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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）民間団体の取組 

  ア ICRA 

  （ア）組織概要 

     1994 年に設立されたインターネット・コンテンツ・レイティング協会（Internet 

Content Rating Association、以下 ICRAという) 448 449は、デジタル･コンテンツの自

由な普及を促進するとともに、青少年保護推進のための業界自主規制を促進して

いる。以下で後述するが、ICRA とカナダの繋がりは密接であり、Intenet Explorer

のような主要ブラウザで現在も使用されているだけでなく、ICRAのレイティング

は、カナダにおいてもそのまま使用されたり、もしくはレイティングを作成する

上で参考とされたりしいる。 

     2007年、ICRAは、より広い視点からインターネット上の安全の確保に取り組む

ため、同年の「家族のオンライン安全機関（Family Online Safety Institute、以下 FOSI450

という）」設立に伴い、FOSI の一部となった。このため、ICRA は FOSI の前身で

あるという見方もある。 

     ICRA は、オンラインコンテンツの評価及び格付けを行っていた。ICRA のレイ

ティング方法とは、ウェブマスターやコンテンツ提供者に、自己のコンテンツ内

容を評価判断させ、ICRA のシステムを利用してラベリングさせるものであった。

評価カテゴリーには、①チャット、②言語、③ヌード及び性的なコンテンツ、④

暴力、⑤ギャンブル、薬物、アルコール類の５種類あり、コンテンツの提供者が

オンライン上のアンケートに回答し、その結果が格付けに反映されるのである。

一方、未成年者を持つ保護者はフィルタリングソフトを使い、自分で設定したレ

ベルのコンテンツのみを受信することができる仕組みになっていた。 

     ICRAは、オンラインコンテンツの評価及び格付けを行っていたが、レイティン

グは行わなかった。サイトのレイティングは、コンテンツプロバイダーが行う。 

                                                      
448 2007年にFOFIに組み込まれ、2010年には予算上の理由からラベリングエンジンの無料供給が停止され
た。ICRAラベルジェネレーター、ICRAツール、ウェブマスターなどの供給・サポートはすべて廃止され
たが、ICRAのラベルは引き続き使用され、ICRAのラベルを使用したコンテンツアドバイザーは現在でも 
Internet Exploreなどのブラウザで使用されている。 
449 1999 年 5 月に結成された ICRA は、国際的に受け入れられるオンラインコンテンツラベリングシステ
ムを開発するため、世界でも有数のインターネット及び通信会社の支援を受けて設立された。ICRA の設
立メンバーには、AOL、Bell Canada、Bertelsmann Foundation、British Telecom (BT)、Cable & Wireless、Demon 
Internet (UK)、Deutsche Telekom Online Service、Electronic Network Consortium、EuroISPA、IBM、Internet Watch 
Foundation、Microsoft、Novell、Software & Information Industry Association、UUNet が名を連ねている。 
450 ワシントン DCを拠点とする Family Online Safety Institute (FOSI)は、家庭におけるインターネットの安
全な利用促進を目的としている。表現の自由を尊重しながら安全管理を施すことによって、インターネッ

ト上における子どもと家族の安全を守る活動を行っている。 
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     2010 年には資金不足のためにインターネットコンテンツのラベリングサポート

から撤退した451が、同組織のラベリングは現在でも使用されている。事例として

は、マイクロソフト社のブラウザソフトウェア製品 Internet Explore 9での使用が挙

げられる。「ツール」→「インターネットオプション」の「コンテンツ」タブの中

にある「コンテンツアドバイザー」を有効にし、「ICRA3」の各規制カテゴリー452の

規制レベルを設定できる。なお、ウェブデベロッパー向けには、引き続きメタデ

ータが公開されている。 

      

図４－４－１：インターネットエクスプローラーのラベリングサポート 

 
（出典：インターネットエクスプローラーの操作画面） 

      

     ICRAの創立メンバーにはカナダ最大の電気通信会社であるベル・カナダが含ま

れていた。さらに、ベル・カナダの規制部門責任者453であったシェリダン・スコ

                                                      
451 『ICRAの失敗：未来へのレッスン』：http://philarcher.org/icra/ICRAfail.pdf、Phil Archer 著 
452 「ギャンブルの描写」、「タバコの使用の描写」、「ヌード」、「ユーザーの設定した内容」、「飲酒
の描写」、「恐怖、威嚇などの印象を与える内容」、「言語」、「差別または危害を助長する内容または

