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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 

（１）有害コンテンツ排除に向けた IWFの活動237 

   1996年にイギリスの ISPが運営するニュースグループ上に子どものわいせつな写真   

掲載されたことを機に、通産省、内務省、警察と ISP数社が話し合い、レイティング、

報告、責任に関する合意がなされ、それがインターネット監視財団 (Internet Watch 

Foundation)の設立へと結びついた238。 

     

 

図２－４－１：IWFのロゴ 

 

（出典：IWFサイト） 

      

   IWFの活動目的は、インターネット上の子どもの性的虐待のコンテンツに関する一 

般市民からの苦情の受け口となり、その評価と追跡を行い、犯罪的コンテンツの抹消に

寄与することである。開設当初から一般市民用のホットラインを積極的に活用し、警察

と協力してイギリスのインターネット業界に有害サイトのリストを提供し有害かつ違

法なコンテンツの排除に努めている。ISP が有害コンテンツを削除しない場合は IWF

の規約をもとに IWFが訴訟を起こすことも可能である。しかし、IWFの作成するリス

ト利用は強制ではなく任意であるため、すべての ISP が IWF 作成リストを利用して有

害コンテンツをブロックしているわけではなく、イギリス国内 ISPの５％は主にコスト

高を理由としてリストを利用しておらず、利用しないことに関する罰則も設けていない。 

   IWFの活動範囲はリストの作成と提供に制限されており、アクセスのブロックはリ 

ストを受け取った会社側に全責任がある239。リストは、特定の URLのみをブロックす

るように作成されている。ドメイン全体をブロックしてしまうと、合法的なコンテンツ

まで過剰にブロックされてしまうため、ドメイン全体をブロックしないよう IWF は推

                                                      
237インターネット監視基金（Internet Watch Foundation: IWF）「IWFの活動範囲」：
http://www.iwf.org.uk/about-iwf/remit-vision-and-mission 基準日：2013年３月 14日 
238 インターネット監視基金（Internet Watch Foundation: IWF）「IWFの歴史」：
http://www.iwf.org.uk/about-iwf/iwf-history 基準日：2013年３月 14日 
239 インターネット監視基金（Internet Watch Foundation: IWF）「IWFから Ofcomへの意見書」：
http://www.iwf.org.uk/accountability/consultations/ofcoms-net-neutrality-consultation 基準日：2013年３月 14日 
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奨している。 

    

（２）青少年のリテラシー能力向上のための活動 

  ア 学校における安全なインターネット利用教育240 

    2011 年から「安全なインターネット利用」が、イングランドの小学校の必須履修

科目に指定された。それまでは中学生以上を対象とした履修内容に定められていた

が、2011 年からは５歳児（イギリスにおける小学校教育開始年齢）からインターネ

ット安全教育を受けることとなった。 

   「賢くクリック、安全にクリック（Click Clever, Click Safe）」と名づけられた新しい

政府の戦略では、子どもが安全にインターネットを使う行動基準「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）」を守り、また不適切な

コンテンツを遮断し、そのようなコンテンツを見つけた場合はそれを適宜伝えるよ

う指導することを目指している。「賢くクリック、安全にクリック」では、以下に説

明する「言わない、受け付けない、ひとりで悩まない」規範を中心とした訴求が図

られている。 

    Ofcomの調査結果でも、80％の親が、「自分の子どもは学校で安全なインターネッ

トの利用について教育を受けた」と回答した。（以下、図２－４－２参照） 

                                                      
240英国国営放送（BBC Newsbeat）「狙われた子どもたちのためのインターネット上の安全性」（Internet safety 
for children targeted）：http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/8398763.stm 基準日：2013年３月 14日 
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図２－４－２：「自分の子どもは学校で安全なインターネットの利用について教育を受け

た」と回答した親の割合（年齢層別）、2010～2012年241 

 

（出典：Ofcom "Children and Parents: Media Use and Attitudes Report"図 96） 

 

  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242 

    2010年の「安全なインターネットの日（Safer Internet Day）」に、子どもへのイン

ターネット安全周知を目的として立ち上げられたコード。UKCCISが開発した。子ど

もがインターネットを使う際に覚えておくべき行動規範として、学校、小売店、ソ

ーシャルネットワークなどを中心に訴求されている。このコードは「言わない（Zip 

it）」、「受け付けない（Block it）」、「ひとりで悩まない（Flag it）」という三つの覚えや

すいアクションで構成されている。 

    

表２－４－１：アクション名と内容 

アクション名 内容 

言わない：（Zip it） 
自分の個人情報を他人に教えないこと。オンライン

での発言や行動に注意を払うこと。 

受け付けない：（Block it） 

不快なメッセージを送ってくる人を遮断し、電子メ

ールやソーシャルネットワークに付されたリンクや

添付文書は、100％安全だと確信が持てない限り開け

ないこと。 

                                                      
241 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/oct2012/main.pdf 
242 Nidirect「言わない、受け付けない、ひとりで悩まない」（‘Zip it, Block it, Flag it’ – a guide to the code）： 
http://www.nidirect.gov.uk/click-clever-click-safe-help-your-child-enjoy-the-internet-safely 基準日：2013年３月
14日 

５～15歳 

５～７歳 

８～11歳 

12～15歳 

そう思う どちらでもない そう思わない 
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ひとりで悩まない：（Flag it） 

何か不快なものをネット上で目にしたり、ネット上

での知り合いに、実際に会おうと誘われたときには、

両親や保護者、教師などにそれを伝えること。 

（出典：英国政府ポータルより） 

    

図２－４－３：“Zip it, block it, flag it” 

 

 

（出典：英国政府ポータルより） 

     

