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３ 青少年のインターネット利用環境（レイティング、ゾーニング）に関する制度、法及

び政策とその背景 

（１）レイティング（Classification）に関する制度 

  ア 所管省庁 

    連邦政府のブロードバンド・通信・デジタル経済省（DBCDE：Department of  

Broadband, Communications and the Digital Economy323）配下の通信・メディア庁 

（ACMA：Australian Communications and Media Authority）がオンラインコンテンツを

含むメディアコンテンツの規制行政全般を担っている。 

    通信・メディア庁は、「1992年放送サービス法（Broadcasting Services Act 1992）」

のもと設立され、オンラインコンテンツに関しては、インターネットや携帯電話に

おける不快・有害なコンテンツに関する問題への対応を目的として、以下の活動を

行っている324。 

     

   ・海外有害サイトのブラックリスト保持 

   ・児童ポルノや性暴力、その他違法活動と判断されるサイトの規制 

   ・法律に基づくコンテンツ分類による全国的規制 

   ・不快･有害なオンラインコンテンツに関する通報への対応 

   ・インターネット上のギャンブルに関する通報への対応 

   ・実務規範の策定 

   ・調査研究 

   ・海外関係機関との連携 

   ・国内の反スパム法の策定 

     

  イ コンテンツ規制のための分類基準 

    規制にあたっては、当該コンテンツが青少年にとって視聴・閲覧するのにふさわ

しいものかを判断するための基準として「Classification（分類）」を用いて対応して

いる325。この「Classification（分類）」は、日本の「レイティング」と同義の概念で

あると考えられ、それゆえ、本報告書のこれ以降の記述においては、ソース資料原

文で Classificationと記されている箇所をレイティングに関する記述として説明する。 

  ウ レイティングの根拠法 

    レイティングの根拠法は、「1992年放送サービス法（1992 Broadcasting Service  

                                                      
323 ブロードバンド・通信・デジタル経済省（DBCDE：Department of Broadband, Communications and the  
Digital Economy）のWebサイト： 
www.dbcde.gov.au/ 基準日：2013年３月 12日 
324 通信・メディア庁（ACMA）「概要」（The ACMA Overview）： 
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=ACMA_ORG_OVIEW 基準日：2013年３月 12日 
325 通信・メディア庁（ACMA）「オンラインコンテンツの規制」： 
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=INT_IND_CONTENT_ABOUT 基準日：2013年３月 12日 
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Act）」である。 

    同法は、「1942 年放送サービス法」に取って代わる形で、1993 年に施行された放

送コンテンツのレイティングを含む放送サービスに関する規制を中心とした法律で

あるが、インターネットコンテンツのレイティングについても附則５326、附則７327で

規定している。 

  エ レイティング実施機関 

    コンテンツのレイティングを実施するのは、連邦法を根拠法として設立された独

立組織「レイティング理事会（Classification Board）である。 

    レイティング理事会は、コンテンツを市場に出す前にコンテンツの有害性を判断

し、1992 年放送サービス法の附則５328、附則７329に基づき、レイティングを実施し

ている330。 

  オ レイティング（Classification）の種類 

    2012年 12月現在、以下のレイティングが適用されている331。 

  （ア）注意カテゴリー 

     注意カテゴリーとは、映画やコンピューターゲームの視聴や利用に関するカテ

ゴリーで、法的制限はないが注意が必要とされる。 

    「一般（G：General）」、「保護者の監督（PG：Parental Guidance）」、「大人向け 

（M：Mature）」の３分類が設定されている。 

                                                      
326 インターネット・サービス・プロバイダーに関する産業コードによって扱われる事柄を含む。 
親による子どものオンライン活動の監視、フィルタリング技術の提供、コンテンツラベリング、コンテン

ツの法的評価、苦情対応手続きなどが含まれる。 
327 商業コンテンツ・プロバイダーに関する産業コードによって扱われる事柄を含む。 
訓練を受けたコンテンツ評価者の従事、コンテンツ評価者によって評価されることを保証する。 
扱われる事柄は、苦情対応手続き、安全性問題に関する意識啓発、子どものオンラインコンテンツへのア