描写」、「性的な内容」、「武器の使用の描写」、「暴力」、「薬物の使用の描写」、「幼い子どもにと

って悪い例が設定された内容」。 
453 カナダ最大の通信会社 BCE Inc. の記事：
http://www.bce.ca/news-and-media/releases/show/bell-officer-appointed-chair-of-internet-content-rating-association-i
cra 基準日：2013年３月 11日 
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ット氏454が 2004年まで ICRA の委員長を務めていた455。 

  （イ）使命 

     ICRAの使命は、コンテンツ・プロバイダーの言論の自由を守ると同時に、青少

年をインターネット上の有害コンテンツから保護することであった。 

    「ICRAでは、各国の政府に対してシステム使用の義務化を追及するのではなく、

業界と協力し、コンテンツを評価するというポジティブな動機を生み出すように

働きかけている。456」と、IRCAが述べていたように、同団体のシステムは任意で

採用されるものであり、採用を強制するものではなかった。ICRAのレイティング

は、Intent Explore 9において現在でも採用されている。 

  （ウ）サービス内容 

    ① コンテンツ・プロバイダー向けサービス 

      2010年のサービス撤退前までは、ICRAのウェブサイト457は、コンテンツ・プ

ロバイダーに対し、自主レイティング（自身でレイティングする）及びセルフ

ラベリング（自身でラベリングする）のための基準提供サービスを行っていた。 

    ② 保護者向けサービス 

      保護者へのサービスとして、Microsoft の Internet Explorer及び Netscape の 

Navigatorといった２つの主要ブラウザを通じてフィルタリングサービスを無料

提供していた。 

     

  イ Media Smarts 

  （ア）組織概要 

     Media Smarts458は、青少年のデジタル･リテラシー、メディア・リテラシーを促

進するカナダの慈善事業団体である。 

     1994年に国立映画制作庁の主催によって創設され、1996年459に独立機関となっ

た同組織は、青少年が必要な情報を入手し、賢明なデジタル市民としてデジタル

                                                      
454 シェリダン・スコット氏略歴：カナダ社会科学・人文科学調査委員会で 5年の勤務後、カナダのビク
トリア大学で法律を修める。カナダ最高裁判所のラスキン裁判官の法務書記として勤務後、1983年に 
CRTC の法律部門に参加。CRTC では、長距離サービスの競争、ケーブル料金規制、あらゆる分野に及ぶ
放送規制などの主要な公聴会に関与した。1992年には CRTCを去り、カナダ放送局（Canadian Broadcasting 
Corporation：以降 CBC とする）の計画・企業開発部門の最高責任者補佐として就任する。翌年、同部門
の最高責任者として任命され、1994年には、マルチメディア・法規部門の責任者として Bell Canada に参
加。ここで彼女は、Bell 社のネットワーク及び運営活動におけるブロードバンドマルチメディアの改革に
関する法律規制問題に取り組む。同時期に ICRAのボードメンバーや委員長も兼任している。 
455 スコット氏は、合衆国の COPA (Child Online Protection Act：オンライン青少年保護法) 委員会455の聴聞

会でも発言を求められている。チャイルドオンライン保護法委員会でスコット氏が発言した際の記録：

http://www.copacommission.org/meetings/hearing2/scott.test.pdf 基準日：2013年３月 11日 
456 COPA委員会公聴会より：http://www.copacommission.org/meetings/hearing2/scott.test.pdf 基準日：2013
年３月 11日 
457 ICRAのWebサイト：http://www.icra.org/ 基準日：2013年３月 11日 
458 メディアスマート（MediaSmarts）：http://mediasmarts.ca/ 基準日：2013年３月 11日 
459 当時の名称はMedia Awareness Networkだった。2012 年にMedia Smartsに改称した。 



第４章 カナダ 

 208

メディアと向き合い、批判的思考を獲得できるよう青少年育成を支援している。 

  （イ）活動概要 

     Media Smarts は 1996年の機関独立当初から、家庭、学校、コミュニティのため

のデジタルメディア・リテラシープログラムの開発・普及促進を行っているが、

具体的な活動内容は、 

     