  ウ イギリスの「より安全なインターネットセンター」243  244 

    欧州委員会が一部資金を提供して欧州全体で活動する「より安全なインターネッ

トセンター（Safer Internet Centre）」のイギリス版。子どもや親のオンライン安全問題

に関する意識向上活動を行う。イギリス支部はイギリス南西部学習トラスト（South 

West Grid for Learning Trust）245 、チャイルドネット・インターナショナル（Childnet 

International）246 及び IWFによって設立された。 

  エ より安全なインターネットの日247 

    上記 UK Safer Internet Centreがコーディネートを担当する、今年で 10周年目を迎

える「より安全なインターネットの日（Safer Internet Day）」は、2013年２月５日に

開催される。今年のテーマは「オンラインの権利と責任（Online Rights and 

                                                      
243 英国インターネット安全性向上センター（UK Safer Internet Centre）：http://www.saferinternet.org.uk/ 基
準日：2013年３月 14日 
244 インターネット監視基金（Internet Watch Foundation: IWF）「英国インターネット安全性向上センターが、
『安全なインターネットの日』にインターネット安全策を示す」（UK Safer Internet Centre highlights internet 
safety measures for online games on Safer Internet Day）：
https://www.iwf.org.uk/about-iwf/news/post/298-uk-safer-internet-centre-highlights-internet-safety-measures-for-onli
ne-games-on-safer-internet-day 基準日：2013年３月 14日 
245 英国南西部教育連合（South West Grid for Learning）：http://www.swgfl.org.uk/ 2013年３月 14日 
246 チャイルドネット・インターナショナル（Childnet International）：
http://www.childnet.com/about/history.aspx 基準日：2013年３月 14日 
チャイルドネット・インターナショナルは、子どものためのインターネットの価値向上を目指した活動を

するチャリティ団体 
247 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」：
http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day 基準日：2013年３月 14日 
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Responsibilities）」である。学校、企業、政府機関、地方自治体、警察、青少年関連組

織等を巻き込み、より広くインターネットの安全な利用について周知活動が行われ

る。 

     

（３）ウェブサイト運営者に対するガイドライン策定248 

   UKCCISが自主規制プロジェクトの中で、以下「ア」から「エ」に述べる４つのガイ

ドラインをまとめた。また、ISP協会は、以下「オ」に述べる自主的行動規範をまとめ

た。 

  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249（改訂版 2010年発行） 

    インターネット業界は多様性に富み、大小さまざまなプロバイダーが混在してい

ることから、このガイドライン－最善実施例では、詳細を１つ１つ規定するのでは

なく、各組織に適したものを適宜適用するよう奨励するというアプローチが採用さ

れている。当ガイドラインでは以下の内容を目指している。 

     

   ・サービスプロバイダーに最善実施例の枠組みを示し、ユーザーにより良いより安

全なサービスが提供できるようにすること 

   ・子どもやその他のユーザーが、より確かな情報に基づいた決定ができるようにす

ること 

   ・情報を明確で分かりやすいものとすること 

   ・提供されているサービスに一般市民が信頼を置けるようにすること 

     

   上記のガイドラインには、法的強制力はない。 

  イ 検索サービスプロバイダーのためのガイドライン250（改訂版 2010年発行） 

    検索サービスプロバイダーのためのガイドラインの初版は、IWF や警察、関係各

者を集めた内務省児童保護作業部会によって 2005年に発行された。2010年の当改訂

版は、それをもとに、時代に沿った内容となるように UKCISS が適宜内容に手を加

えたものとなっている。このガイドライン改訂にあたっては、ヤフー、オレンジ、

ボーダフォン、グーグル、AOL、マイクロソフトなども関与した。 

                                                      
248 UKCCISの活動：http://www.education.gov.uk/ukccis 基準日：2013年３月 14日 
249 英国児童インターネット安全委員会（UK Council for Child Internet Safety）「チャット、ＩＭ、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」（Good practice guidance for the providers of 
chat services, instant messaging (IM) and internet connectivity content and hosting）：
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/i/industry%20guidance%20%20%20chat%20and%20im.pdf 基準
日：2013年３月 14日 
250 英国児童インターネット安全委員会（UK Council for Child Internet Safety）「検索サービスプロバイダー
のためのガイドライン」（Good practice guidance for the providers of search） 
：http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/i/industry%20guidance%20%20%20search.pdf 基準日：2013年
３月 14日 
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  （ア）子ども用にゾーニングされた検索結果 

     検索サービスプロバイダーのためのガイドラインでは、子どもにとって安全な

ように特にゾーニングされた検索サービスについて言及している。子どもにとっ

て安全な検索結果が表示されるように、マニュアルでサイトを選択していくこの

ようなサービスは、提供にかなりの労力を必要とする一方、商業的収益が得られ

にくいことから、イギリスではあまり普及していない。低年齢の子どもには、例

えば CBBC251が提供する安全な検索結果は好評である一方、宿題に検索を利用する

ような高年齢の子どもには、検索結果がかなり制約されることから不評である。 

  （イ）推奨事項 

     当ガイドラインには、以下の項目に関する推奨事項が列記されている。 

      

    ・ユーザーへのアドバイス 

    ・安全な検索 

    ・違法なコンテンツとその通報 

    ・子ども用に設計された検索サービス 

    ・その他の最善実施例 

      

  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252（改訂版 2010年発行） 

    インターネット業界は多様性に富み、大小さまざまなプロバイダーが混在してい

ることから、このガイドライン－最善実施例では、詳細を１つ１つ規定するのでは

なく、自組織に適したものを適宜適用するよう奨励するというアプローチが採用さ

れている。同ガイドラインでは、 

    

   ・潜在的なリスクや安全上の問題を浮き彫りにすること 

   ・業界その他に安全上のアドバイスを提供し、青少年、保護者に安全上のヒントを

提供すること 

     