クセスを監視・管理する親の支援を含む。 
328 インターネット・サービス・プロバイダーに関する産業コードによって扱われる事柄を含む。 
親による子どものオンライン活動の監視、フィルタリング技術の提供、コンテンツラベリング、コンテン

ツの法的評価、苦情対応手続きなどが含まれる。 
329 商業コンテンツ・プロバイダーに関する産業コードによって扱われる事柄を含む。 
訓練を受けたコンテンツ評価者の従事、コンテンツ評価者によって評価されることを保証する。 
扱われる事柄は、苦情対応手続き、安全性問題に関する意識啓発、子どものオンラインコンテンツへのア

クセスを監視・管理する親の支援を含む。 
330 Classification Board http://www.classification.gov.au/Pages/About-Us/Who-We-Are.aspx 
 http://www.classification.gov.au/Pages/About-Us/What-We-Do.aspx 2013年３月 12日時点リンク切れ 
331 Classification Board http://www.classification.gov.au/Pages/Guidelines/Guidelines.aspx 2013年３月 12日時
点リンク切れ 
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分類名 概要 

一般 

（G：General） 

 

このレイティングに属するコンテンツは誰でも視聴・利用で

きる。言語やテーマによってはすべての人に適合しないこと

もある。また、子どもが関心を持たないものも含まれる。 

保護者の監督 

（PG：Parental Guidance） 

 

このレイティングに属するコンテンツは、影響はわずかだが、

子どもが混乱あるいは動揺する内容が含まれているため、保

護者がついていた方が良い。例えば、コンテンツに含まれる

言葉やテーマが子どもにわずかな影響を及ぼす場合である。

15 歳未満の子どもがこのラベルがついたコンテンツを視

聴・利用する際は、保護者がついていることが推奨される。

大人向け 

（M：Mature） 

 

このレイティングに属するコンテンツは、影響が多少あるた

め、視聴・利用は 15 歳以上とする。15 歳未満の子どもも、

注意カテゴリーで法的な制限はないためアクセスはできる

が、暴力的な内容やヌードが多少含まれている可能性がある

ため、15歳未満の子どもには視聴・利用は推奨されない。子

どもが視聴・利用しても大丈夫かを保護者が判断する場合は、

あらかじめ映画やコンピューターゲームの内容をよく調べて

おく必要がある。 

      

  （イ）制限カテゴリー（一般の映画やコンピューターゲーム） 

     制限カテゴリー（一般の映画やコンピューターゲーム）とは、一般の映画やコ

ンピューターゲームを視聴・利用するにあたって、法的制限があるカテゴリーで

ある。 

     以下の１分類が設定されている。 

      

分類名 概要 

大人の同伴必須 

（MA 15+： 

Mature Accompanied） 

 

 

このレイティングに属するコンテンツは、影響が大きいとし

て、視聴・利用を 15歳以上と法的に制限している。 

例えば、性交や薬物使用が含まれているコンテンツがあげら

れる。このラベルがついた映画やコンピューターゲームをレ

ンタルまたは購入する際、年齢を証明する書類を提示するこ

とが求められる場合がある。映画館でも年齢を証明する書類

の提示が求められる場合がある。 
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15歳未満の子どもは、保護者がついていない限り、このレイ

ティングのコンテンツを視聴・利用することは法的に禁止さ

れている。映画館のチケットは保護者が購入する。また、子

どもにつきそう保護者は、18歳以上で保護者としての監督責

任を果たしていることが求められる。 

      

  （ウ）制限カテゴリー（アダルト映画） 

     制限カテゴリー（アダルト映画）とは、一般の映画やコンピューターゲームを

視聴・利用するにあたって、法的制限があるカテゴリーである。 

     以下の３分類が設定されている。 

      

