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４ 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）青少年のリテラシー能力向上のための活動 

  ア 民間団体の取組 

    青少年リテラシー向上のための民間団体の取組としては、主に以下のようなもの

がある。 

    

表３－４－１：各民間団体の取組 

団体名 活動概要 

インターネット産業協会 

（IIA：Internet Industry Association）354

オンラインコンテンツに対する政府の共同対策に

ついて、ネットユーザーの理解を深めるための情報

を提供している。IIA は民間の非営利業界団体で、

通信・メディア庁とともに業界の行動規範を作成し

ている。 

「Back Me Up」（Australian Human 

 Rights Commissionのサイト）355 

ティーンエイジャー向けキャンペーンを行なって

いる。ネットでのいじめに対して毅然とした態度を

取ることを伝えるビデオなどを配信している。 

Make Cyberspace a Better Place 

（Kids helplineのサイト）356 

サイバースペースが子どもたちにとって安全で楽

しい場所になり、インターネットを自由に楽しめる

ようにするためのキャンペーンを行っている。 

Smart online safe offline (SOSO)

（National Association for Prevention of 

Child Abuse and Neglect (NAPCAN)の

サイト）357 

子どもを対象に、ネット上の危険やいじめから自分

をどのようにして守るかについてゲームや映像を

使って教育を行っている。 

幼児からティーンエイジャーの子を

持つ親のための安全に関する情報 

（Safety tips for parents of toddlers to 

teens (ages 4-15)）（Raising Children 

Networkのサイト）358 

主に保護者向けに、ネットでのいじめから子どもを

守る方法やネットの安全性に関する情報を提供し

ている。 

                                                      
354 http://iia.net.au/ 基準日：2013年３月 13日 
355 https://backmeup.somethingincommon.gov.au/home 基準日：2013年３月 13日 
356 http://www.kidshelp.com.au/teens/get-info/cyberspace/online-safety.php 基準日：2013年３月 13日 
357 http://www.soso.org.au/ 基準日：2013年３月 13日 
358 http://raisingchildren.net.au/articles/internet_safety.html/context/1103  
基準日：2013年３月 13日 
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Skoodle359 子ども向けのソーシャルネットワーク型の教育サ

イト。安全にオンラインを使う方法、特にオンライ

ン上の行動について子どもたちが自分で学ぶこと

ができる。保護者や先生向けの教材やリソースも提

供している。また、ヨーロッパの組織 Insafe360が毎

年２月の第２火曜日 2013 年は２月５日火曜日）に

設定している「安全インターネットデー」（Safer 

Internet Day）」に合わせて、ネット上での安全性向

上のためにさまざまなイベントを開催している。

（図３－４－１） 

ティーンエイジャー（12～17歳向け）

の健康とインターネットの安全361 

（Children, Youth and Women's Health 

Serviceのサイト） 

12～17歳向けに、オンラインコミュニケーションの

危険性やどのようにして安全を守るかについてガ

イドを提供している。 

ThinkUKnow 

インターネットの安全性に関するプ

ログラム362 

インターネット上の安全性に関するインタラクテ

ィブなトレーニングを保護者や先生に対して行っ

ている。英国で開発されたもので、連邦政府とマイ

クロソフト・オーストラリアがオーストラリア版を

開発した。教育用のプレゼンテーションツールを利

用するにはアカウント登録が必要。登録しなくても

閲覧できる情報も提供している。 

     

                                                      
359 http://www.skoodle.com/d/ 基準日：2013年３月 13日 
360 インセーフ（Insafe）「『より安全なインターネット』の日」（Safer Internet Day）： 
 http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day 基準日：2013年３月 12日 
361 http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=243&id=2374&np=295  
基準日：2013年３月 13日 
362 http://www.thinkuknow.org.au/site/ 基準日：2013年３月 13日 
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図３－４－１：「2013年インターネット安全日」キャンペーンのロゴ 

 

（出典：Safer Internet サイト） 

     

（２）ウェブサイト運営者に対するガイドライン策定 

   コンテンツサービス事業者向けのガイドラインとして、業界共通の規範が定められ

ている。この規範を作成しているのは業界団体である「インターネット産業協会（IIA：

Internet Industry Association）である。規範の管理は通信・メディア庁が担っている。規

範の作成並びに管理のいずれも、放送サービス法に基づいて行われている。 

   具体的には、通信・メディア庁は、1992年放送サービス法及び 2001年インタラクテ

ィブ賭博法（Interactive Gambling Act 2001）に基づいて、インターネットサービス事業

者とコンテンツサービス事業者向けにそれぞれ実務規範（codes of practice）を課してい

る。放送サービス法附則５の第５部に基づいて登録された業界規範及び業界基準を管

理していくことが、放送サービス法附則５の第 78項によって定められている363。これ

に該当する規範は、以下の①及び②である。 

    

  ①インターネットコンテンツに関する業界の自己規範（Internet Industry Codes of 

Practice: Codes for Industry Self-regulation in Areas of Internet Content）」 

  ②「インターネット及びモバイルコンテンツに関する業界共通の規範（Internet Industry 

Codes of Practice: Codes for Industry Co-regulation in Areas of Internet and Mobile 