   を目指しているが、法的強制力はない。 

    多くの SNS 及びインタラクティブサイトは、アメリカ合衆国、イギリス及びオー

ストラリアのユーザーに、国を問わず利用されている。サービスプロバイダーの多

                                                      
251 BBC放送が提供する子ども向けポータルサイト。子ども向けの呼び方は”C Beebies”。
http://www.bbc.co.uk/cbbc/ 基準日：2013年３月 25日 
252 英国児童インターネット安全委員会（UK Council for Child Internet Safety）「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」（Good practice guidance for the providers of social 
networking and other user-interactive services）：
http://media.education.gov.uk/assets/files/industry%20guidance%20%20%20social%20networking.pdf 基準日：
2013年３月 14日 
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くがユーザーの最低年齢を 13歳と規定しているが、これはアメリカの法律(Children’s 

Online Privacy Protection Act 1998など)で子どもから個人情報を収集するには子ども

が 13歳以上であるべきと規定されており、アメリカに本社を置く組織が多いという

理由によるものである。イギリスやオーストラリアにユーザーを 13歳以上と規定す

る法律はない。 

    年齢認証と本人確認については、年齢を 13歳未満と申告した者のアクセスを却下

する数々のシステムを、サービスプロバイダーは導入しており、また自分の年齢に

ついて虚偽の申請をする子どもについても対策を講じている。成人専用サービスに

ついては、例えばクレジットカードで確認したりする年齢検証方法がある。 

  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253 

    ここでいうインタラクティブサービスには、フォーラムやメッセージボード、ブ

ログ、SNS、MMOG254やMMO255などのゲーム、バーチャルワールド、テレビのチャ

ット、動画共有サイトなどが含まれる。 

    最初のガイドラインは、特にチャットルームが子どもに呈するリスクに関して大

きく問題になったことを受けて 2005年にまとめられたが、UKCCISが立ち上がった

ことをきっかけに、技術的進展、法改正などを盛り込む形で改訂版にまとめられた。 

    インタラクティブサービスは、子どものコミュニケーションスキルを向上させ、

またさまざまなことを学ぶ素晴らしい機会を提供する一方で、誤用されることも多

く、子どもへの潜在的リスク度が極めて高い。このガイドラインでは、サービスを

利用する子どもの安全性を高めることを目的に、「リスクアセスメント」枠組みの最

善実施例を提供している。 

    管理人の採用と選考から、管理人の訓練、教育ポイント、また管理人の管理監督、

責任まで、幅広く最善実施例が示されている。例えば悪質なコンテンツを取り下げ、

サイトを誤用したユーザーの今後の利用を禁止する枠組み設定などの必要性を説き、

難しい状況に対処するためには、管理人の教育が欠かせないとしている。また子供

にとってリスクとなりうるものを、各カテゴリー別に列記し、それへの注意を喚起

している。 

  オ ISP協会の自主的行動規範256 

                                                      
253英国児童インターネット安全委員会（UK Council for Child Internet Safety）「青少年のインタラクティブサ
ービスのモデレーションのためのガイドライン」（Good practice guidance for the moderation of interactive 
services for children）：
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/i/industry%20guidance%20%20%20moderation.pdf 基準日：2013
年３月 14日 
254 MMOG（Massively Multiplayer Online Role-Playing Game）：オンラインゲームのうち、数百から数千人
という大規模なプレイヤーが同時に参加するオンラインゲームのこと 
255 MMO（Massively Multiplayer Online）：数百から数千人と言う大規模な数のユーザーが１つの空間を共
有する状態のこと 
256 英国インターネットプロバイダー協会（Internet Service Providers’ Association:ISPA UK）「ISPA UKについ
て」（About Us）：http://www.ispa.org.uk/members/regulation/ 基準日：2013年３月 14日 
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    ISP協会（Internet Service Providers’ Association、以下 ISPAという)257は 200社 

以上の会員を有する、イギリスの ISPを代表する業界団体である。業界を代表して、

内務省、ビジネス革新技能省、通信規制局等政府各機関との交渉を担当する。ISPA

の４つのサブグループのうちの１つは、インターネット安全に関するグループで、

IWFや CEOPと緊密な協力関係を持つ。 

    ISPAの会員企業は ISPA行動規範（ISPA Code of Practice）258に準拠することが求め

られる。この行動規範は定期的に更新され、最新版は 2007版である。この行動規範

内で、会員には以下が求められている。 

     

   ・児童虐待画像や暴力、残虐行為、人種差別を助長するコンテンツをサービス 

    や販促物に含めないこと 

   ・イギリスの法律に違反するコンテンツをサービスや販促物に用いないこと 

     

    また、当行動規範には IWF に関する記述も多く、以下のような内容が明記されて

いる。 

     

   ・ISPAの会員が自動的に IWFの会員になるわけではないが、IWFへの加盟を強く推

奨されること 

   ・IWFからの通知を受け取る窓口を ISPAに提供すること 

   ・IWF から違法性のある児童虐待コンテンツについて通知があった場合、会員は速

やかに特定されたウェブページ若しくは記事を除去すること。技術的にそれが適

わない場合はできるだけ早くその理由を IWFに伝えること 

   ・IWFの通知や提言に十分に配慮すること 

     

図２－４－４：ISPA 

 

（出典：ISPAホームページ） 

    

（４）インターネット上の情報の分類（レイティング、ゾーニングなど） 

                                                      
257英国インターネットプロバイダー協会（Internet Service Providers’ Association:ISPA UK）：
http://www.ispa.org.uk 基準日：2013年３月 14日 
258英国インターネットプロバイダー協会（Internet Service Providers’ Association:ISPA UK）「ISPA 行動規範」
（ISPA Code of Practice）：http://www.ispa.org.uk/about-us/ispa-code-of-practice 基準日：2013年３月 14日 
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  ア コンテンツのレイティング制度：BBFCオンライン259 260 261 

