の、無害なコン

テンツには負担がかからないようにすることが可能である。 

     今後の動きとしては、このコンサルテーションには、多数の関係者から意見が

                                                      
213 同上、5.17項、24頁 
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寄せられ、現在政府はコンサルテーションの結果をまとめている。コンサルテー

ションの結果を受けて政府からどのオプションを最終的に選ぶのか、意思表示が

なされることが予定されている。 

  ウ ビデオ記録法について214  215 

    ビデオ記録法（Video Recording Act）は 1984年に国会で可決されたイギリス国内法

で、イギリス国内で販売若しくは貸し出される商用ビデオ-DVD、ブルーレイディス

クその他のハードコピーのビデオ作品には、内務省が指名する機関によって定めら

れた年齢レイティングが付されなければならないと定めるものである。この法律に

より、1912年より映画の認証を担当してきた BBFCが 1985年よりイギリスの公式な

レイティング機関に指定された。この法律によって一部の録画コンテンツやビデオ

ゲームに年齢レイティングが義務付けられた一方、数種類のビデオ-主に音楽、スポ

ーツ、宗教及び教育に関するビデオは、特に過激な内容のものを除き同法適用の対

象外とされた。また大半のビデオゲームも同法適用の対象外とされた。これは、20

年以上前の当時は無難な内容の音楽ビデオやスポーツビデオしか存在せず、現在の

状況が予見できなかったからに他ならない。 

    ビデオゲームについては、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）」によっ

て、新たな管理機関が定められ、年齢レイティングが義務づけられた。ビデオゲー

ムに関する国会審議のなかで、ビデオゲームに限らず、音楽やスポーツのビデオに

関しても適用除外をなくすべきとの声が上がった上、ベイリー・レビューでも音楽

ビデオの適応除外について政府の再考を求める意見が出されたことを受けて、現在、

文化メディア・スポーツ庁が関係者に、当法の適用除外項目に関してコンサルテー

ションを行い意見の取りまとめを行っているところである。 

    

（４）公的機関の取組内容 

  ア Ofcomの活動216  217 

    情報通信の規制庁である Ofcom はテレビ放送や通信関係に関しては法的執行力を

持つが、インターネットのコンテンツに関しては管理範囲外とされている。よって

ウェブサイト運営者に対するガイドラインも Ofcom からは発表されていない。政府

                                                      
214全英映像等級審査機構（British Board of Film Classificatio）「ビデオ記録法」（Video Recording Act）：
http://www.sbbfc.co.uk/recordings_act 基準日：2013年３月 14日 
215 ウィキペディア（Wikipedia）「ビデオ記録法」（Video Recordings Act 1984）：
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_Recordings_Act_1984 基準日：2013年３月 14日 
216 アンテロープ・コンサルティング（Antelope Consulting）「規制とインターネット」（Regulation and the 
internet） 
217文化・メディア・スポーツ省（Department for Culture, Media and Sports）「ビデオ記録法の除外項目及び映
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） 



第２章 イギリス 

 97

としては、IWF が十分にその役割を果たしているのでそれで十分であり、基本的に

業界の自主規制に任せるという立場を維持している。 

    Ofcomはインターネットに関する利用者調査を毎年実施しており、UKCCISのメン

バーとして高い関心を示してはいるが、インターネット業界を指導、規制する立場

にはなく、利用者に対する安全教育実施を主眼とした活動に終始している。 

    Ofcomの定める Ofcom放送規約（Ofcom Broadcasting Code）218は法的執行力を持つ。

この規約は放送者がいつどのように異なるコンテンツを放送するかのルールを定め

たもので、BBFC（あるいはそれに相当する年齢レイティング）の基準が基本となっ

ている。しかしながら、インターネットはこの規制の対象外である。 

    以下に Ofcomによる取組として、 

  （ア）消費者向け啓蒙記事 

  （イ）「スマート」ルールの周知 

   について述べる。 

     

