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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）法律・規制の有無 

  ア インターネットコンテンツの規制 

    本報告書執筆時点431においては、インターネットコンテンツは、当該コンテンツ

が違法性を持たない限りにおいて、法律で規制されず、それゆえ非違法コンテンツ

を規制する法律は存在しない。 

  イ インターネット利用環境に関する規制 

    インターネット利用環境（レイティング、ゾーニングなど）に関する法規制も行

われておらず、産業界、教育施設、家庭における自主規制が求められている状況で

ある。 

  ウ わいせつコンテンツの規制 

    インターネット上のわいせつなコンテンツに関するカナダの対応は、合衆国の対

応に比べると最低限の内容にとどまっており、立法者は既存のわいせつ物に関する

刑法の条項を改正してインターネット上の違法行為を含めたのみである432。 

  エ 刑法規定に関連したインターネット・サービス・プロバイダーの義務 

    2001年の刑法改正では、児童ポルノ頒布や児童詭計搾取等を違法行為としている。 

    刑法では、児童ポルノと認められたマテリアル（オンラインマテリアルを含む）

を司法審査することが必要とされているが、インターネット・サービス・プロバイ

ダーは、自社サーバー内に投稿されたコンテンツについて、司法審査前に当該コン

テンツの合法性を判断することや、修正措置をとることについて義務はない。裁判

官によってマテリアルが違反であると判断された場合には、インターネット・サー

ビス・プロバイダーは当該コンテンツを削除し、その投稿者を探すための捜査に協

力する必要がある。 

    

（２）過去に議会で否決された法案 

   過去に議会で検討され、否決された２つの法案について、以下に述べる。 

  ア 健全なインターネットのための法案 

    2007 年、保守党議員ジョイ・スミスは、国会に「健全なインターネットのための

法案（Clean Internet Act433）」法案を提出したが、否決された。 

    同法案は、インターネット上での、児童ポルノ、特定人種に対する憎悪の指示・

                                                      
431 2013年３月。 
432 調査から得られた OpenNet Initiative（オープンネットイニシアティブ）の見解：
http://opennet.net/research/regions/namerica#footnote30_nmz5j5m#footnote30_nmz5j5m 基準日：2013年３月11
日 
433 カナダの法案データベースに納められた法案の全文：
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Doc=C-427_1&File=24&Language=E&Mode=1&Parl=3
9&Pub=Bill&Ses=1 基準日：2013年３月 11日 
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推進・扇動、女性に対する暴力の描写・奨励を阻止することを目的としており、イ

ンターネット・サービス・プロバイダーに、事業運営要件を満たした上で運営免許

を取得させた上で、さらに以下の①～③の項目の遵守を求めるという内容だった。 

     

   ①女性に対する暴力や特定団体に対する憎悪を指示・推進・投稿すること、または

18 歳未満の人間が関与する違法な性的行為への参加を促すことを目的としたイン

ターネット利用を利用者に許可してはならない。 

   ②児童ポルノをインターネット上に掲載することや、インターネット上で児童ポル

ノを表示・読み取り・コピー・取得することを目的としたインターネット利用を

許可してはならない。 

   ③過去７年以内に本法案下における犯罪について有罪判決を受けた人間、または実

際に有罪判決を（まだ）受けていなくても、過去７年以内に本法に照らして違反

を行っている人間に対して、インターネット・サービス・プロバイダーは、イン

ターネット利用を許可してはならない。 

     

    法案が可決されなかった理由としては、以下が考えられている。 

     

   ・法案が非閣僚議員によって提出された法案434であったこと 

   ・インターネット・サービス・プロバイダーはサービス利用者の犯罪歴を調査する

必要があり、その義務を怠った場合にインターネット・サービス・プロバイダーの

責任者が刑務所に収監される可能性があり現実的に困難な条件が多かったこと 

     