    ① 教育 

    ② 社会認識向上支援 

    ③ 調査研究 

    ④ 規制研究 

     

    の４領域に大別される。それぞれの詳細について以下に述べる。 

      

    ① 教育 

      従来のメディア460に加え、K-12 (小学校) に対するさまざまなオンラインに関

する教材を用意している461。その大半が無料で提供されており、教育現場にす

ぐに取り込めるようにデザインされている。例えば、インターネットの基本的

な利用方法や用語、その危険性や利便性を教える基本的なプログラム、６～７

歳向けのオンラインゲーム形式によるプライバシー教育用プログラム462、ネッ

トいじめに関する背景・現状・回避方法などを児童に指導するプログラム、ラ

イセンス提供されている小学生から大学生までの各年齢層向け有償オンライン

リテラシープログラムまで、多種多様な教材が用意されている463。また、教師

や司書向けのワークショップも用意されている。 

    ② 社会認識向上支援 

     「青少年がこれからの時代に対応していくためには、メディアに精通している

ことが非常に重要である」という認識を社会に広めるため、子どもを持つ保護

者や青少年の教育現場に携わる人々を対象とした意識啓発キャンペーンやオン

ラインリソースを用意している。 

      また、子どもたちの保護者、警察、ガールガイズカナダ(Girl Guides of  

                                                      
460 「従来のメディア」とは、印刷された資料やビデオ、音声テープなど 
461 メディアスマート（Media Smarts）の教師用リソース：http://mediasmarts.ca/teacher-resources 基準日：
2013年３月 11日 
462 メディアスマート（Media Smarts）の教師用リソース：
http://mediasmarts.ca/sites/default/files/games/privacy_pirates/flash/PrivacyPirates_English/main.html 基準日：
2013年３月 11日 
463 メディアスマート（Media Smarts）の教師用有償リソース：
http://mediasmarts.ca/teacher-resources/licensed-resources/myworld 基準日：2013年３月 11日 
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Canada464)、カナダ小児科学会、図書館などと協力して、コミュニティーベース

のメディア認識プログラムを開発・実施している。主な活動として、毎年恒例

のメディアウィーク465がある。カナダ教師連盟との提携で実施されるメディア

ウィークの開催中は、国内各地で先に述べたようなメディア リテラシー向上支

援活動が行われている。 

    ③ 調査研究 

      青少年のインターネット利用に関するカナダで最も包括的な調査結果報告書 

『Young Canadian in a Wired World466』を発行している。さらに、プライバシー

教育、オンライン市民運動、デジタル・リテラシー、インターネット規制など、

広範囲におよぶメディア問題に関するレポートやディスカッションペーパーを、

Media Smartsが独自で、もしくは他の団体と協力して発行している。 

    ④ 規制研究 

      規制に関する調査研究を継続的に実施し、国家及び民間セクターにおける政

策・方針の現状を把握しておくことで、Media Smarts のプログラムが常にカナ

ダの現状を反映したものとなるよう努めている。 

      規制研究は、調査研究の中でもとりわけ重要度が高いため別途項目を設け説

明を行った。 

       

  ウ Bell Canada（ベル・カナダ）を含む各インターネット・サービス・プロバイダー 

    Bell Canada（ベル・カナダ）を含む各インターネット・サービス・プロバイダーは、

対象はウェブサイト運営者を含む、すべてのインターネット利用者に対して、利用

規則（Acceptable Use Policy）を設定している。 

    その一例として、ここでは Bell Canada（ベル・カナダ）の利用規則467を挙げる。 

    