  （ア）消費者向け啓蒙記事219 

     インターネット関係の情報を求めて Ofcom に連絡をとる人が多いことから、消

費者向け啓蒙記事「デジタル世界で子どもを安全に守るには（Protecting your 

children in a digital world）」が用意されている。ここでは安全に子どもがインターネ

ットを使うための基本的な注意点が述べられているが、基本的には他の有益なウ

ェブサイトを紹介し、そちらで詳細情報を獲得するよう推奨している。 

  （イ）「スマート」ルールの周知220 

     Ofcom は子ども向けに、オンライン上での安全ポイントに関する周知活動を行

っている。注意事項の頭文字をとって「SMART（スマート）」と名づけられたルー

ルの注意事項及びその内容を以下のとおりまとめた。 

                                                      
218英国情報通信庁（Office of Communications,：Ofcom）「英国情報通信庁放送規約」（The Ofcom Broadcasting 
Code）：http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/ 基準日：2013年３月 14
日 
219英国情報通信庁（Office of Communications,：Ofcom）「デジタル世界で子どもを安全に守るには（Protecting 
your children in a digital world）」：
http://consumers.ofcom.org.uk/2011/04/managing-your-media-protecting-your-children-in-a-digital-world/ 基準
日：2013年３月 14日 
220英国情報通信庁（Office of Communications,：Ofcom）「Ofcomスマートルール」：
http://consumers.ofcom.org.uk/files/2009/09/managemedia.pdf 基準日：2013年３月 14日 
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表２－３－３：注意事項の種類 

注意事項 内容 

S：Safe（安全） 

チャットあるいは投稿では自分の個人情報、例えば電子

メールアドレス、電話番号、パスワード等を他人に教え

たり、提示したりしないこと 

M：Meeting（出会い） 
インターネット上でしか知らない人と実際に会うのは

危険であること 

A：Accepting（受取り） 

自分の知らない人や信頼しない人から送られてきた電

子メールやメッセージ、ファイルには、ウィルスや不快

なメッセージが含まれている危険があるため、受取りに

は十分注意すること 

R：Reliable（信頼） 

インターネット上では、自分自身を偽っていたりするこ

ともあり、信頼できない情報であることがある。常に他

のサイトや本で調べたり誰かに聞いたりしてその信憑

性を確認すること。インターネット上のチャットは、現

実に知っている人とのみ行うのが好ましい 

T：Tell（伝える） 

誰か、あるいは何かで不快に感じたり心配になったりし

た場合、あるいはネット上で誰かがいじめを受けている

ことに気づいたら、保護者や親、信頼できる大人に伝え

ること 

（出典：Ofcomスマートルールより） 
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図２－３－３：注意事項のロゴ 

 
（出典：Ofcomスマートルールより） 

     

  イ CEOPの活動221  222 

  （ア）組織概要 

     児童搾取対策オンライン保護センター（Child Exploitation and Online Protection 

                                                      
221児童搾取対策オンライン保護センター（Child Exploitation and Online Protection Centre＝CEOP ）「CEOP
年次報告書」：

http://www.ceop.police.uk/Documents/ceopdocs/CEOP_Annual_Review2011-2012_and_Centre_Plan2012-2013.pdf 
基準日：2013年３月 14日 
222 児童搾取対策オンライン保護センター（Child Exploitation and Online Protection Centre＝CEOP ）「統計」
（Statictics and Facts）：http://www.ceop.police.uk/Media-Centre/Statistics-and-facts/ 基準日：2013年３月 14
日 
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Centre、以下 CEOP という）223は性的児童虐待の撲滅を目的として 2006 年に設立

された警察組織である。UKCCIS の主要メンバーであり、国内外の警察と協力し、

設立以降すでに 500万人に教育プログラムの提供、700件もの児童虐待事件究明に

関与、166件もの違法性犯罪ネットワークの撲滅に寄与した。 

  （イ）情報提供、教育実施活動 

     青少年を巻き込んだ主要プログラム「シンクＵＫナウ（Thinkuknow、以下 

Thinkuknow という）」は、2006 年の CEOP 創設時から開始しており、読み手の属

性に合わせた情報提供を行っている。例えば、５歳から７歳向けのページでは、簡

易な文章で、小学校低学年生が関心をもち、理解できる内容で訴求を図っている一

方、11歳から 16歳向けのページでは、10代の若者が直面しがちな問題について詳

しい説明を行っている。また、3,500人の専門家を養成し、これらの専門家がさら

に各分野で活動することでユーザー数７万人のネットワークを構築している。

Thinkuknow のウェブサイト224には、インターネット安全のための対象年齢別の各

種教材が無料で提供されている上、CEOP主催のトレーニングへの登録もここから

できる。 

     

図２－３－４：CEOPのインターネット安全周知活動 

 
（出典：Thinkuknowのホームページ） 

      

                                                      
223児童搾取対策オンライン保護センター（Child Exploitation and Online Protection Centre＝CEOP） ：
http://www.ceop.police.uk/safety-centre/ 基準日：2013年３月 14日 
224 Thinkuknow：www.thinkuknow.co.uk/ 基準日：2013年３月 14日 
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  （ウ）CEOP報告ボタン 