Content）」 

    

   また、放送サービス法附則７の第４部に基づいて登録された業界規範である以下③

                                                      
363 通信・メディア庁（ACMA）「オンライン・コード」（Online Code）： 
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_300106 基準日：2013年３月 12日 
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の規範を管理していくことが、放送サービス法の附則７第 101項に定められている364。 

    

  ③「コンテンツサービスに関する業界共通の規範（Internet Industry Codes of Practice:  

Content Services Code for Industry Co-regulation in the Areas of Content Services）」 

    

   上記３規定の特徴の概要は、①インターネットコンテンツに関する業界の自己規範

は、インターネット全般に関する規定やインターネットへのアクセス管理に関する規

制であるのに対して、②インターネット及びモバイルコンテンツに関する業界共通の

規範は、特にモバイル提供者やコンテンツ提供者に向けた規定であり、また削除規定

や苦情対応といった対応に関する規定も含まれている点、また、③コンテンツサービ

スに関する業界共通の規範は、コンテンツ・ホストサービス事業者向けの規定である

点が挙げられる。 

   上記３規定の詳細について以下に述べる。 

    

  ア インターネットコンテンツに関する業界の自己規範365（Internet Industry Codes of 

Practice: Codes for Industry Self-regulation in Areas of Internet Content、2002年５月９

日登録） 

    本規範の目的は以下のとおりである。 

     

   ・インターネットへの信頼の確立及びインターネットの利用を推進すること 

   ・インターネットコンテンツへのアクセスを管理するシステムをサポートすること 

   ・インターネットユーザー及びコミュニティに公正で正確な情報公開を行うための

改善を行うこと 

   ・インターネットユーザーの機密保持やプライバシー保護に関する基準を提供する

こと 

   ・インターネット業界における苦情対応の透明性を提供するとともに、苦情対応が

公正かつ効率的に行われるようにすること 

   ・インターネット業界とユーザーの間に良好な関係を築くこと 

     

    本規範では以下の３つの規範についてまとめられている。 

     

                                                      
364 同上 
365 通信・メディア庁（ACMA）「インターネット業界行動基準：インターネットコンテンツ分野での業界
自主規制の基準」（Internet Industry Codes of Practice: Codes for Industry Self-regulation in Areas of Internet 
Content）： 
http://www.acma.gov.au/webwr/aba/contentreg/codes/internet/documents/iia_code_2002.pdf 基準日：2013年３月
12日 
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   ・規範１：インターネットアクセス全般に関するインターネットサービス事業者の

義務 

   ・規範２：国外で提供されているコンテンツへのアクセスに関するインターネット

サービス事業者の義務（通知システム、アクセス回避など） 

   ・規範３：国内で提供されているコンテンツに関するコンテンツ提供者の義務 

     

    本規範のうち、青少年のインターネットアクセスに関する規範の主な部分は以下

のとおりである。 

     

規範１：インターネットアクセス全般に関するインターネットサービス事業者の義務 

 

5.1 保護者（親や先生など）の同意がない限り、18 歳未満の子どもにアカウントを与えな

いこと、そのために以下の手段を講じる。 

(a) アカウント開設はクレジットカード保有者に限ること 

(b) アカウント開設の申請には年齢確認ができる ID情報を求めること 

(c) 保護者の同意が必要という注意書きを掲載すること 

 

5.2 インターネットサービス事業者は、契約者でコンテンツサービス事業を行う者に対して

以下のことを行う。 

(a) 国のレイティング（Classification）において制限コンテンツと分類されていないコン

テンツであっても、子どもにふさわしくないコンテンツである場合は、適切なラベル

づけを行うよう推奨する。 

(b) 国内で提供されているコンテンツに対して、コンテンツサービス事業者に連邦法や州

法の基づく法的責任があることを知らせる。 

 

5.3 インターネットサービス事業者はユーザーに対して、以下の情報を提供する。 

(a) コンテンツに子どもがアクセスすることを監督・管理するための情報 

(b) 子どものアクセスを管理する方法に関する情報（フィルタリングソフト、ラベリング、

フィルタリングを行っているインターネットサービスの利用など） 

 

5.5 インターネットサービス事業者は、契約者に以下のことを知らせる。 

(a) インターネットにコンテンツを提供することは、連邦政府や州・準州の法律に基づく

責任を伴うこと 

(b) 禁止コンテンツや禁止コンテンツの可能性があるものについて、通信・メディア庁に

苦情を申し立てる権利があること 
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5.7 インターネットサービス事業者は、違法サイトに誘導するメールや広告メールなど承諾

なく送信されてくるメールに対する契約者からの苦情受付に対応しなければならない。

 

5.8 インターネットサービス事業者は、当該サービスを利用するコンテンツ提供者が禁止コ

ンテンツを配信していることに気づいた場合、当該コンテンツ提供者に禁止コンテンツ

であることをメールで知らせる。 

 