    BBFC オンライン262は 2008 年５月にホームエンターテイメント業界とのパートナ

ーシップのもと立ち上げられた、全英映像等級審査機構（British Board of Film 

Classification、以下 BBFCという）263による任意のオンライン年齢別レイティング制

度で、自主規制の代表的なものと称されている。 

    これは映画や DVDで一般化している、U、15、18等というレイティング（後述）

を、デジタルのダウンロードやビデオゲームにも拡げて適用するというものである。 

    BBFC は 1909 年成立の映画法に基づいて設立された全英映画検閲機構を前身とす

るが、戦後政府より独立して民間団体となった。1884年以降、劇場映画だけでなく、

ビデオソフトも審査対象に追加。現在では、映画、ビデオ、DVD、ビデオゲーム、

広告、映画広告の審査格付けを行っている。 

    映画のダウンロードやストリーミングに限らず、インターネットやゲーム機、携

帯電話などありとあらゆるプラットフォームを通じて消費されるものに適用される。

BBFC オンラインは、バイロン・レビューの提言を受けて設立されたものであるが、

市場調査会社 TNS264が導入に先駆けて行った調査でも、成人の 84％が、BBFC の年

齢レイティングを映画以外のデジタルメディアにも拡大して適用していくことを望

んでいることが明らかになっている。 

    BBFCオンラインは、あらゆる種類の動画に対応している。BBFCの認証を受ける

とコンテンツファイルの最初に表示する「電子ブラックカード」が配布されるが、

これは映画館で BBFC認証が表示されるのと同じ仕組みである。BBFCによれば、こ

れによって消費者は信頼と安心感が得られる。参加費用は、コンテンツ・プロバイ

ダーの場合年間£100、プラットホームホルダーの場合は£1,000からとなっている。 

    また、2010年 12月から導入されている BBFCの「視聴格付け（Watch&Rate）サー

ビス」を利用すれば、手数料£20 プラス、コンテンツの長さに応じて£2.50/分で年

齢レイティングが得られる。判定基準は DVDやブルーレイのビデオに適用される基

                                                      
259全英映像等級審査機構（British Board of Film Classificatio）「電子レンタルビデオのレイティング」
（VOD/Digital video ratings）：http://www.bbfc.co.uk/industry-services/digital-video-ratings 基準日：2013年３
月 14日 
260 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）5.14項、23頁 
261 ガーディアン紙（The Guardian）「全英映像等級審査機構によるレイティング、オンラインまで」（BBFC 
ratings go online）：http://www.guardian.co.uk/media/2008/may/21/digitalmedia 基準日：2013年３月 14日 
262  サービス紹介：http://www.bbfc.co.uk/industry-services/digital-video-ratings 基準日：2013年３月 18日 
BBFCニュース：http://www.bbfc.co.uk/about-bbfc/media-centre/talktalk-joins-bbfcs-online-film-labelling-service 
基準日 
263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 
264  テイラーネルソンソフレス（Taylor Nelson Sofres）：http://www.tnsglobal.com/who-we-are 基準日：2013
年３月 14日 
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準とまったく同じである。2012年１月までに BBFCオンラインの認証は 21万４千件

行われた。BBFCオンラインは広く利用されている一方、大手がすべてこれを利用し

ているわけでもなく、例えば、会員制映画DVDクラブであるラブフィルム（LoveFilm）

やメディアライブラリアプリのアイチューン（iTunes）などは独自の年齢レイティン

グを適用し、BBFCオンラインを利用していない。特に音楽ビデオについては、音楽

ビデオ業界独自の PAS表示システムが一般的に利用されている265。 

     

図２－４－５：全英映像等級審査機構（BBFC）のレイティング 

 
（出典：全英映像等級審査機構のサイトより） 

     

表２－４－２：格付け一覧 

▲U 全年齢対象 

▲PG 保護者同伴による視聴またはプレイが好ましい 

●12 12歳未満視聴非推奨 

●12A 12歳以上推奨、視聴の際は保護者の指導が必要 

●15 15歳未満視聴非推奨 

●18 18歳未満視聴非推奨 

■R18 18 歳未満視聴禁止。映画・ビデオソフトのみに適用

されるレイティングで、ビデオソフトの場合は、未成

                                                      
265全英映像等級審査機構（British Board of Film Classificatio）「2011年年次報告書」（Annual Report and Accounts 
2011）：http://www.bbfc.co.uk/sites/default/files/attachments/BBFC_AnnualReport_2011.pdf 基準日：2013年３
月 14日 
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年者立ち入り禁止の営業認可店のみで販売可能 

（出典：全英映像等級審査機構のサイトより） 

     

  イ ミュージックビデオのレイティング制度：PAS  266 

    ペアレンタル・アドバイザリー制度(the Parental Advisory Scheme、以下 PASとい

う)267は、英国録音音楽業界を代表する組織 BPI（British Photographic Industry、以下

BPIという）268 が運営する、1995年から音楽 CDや DVDに適用されている自主規制

制度である。PAS基準に基づいてコンテンツが青少年に適切かどうかを判定し、不適

なコンテンツについては「EXPLICIT」と表示する。この PASシステムは無料で利用

できる。BPI は 1973 年に正式に設立された、英国の録音業界を代表する業界団体で

ある。ワーナー・ミュージック・グループ、ソニー・ミュージックエンタテイメン

ト、ユニバーサル・ミュージックグループなど 3 大手を含む数百社の企業が会員と

なっている。 

    大手市場調査会社の実施した調査によれば、子どもを持つ親の 56％がこの PASシ

ステムについて認知している。PASシステムはイギリスだけのものではなく、イギリ

スの消費者向けに大量の音楽コンテンツが発行されるアメリカでもよく知られてい

るシステムである。 

    現在大半のオンライン販売業者及びデジタルサービスプロバイダが PAS システム

を採用しているが、音楽ビデオコンテンツを提供している大手プラットフォームで

当システムを採用していないところもいくつか存在し、100％とは言えない。 

    2011 年には、BPI は制度の改訂を行い、デジタル音楽の販売会社やストリーミン

グサービス業者も明確に PAS のロゴ、若しくは「EXPLICIT（性的に露骨の意）」の

文字を明記して、子どもに不適切なコンテンツが含まれることを周知するよう働き

かけを行った。 

    PAS の基準によれば、以下の内容を１つ以上含む商品には「EXPLICIT」のロゴを

表示する。 

     