  イ 搾取から児童を保護するための法案435 

  （ア）法案の概要 

     インターネット上の搾取からの児童保護を目的として、公安大臣のヴィック・

トーヴズ大臣によって 2012年に提出された同法案では、当局による国民のオンラ

イン活動のリアルタイム監視・追跡が提案された。サービスプロバイダーは利用

者のオンライン活動をリアルタイムで記録・保存し、当局の求めに応じて利用者

のオンライン活動記録を提出する義務が規定された。さらに、サービスプロバイ

ダーには、サーバーへの「バックドア」436設定が義務付けられ、当局が令状なし

で個人の電子情報を必要に応じ常時傍受することを可能にするという内容であっ

た。 

                                                      
434 英語では、Private Members Billという。閣僚ではなく平議員によって提出された法案のことを意味する。
他の法案同様のプロセスを経るが、その考慮にかけられる時間が制限されている。そのため通過しないこ

とが多い。 
435 Protecting Children from Internet Predators Act： 
436 サーバーに設定された、不正侵入を行うための「裏口」。 
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     同法案では、上記権限を以下の機関・人物に付与することを提案した。 

      

    ・警察 

    ・カナダ安全情報サービス（Canadian Security Intelligence Service437、以下 

CSISという） 

    ・カナダ産業省（Competition Bureau）競争政策局職員 

    ・公安大臣によって任命された任意の人間 

      

  （イ）法律批評家による法案への批判 

     同法案は大きな批判を招いた。 

     その理由の１つに、法案名を除き、法案自体に「児童」や「子ども」という単

語が一切使用されていなかった点が挙げられる。そのため、法律批評家たちは「法

案の名称は、聞こえをよくするためだけのものであり、法案の実態はスパイ法案、

またはウェブ活動偵察法案である」と非難した。 

  （ウ）議員による法案への批判 

     国会議員のフランシス・スカパレジア氏（自由党員）は、「この法案は、警察が

令状もなしに、カナダ国民の電子メールを読み、携帯電話の信号を通じて個人の

動きを追跡できるようにするものだ438」と批判した。 

     また、国会議員のチャーリー・アンガス氏は、「この法案は、携帯電話を電子手

錠に変えるものだ。警察は、この手錠を利用し、法律を遵守している善良なカナ

ダ国民の行動を追跡できる。439」と警告した。 

  （エ）オンタリオ州情報・プライバシー局長官による法案への批判 

     オンタリオ州の情報・プライバシー局長官であるアン・カボーキアン氏は、「こ

れまでに見てきた中で、プライバシーに対する最も危険な脅威である」とインタ

ビューに対して回答した。 

     

（３）CRTCによるインターネット規制の検討 

   テレビ・ラジオなどで放送される放送コンテンツは、カナダ・ラジオテレビ通信委

員会（Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission、以下 CRTCという）

の規制を受けるが、同委員会はインターネット上のコンテンツについては規制を行わ

ない立場を取っている。 

                                                      
437 カナダ政府の諜報機関。 
438 国会議員のフランシス・スカパレジアが国会の質疑応答の際のコメント。CBC提供。 
URL：http://www.cbc.ca/news/technology/story/2012/02/13/technology-lawful-access-toews-pornographers.html 
基準日：2013年３月 11日 
439 チャーリー・アンガス議員の意見：
http://charlieangus.ndp.ca/post/ndp-warns-against-conservatives-snooping-law 基準日：2013年３月 11日 
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   CRTC がインターネットを規制対象に含めない背景を過去の検討結果の発表などか

ら以下に検証する。 

     

  ア 1999年の検討結果 

    CRTCは、インターネットを規制対象に含めない判断経緯及び理由について、以下

のとおり発表している。 

      

   ・CRTCではインターネットの規制は行わないと結論づけた。 

   ・インターネットアクセスサービスは、高水準かつ高品質であり、また創造性及び

改革は、規制のない環境下でこそ成長を遂げるものだと考える。 

   ・CRTCの規制対象である放送コンテンツが当時インターネット上に存在したがコン

テンツのほとんどはテキストであったことも規制対象外にした理由の１つである。 

   ・CRTCでは、インターネットが「放送法（Broadcasting Act）」及び「通信法 

（Telecommunications Act）」で定められた要件を満たしていると結論づけた。 

   ・今後も CRTCでは、それらの要件が満たされているか継続的に見直していく予定 

    である。 

      