  （Ⅰ）権利所有者から承認を得ていない著作権情報、またはその他の知的所有権で保

護された情報、または 

  （Ⅱ）中傷的、わいせつ、子どものポルノグラフィーまたは憎悪の文書、または 

  （Ⅲ）プライバシー侵害、人格権の横領、または無認可のリンクやフレーミングを引

き起こす、情報、ソフトウェア、ファイル、その他のマテリアルのアップロー

                                                      
464 ガールスカウトのカナダ版。学校外のアクティビティを通じて女子の健全な育成を担う。
https://www.girlguides.ca/GGC/Default.aspx?hkey=f6cbd051-db58-4e5d-9cc8-a732f8b05586&WebsiteKey=eaa3528
e-7748-497f-96cd-a4c39f08750d 基準日：2013年３月 11日 
465 メディアリタラシーウィーク（http://www.medialiteracyweek.ca/en/default.htm） 
466 『ワイヤードワールドに住むカナダの青少年』。"ネットワークで繋がれた" という意味の "wired" と "
興奮した" もしくは "過敏な" の意味がかけられている。 
467 ベル・カナダの使用規則：
http://www.bell.ca/media/en/all_regions/pdf/BELL_BUSINESS_INTERNET_AND_VALUE_ADDED_SERVICES_
Acceptable_Use_Policy.pdf 基準日：2013年３月 11日 
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ド、ダウンロード、転送、投稿、発行、普及、保存、または複製、配布、ある

いはアクセスを提供することは禁止されている468。 

      

  エ カナダ放送基準委員会 

    業界基金によって運営される自主規制団体であるカナダ放送基準委員会（Canadian 

Broadcast Standards Council、以下 CBSCという）は、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）を、「英語版分類（Ratings Classification for Canadian 

English-Language）469」の発表を通じて行っている。 

    カナダではインターネットコンテンツに関する法規制は行われていないが、放送

コンテンツ（インターネット上のテレビプログラムも含む）については、CBSC に

よる分類が採用されている。以下の図４－４－２に示されているように、カナダの

メープルリーフが模られたアイコンで、分類の内容は、以下の表４－４－１のとお

りである。 

    

図４－４－２：CBSCによるレイティングの分類を示したアイコン 

（カナダの英語圏における分類） 

 

（出典：CBSCサイト） 

      

      

表４－４－１：CBSCによるレイティングの分類と内容 

分類名 内容 

E（Exempt： 

レイティング適用なし） 

 E 分類にはニュース、スポーツ、ドキュメンタリー、

その他の情報番組、トークショー、ミュージックビデオ

などが含まれる。 

 分類が「E」であるプログラムは、画面上に分類アイコ

ンを表示する必要がない。また、放送者は放送信号に分

                                                      
468 ベル・カナダ利用規則、１ページ「一般」の項目下の箇条書き８番目の項目 
469 カナダ放送基準委員会：http://www.cbsc.ca/english/agvot/englishsystem.php 基準日：2013年３月 11日 
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類をエンコードする必要もない。 

 

C（Children：子ども向け） 

 C 分類の子ども向けプログラムは、カナダ商業放送事

業者協会（Canadian Association of Broadcasters、以下 CAB

という）の「暴力に関する規約（Violence Code）」の

「Children（子ども向け）」項の条項に準拠する必要があ

る。 

 C 分類は８歳未満の幼児を対象とするため、幼児の安

全及び幸福を守るために、そのテーマに十分な配慮が必

要である。子ども向けプログラムでは、暴力の表現に特

に細心の注意が必要とされるため、現実的・写実的な暴

力シーンは一切含めてはならない。攻撃的な言動はごく

低頻度に保ち、その表現は明白に想像上のもの・非現実

的なものとする。 

   

 ①暴力に関するガイドライン 

  ・コメディのような面白おかしい非現実的な描写で

の暴力を低頻度で含み得る。 

 ②その他のガイドライン 

  ・言葉について 

   不快な（offensive）言葉は一切使用しない 

  ・性的描写・ヌードについて 

   一切含まない。 

  

C8（Children Over 8Years： 

８歳以上の子ども向け） 

 C8分類は一般的に８歳の子どもが一人で見ても問題が

ないと考えられる子ども向けプログラムに適用される。

８歳未満の子どもに不適切と考えられるテーマが含まれ

得るため、８歳未満の子どもが C８指定の番組を見る場

合には、両親または保護者が一緒に観るよう推奨されて

いる。 

   

 C8 分類のプログラムはカナダ商業放送事業者協会

（Canadian Association of Broadcasters：以下 

CABという）の「暴力に関する規約（Violence Code）」 

の「Children（子ども向け）」セクションの条項に準拠し

なくてはならない。この条項では、暴力を、好ましいも

の、または許容できるものとして描写したり、対立を解

決するための唯一の方法として描写したり、あるいは危
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険な行為を真似ることを助長するような扱いをしてはな