   ・乱暴な言葉 

   ・暴力、肉体的・精神的虐待の画像や示唆 

   ・性的行為への示唆や画像 

   ・人種差別、同性愛嫌悪、女性嫌悪、その他差別的と見做される言葉やふるまい 

                                                      
266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） 
267 英国レコード産業協会（BPI）「ペアレンタルアドバイザリー制度のガイドライン」（Parental Advisory 
Scheme Guidelines）： http://www.bpi.co.uk/assets/files/Parental-Advisory-Guidelines.pdf 基準日：2013年３月
14日 
268英国レコード産業協会（BPI）：http://www.bpi.co.uk/category/about-us.aspx 基準日：2013年３月 14日 
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   ・危険行為や犯罪行為を美化すること、またそのような行為の模倣を誘導するもの 

     

    コンテンツ製作者が自主的に、自らの作品を PAS 基準に従って確認し、適宜

EXPLICITの表示が必要か判断する。 

    BPI は現在、PAS をフィルタリングのソリューションに組み込むことを目指して、

ISPと作業を進めているところである。BPIは、同じ目的でインターネット・セキュ

リティソフト会社とも作業を行っている。オンラインセキュリティの商品を PAS に

対応させることができれば、PASラベル付きのコンテンツを遮断できるようにペアレ

ンタルコントロールを設定できるようになる。 

  ウ 放送コンテンツのレイティング及び取締り269 

    放送されるコンテンツは、法的義務を伴う Ofcom 放送規約（Ofcom Broadcasting 

Code）の制約を受ける。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。 

  エ オンラインゲームのレイティング制度：PEGI オンライン270  

    PEGIオンライン（PEGI Online）はオンラインゲーム用の規格で一般の PEGIとは

少し異なる。オンラインゲームの場合、他のプレイヤーによって作られたコンテン

ツが青少年に及ぼすリスク、他のプレイヤーの言葉遣いや態度など、他のプレイヤ

ーとの交流が青少年に及ぼすリスク、プライバシー侵害のリスク、他の不適切なサ

イトにリンクが張られるリスクなども発生するため、それも考慮したレイティング

となっている。PEGI オンライン は PEGIから派生したもので、若年者のオンライン

ゲーム環境の安全化を目指している。 

    オンラインでのみ入手可能なビデオゲームに関しても、通常のゲームと同様に

GRAがレイティング作業を行い、PEGIの年齢レイティング制度に従って対象年齢が

表示されるものの、法規制（ビデオ記録法（Video Recording Act）の適用範囲となっ

ていないため、イギリスでの販売に関して、年齢別レイティングを実施する法的義

務はない。 

  オ 携帯電話業界の自主規制 

  （ア）モバイル・ブロードバンド・グループ(MBG)の活動271 272 

                                                      
269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） 
270 ゲームレイティング局（Game Rating Authority）「オンラインゲーム」（Online Video Games）：
http://www.videostandards.org.uk/gra/rating/online.html 基準日：2013年３月 14日 
271モバイル・ブロードバンド・グループ（Mobile Broadband Group=MBG）： 
http://www.mobilebroadbandgroup.com/whatwedo.htm 基準日：2013年３月 14日 
272 インタラクティブメディア・エンターテイメント協会（Association for Interactive Media and 
Entertainment ）「英国モバイルネットワークオペレータの年齢検証手続」（UK Mobile Network Operator Agee 
Verification Procedure）：http://www.aimelink.org/docs/UK_MNO_Age_Verification_Procedures.pdf 基準日：
2013年３月 14日 
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     モバイル・ブロードバンド・グループ（Mobile Broadband Group、以下 MBGと

いう）は、携帯電話業界を代表し、また新しい法律や規制に関する政策開発や自

主規制を行う業界団体であり、UKCCIS及び IWFの会員でもある。2004年１月に

MBGが発表した自主規制行動規範では、携帯電話を介して販売されるコンテンツ

は、コンテンツ・プロバイダーが自主的にレイティングを行い、18 歳以上とレイ

ティングされたコンテンツについては、年齢検証の結果 18歳以上であることが確

認されたユーザーにのみ販売可能とするゾーニングを実施するとした。 

     すなわち、コンテンツのうち、違法なものは IWF のリストに基づき最初から除

外される。さらに、18 歳以上向けとレイティングされたコンテンツについては、

「デフォルト ON」でまず遮断され、ユーザーの年齢検証の結果 18 歳以上である

ことが確認された後はじめて利用できるようになる。さらに、希望者（親など）

には必ずペアレンタルコントロールが用意され、年齢に合わせたフィルタリング

が可能となっている273。 

     この成人コンテンツの強制フィルタリング（＝未成年にとっては強制遮断）に

関しては、問題ない内容が誤って遮断される「オーバーフィルタリング」が発生

している一方、問題のあるコンテンツが遮断されずにいたりと、問題が散見され、

ORG274がオーバーフィルタリングに関する事例集めの活動を行い、反対活動を行

っている。これに関する詳しい内容については、４（５）「ア オーバーブロッキ

ングされた場合の手順」を参照されたい。 

  （イ）独立モバイル格付け団体(IMCB)の活動275 

     上記の携帯電話業界の自主規制行動規範（IMCB Guide and Classification  

Framework）を開発したのが、携帯電話の商業コンテンツの枠組み設定を行う非 

営利の独立系機関、独立モバイル格付け団体（Independent Mobile Classification  

Body、以下 IMCBという）である。2004年１月 19日にイギリスの移動体通信事業

者（ボーダフォン、オレンジ、Tモバイル、O2、3、バージン）は、携帯電話の不

適切なコンテンツから子どもたちを守りつつ、責任ある携帯電話の利用を推進す

ることを目指した携帯電話上コンテンツに関する自主規制行動規範を発表した。 

     行動規範の内容は以下のとおりである。 

      