分類名 概要 

18歳以上限定 

（R 18+：Restricted） 

 

このレイティングに属するコンテンツは成人限定の映画で、

性交や薬物使用が含まれ、影響度が高いものである。社会的

反抗・攻撃性が含まれるものも該当する。このラベルがつい

ている映画を購入・レンタル・視聴する際には、店頭や映画

館で年齢を証明する書類の提示が求められる。 

18歳以上限定アダルト 

（X 18+：Restricted） 

 

このレイティングに属するコンテンツは成人限定のアダルト

映画である。このラベルがついた映画を販売・レンタルでき

るのはオーストラリア首都特別地域とノーザンテリトリー準

州のみで、そのほかの州では禁じられている。 

禁止 

（RC：Refused  

Classification） 

このレイティングに属するコンテンツは、社会基準に照らし

て受け入れられないもの、社会的に非常に大きなマイナス影

響を与えるものである。映画、コンピューターゲーム、出版

物で RC と分類されているものを、販売・レンタル・広告及

び国内に輸入することは禁じられている。 

      

  カ 通信・メディア庁による制限がかかっているコンテンツ 

    上記のレイティングのうち、通信・メディア庁がオンラインコンテンツに対して

制限をかけているのは、以下の３種類のコンテンツである。 

    

   ①「禁止（RC）」あるいは「18歳以上限定アダルト（X18+）」に分類されたすべての

コンテンツ 

   ②「18歳以上限定（R 18+）」に分類されているもののうち、子どものアクセスを防
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ぐシステム（Restricted access systems）332の対象となっていないコンテンツ 

   ③「大人の同伴必須（MA 15+）」に分類されるコンテンツのうち子どものアクセスを

防ぐシステムの対象外で有料のオーディオやビデオ 

    

    いずれも暴力、アダルト、薬物使用、非常に下品な言葉などが含まれ、子どもへ

の影響が大きいものが制限の対象となっている。 

  キ 有害コンテンツへの対応 

    通信・メディア庁が、オーストラリア国内で禁止されている（または禁止される

べき）有害なコンテンツを発見した場合、該当コンテンツを削除するか閲覧制限を

かけるよう、サイト運営会社などのコンテンツサービス事業者（Content Service 

Provider）に直接通告する333。 

    

（２）レイティング（Classification）に関する規制の見直し 

  ア 検閲及びレイティングの見直し 

  （ア）検閲とコンテンツ・レイティングに関する総合的な見直し案 

     2012年２月 28日、法制改革委員会（Australian Law Reform Committee）は、検閲

のあり方やメディアコンテンツのレイティング法及び規制の見直しに関する最終

報告書（Classification—Content Regulation and Convergent Media）334を法務大臣に提

出した。この見直しは、1991年の報告書「検閲手続き（Censorship Procedure）」以

来、初めての検閲とコンテンツ・レイティングに関する総合的な見直しである。 

  （イ）時代に合った規制の在り方の検討経緯 

    「検閲手続き（Censorship Procedure）」ではレイティングに関する全国的な法的枠

組みを提案し、これが「レイティング法（Classification Act）」の基礎につながった。 

     その後のインターネットの台頭による状況変化により、従来のメディアを念頭

に置いて作成されたレイティング法（Classification Act）や規制が時代にそぐわな

くなってきた。そのため、ブロードバンド・通信・デジタル経済省は、2011 年３

月 24日に法制改革委員会に検討を依頼した。 

  （ウ）従来の規制の問題点 

     2012 年２月に法制改革委員会が提出した最終報告書では、従来の規制の問題点

として以下が指摘された。 

                                                      
332 1992年放送サービス法の付則７ (14) に記載されている。 
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00773 
333 通信・メディア庁（ACMA）「オンラインコンテンツの規制」 
334 オーストラリア法改正委員会（Australian Law Reform Commission）「検閲のあり方やメディアコンテン
ツのレイティング法及び規制の見直しに関する最終報告書」（Classification—Content Regulation and 
Convergent Media）： 
http://www.alrc.gov.au/publications/classification-content-regulation-and-convergent-media-alrc-report-118  基 準
日：2013年３月 12日 
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    ・技術の変化や社会の期待に十分に対応できていない 