らないとされている。 

   

 ①暴力に関するガイドライン 

  ・現実的な描写はごく低頻度で控えめにし、暴力が

どのような結果をもたらすかを示す。 

  ・描写される暴力は、ストーリー展開の流れに沿っ

た、または登場人物の性格形成の一部として描写

する。 

  ・ごく軽度の肉体的暴力、コメディ的な暴力、漫画

的なホラー、特殊効果、ファンタジー、超自然、

面白おかしく表現された暴力を含み得る。 

 ②その他のガイドライン 

  ・言葉について 

   みだらな言葉や過激な言葉は使用しない。ただし、

社会的に侮辱的または差別的であると、一部の視

聴者によって捉えられる可能性がある言葉遣いが

ごくたまに含まれることがある。そのようなケー

スは、ストーリー展開または登場人物の性格形成

の一部としてのみ描写されるものとする。 

  ・性的描写・ヌードについて 

   一切含まない。 

 
G（General：一般向け） 

 G 分類は、あらゆる年齢グループに適切であると考え

られる分類であり、家族全員での視聴に適している。 

   

 G 類のプログラムは広範囲の一般視聴者を対象として

いる。子どもを対象として特別にデザインされたもので

はないが、視聴者に子どもが含まれる可能性を考慮して

いる。 

 肉体的または精神的、あるいは言葉によるものかを問

わず、暴力はほとんど含まれない。子どもに不安をもた

らすようなテーマに関しては慎重に扱うものとしてい

る。また、暴力行為の影響を軽々しく扱ったり、ごまか

したりするような、現実的な暴力シーンは一切描写され

ていない。 
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 ①暴力に関するガイドライン 

  ・最低限及び低頻度 

  ・コメディ的な、非現実的な描写を含み得る。 

  ・ストーリー展開に必要のない不気味な特別効果を

含まない。 

 ②その他のガイドライン 

  ・言葉について 

   不快なスラングを含み得る。冒涜するような言葉

やみだらな言葉は含まない。 

  ・性的描写・ヌードについて 

   一切含まない。 

 
PG（Parental Guidance： 

保護者の監督下） 

 PG分類のプログラムは、一般視聴者を対象としている

が、８歳未満の子どもに適さない可能性がある。また、

この分類のプログラムには、８～13 歳の子どもたちが保

護者の監督下外で視聴するには不適当であると特定の

人々が考える可能性のあるコンテンツ要素が含まれ得る

ことを両親や保護者は認識している必要がある。 

   

 PG分類のプログラムは、論議を醸し出すようなテーマ

や問題に触れる可能性がある。プレティーン期（13 歳未

満の子どもたち）やティーン期前半期（13歳～15歳位）

の子どもたちがこの視聴者グループに含まれる可能性が

あることを認識し、暴力の模倣を助長することがないよ

う細心の注意が払われている。さらに、暴力行為が及ぼ

す結果・影響を過小評価しないよう配慮されている。 

   

 ①暴力のガイドライン 

  ・対立や攻撃性の描写は制限し、ほどほどに抑える。

  ・肉体的、ファンタジー的、または超自然的な暴力

が含まれることがある。 

  ・前述のような暴力をプログラム全体に配置しては

ならない。また、そのような暴力はテーマの文脈、

ストーリー展開、または登場人物の性格形成の一

部として正当化できるものでなければならない。

 ②その他のガイドライン 

  ・言葉について 
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   低い頻度で、軽度のみだらな言葉や冒涜するよう

な言葉が使用されることがある。軽度の挑発的な

または際どい言葉が含まれる可能性がある。 

  ・性的描写・ヌードについて 

   非常に短い時間のヌードシーンが含まれる可能性

がある。また、ストーリー展開やテーマに妥当で

ある場合に、ごく限定的に控えめな性的引用や性

的コンテンツが含まれることがある。 

 
14+（Over 14 Years： 

14歳以上） 

 14+分類のプログラムには、14歳未満の視聴者には適切

ではない可能性のあるテーマやコンテンツ要素が含まれ

る。 

   