  イ 2008年の規制方針見直し発表における説明 

    2008年発表の CRTCによる「ブロードキャスティング規制方針 CRTC 2009-329の

新メディアにおけるブロードキャスティングの見直し（「Broadcasting Regulatory 

Policy CRTC 2009-329」の「Review of broadcasting in new media」）440」においても、

「CRTCでは、新メディア441における放送がさまざまな形式を取り得ることを認識し

ているが、個々のカナダ人によって作成されたそのコンテンツ、品質、可用性につ

いて何ら規制をする意図はない。」としている。 

  ウ 2009年の電気通信規制政策における説明 

    2009年発表の「電気通信規制政策（Telecom Regulatory Policy CRTC 2009-657442）

においても、インターネットの中立性に関する CRTCの判断が述べられている。 

  エ 2010年のカナダインターネット登録庁の調査結果 

    2010 年のカナダインターネット登録庁（Canadian Internet Registration Authority：

CIRA)の調査結果443によれば、カナダ国内でのアンケート調査の結果、回答者全体の

                                                      
440 カナディアン・ラジオテレビジョン及びテレコミュニケーション委員会（CRTC）：
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-329.htm 
441 「新メディア」というこの用語にインターネットが含まれる 
442 『テレコム規制政策 CRTC 2009-657』（Telecom Regulatory Policy CRTC 2009-657）：
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-657.htm 基準日：2013年３月 11日 
443 CIRA『インターネットの統制に関するカナダ人の関心についてのレポート』（Report on Canadian Interest 
on Internet Governance）： 
http://cira.ca/assets/Uploads/wp-cif-digital-interest-backgrounder.pdf 基準日：2013年３月 11日 
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92%がネットの中立性について「非常に心配している」、または「心配している」と

回答している。そして、その 79％が「非常に懸念している」、という結果がでている。

この結果から、カナダの世論は、「インターネットの中立性を守ること。インターネ

ットが政府によって規制されないこと。」を強く求めていることが分かる。 

  オ 2012年の産業省モーガン氏による説明 

    政府側では、カナダ産業省のマータ・モーガン氏も、「インターネットは、あまり

に広大・複雑であり、そしてその変化が非常に急速であるため、１つの団体が管理

することは不可能である。」とコメントしている444。 

    

図４－３－１：CIRAによる『Report on Canadian Interest on Internet Governance』(イン

ターネット統制に関するカナダ人の関心についてのレポート) 

 

（出典：カナダインターネット登録庁(CIRA)） 

    

（４）ケベック州シネマ委員会（Régie du cinéma）によるフランス語版の分類445 446 

   ケベック州では、すべての映画やビデオがシネマ委員会（Régie du cinéma）によるレ

イティングの分類の対象となる。シネマ委員会は、文化・コミュニケーション省（Ministre 

de la Culture, des Communications et de la Condition féminine）の監督下におかれている政

府機関で、その責任範囲は、シネマ法（Cinema Act、RSQ, C-18.1）に基づく。ただし、

                                                      
444 2012年の発言、『The INTERNET and CANADA's future：CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 
（カナダのインターネットとカナダの未来、その課題と機会）』より。 
 
445 ケベック州シネマ局（Régie du cinéma）：http://www.rcq.gouv.qc.ca/en/ 
446 カナダの中でもフランス語圏であるケベック州ではシネマ委員会の分類が（仏語では Visa général）使
用されている。 
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カナダにおいては、テレビは連邦政府下、つまり CRTC の下に置かれているため、テ

レビで放映される映画・ビデオについては、シネマ委員会はその管轄権を持たない。 

      

      