     不適切と思われるコンテンツについて報告する手段として最も普及しているの

は、CEOPの報告ボタンである。 

     この報告ボタンはさまざまなウェブサイト上に設けられ、子どもが何か不快な

ものに遭遇したときにボタン１つで専門家に繋がる。このボタンはすでにビボ

（Bebo）とインターネットメッセンジャー（Windows Instant Messenger）に組み込

まれている。2011年に CEOPに上げられた 5400件の報告のうち半数はこのボタン

を利用した一般市民からのものであった。チャリティ団体である NSPCCは児童保

護アドバイザーを提供し、同一センター内で年中無休でこのホットラインの対応

に当たっている。CEOPは警察組織の一部であるため、報告があればそれに直ちに

対応する能力を持つ。 

     

図２－３－５：CEOPの報告ボタン 

 
（出典：CEOPサイト） 

    

（５）関連民間団体に対する支援 

  ア UKCCISの活動 225 

    英国青少年インターネット安全協議会(UK Council for child Internet Safety)226は、バ

イロン・レビューの提言を受けて政府主導で 2008 年に設立された政府組織である。

青少年の保護のために業界の自主規制及びペアレンタルコントロールの最善導入方

法について、関連民間団体の合意を取り付けることを活動目的とする。2008 年以降

青少年インターネット安全活動の統括的、中核的存在として、数々の成果をあげて

きた。代表的な成果は以下のとおりである。 

     

   ・４大 ISP（BT、Sky、TalkTalk、Virgin）に、ブロードバンド接続に「アクティブチ

ョイス(Active Choice)」227の導入を約束させた。2011年 10月に実施基準が発表され、

2012年 10月から全新規顧客に対してペアレンタルコントロールの「アクティブチ

ョイス」が導入された。 

                                                      
225 教育省「子どものインターネット上の安全」（Child Internet Safety）： 
https://www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/safeguardingchildren/b00222029/child-internet-safety 基準
日：2013年３月 14日 
226 同上 
227 アクティブチョイスの説明については、３（２）「オ「アクティブチョイス」の具体的な流れ」を参照。 
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   ・デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン、タブレットのセクターにもアクテ

ィブチョイスを推進すべく大臣が議長となって話し合いの場を設けた。ボーダフ

ォンは Androidスマホ用の独自のペアレンタルコントロール・アプリケーションを

発表した。ディクソン（Dixon）電気店は率先して店内で安全メッセージ周知キャ

ンペーンを実施している。 

   ・毎年「安全なインターネットの日」228（４（２）「イ「言わない、受け付けない、

ひとりで悩まない（Zip it, block it, flag it）規範」参照）を設け、周知活動を行っ
ている。 

     

    UKCCISには以下、さまざまな分野から 180以上の機関や個人が会員として参加し

ている。 

     

表２－３－４：UKCCIS参加機関 

政府機関 
内務省、司法省、教育省、ウェールズ議会、スコットラン

ド政府、北アイルランド 

法執行機関 広告基準局(ASA)、CEOP、Ofcom 

ISP（固定及び移動） 
トークトーク（TalkTalk）、ボーダフォン（Vodafone）、 

バージンメディア（Virgin Media）、英国電信電話会社（BT）

検索プロバイダー ヤフー（Yahoo!）、グーグル（Google） 

SNS事業者 
フェースブック（Facebook）、マイスペース（Myspace）、

ベボ（Bebo） 

ソフトウェア＆ 

ビデオゲーム メーカー 

EA、ジャゲックス（Jagex）、アクティビジョン（Activision）、

マイクロソフト（Microsoft） 

ハードウェアメーカー 
シスコ（Cisco）、アップル（Apple）、ソニー（SONY）、 リ

ーチインモーション（RIM） 

情報通信業界団体 

ISPA（４（３）「オ ISP協会の自主的行動規範」参照）、

Mobile Broadband Group（４（４）「オ 携帯電話業界の自

主規制」参照）、UKIE（４（４）「カ ビデオゲームの自

主規制：UKIEの活動」参照） 

保護者グループ 
マムズネット（Mumsnet）、ペアレントフォーカス 

（Parentfocus）、ペアレンティングＵＫ（Parenting UK） 

その他 学術界、放送業界、慈善事業団体の関係者等 

（出典：UKCCISサイト） 

     