規範２：国外で提供されているコンテンツへのアクセスに関するインターネットサービス

事業者の義務 

 

オーストラリア放送庁366（Australian Broadcasting Authority、ABA）、禁止コンテンツや禁止

コンテンツの可能性があるコンテンツであると判断されるコンテンツの情報を、指定フィ

ルタリング事業者に通知する。また、オーストラリア放送庁は、インターネットサービス

事業者に定期的に禁止コンテンツや禁止コンテンツと考えられるコンテンツを通知する 

 

規範３：国内で提供されているコンテンツに関するコンテンツ提供者の義務 

 

7.1 保護者や先生などの同意なしに 18 歳未満の子どもがアカウントを取得してコンテンツ

にアクセスすることがないよう、適切な対応をとる。そのために、クレジットカードに

よる登録や年齢確認ができる身分証明書による確認を行うようにする 

 

7.2 コンテンツ提供者は、禁止コンテンツまたは禁止コンテンツの可能性があるコンテンツ

でなくても、子どもに不適切なコンテンツである場合、コンテンツ事業者に対して適切

なラベリングシステムを使うよう勧める。また、コンテンツ事業者に連邦法・州法に基

づく法的な責任があることを知らせる 

 

7.3 コンテンツ提供者はユーザーに対して、以下の情報を提供する。 

(a) コンテンツに子どもがアクセスすることを監督・管理するための情報 

(b) 子どものアクセスを管理する方法に関する情報（フィルタリングソフト、ラベリング、

フィルタリングをおこなっているインターネットサービスの利用など） 

     

  イ インターネット及びモバイルコンテンツに関する業界共通の規範367（Internet 

                                                      
366  オーストラリア通信・メディア庁（ACMA）の前身の１つで当時の放送規制庁。 
2005年７月１日、オーストラリア通信庁（ACA）と統合され、放送、無線、電気通信及びオンライン・コ
ンテンツを規制する新規制監督機関として、ACMAが設立された。 
367 通信・メディア庁（ACMA）「インターネット業界行動基準：インターネット・モバイルコンテンツ分
野での業界共同規制の基準」（Internet Industry Codes of Practice: Codes for Industry Co-regulation in Areas of 
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Industry Codes of Practice: Codes for Industry Co-regulation in Areas of Internet and 

Mobile Content、2005年５月 26日登録） 

    本規範の目的は以下のとおりである。 

     

   ・コンテンツ提供者（Content Hosts）、インターネットサービス事業者（Internet Service 

Provider: ISPs）、モバイル通信事業者（Mobile Carriers）に対し、適切なコンテンツ

のガイドラインを示すこと 

   ・特に、モバイル通信事業者やコンテンツ提供者に対し、明確かつ効率的で自主的

にコンテンツを管理できるシステムを提供し、若年層が不適切なコンテンツへア

クセスすることを防止すること 

   ・エンドユーザーが安心してインターネットを利用できるようにすること 

   ・苦情申し立てがあった際は、効率よく公正に対処すること 

    

    内容としては、インターネットのコンテンツ及びコンテンツ提供者に関する規範

がまとめられており、以下の３つの規範について述べられている。 

    

   ・規範１：国内におけるコンテンツ提供者に対する義務や削除要請、禁止コンテン

ツに関する通知など 

   ・規範２：コンテンツ提供者にアクセスを提供する際の、インターネットサービス

事業者及びモバイル通信事業者の義務（アカウントの開設、エンドユーザーへの

情報提供、禁止コンテンツに関する通知、苦情対応など） 

   ・規範３：国外で提供されたコンテンツへのアクセスに関する通知システム及びフ

ィルタリング 

     

    青少年のインターネットアクセスに関連する規範の主な部分を以下にあげる（要

約のみ）。 

     

規範１：国内におけるコンテンツ提供者に対する義務や削除要請、禁止コンテンツに関す

る通知など 

 

6．コンテンツ提供者の一般的な責任 

 

6.1 各コンテンツ提供者は、オーストラリア放送庁（Australian Broadcasting Authority、ABA）

                                                                                                                                                            
Internet and Mobile Content）： 
http://www.acma.gov.au/webwr/aba/contentreg/codes/internet/documents/iia_code_2005.pdf 基準日：2013年３月
12日 
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368から、ある種のニュースグループが児童ポルノや児童性愛に関連するという通知を受

けた場合、各コンテンツ事業者のニュースリーダー用サーバーがそのようなニュースグ

ループからフィード369を受け取らないことを確実にするため、しかるべき対処を取る。

 

6.2コンテンツ提供者は、若年層370に対して不適切なコンテンツが提供されないよう、以下

の対応を取る。 

(a) クレジットカード情報の提示を要求する。 

(b) 運転免許証・パスポート・誕生証明書など、年齢を識別できる情報の提示を要求する。

(c) 保護者の同意が必要であることを目立つ位置に提示する。 

(d) コンテンツにアクセスしようとするユーザーが若年層でないことを確認する手順を

含める。 

(e) モバイルコンテンツの場合は本規約の条項 15と 16（モバイル通信事業者の義務に関

する規範）に従う。 

 