    ・オンライン335上の映画やゲームもレイティングすべきかどうかが明確でない336 

    ・メディア形式（2Dと 3Dなど）やプラットフォーム（テレビ放送と DVDなど）

の違いでレイティングが重複して行われている 

    ・禁止カテゴリーの範囲が広すぎるために、オンラインで禁止されるコンテンツ

が多すぎる（雑誌など別のメディアであれば禁止されないコンテンツも含まれ

る） 

    ・州・準州によって、特定のメディアコンテンツ（性的なコンテンツなど）販売

に関する制限・禁止が異なっている 

    ・業界によっては（特にアダルト業界）、レイティング法に対するコンプラインス

が低い 

    ・レイティングやメディアコンテンツ規制に関わる団体であるレイティング理事

会や通信・メディア庁、及びその他の政府機関の役割を明確にする必要性があ

る 

     

     インターネットが普及するにつれ、メディアのデジタル化や一般家庭・企業へ

のブロードバンドの普及が進むと同時に、プラットフォームやサービスのグロー

バル化が進行し、国内対象の法律では対応に限界が出てきた。 

     また、ユーザー生成型コンテンツといった新形態のメディアに対応する必要性

も出てきた。 

     さらに、メディアコンテンツにおけるパブリックとプライベートの線引き、並

びに年齢に応じたアクセス制限も難しくなってきた。このような状況を受けて従

来の法律の枠組みについて検討が行なわれた。 

      

  （エ）新たな提案 

     上記の最終報告書では主に以下のような提案がまとめられている。 

      

    ・プラットフォームの違いに関わらず、レイティング・制限を適用する 

                                                      
335 現時点（2013年 3月時点）においても、オンラインコンテンツには制限はかかっている。国のブラッ
クリストにあるサイト（RC）は閲覧できない。また、青少年の安全性という観点からレイティング
（Classification）を行い、視聴・利用の年齢制限（ゾーニング）も行っている。 
336 従来の規制では、映画に関しては映画館やテレビ、レンタル DVDといったプラットフォームのコンテ
ンツ、ゲームに関しては、いわゆるコンピューターゲームが規制の対象だった。しかし、昨今は、オンラ

インに映画・映像コンテンツが公開され（例：YouTube等）、SNSサイトや携帯サイトにもゲームコンテ
ンツがある。これらのコンテンツ、特にユーザー生成型コンテンツにも、青少年にとって好ましくないコ

ンテンツがある。現在、SNSサイトでは利用者の年齢制限を設けているが、個々のコンテンツまでレイテ
ィングするのは非常に困難であるため、オンラインの映画・映像・ゲームなどに対して有害コンテンツを

どう規制していくのかが検討課題となっている。 
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    ・レイティング対象を明確にする（商業目的で作成された映画・テレビ番組・コ

ンピューターゲームのうち、国内で多く視聴・利用されているもの） 

    ・アダルトコンテンツへのアクセス制限に重点を置く（アダルトコンテンツへの

アクセス制限やサイバーセーフティを推進するために、コンテンツ事業者に新

たな義務を課す） 

    ・共同規制や業界によるレイティングを行う（法で規制されなかったものをカバ

ーするために業界内でコンテンツのレイティングやそれに伴う規範を作成す

る） 

    ・レイティング委員会の基準やコミュニティの基準を設定する（レイティングに

あたってはコミュニティの基準に見合う判断を独立機関として行う） 

    ・現在のレイティングシステムを連邦法に基づくレイティング法として強化実施

する 

    ・規制は単独の組織が責任を持って行う 

    ・上記の報告書337に基づく法的な見直しについて、適用時期などは公表されてい

ないが順次適用されるものと考えられる。また、2013 年１月１日から適用され

るものとして、コンピューターゲームに関する「18 歳以上限定（R 18+：

Restricted）」に対する新規定がある338（下院での法案通過は 2012年２月 19日）。 

      