                                                      
228 英国インターネット安全性向上センター（UK Safer Internet Centre）「安全なインターネットの日」（Safer 
Internet Day）：http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day 基準日：2013年３月 14日 
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    UKCCISの理事会が当団体の戦略的方向性を定め、活動エリアの優先順位を決定す

る。理事会は児童大臣と犯罪防止大臣が共同で議長を務め、年４回開かれる。 

    UKCCISのプロジェクトグループは６週間に 1回ミーティングを開き、それぞれの

活動エリアに関する活動を行い、必要に応じて、サブグループに業務を割り振る。 

    現在活動中のプロジェクトグループは以下のとおりである。 

     

   ・ペアレンタルコントロール・プロジェクト 229：「アクティブチョイス」の導入

について積極的に活動している。 

   ・業界の自主規制プロジェクト 230：EU レベルで２つのプロジェクトが現在進行し

ている。また過去にいくつかセクター向けガイドラインをまとめた。 

   ・オンライン年齢検証プロジェクト231 ：年齢検証ソリューションの最善実施例の特

定及び導入の障害となっている政策や規制の特定を行っている。 

     

    UKCCIS が自主規制プロジェクトの中でまとめたガイドラインが４つ提示されて

いるが、これについては、「４ 青少年のインターネット利用環境に関する民間機関

の取組や現時点における青少年のインターネット利用環境に関する民間団体の取組

の内容」「（３）ウェブサイト運営者に対するガイドライン策定232」にて解説する。 

    

（６）ウェブサイト運営者等が青少年による有害情報の閲覧を制限する措置などを取った

場合における民事責任の制限 

  ア ウィキペディア記事の閲覧制限への不服申立ケース233 234 235 

    2008 年 12 月に、上記 IWF がウィキペディア（Wikipedia）236のある記事を大多数

                                                      
229 教育省「UKCCISペアレンタルコントロール・プロジェクト」（Parental controls）：
http://www.education.gov.uk/ukccis/groups/a0075872/parental-controls 基準日：2013年３月 14日 
230教育省「UKCCIS業界の自主規制プロジェクト」（Self-regulation of industry）：
http://www.education.gov.uk/ukccis/groups/a0075834/self-regulation-of-industry 基準日：2013年３月 14日 
231教育省「UKCCISオンライン年齢検証プロジェクト」（Online age verification）：
http://www.education.gov.uk/ukccis/groups/a0076368/online-age-verification 基準日：2013年３月 14日 
232 「ア チャット、インスタントメッセージ、インターネット接続コンテンツ＆ホスティングのためのガ
イドライン」、「イ 検索サービスプロバイダーのためのガイドライン」、「ウ SNS及びユーザーイン
タラクティブサービスのプロバイダーのためのガイドライン」、「エ 青少年のインタラクティブサービ

スの管理のためのガイドライン」 
233 英国市民オンライン民主主義（UK Citizens Online Democracy）「ウィキペディア閲覧制限に関する警察
からの IWFへの助言」：http://www.whatdotheyknow.com/request/police_advice_given_to_the_iwf_r 基準 3
日：2013年３月 14日 
234英国国営放送（BBC Newsbeat）「児童虐待サイトのブロックは可能か」（Can we block child abuse sites?）：
http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2009/02/can_we_block_child_abuse_sites.html 基準日：2013年３月 14
日 
235 ウィキペディア（Wikipedia）「インターネット監視基金とウィキペディア」（Internet Watch Foundation and 
Wikipedia）：http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Watch_Foundation_and_Wikipedia 基準日：2013年３月 14
日 
236 ウィキペディア（Wikipedia）：http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 基準日：2013年３月 14日 
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のイギリス国内の ISP に配布している「クリーンフィード(Cleanfeed)」、いわゆるブ

ラックリストに載せるという事件が発生した。 

    これはドイツの「ザ・スコーピオンズ（The Scorpions）」というバンドが 1976年に

リリースしたアルバム「バージンキラー（Virgin Killer）」に関するウィキペディアの

記事で、少女の裸体がカバージャケットに描かれていることが理由であった。 

    IWFは警察と話し合った結果の決断だとし、警察が更なる措置を取ると主張した。 

    しかし、数日後 IWFの不服申立手続の利用により、IWFは決断を撤回し、ウィキ

ペディアをブラックリストから外した。IWF の不服申立手続が用いられたのはこれ

が初めてのケースであった。これに関して、賠償金が支払われたという記載はまっ

たく見当たらない。 