6.3 コンテンツ提供者は、オーストラリア国内を拠点とするホスティングサービスに対し、

以下の対応を行う。 

(a) 若年層に対する禁止コンテンツには、ガイドラインに従って警告やラベルを表示す

る。 

(b) オーストラリア国内で違法となるコンテンツを提供しないよう通知する。 

(c) チャットルーム利用における危険事項をエンドユーザーに知らせる。 

 

6.4コンテンツ提供者がオーストラリアの法規に従うことを政策やサービス条件に盛り込む

ことで、コンテンツ提供者は上の条項 6.2と 6.3に従う。 

 

6.5 条項 6.2と 6.3に加え、コンテンツ提供者は本規範の登録後 4ヶ月以内に以下のことを

行う。 

(i) 子供のアクセスの管理・監督方法に関する情報提供 

(ii) 1つ以上の IIA Family Friendlyフィルター371の入手方法の提供 

(iii) IIA Family Friendlyフィルターをダウンロードするためのリンクと、その操作方法の

提供 

(iv) インターネット上にコンテンツを提供することは法的な責任を伴うことを通知 

(v) エンドユーザーが禁止コンテンツを発見した際は、ABA に対し申し立てができるこ

                                                                                                                                                            
368 現在の通信・メディア庁の前身組織の１つ。2005年７月に統合された。 
369 サイト内の情報が更新されたことを知らせるメッセージ。「IT用語辞典｣より。 
370 若年層とは 18歳未満の子どもを指す。 
371 インターネット産業協会（IIA）認定のフィルタリングソフトを指す。 
372 インターネット産業協会（IIA）認定のコンテンツ（サイト）を指す。 
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とを通知 

(vi) ABAに苦情を申し立てる場合の手続き方法の提供 

(vii) モバイル通信事業者やコンテンツプロバイダに対し、エンドユーザーは苦情し立て

を行う権利があることを通知 

(viii) 違法サイトへのアクセスを促すメールや広告メールなど、承諾なしに送信されるメ

ールの受信者が苦情を申し立てる方法の提供 

 

6.6 コンテンツ提供者は、オンラインの安全性に関するページあるいは「Online Safety」ボ

タンによる IIA の安全性に関するページへのリンクにおいて、条項 6.5 に従う義務があ

る。 

 

6.7 IIA Family Friendly コンテンツ（サイト）372と認定されたコンテンツ提供者は、オンラ

インの安全性ページへのリンクを貼ることができる。 

 

6.8 エンドユーザーは、モバイルコンテンツに対する苦情をコンテンツ提供者に行うことが

できる。苦情対応に際しては本規範の付則２に従う。 

 

7．削除通知の手続 

   コンテンツ提供者は、オーストラリア放送庁からのコンテンツ削除要請に応じて、該当

するコンテンツを削除する責任がある。その際、コンテンツ提供者は、当該コンテンツ

を掲載したユーザーに契約違反であることを通知する。 

 

8．関連省庁からの指導 

   禁止コンテンツまたは禁止コンテンツとなる可能性のあるコンテンツについて、コンテ

ンツ提供者は関連省庁からの指導に従う責任がある。 

 

9．制限コンテンツに関する通知 

   他のコンテンツ提供者が禁止コンテンツを提供していた場合、発見したコンテンツ提供

者は当該コンテンツ提供者にその旨を通知するとともに、オーストラリア放送庁にも通

知する。 

 

規範２：コンテンツ提供者にアクセスを提供する際の、インターネットサービス事業者及

びモバイル通信事業者の義務 

 

10．アカウントの開設 

インターネットサービス事業者は、インターネットにアクセスするためのアカウントが、
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保護者（親・教師・その他監督責任を負う大人）の同意を得ないまま若年層に発行されな

いようにする責任がある。そのために、クレジットカードによる登録手続の採用、保護者

の同意が必要であるという注意書きの掲載、IIA Family Friendlyフィルターの情報提供など

を行う。また、保護者の同意について、保護者から同意していない旨の連絡を受けた場合、

当該若年層ユーザーのアカウントを無効にする。 

 

15. モバイル通信事業者は、制限コンテンツにユーザーがアクセスする際、当該ユーザーが

若年層ではないことを確認するための手段を講じる。例えば、クレジットカードによる

登録、運転免許証など年齢確認ができる身分証明書による確認を行う。 

 

18. エンドユーザーは、モバイルコンテンツに対してモバイル通信事業者に苦情申し立てを

することができる。モバイル通信事業者は本規範の付則２に従って苦情対応をしなけれ

ばならない。 

 