                                                      
273 オープン・ライツ・グループ（Open Rights Group）「モバイルインターネットの検閲」（Mobile Internet 
censorship: what’s happening and what to do）：
http://www.openrightsgroup.org/blog/2012/mobile-internet-censorship 基準日：2013年３月 14日 
274 オープン・ライツ・グループ（Open Rights Group）：http://www.openrightsgroup.org 基準日：2013年３
月 14日 
275独立モバイル格付け機構（Independent Mobile Classification Body ＝IMCB ）「英国モバイル事業者の営利
コンテンツサービスのための IMCBガイドと格付け枠組み」（IMCB Guide and Classification Framework for 
UK Mobile Operator Commercial Content Servides）：
http://www.imcb.org.uk/~/media/Files/IMCB/ClassificationFramework.pdf 基準日：2013年３月 14日 
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    ・テーマ、言葉遣い、性行為、ヌード、暴力、麻薬、恐怖、模倣可能な傷害行為

から適性年齢レイティングを判定する。 

    ・18歳以上に分類されたものは、アクセスコントロールの対象となり、18歳以上

と認定されたユーザーのみにアクセスが許可される。 

    ・18 歳以上と分類されないものは、制限を受けない。しかし個々の適性について

は親が判断すること。 

    ・自主規制は、コンテンツ・プロバイダーの所在地には関係なく、イギリス国内

の消費者に向けた商業コンテンツを対象とする。ローミングが必要なものは対

象外。 

    ・静止画像、動画、視聴覚マテリアル、モバイルゲームを対象とする。 

    ・テキスト/オーディオ/音声サービス、賭博、チャットルーム、位置情報サービス、

ユーザー作成のコンテンツは対象外。 

    ・コンテンツ・プロバイダーは自らが提供するコンテンツの合法性に責任を持つ。 

    ・携帯電話でアクセスするインターネット上のコンテンツについては、当自主規

制の対象外だが、子どもの安全を守るために、移動体通信事業者は親や保護者

にできる限りフィルターを提供する。 

    ・レイティングが不適切だと考える場合は苦情を申し立てることができる。 

     

     あるコンテンツが 18歳以上とレイティングされるべきだとの一般消費者が苦情

を申し立てる場合は、移動体通信事業者に連絡し、移動体通信事業者が規定期間

内にそれに回答する。自社のコンテンツが 18歳以上とレイティングされたが、そ

れが間違っているとコンテンツ・プロバイダーが考える場合は、規定期間内に

IMCBに苦情を申し立てる。IMCBの審査委員会は各関係者から事情を聞いた上で

結論を出し、結果を関係者全員に伝える。 

  カ ビデオゲームの自主規制：UKIEの活動276 

    英国インタラクティブ・エンターテイメント協会 ( The association for UK  

Interactive Entertainment UKIE、以下 UKIEという)はビデオゲームとインタラクティ

ブ・エンターテイメント業界を代表する業界組織である。大手ゲーム機メーカー、任

天堂、マイクロソフト、ソニーが加盟しており、イギリス国内で販売されるゲーム機

の大半（97％）が UKIEの管理下に含まれる。バイロン・レビューやベイリー・レビ

ューの提言を受け、その実現に向けて活動を行い、その結果ゲーム機には必ずペアレ

ンタルコントロールが搭載されることとなった。コントロールや機能の程度に差はあ

るが、この機能により、 

                                                      
276 英国インタラクティブ・エンターテイメント協会 （ Association for UK Interactive Entertainment＝UKIE）
「UKIEの方針：消費者の安全」（UKIE Policy Paper – Consumer Safety）：
http://www.ukie.info/content/ukie-policy-paper-%E2%80%93-consumer-safety 基準日：2013年３月 14日 
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   ・年齢レイティングに基づき、不適切なゲームを遮断する 

   ・年齢レイティングに基づき、映画など視聴覚コンテンツを遮断する 

   ・ウェブサイト閲覧やメッセージ送信などネットワーク機能へのアクセスを制限あ

るいは不作動にすることが可能である。 

     

    また、ベイリー・レビューでは、ペアレンタルコントロールには「アクティブチ

ョイス」が不可欠だと説いていたが、これを受け、ゲーム機には最初のセットアッ

プ時にペアレンタルコントロールの適用不適用を必ず選択させる「アクティブチョ

イス」を設けた。これは、子どものオンライン安全に積極的に親を参加させるには、

デフォルト設定を ONにすべきではないと UKIEが考えたための対策である。 

    UKIEは青少年の安全のために、ビデオゲーム業界の果たすべき役割について記述

した方針書「ビデオゲーム業界：親と子どもに対する責任ある態度（The Video games 

industry – A responsible attitude towards parents and children）」277を発表している。 

     

図２－４－６：英国インタラクティブ・エンターテイメント協会（UKIE） 

 

（出典：UKIEサイト） 

     

  キ オンラインゲームの安全規範：PEGIオンライン安全規範278 

    PEGIオンライン安全規範(PEGI Online Safety Code)はオンライン環境で青少年を保

護する目的でまとめられたものである。この安全規範に準拠していると認められれ

ば、PEGI Onlineのロゴが表示できる。 

    この安全規範の内容は以下のとおりである。 

     

   ・PEGIその他公式のシステムによって適正年齢レイティングのあるゲームコンテン

ツのみ含めること 

                                                      
277英国インタラクティブエンターテイメント協会 （ Association for UK Interactive Entertainment＝UKIE）「ビ
デオゲーム業界：親と子どもに対する責任ある態度」（The Video games industry – A responsible attitude 
towards parents and children）： 
http://www.ukie.info/sites/default/files/The%20video%20games%20industry%20-%20A%20responsible%20attitude
%20towards%20parents%20and%20children_0.pdf 基準日：2013年３月 14日 
278汎欧州ゲーム情報（Pan European Game Information :PEGI）「PEGIオンライン安全規範」（Pegi Online Safety 
Code = POSC）：http://www.pegionline.eu/en/index/id/235 基準日：2013年３月 14日 
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   ・望ましくないコンテンツについてプレイヤーが報告できる適切な報告メカニズム