（３）関連民間団体に対する支援 

  ア 共同規制 

    違法なサイトや有害なオンラインコンテンツに対する懸念に対処するため、また

                                                      
337 また、この報告書の付録には諸外国の規制状況についても触れられている。参考として、各国の概要
を以下に示す。 
•英国：現在のオーストラリアと同様、法に基づいてレイティング（Classification）が行われており、レイ
ティング対象は複雑かつ広範囲に及んでいる。 
•米国：メディアコンテンツに関して政府による規制はほとんどない。レイティング（Classification）は業
界が自主的に行っている。これは「言論の自由」という考え方に基づくものであり、これまで検閲やレイ

ティングを導入する試みはあったものの最高裁で却下されている。 
•カナダ：「表現の自由」という権利によって、コンテンツ・レイティング（Classification）という法的規
制はない。しかし、カナダで採用されている基準やレイティング方法は、ほとんどが米国と同じである。 
•ニュージーランド：メディアコンテンツのレイティング（Classification）システムは、オーストラリアと
同様である。オーストラリアのレイティング判断のいくつかは、そのまま法的なレイティング基準として

ニュージーランドで採用されている。 
•シンガポール：2012年現在、コンテンツ規制システムを検閲からレイティング（Classification）へと移行
している最中である。シンガポールではメディア形態にかかわらず、すべてのメディアをメディア開発局

（Media Development Agency：MDA）によって国が直接規制しており、インターネットサービス事業者の
株も多数所有している。企業による商用目的のインターネットアクセスは規制対象外だが、共同規制に向

けた動きがあり業界の参加に期待している。 
338  ACMA 
http://www.classification.gov.au/Pages/News/13-September-2012-new-guidelines-for-the-classification-of-computer-
games.aspx 
http://www.classification.gov.au/Pages/News/6-July-2012-R-18-for-computer-games-legislation-receives-Royal-Asse
nt.aspx 
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オンラインの安全を確保するため、通信・メディア庁は、政府、産業界、コミュニ

ティと共同で対策を立て、その監督をしている。こうした共同規制（co-regulatory 

scheme）を講じることは、1992 年放送サービス法の附則５及び附則７に規定されて

いる。また、附則５に基づき、コンテンツサービス事業者は、国内でインターネッ

トコンテンツを提供する組織・個人を規制の対象とすることができる。 

  イ 事業者の協力義務に関する法律上の規定 

    1995年制定の刑法（Criminal Code Act 1995）の細則 E（Subdivision E）では、イン

ターネット・サービス・プロバイダー（ISP：Internet Service Provider）やインターネ

ット・コンテンツ・プロバイダー（Internet Content Hosts）が、児童ポルノや児童虐

待などのコンテンツへのアクセスにサービスが使われていると気づいた場合は、そ

の詳細を連邦警察に届けなければならないことが規定されている339。 

    

（４）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 

   上記のとおり、通信・メディア庁からコンテンツサービス事業者に通告があった場

合、該当する有害コンテンツを排除または閲覧制限をする責任がコンテンツサービス

事業者にあること、また、有害なコンテンツを提供した組織・個人が責任を負うこと

が定められているため、コンテンツサービス事業者が有害コンテンツの閲覧制限を行

ったとしても民事責任が問われることは基本的にはないと考えられる。 

   コンテンツサービス事業者は、通信・メディア庁が作成した業界基準や実務規範に

従う義務がある。これらに従わない場合は、コンテンツサービス事業者は、状況によ

って段階的に罰則が課せられる。具体的には、業界団体の権利・権限の剥奪（コンプ

ライアンスのシンボル表示の停止など）から、違法コンテンツを表示し続けた場合は

起訴・罰金（最大一日あたり 1万 1000豪ドル）まで、段階的な罰則が設けられている
340。 

    