附則２ モバイルコンテンツに対する苦情対応の手順 

エンドユーザーは、モバイルコンテンツに対してモバイル通信事業者やコンテンツ提供者

に苦情を申し立てることができる。モバイル通信事業者やコンテンツ提供者は、苦情を受

け付けたらその内容を確認する。例えば、内容的に禁止コンテンツであるにもかかわらず

禁止コンテンツと評価されていなかったのか、苦情内容が正しい根拠に基づくものかどう

かなどを確認する。コンテンツ評価が違っていると考えられる場合は、評価のやり直しを

コンテンツサービス事業者に求める。また、苦情が適切である場合、苦情受け付けから 24

時間以内に当該コンテンツを非公開にし、コンテンツの再評価を行う。また、エンドユー

ザーにコンテンツ再評価の結果を知らせる。 

ユーザーはオーストラリア放送庁に直接通報することもできる。そのため、苦情が解決し

ない場合、苦情申立人と意見の相違がある場合は、苦情申立人ユーザーに対して、オース

トラリア放送庁にコンテンツの再評価の依頼をするよう通知する。 

     

  ウ コンテンツサービスに関する業界共通の規範373（Internet Industry Codes of Practice: 

Content Services Code for Industry Co-regulation in the Areas of Content Services、2008

年６月 24日登録） 

    本規範の目的は以下のとおりである。 

     

                                                      
373 通信・メディア庁（ACMA）「インターネット業界行動基準：コンテンツサービス分野での業界共同規
制のコンテンツサービス基準」（Internet Industry Codes of Practice: Content Services Code for Industry 
Co-regulation in the Areas of Content Services）： 
http://www.acma.gov.au/webwr/aba/contentreg/codes/internet/documents/content_services_code_2008.pdf  基 準
日：2013年３月 12日 
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   ・指定されたコンテンツ・ホストサービス事業者に対して、法的な義務に従うこと

及びコンテンツに関わる手続に関するガイドラインを提供すること 

   ・課金制のコンテンツサービス事業者（ニュースや時事情報を除く）に関して、明

確で効率的かつ自己規制的なコンテンツ評価を提供すること 

   ・コミュニティの信頼を得るとともに、国民が適切な情報・教育・エンターテイン

メントに関するデジタルコンテンツを利用できるようにすること 

   ・コンテンツに関する苦情対応について、透明性のあるシステムを提供するととも

に、苦情対応が公正で効率的に行われるようにすること 

     

    本規範の本編の内容構成は以下のとおりである。 

     

   ・Part B：コンテンツ評価とレイティング（評価者と評価内容） 

   ・Part C：苦情対応 

   ・Part D：削除要請（保存されたコンテンツ及びライブコンテンツに対する対応） 

   ・Part E：オンラインの安全性（ユーザーへの情報提供、Family Friendlyシステムな

ど） 

   ・Part F：アクセス制限システム（警告、安全情報、年齢確認、アクセス制限など） 

   ・Part G：チャットサービス（大人向けのチャットなど） 

     

    青少年のインターネットアクセスに関する内容で、前述した２つの規範には含ま

れないものを以下に挙げる。 

     

PART B：コンテンツ評価とレイティング 

 

6. 訓練されたコンテンツ評価者（Trained Content Assessors） 

 

6.1 訓練されたコンテンツ評価者とは、課金制のコンテンツサービス提供事業体の社員

または委託者である。 

 

6.2 訓練されたコンテンツ評価者になるための方法は、インターネット産業協会が情報

提供する。 

 

7. 評価 

 

7.1 コンテンツサービス事業者は訓練されたコンテンツ評価者にコンテンツ評価を依

頼することがある。 
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7.2 課金制のコンテンツサービス事業者は、法に定められた状況に応じて、ニュースや

時事情報以外のコンテンツを訓練されたコンテンツ評価者に評価依頼をしなければな

らない。 

 

7.3 訓練されたコンテンツ評価者は、レイティング法（Classification Act）やその他のガ

イドライン・規範に基づいて評価を行わなければならない。 

 

8. 課金制のコンテンツサービス事業者の義務 

レイティング理事会の分類に基づく禁止コンテンツ及び規制コンテンツ（RC, X 18+, R 

18+ or MA 15+）をコンテンツとして提供しないこと。 

 

PART E：オンラインの安全性 

14. エンドユーザーへの情報提供 

 

14.1 課金制のコンテンツサービス事業者やライブコンテンツサービス事業者でホスト

サービスを行っているものは、オンラインの安全性を以下のような方法で推進しなけ

ればならない。 

(a) コンテンツへのアクセスや利用時の安全性について意識向上を図る。 

(b) 特にチャットサービスを子どもが利用することに関して、保護者に情報提供を行

い、子どもの安全性を確保する手助けを講じる。 

(c) 課金制コンテンツサービスやライブコンテンツサービスのコンテンツに子どもが

アクセスする際に、保護者が管理・監督を行うための情報提供を行う。 

(d) 課金制コンテンツサービスやライブコンテンツサービスのコンテンツに子ども

がアクセスすることを管理する保護者へのアドバイスや情報提供を行うための手

段を講じる。 

(e) 新たなコンテンツサービスを開発する際に、子どもの安全性を考慮する。 

(f) エンドユーザーに対して、なぜコンテンツには特定のレイティングがあるのかを

説明する情報へのアクセスを講じる。 
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（３）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） 