 14+分類のプログラムでは、成人向けテーマや社会問題

が現実的な様式で取り扱われる可能性があるため、両親

や保護者の監視下外でプレティーンやティーン前半期の

子どもたちがこの分類のプログラムを視聴することに関

して、CBSCでは、両親や保護者に対し、慎重に自由裁量

権を行使することを強く警告している。 

   

 ①暴力のガイドライン 

  ・暴力がストーリー展開の主要素である可能性があ

るが、その暴力は物語の筋や登場人物の性格形成

に不可欠な要素として扱わなければならない。 

  ・激しい暴力シーンを含み得る。 

 ②その他のガイドライン 

  ・言葉について 

   激しい、みだらな、または冒涜するような言葉が

頻繁に使用されることがある。 

  ・性的描写・ヌードについて 

   ヌードシーンや性行為シーンが、テーマまたは物

語の文脈の流れとして含まれることがある。 

 
18 +（Adults - 成人） 

 18+分類は 18歳以上の視聴者を対象とする。 

   

 18+分類は、以下のコンテンツ要素のいずれかまたはす

べてを含む可能性があるため、18 歳未満の視聴者には不

適当である。 
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 ①暴力のガイドライン 

  ・暴力の描写が含まれることがある。 

   これは、物語、登場人物、またはテーマの展開に

不可欠な要素として描写されるが、成人の視聴者

を対象とするものであり、よって 18歳未満の視聴

者には適していない。 

 ②その他のガイドライン 

  ・言葉 

   あからさまな生生しい描写が含まれ得る。 

  ・性的描写・ヌードについて 

   性行為やヌードが露骨に描写される。 

（出典：CBSCサイト） 

      

  オ ESRB 

    娯楽用ソフトレイティング理事会（Entertainment Software Rating Board、ESRB）は、

カナダと合衆国の両方に本部を置く 1994 年に設立されたビデオ ゲームのレイティ

ングを行う団体である。1997 年にはオンライン用のレイティングも ESRB によって

確立されたが、予算など諸々の理由から 2003年に廃止された。レイティングは自主

的なものであり、ゲーム会社はレイティングを受けるためにゲームを提出すること

を義務付けられているわけではない。 

    レイティングは、以下の７種類である470。 

     

   ・EC（Early Childhood：幼児期早期） 

   ・E (Everyone：誰でも) 

   ・E10+ (Everyone 10+：10歳以上の誰でも) 

   ・T (Teen：10 代) 

   ・M (Mature：成人) 

   ・AO (Adult Only：アダルトのみ) 

   ・RP (Rating Pending：レイティング保留) 

     

    カナダでは、ほとんどの大手販売店において M レイティングのビデオゲームを購

入する場合には身分照明書の提示が求められる。 

    ESRB の設立から発展の経緯を表す年表を以下に示す。設立当初から 2000 年ごろ

までは、レイティングのシステムやガイドラインの設計・発表に注力していたが、

                                                      
470 ESRBサイト：http://www.esrb.org/index-js.jsp 基準日：2013年３月 19日 
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その後 2005年ごろからは教育にも注力し始め、最近では、スマートフォンをはじめ

とするモバイル向けレイティングの発展にも注力している。 

     

表４－４－２：ESRBの歴史 

ESRBの歴史 

1994 ・Interactive Digital Software Association（IDSA は 2004年に 

Entertainment Software Associationという名称になる）によって ESRB

が設立される。 

・５つのレイティングと 17種類のコンテンツの記述子から構成された

ESRB レイティング システムが発表される。 

1997 ・インターネット用の ESRBi レイティングシステムが確立される。５

つのレイティングと22種類のコンテンツの説明用の用語から構成さ

れていた。 

・オンラインゲームやウェブサイトにおける、ユーザーによって作成 

されたコンテンツをカスタマーに警告するための「Online Rating  

Notice」が確立された。 

・ESRBレイティング システムに、「Instructional（指導的）」及び 

「Edutainment（エデュテインメント、教育的であると同時に娯楽的）」 

というコンテンツ説明用語が追加される。 

1998 ・K-A (Kids to Adults：子どもから大人まで) というレイティング カテ

ゴリーが E (全員) に変更される。 

2000 ・ESRB の規則やガイドラインに従わない会社に対して制裁措置の 

実施、罰金、是正処置などを行う ESRB Enforcement System（施行シ

ステム）が確立される。 

2001 ・成人向けゲームのターゲット マーケティングに関するガイドライン

が導入される。 

2002 ・“Partial Nudity”（一部ヌード）、“Nudity”（ヌード）、“Reference to Drugs” 