（５）政府関係機関による取組  

   コンテンツのレイティング（Classification）をおこなう独立機関であるレイティング

理事会は、ウェブサイト（Australian Classification）で主に映画やコンピューターゲーム

について、レイティングやリテラシー向上のための情報を掲載している。 

   例えば、保護者と子ども向け、先生と生徒向け、学校向け、図書館向けにファクト

シートを作成してサイトからそれぞれ目的に応じてダウンロードできるようにしてい

る341。このレイティングはオンラインコンテンツにもあてはまり、通信・メディア庁

                                                      
339 通信・メディア庁（ACMA）「コンテンツ・サービス・プロバイダーの責任」： 
 http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_90156 基準日：2013年３月 12日 
340 通信・メディア庁（ACMA）「コンテンツ・サービス・プロバイダーの責任」 
341 
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がオンラインコンテンツを規制する際、このレイティングを利用している。 

   一方、通信・メディア庁も独自にリテラシー能力向上のための活動を行っている。 

   主な活動としては、Cybersmart（http://www.cybersmart.gov.au/）というサイトを開設

し、青少年や保護者、学校、図書館などを対象に、ネット上の安全性などについて情

報提供や教育プログラムを提供している342。青少年を対象としたものは、年代に応じ

た情報や教育プログラムを多数提供しており、子ども向けのものはクイズやゲームな

どで楽しみながら学べるよう工夫されている。 

   政府関係機関の主な取組事例について、以下のとおりまとめた。 

    

表３－３－１：政府関係機関による取組 

団体名 活動概要 

Stay Smart Online（オーストラリア連邦

政府のサイト）343 

オンライン上の個人情報や個人のファイナンス情

報を守るために必要な情報をネットユーザーに提

供する総合サイト。情報ビデオやクイズ、最新情報

を知らせる無料のアラートサービスなども提供し

ている。 

Budd:e 

（Stay smart online内のサイト）344 

サイバーセキュリティに関する教育パッケージ。生

徒がインタラクティブなゲームを楽しみながら、オ

ンラインを安全に使えるよう教育する。小中学校向

けの自習プログラムや、先生・両親向けのリソース

も提供している。（図３－３－１） 

サイバーセーフティヘルプボタンの

ダウンロードページ（ブロードバン

ド・通信・デジタル経済省のサイト）
345 

主に若者向けに、サイバーセーフティに関する情報

や手助けを総合的に提供するヘルプボタン。ダウン

ロードすると、デスクトップやツールバーにヘルプ

ボタンが表示される。ネットでのいじめや詐欺行

為、見知らぬ人からコンタクトがあった場合など、

必要なときにヘルプボタンをダブルクリックして、

問題を報告したり、その問題について詳細に学ぶこ

                                                                                                                                                            
Classification Board： 
http://www.classification.gov.au/Pages/Public/Media-And-Student-Resources/Fact-sheets.aspx  
2013年３月 13日時点リンク切れ 
342 通信・メディア庁（ACMA）「サイバースマート・プログラム」（Cybersmart Program） 
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=INT_PUB_CONTENT_PARENTS 基準日：2013年３月 12日 
343 http://www.staysmartonline.gov.au 基準日：2013年３月 13日 
344 http://www.staysmartonline.gov.au/schools_and_teachers 基準日：2013年３月 13日 
345 http://www.dbcde.gov.au/online_safety_and_security/cybersafetyhelpbutton_download 基準日：2013 年３月
13日 