  ア レイティングとゾーニングの関係 

    オーストラリアでは、前述のとおり、法律に基づいて作成された「Classification」

がいわゆる「レイティング」にあたる。インターネット上のコンテンツも、この分

類によってレイティングが行われている。制限カテゴリーに分類されたコンテンツ

に対しては、年齢確認によって利用者を制限している。この年齢確認が「ゾーニン

グ」にあたると考えられる。 

  イ 年齢確認によるゾーニングの状況 

    2008年１月 20日から、インターネットや携帯電話の大人向けコンテンツ（前述の

レイティングMA15+と R18+）の利用に対する年齢確認がコンテンツサービス事業者

に義務づけられた。この法改正により、コンテンツサービス事業者は、サイトにア

クセスしてくるユーザーに対して、MA15+のコンテンツは 15 歳以上であること、

R18+のコンテンツは 18歳以上であることを確認しなければならなくなった。この改

正は、通信・メディア庁に寄せられた苦情・提案をもとに検討がおこなわれ、2007

年７月に法制化された374。サイトがどのレイティングに該当するかは、レイティン

グ理事会が国内のすべてのコンテンツを確認して分類することになったが、この法

律ではユーザー生成型のコンテンツやソーシャルネットワークのコンテンツをどの

ようにしてレイティングして規制していくのかまでは触れられていなかった375。 

  ウ SNSにおける年齢確認の取組 

    現在では、多くの SNSサイト側で年齢制限を設けている。たとえば、MySpaceで

は利用者を 14 歳以上としてプロフィール作成時に確認し、プロフィールが 14 歳未

満の場合は削除している。また、14 歳未満と思われる利用者が見つかった場合は報

告するように、利用者や保護者に呼びかけている。 

    一方、Facebookは、当初は高校生やカレッジ（主に 12～17歳向けの職業訓練校376）

の学生だけに開放していたが、現在は 13～17 歳の高校生もしくはカレッジの学生、

及び 18歳以上の人にサービスを提供している。この対象年齢に満たない子どものプ

ロフィールは削除される377。 

    しかし、SNSのプロフィールは年齢を詐称する若者が多いという指摘もあるため、

                                                      
374 通信・メディア庁（ACMA）「インターネット・モバイルコンテンツの年齢制限に関する新ルール」（New 
rules for age-restricted internet and mobile content）： 
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_310907 基準日：2013年３月 12日 
375 デイリー・テック（Daily Tech）「オーストラリア、インターネットコンテンツにおける年齢認証義務化
へ」（Australia Approves Mandatory Age Verification for Internet Content）： 
http://www.dailytech.com/Australia+Approves+Mandatory+Age+Verification+for+Internet+Content/article10137.ht
m 基準日：2013年３月 12日 
376  オーストラリアの大学（Australian Universities.com.au）「オーストラリアのカレッジ」（Australian 
Colleges）： 
http://www.australianuniversities.com.au/colleges/ 基準日：2013年３月 12日 
377 Facebook年齢制限に関する説明：http://www.facebook.com/help/parents 基準日：2013年３月 15日 
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プロフィールの公開設定を非公開（private）、またはユーザーが承認したコンタクト

リストのうち 18 歳以上の人だけに公開する初期設定にするよう、政府関係機関は

SNS サイトに提案している。さらに、ユーザーに対して詳細な個人データを書き込

まないようにすることや、プライバシー設定で情報を管理すること、18 歳未満のユ

ーザープロフィールは検索対象からはずすことも提案した378。オンラインの記事に

よれば、こうした年齢確認が Facebookに提案されたのは 2011年であり、この時点で

は提案対象はオーストラリア国内のみである379。2012年現在、海外の Facebookにも

同じように年齢確認が適用されているのかはわかっていない。 

    なお、ブロードバンド・通信・デジタル経済省のサイトで紹介されている主な SNS

の現時点のオーストラリアにおける対応は以下のとおりである。 

  エ SNSによる取組 

  （ア）一般 SNSによる取組 

     一般 SNSによる年齢制限管理に関する取組について以下に述べる。 

      

表３－４－２：一般 SNSによる取組 

SNSサイト名 取組概要 

Facebook ユーザー年齢を 13歳以上に限定している。13～17歳のユーザーについ

ては、名前やプロフィール画像、性別、交際関係ステータス更新、写

真の公開レベルを「Friends of Friends（友人の友人）」までとし、それ

以外の連絡先や現在地情報などは「Friends（友人）」のみ公開としてい

る。この初期設定をカスタマイズして公開できる友人を選択すること

もできるが、連絡先を公開できるのは「Friends of Friends（友人の友人）」

までで、Public（一般公開）に変更しても友人以外の人に個人情報は表

示されない。また、検索対象外のため、検索結果に個人情報が出るこ

ともない380。（以下、図３－４－２参照） 

YouTube 

 