（麻薬に関する引用）、“Reference to Alcohol”（アルコールに関する引 

用）、“Reference to Tobacco”（タバコに関する引用）、“Mature Humor” 

（成人向けユーモア）などのコンテンツ説明が導入される。 

2003 ・予算などの諸々の理由からインターネット用の ESRBiレイティング 

システムが廃止される。 

・“Cartoon Violence”（漫画的な暴力）、“Fantasy Violence”（ファンタジ

ーでの暴力）、“Intense Violence”（激しい暴力）、“Sexual Violence”（性

的暴力）、“Crude Humor”（下品なユーモア）のコンテンツ説明が導

入される。 



第４章 カナダ 

 217

2004 ・“Mature Sexual Themes” （成人向け性的テーマ）が “Sexual Themes” 

（性的テーマ）に変更され、“Simulated Gambling” （擬似ギャンブル）

及び “Real Gambling” (実際のギャンブル) がコンテンツ説明用語に

追加される。 

2005 ・10歳以上に適していると考えられるゲーム用に、E10+ レイティン 

グ カテゴリが導入される。 

・Canadian Advisory Committee （カナダ諮問委員会）が設立される。 

2006 ・ESRB は、関連内容の不開示に対する罰金の上限をミリオンドル 

に増額する。 

・ESRB は、PTAと協力し、レイティング教育を開始。 

2007 ・ESRBは、人気雑誌『グッド・ハウスキーピング471』と提携し、同誌

でのレイティング教育を開始。 

2008 ・ESRB、レイティング検索用の "widget" を発表。 

・合衆国の連邦取引委員会（Federal Trade Commission：以下 FTCと 

いう）の調査によれば、ESRB レイティングが「成人」のゲームを

成人未満の子どもが購入した場合に、10人のうち８人までが販売店

で断られていることが判明する（よって ESRB レイティングが功を

奏していることが判明する）。 

・PTA と ESRB により、『Parents Guide to Video Games, Parental  

Controls and Online Safety』（ビデオ ゲーム、ペアレンタル コントロ

ール、そしてオンライン セーフティに関する保護者のためのガイ

ド）が発行される 

・ESRB のモバイルサイト（m.esrb.org）と当時にレイティング・ 

サマリーが発表される。 

・ESRB、子どもを持つ保護者対象の人気雑誌『ペアレンティング 

（Parenting472）』と提携する。 

2009 ・ESRB、iPhone 用のレイティング検索無料アプリを提供。 

・ESRB が Facebook 及び Twitter に参加。 

2010 ・ゲーム ファンのサイトが完全なレイティング情報を記載すること 

そして、M や AO レートのゲームのトレーラーへの」アクセスに

エイジゲート（年齢で振り分けるゲート）を設けるように推進する

ための ESRB Website Council (EWC) (ESRB ウェブサイト委員会) 

が設立される。 

・（iPhone に加え）Android 用の新しいバージョン ESRB の無料モバ

                                                      
471 1885年に初版が発行された長い歴史を誇る、女性を対象とする雑誌。 
472 発行部数 220万部、900万人の読者を有する、子どもを持つ保護者を対象とする人気雑誌。 
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イルアプリの配布開始。いずれのバージョンでも、ゲーム パッケー

ジの写真を撮るだけで、レイティングが自動的に検索される。 

2011 ・ESRB、Windows Phone 用のモバイルアプリを発表。ボイス検索を 

追加し、検索をさらに簡単に行えるようにする。 

2012 ・ESRB は、デジタル形式で配布されるゲームのために無料でレイ 

ティングを提供する Digital Rating Service （デジタル レイティング 

サービス）を開始する。 

（出典：ESRBサイト） 

     