第３章 オーストラリア 

 157

とができる。ダウンロード先は、PC のデスクトッ

プのほか、モバイル端末、ブラウザ、ネットワーク

に設定できる。（図３－３－２） 

サイバーセーフティヘルプとアドバ

イス（ブロードバンド・通信・デジタ

ル経済省のサイト）346 

ブロードバンド・通信・デジタル経済省が提供する

サイバーセーフティに関する情報のポータル。オン

ライン上の危険な行為をどこにどのようにして報

告するのかといった方法や、オンラインを安心して

使うための方法などを提供している。（図３－３－

３） 

Tagged (CyberSmart)（通信・メディア

庁のサイト）347 

通信・メディア庁の Cybersmartプログラムの１つ。

ティーンエージャーが直面する問題を取り上げた

ビデオや、先生や保護者にリソースを提供してい

る。これまでに全国に１万以上の映画やポスターを

配布し、YouTubeでの閲覧も５万ビューに達した。

子どもや若者のオンライン画像に関

する情報（Child Family Community 

Australia のサイト）348 

NCPC（National Child Protection Clearinghouse） 

がまとめたリソースシート。オンラインの画像に関

する法的な問題やプライバシーなどに関する情報

を提供している。行動規範や苦情申し立ての方法に

ついても触れている。 

ネットでのいじめに対応するための

保護者のありかたに関する報告書

（Parental Involvement in Preventing and 

Responding to Cyberbullying）（Child 

Family Community Australia のサイト）
349 

Child Family Community Australiaが発行しているネ

ットでのいじめに関する定義や統計データが掲載

された報告書。たとえば、ネットでのいじめと、オ

フラインでのいじめの違いや、保護者がどのように

してネットでのいじめから子どもを守るかについ

て述べている。現場の関係者や専門家が保護者の役

割を明確にしてツールを提供できるよう、手助けす

るリソースである。 

サイバー犯罪（連邦警察のサイト）350 子どもを性犯罪から守るための一環として、サイバ

ーセーフティに関する情報などを提供している。 

schoolatoz（ニュー・サウス・ウェール ニュー・サウス・ウェールズ州政府のサイト。子ど

                                                      
346 http://www.cybersafety.dbcde.gov.au/helpandadvice 基準日：2013年３月 13日 
347 http://www.cybersmart.gov.au/Home/Teens/Games%20and%20videos/tagged.aspx 基準日：2013年３月 13日 
348 http://www.aifs.gov.au/nch/pubs/sheets/rs18/rs18.html 基準日：2013年３月 13日 
349 http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/papers/a141868/index.html 基準日：2013年３月 13日 
350 http://www.afp.gov.au/policing/cybercrime.aspx 基準日：2013年３月 13日 
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ズ州の教育・コミュニティ省のサイ

ト）351 

もが安全にオンラインを使えるよう、保護者向けに

サイバーセーフティに関する情報を提供している。

また、いじめにあった子どもの親向けの情報も提供

している。 

サイバーセーフティハブ（クイーンズ

ランド州政府の教育・訓練・開発省の

サイト）352 

サイバーセーフティに関する情報を保護者や子ど

も、学校、専門家に提供している。 

Who's chatting to your kids?（クイーンズ

ランド州警察のサイト）353 

子どもや若者が安全にネットを使うための情報を

保護者向けに提供している。SNSや携帯電話、ウェ

ブカメラ、オンラインゲームについても記載されて

おり、利用する端末によって異なる危険や注意点に

ついて述べている。 

    

    

図３－３－１：Stay smart online内 budd;eのロゴ 

 
（出典：SmartOnlineサイト） 

                                                                                                                                                            
351 http://www.schoolatoz.nsw.edu.au/technology/cybersafety 基準日：2013年３月 13日 
352 http://education.qld.gov.au/studentservices/behaviour/qsaav/cybersafety.html 基準日：2013年３月 13日 
353 http://www.police.qld.gov.au/programs/cscp/personalSafety/children/childProtection/ 基準日：2013年３月 13
日 
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図３－３－２：サイバーセーフティヘルプボタンのダウンロードページ 

 

（出典：ブロードバンド・通信・デジタル経済省のサイト） 

 

図３－３－３：サーバーセーフティのヘルプとアドバイス 

 

（出典：ブロードバンド・通信・デジタル経済省のサイト） 

     