アカウントを作成できるのは 13歳以上と限定している。13歳以上のユ

ーザーが投稿した映像は初期設定では誰でも見られる設定になってい

るが、ユーザーが「不適切な動画」を見ようとした場合はメッセージ

を表示し、登録された生年月日から 18歳以上であることが確認された

ユーザーにのみ閲覧を許可するよう、閲覧権限を限定することもでき

                                                      
378 オーストラリア法改正委員会（Australian Law Reform Commission）「子ども、若者のプライバシーに対
する姿勢」（Children, Young People and Attitudes to Privacy）： 
http://www.alrc.gov.au/publications/67.%20Children,%20Young%20People%20and%20%20Attitudes%20to%20Priv
acy/online-social-networking 基準日：2013年３月 12日 
379 オールフェイスブック（AllFacebook）「フェイスブック、オーストラリアで年齢制限の可能性」： 
http://allfacebook.com/facebook-may-face-age-restrictions-in-australia_b51499 基準日：2013年３月 12日 
380http://www.dbcde.gov.au/easyguide/facebook 
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る。YouTube では不適切なコンテンツを削除するためのシステムを導

入しているが、それに加えて、不快なコンテンツを見えないようにユ

ーザーが設定できる Safety modeというツールも提供している381。（以

下、図３－４－３参照） 

Twitter ユーザーは 13歳以上を対象としているが、システム上の制限はない。

親の同意なく子どもが個人情報を Twitterに提供したことがわかった場

合、親は privacy@twitter.comに連絡して削除依頼できる。Twitterでは、

13歳未満の子どもから個人情報を収集しないと規定している382。 

Myspace ユーザーを 13歳以上に限定している。13歳未満の子どもはアカウント

を作成できない。13～17 歳のユーザーのプロフィールを閲覧できるの

は承認した友人のみ。18 歳以上になると、初期設定では誰でも閲覧で

きるようになるが、設定を変更して非公開や閲覧者を限定することも

できる383。（以下、図３－４－４参照） 

      

図３－４－２：Facebookによる年齢制限取組 

 

（出典：Facebookサイト） 

                                                                                                                                                            
381 ブロードバンド・通信・デジタル経済省（Department of Broadband, Communication and the Digital Economy）
「オンライン上で交流するための簡単ガイド：ユーチューブ」（The Easy Guide to Socializing Online：
Youtube）： 
http://www.dbcde.gov.au/easyguide/youtube 基準日：2013年３月 12日 
382 ブロードバンド・通信・デジタル経済省（Department of Broadband, Communication and the Digital Economy）
「オンライン上で交流するための簡単ガイド：ツイッター」（The Easy Guide to Socializing Online: Twitter）： 
http://www.dbcde.gov.au/easyguide/twitter 基準日：2013年３月 12日 
383ブロードバンド・通信・デジタル経済省（Department of Broadband, Communication and the Digital Economy）
「オンライン上で交流するための簡単ガイド：マイスペース」（The Easy Guide to Socializing Online: 
Myspace）： 
http://www.dbcde.gov.au/easyguide/myspace 基準日：2013年３月 12日 
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図３－４－３：You Tubeによる年齢制限取組 

 

（出典：You Tubeサイト） 

 

図３－４－４：Myspaceによる年齢制限取組 

 
（出典：Myspaceサイト） 

      

  （イ）子ども向け SNSによる取組 

     子ども向け SNSによる取組例として以下のものが挙げられる。 
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表３－４－３：子ども向け SNSによる取組例 

SNSサイト名 取組概要 

Moshi Monsters384 ６～12 歳の子どもを対象とした教育・ゲームサイトだが、アカウント

開設は誰でもできる。デフォルトのプライバシー設定は、個人情報は

非表示になっている。アカウント登録時には、保護者のメールアドレ

ス、国、性別、生年月日を入力する必要がある。また、リアルタイム

のチャットサービスは提供しておらず、公開されるのはピンボードの

140文字以内のメッセージだけである。不適切なメッセージにフラグを

立てるため、メッセージはすべてフィルタリングしている。（図３－４

－５） 

Stardoll385 仮想上の着せ替え人形でファッションやデザイン、友だちづくりを楽

しむためのサイトである。年齢制限はないが、７～17 歳の子どもを対

象にしている。13 歳未満の子どもがアカウントを登録しようとすると

「保護者の同意が必要です」というメッセージが表示される。同意確

認のため、保護者のメールアドレスの入力を求めている。また、13 歳

未満の子どもは自動的に Kid Safe会員として登録される。Kid Safe会員

は、すべての人形関係のゲームにアクセスでき、他の人のアルバムや

人形も閲覧できるが、コンテンツの作成（ブログやゲストブックなど）

はできない。他のユーザーが書いたコンテンツへのアクセスやチャッ

ト、メッセージも利用制限されている。（図３－４－６） 

Club Penguin386 

 