を設けること 

   ・青少年の発育を妨げる不適切なコンテンツを削除すること 

   ・EU及び各国のデータ保護法に準拠し、プライバシーを保護すること 

   ・オンラインプレイヤーの不適切な振る舞いを禁止すること 

   ・対象者に適した、責任ある妥当な広告方針とすること 

     

図２－４－７：PEGIオンライン安全規範(PEGI Online Safety Code) 

 

（出典：PEGIオンライン サイト） 

     

  ク ゾーニング 

    ゾーニングに関しては、対象者によってコンテンツを変化させるのは、労力を要

する割りに収益を上げにくく、商業的に極めて難しく、イギリスではほとんど実施

されていないことがわかっている。 

    現在子ども用に用意されている検索エンジンは、以下のように少数である。 

     

   ・Yahoo! Kids 

   ・Ask Kids 

   ・KidsClick 

   ・AOL Kids 

     

    これらの検索エンジンからは、安全性が確認されたサイトにしか繋がらないよう

になっている上、ゲームその他の娯楽をふんだんに設けて子どもが楽しめるように

作られている279。 

    

（５）ウェブサイト運営者とコンテンツ掲載者、フィルタリング提供事業者等における民

間紛争の解決活動 

   ORG280は、電子投票、著作権、データ開示、個人情報守秘などに関する、デジタル

世界における権利を主張して各種の活動を行っているキャンペーン組織で、政府の各

                                                      
279 英国国営放送（BBC）「子供向け検索エンジンはある？」（Are there any search engines for children?）：
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/kids-search-engines 基準日：2013年３月 14日 
280 オープン・ライツ・グループ（Open Rights Group）：http://www.openrightsgroup.org 基準日：2013年３
月 14日 
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種政策に対して意見書を提出したり、ロビー活動を行ったりしているが、政府による

検閲に反対する活動の一環として、ネットワーク事業者によるオーバーブロッキング

を報告するサイトを立ち上げて実態把握、証拠収集活動、またメディアへの周知活動

などを行っている。 

   ORGが立ち上げたサイト、Blocked.org.ukは、移動体通信事業者によって誤って遮断

されてしまったサイトやサービスについて報告するウェブサイトである。 

   2012年の１月１日から３月 31日までのわずか３か月の間に、少人数の有志がこのサ

イトを利用して 60件のオーバーブロッキングの例を収集した。オーバーブロッキング

されたサイトには、コミュニティサイト、バーやレストラン、政治団体、個人のブロ

グなどが含まれる281。 

  ア オーバーブロッキングされた場合の手順 

    自分のサイトが移動体通信事業者によって誤って遮断された場合には、各移動体

通信事業者の受付窓口に連絡し対応を求める。また ORG は実態把握を目的に、

Blocked.org.uk に報告するよう推奨している。各事業者の対応窓口は以下の表のとお

りである282。 

     

表２－４－３：移動体通信事業者と連絡対応方法 

事業者名 連絡対応方法 

ボーダフォン メディア広報窓口に電子メールを送付する。 

オレンジ＆Ｔモバイル Safeguard製品管理者宛に電子メールを送付する。 

O2 URL チェッカーがあり、ここでサイトのレイティング

を確認できる。また、誤ったレイティングについては、

ツイッターもしくはオンラインフォーラムで報告する。

3（スリー） カスタマーサービスに連絡する。 

（出典：各事業者の HP） 

     

    年齢レイティングによるオーバーブロッキングが訴訟問題、賠償問題に発展した

例はウェブサイト上には発見できなかった。 

    コンテンツ・プロバイダーが自分のサイトに対する評価（レイティング）が不正

確であると考える場合は、IMCBの不服申立手順を踏み、再検討及び IMCBの判断を

求めることも可能である。IMCB の不服申立手順については、４（４）ウ「（イ）独

                                                      
281 オープン・ライツ・グループ（Open Rights Group）「ペアレンタルコントロールとインターネットフィ
ルタリングに関するファクトシート」（ Parental controls and Internet filtering fact sheet ） 
282 オープン・ライツ・グループ（Open Rights Group）「モバイル事業者へのオーバーブロッキングの通報」
（Reporting 'over-blocking' to mobile operators）：
http://www.openrightsgroup.org/blog/2012/reporting-over-blocking-to-mobile-operators 基準日：2013年３月 14
日 
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立モバイル格付け団体(IMCB)の活動」を参照されたい。 

    

（６）青少年に対して危険性があるインターネット上の情報についての相談や苦情受付な

どの活動 

  ア 違法なコンテンツや行為の通報先 

    違法なコンテンツに関する情報については、子ども若しくは親がボタン１つで簡

単にしかるべき連絡先に通報できるシステムが開発されている。違法なコンテンツ

の内容によって、通報先が異なる。 

    違法なコンテンツについて通報する内容及び通報先を以下の表にまとめた283。 

     

表２－４－４：違法なコンテンツや行為の通報先 

通報する内容 通報先 

グルーミング284その他違法な行為 

 

違法もしくは不適切と思われる内容につい

ては、CEOPボタンなどを利用してCEOP285に

報告する。緊急を要する場合は、緊急通報番

号 999に電話する。 

URL: www.ceop.gov.uk 

 
オンラインの違法コンテンツ IWF286に報告する。 

URL: www.iwf.org.uk/report 

 
人種差別、宗教差別、性志向差別な

ど憎悪を表現するオンラインコン

テンツ 

True Vision287に報告する。 

URL:www.report-it.org.uk 

                                                      
283 英国インターネット安全性向上センター（UK Safer Internet Centre）「通報」（Reporting）：
http://www.saferinternet.org.uk/need-help 基準日：2013年３月 14日 
284 グルーミングとは、未成年者との性的交渉を目的とし、子供に近づき働きかけることを意味する。 
285 ３（４）「イ CEOPの活動」を参照。 
286 ４「（１）有害コンテンツ排除に向けた IWFの活動」を参照。 
287 憎悪犯罪防止を目的として警察の基金で設立されたサイト。www.report-it.org.uk 基準日：2013年３月
24日 
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青少年に不適切なメディアコンテ