図４－３－２：カナダのフランス語圏（ケベック州）のレイティングラベル 

 
                  （出典：ケベック州シネマ委員会（Régie du cinéma）） 

      

表４－３－１：ケベック州シネマ委員会の分類と内容 

分類名 内容 

 

G（General：一般） 

 G分類に属する映画は、あらゆる年齢の視聴者の視聴、

レンタル、購入に適している。G 分類の映画やビデオに

はごく低頻度の暴力シーンが含まれるため、必ずしも青

少年に適していることを意味するものではない。「コンテ

ンツを児童が鑑賞するに当たって、特に憂慮すべきもの

である可能性は低い」という意味に過ぎない。 

 レイティングを決定する上では、分類対象の映画やビ

デオの傾向やジャンルが重要な要素となっている。例え

ば、スーパーヒーローを中心とするコメディやアドベン

チャー映画における暴力シーンは、現実的なテーマの映

画・ビデオに含まれる暴力シーンに比べ、子どもに与え

る衝撃は小さい。 

 G 分類の映画には、ヌードシーンが含まれることがあ

る。また、ラブシーンは控えめである。映画･ビデオのあ

らすじによっては、卑猥な言葉の使用が一部許可されて

いる。 

   

 G 分類の映画であっても、８歳未満の児童にとっては

不適切と思われる内容を含む映画やビデオには、G 分類
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ロゴに「児童には不適当である」という注意書きを添え

ている。 

 

13+（13歳以上） 

 13+分類の映画を視聴、購入、またはレンタルすること

ができるのは 13歳以上からである。13歳未満の児童は、

保護者が同伴する場合に限り、13+分類映画の視聴が許可

されている。 

 13+分類の映画・ビデオは、暴力、エロチシズム、下品・

卑猥な言葉、またはホラーなどの要素を使用している、

あるいはそれらの要素が映画・ビデオの主要素を構成し

ている場合がある。また、児童に悪影響を与える可能性

がある一節やシーンが含まれることがある。 

   

 視聴者は、映画の登場人物及びその言動が意味すると

ころを十分に理解・認識する必要があるが、10 代の青少

年には必ずしもそうした能力が備わっているとは限らな

い。したがって、特定のテーマ（薬物、自殺、苦境など）

とその扱いには細心の注意を払う必要がある。シネマ委

員会では、このレイティングに分類された映画・ビデオ

の鑑賞にはある程度の成熟度が必要であると考えてお

り、その点に関して考慮するよう保護者に求めている。

 

16+（16歳以上） 

 16+分類の映画を視聴、購入、レンタルすることができ

るのは 16歳以上からである。16歳の青少年は、思春期の

終わりから成人期の始まりに移行しつつあり、自主性を

備え、精神的にもある程度成熟してきている。 

 16+分類の映画では、困難なテーマ、状況、または言動

が提示され、物事がより直接的に描写されている。その

ため、暴力、ホラー、そして性的内容がより露骨に描写

され得る。 

 

18+（18歳以上） 

 この映画を視聴、購入、またはレンタルすることがで

きるのは 18歳以上からである。成人専用の映画であり、

ほとんどの場合露骨な性描写が含まれている。 

 さらに、誇大された写実的な残虐行為、拷問、ホラー

を表現した、非常に激しい暴力的な描写も含まれること

がある。このような映画やビデオに関しては、分類が拒

否されることもある。（以下、「分類拒否」参照） 

分類拒否 誇大された写実的な残虐行為、拷問、ホラーを表現した、
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非常に激しい暴力的な描写が含まれる映画やビデオに関

しては、シネマ委員会に分類を拒否する権限が認められ

ている447。非常に稀であるが、公共の秩序を乱すと見な

される場合に特定のレイティングに分類されることを拒

否される場合がある。 

（出典：ケベック州シネマ委員会（Régie du cinéma）） 

 

                                                      
447 この事態のことを分類拒否（Refusal of classification）という。 
URL：http://www.rcq.gouv.qc.ca/en/process.asp 基準日：2013年３月 11日 