仮想世界でゲームや友だちとの交流、パーティーへの参加などを楽し

む子ども向けのサイトである。対象年齢は６～14 歳だが、誰でもアカ

ウントを開設できる。子どもがアカウント登録するときには保護者の

メールアドレスの入力が求められる。これによって保護者の同意を確

認する。デフォルトのプライバシー設定は、年齢に関係なく他のメン

バーの個人情報にはアクセスできない設定になっている。また、チャ

ットをする場合は、プライバシーを保護するために２つのオプション

から毎回選択する。「最大限安全なチャット（Ultimate Safe Chat）」オプ

ションを選んだ場合、前もって承認されたコメントの中から選んで使

うため、安全なチャットメッセージだけを見ることができる。「標準的

に安全なチャット（Standard Safe Chat）」を選んだ場合は、自分でメッ

セージを作成して送信する。承認された言葉だけを表示するためにメ

ッセージはすべてフィルタリングする。問題のある内容や電話番号、

                                                      
384 子ども向け SNS Moshi Monsters：http://www.moshimonsters.com/ 基準日：2013年３月 15日 
385 子ども向け SNS StarDoll： http://www.stardoll.com/en/ 基準日：2013年３月 13日 
386 子ども向ける SNS Club Penguine：http://www.clubpenguin.com/ 基準日：2013年３月 13日 



第３章 オーストラリア 

 177

他の人の個人情報は遮断している。（図３－４－10） 

      

図３－４－５：Moshi Monstersサイトのトップページ 

 
（出典：Moshi Monstersサイト） 

      

図３－４－６：Stardollによる年齢制限取組 

 

 

（出典：Stardollサイト） 
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図３－４－７：Club Penguineのアカウント有効化画面 

 

（出典：Club Penguineサイト） 

      

     上記以外の SNS387、検索エンジン388、オンラインゲーム389についても、それぞ

れプライバシー設定の概要やコンテンツ閲覧のコントロールについて情報を提供

している。 

      

（４）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 

   オーストラリアでは、政府による強制的なフィルタリング導入（いわゆる検閲）に

対する反対運動があり、デモ行進や政府サイトへの攻撃、通信・メディア庁が保有す

るブラックリストを入手しての公開（ウィキリークス）などがある。しかし、インタ

ーネットサービス事業者の中には自主的にブラックリストに基づいてサイトをブロッ

クしているところもすでにある。法律改革委員会による検討の報告書にあるように、

政府主導のシステムやコンテンツ・レイティング及び評価には改善すべき点がいくつ

かあるものの、今後も検討を重ねながらもトップダウン形式で政府主導の法による規

制が行われていくものと考えられる。 

                                                      
387 ブロードバンド・通信・デジタル経済省（Department of Broadband, Communication and the Digital Economy）
「オンライン上で交流するための簡単ガイド」（The Easy Guide to Socializing Online）： 
http://www.dbcde.gov.au/easyguide/social_networking 基準日：2013年３月 12日 
388 ブロードバンド・通信・デジタル経済省（Department of Broadband, Communication and the Digital Economy）
「オンライン上で交流するための簡単ガイド」（The Easy Guide to Socializing Online）： 
http://www.dbcde.gov.au/easyguide/search_engines 基準日：2013年３月 12日 
389 ブロードバンド・通信・デジタル経済省（Department of Broadband, Communication and the Digital Economy）
「オンライン上で交流するための簡単ガイド」（The Easy Guide to Socializing Online）： 
http://www.dbcde.gov.au/easyguide/online_games 基準日：2013年３月 12日 
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   そのため、民間同士の紛争よりも、政府と反対派との間の紛争が目立つ。通信・メ

ディア庁が実際に削除要請を出し、従わない場合は罰金を課すという命令を出した例

としては、通信・メディア庁が保有するブラックリストへのリンクを掲載したサイト

や、殺人の映像が挙げられる。いずれも、罰金額は１日あたり 11,000 ドルであり、両

者とも削除要請に応じた。そのほか、先住民アボリジニーに関する記事が人種差別で

あるとして Googleオーストラリアの検索エンジンから削除された例もある390。 

    

（５）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 

   エンドユーザーがオンラインコンテンツについて苦情を申し立てる場合、利用サー

ビスを提供しているインターネット・サービス事業者、コンテンツ・サービス事業者、

及びコンテンツ提供者のいずれかに苦情を申し立てることができる。また、通信・メ

ディア庁に直接申請することもできる。苦情を受け付けた事業者は、苦情内容につい

て調査を行い、必要に応じて当該コンテンツを非公開にした上でレイティングの再評

価を依頼する。苦情申立人と事業者の間で意見の相違などが起こり、解決に至らない

場合は、通信・メディア庁に通報できることをユーザーに伝える。以上は、本報告書

「４（２）ウェブサイト運営者に対するガイドライン」の節で紹介した業界規範に述

べられている。 

   通信・メディア庁が通報を受け付けた場合は、その内容について調査をおこない、

有害コンテンツであると考えられる場合はレイティング理事会にサイトのレイティン

グを依頼する。禁止コンテンツであるとレイティング・確認されたら、通信・メディ

ア庁はコンテンツサービス事業者にコンテンツの削除や閲覧制限を通告している391。 

 

                                                      
390 ウィキペディア（Wikipedia）「オーストラリアのインターネット検閲」（Internet censorship in Australia）： 
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_Australia 基準日：2013年３月 12日 
391 
Classification Board  http://www.classification.gov.au/Pages/Public/Media-And-Student-Resources/Parents.aspx 
リンク切れ 