ンツ（広告、テレビ番組、ラジオ番

組、映画、新聞や雑誌の記事、ビデ

オゲームその他のコンテンツ） 

ペアレントポート288に報告する。 

URL: www.parentport.org.uk 

 

（出典：英国インターネット安全性向上センター（UK Safer Internet Centre）「通報」） 

     

  イ 子どもの相談先 

    悩みを抱える子ども自身が相談する窓口は以下のとおりである。 

     

表２－４－５：子どもの相談先 

子どもの相談先の名称 相談先の活動概要 

チャイルドライン 

（Childline） 

イギリスの子ども向けチャリティ団体

NSPCCの運営するヘルプラインである。24

時間対応で通話料は無料。子どもの話を聞

くことに重点が置かれており、話題は軽い

ものでも、深刻な問題でも、どのようなも

のでも構わない。電話に限らず、電子メー

ルや、メッセージボード、チャット等さま

ざまな媒体で対応している。イギリス国内

の 12 箇所にカウンセリングセンターがあ

り、主にボランティアが活動を支えており、

毎日約 4500人の子どもの電話に対応してい

る。 

URL: www.childline.org.uk 

 

サイバーメンターズ いじめについて、オンラインで他の子ども

                                                      
288 ４（６）「カ ペアレントポート」を参照。 
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（Cybermentors） に話を聞いてもらい、助けを得るシステム。

「いじめに対抗（Beat bullying）」が運営し

ている。 

URL: www.cybermentors.org.uk 

 

ユース・ツー・ユース 

（Youth ２ Youth） 

青少年のヘルプライン。同年代の若者同士

で助け合う。 

URL: www.youth2youth.co.uk 

 
ゲット・コネクティッド 

（Get Connected） 

青少年向けの無料極秘ヘルプライン。毎日

午後１時から 11時まで対応。 

電話番号：0808 8084994 

（出典：英国インターネット安全性向上センター（UK Safer Internet Centre）「通報」） 

     

  ウ 親の相談先 

    親が相談する窓口は以下のとおりである。 

     

表２－４－６：親の相談先 

親の相談先の名称 親の相談先の活動概要 

ファミリーライブス（Family Lives） 家庭生活全般に関する支援を提供するチャ

リティ。www.familylives.org.uk 

 
キッズスケイプ（Kidscape） いじめを無くす活動に従事するチャリテ

ィ。いじめをうけた子どもと親へのヘルプ

ラインを提供している。 

URL:www.kidscape.org.uk/helpline/index.asp 
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（出典：英国インターネット安全性向上センター（UK Safer Internet Centre）「通報」） 

     

  エ NSPCCのキャンペーン活動及び相談受付289 

    英国児童愛護会（National Society for the Prevention of Cruelty to Children、以下

NSPCC という）はイギリスにおける児童虐待の終結を活動目的とする慈善団体で

1884 年に設立された。法改正にむけたキャンペーン活動を行う他、チャイルドライ

ン（ChildLine）の提供、NSPCCヘルプラインサービスの提供を行っている。 

    チャイルドライン：NSPCCが提供する、18歳以下の青少年のための相談サービス。

年中無休、24時間体制で訓練を受けたカウンセラーが秘密厳守で相談に応じる。 

    NSPCC ヘルプライン：子どもの安全や福祉を懸念する大人のための相談窓口。ア

ドバイスや支援を提供する。24時間体制で相談に応じ、秘密厳守で対応する。 
  カ ペアレントポート290 

    ペアレントポート(ParentPort）ウェブサイトは 2011 年 10 月に、メディアや通信、

小売関係で、子どもにとって有害と思われるものについて、親が簡単に苦情を申し

立てたり、意見を伝えたりすることができるようにするために立ち上げられた。広

告基準局(Advertising Standards Authority)291、オンデマンドテレビ規制局(The authority 

for television on demand)292、BBCトラスト293、BBFC294、Ofcom、報道苦情委員会(the 

Press Complaints commission)295、ビデオ規格委員会（VSC）及び PEGIが合同で開発

したもので、それぞれの苦情や意見が各担当規制局に直接繋がる仕組みである。 

    このペアレントポートを知っている親は大半がこのサイトをとても役立つと評価

し（極めて役立つ、とても役立つ、を併せると 94.7％）、人に薦めると回答した親も

多かった（93.9％）296。 

                                                      
289英国児童愛護会（National Society for the Prevention of Cruelty to Children＝NSPCC ）：www.nspcc.org.uk/ 
基準日：2013年３月 14日 
290 ペアレントポート（ParentPort）：http://www.parentport.org.uk/ 基準日：2013年３月 14日 
291 英国広告基準局（Advertising Standards Authority: ASA）：http://www.asa.org.uk/ 基準日：2013年３月 14
日 
292 オンデマンドテレビ規制局（The Authority for Television On Demand: ATVOD）：http://www.atvod.co.uk/ 
基準日：2013年３月 14日 
293英国国営放送（BBC）「BBCトラスト」（BBC Trust）：http://www.bbc.co.uk/bbctrust/ 基準日：2013年３
月 14日 
294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 
295 報道苦情委員会（Press Complaints Commission: PCC）：www.pcc.org.uk/ 基準日：2013年３月 14日 
296 ペアレントポート（ParentPort）「判明：いかにして親は子どもの成人向けサイトへのアクセスを監視し
ているか」（Revealed: How parents control children’s access to adult media）：
http://www.parentport.org.uk/News/survey 基準日：2013年３月 14日 