  カ ESRB ウェブサイト委員会（ESRB Website Council ）473 

    ESRB ウェブサイト委員会(EWC)は、責任を持ったマーケティングに対するビデオ 

ゲーム産業のコミットメントを高めるために 2010年の 10月に設立されたものであ

る。アメリカ合衆国とカナダを発信地とするウェブサイトは EWC のガイドライン

に従ってコンテンツを発信している。EWC は多くのゲームファンを対象とする有名

なサイトで構成されており、それらのウェブサイトは ESRB レイティング情報を表

示することや、M レイティングのゲームについてはそのトレーラーへの入り口にエ

イジゲート（年齢を確認するゲート）を設けるといった EWCのガイドラインに従う

必要がある。 

     

図４－４－３：EWCの団体ロゴ 

 

                              （出典：EWCサイト） 

     

    EWCのガイドラインの大半は、ゲーム発行会社のウェブサイトに対して、過去に

ESRB's Advertising Review Council (ARC) によって要求されていた条件（この条件は

合衆国の連邦取引委員会によって「最も厳しい自主規制コード」として賞賛された）

とほぼ同様である。EWC の働きかけにより、各ゲームファンサイトは、ビデオゲー

ムのマーケティングを適切に行い、M レイティングのコンテンツへのアクセスを制

限する方法を採用するよう積極的に努力している。 

  キ Cleanfeedプロジェクト474 
                                                      
473 ESRB ウェブサイト委員会（ESRB Website Council）：http://www.esrb.org/ratings/website_council.jsp （基
準日：2013年３月 11日）、gamespot.com、ign.com、g4TN.com、gamesrader.comなど、ゲーム情報を提供
する人気サイトが名を連ねる委員会。 
474 プロジェクトクリーンフィード（Cleanfeed）：https://www.cybertip.ca/app/en/projects-cleanfeed 基準日：
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    Cleanfeed プロジェクトは、2006 年、カナダ最大のインターネット・サービス･プ

ロバイダー数社が Cybertip475と協力して設立したプロジェクトである。これは、イギ

リスの類似イニシアティブを基にしたプロジェクトで、違法の児童搾取コンテンツ

をブロックするものである。このプロジェクトに参加するインターネット・サービ

ス･プロバイダーの顧客は、カナダの法管轄外のサイトに存在する違法の児童性的・

商業的搾取コンテンツを誤って表示してしまうケースを防ぐことができる。 

    Cybertip は、カナダ国内からの苦情に対応し、分析者によって苦情対象のサイト

が分析される。２人の分析者によってサイトがブロッキング対象として承認される

と、そのサイトは Cleanfeed カナダの配布リストに加えられる。参加 インターネッ

ト・サービス･プロバイダーは、リストに含まれたサイトやそれぞれのコンテンツに

対する知識を持たずにそのリストを使用して自主的にブロックするため、ブロッキ

ング対象のサイトの評価には一切関与しない。ブロックされたサイトは読み込まれ

ない（表示されない）が、ユーザーがそのようなサイトにアクセスしようとしたと

しても、その行為が監視されたり記録されたりすることはない。 

    Cleanfeed カナダは自主参加のプログラムであるため、ブロッキング手法の選択は

それぞれのインターネット・サービス･プロバイダーに任されている。Sasktel、Bell 

Canada、Telusは、オーバーブロッキングを避けるため、IPアドレスではなく特定の

URLを遮断している、と発表している。 

    オーバーブロッキングが実施されれば、当然一般市民から多大な抗議が発生する

だけでなく、オーバーブロッキング自体が電気通信法（Telecommunications Act）の下

で違法と見なされる可能性もある。 

    カナダ刑法のセクション 163 に基づき、児童のポルノグラフィーを作成すること

やそれにアクセスすることは違法である。よって、そのようなコンテンツをフィル

タリングすることは、カナダ憲法内のアクセスや言論に関する権利及び自由の憲章

を侵害するものではない。さらに、プロジェクト Cleanfeed476 への参加は インター

ネット・サービス･プロバイダー による自主的なものであるため、このプロジェク

トを通じたブロッキングは国家主催によるものだとはいえない。しかしながら、カ

ナダではこのプロジェクトはその他の理由から論争の的となっている。その第一の

理由は、このプロジェクトが CRTC（カナダ・ラジオテレビ電気通信委員：Canadian 

Radio-television and Telecommunications Commission477）から認可を受けていないこと

である。第二の理由は、児童のポルノグラフィーのディレクトリを発行すること自

                                                                                                                                                            
2013年３月 11日 
475 サイバーティップ（CyberTip）：https://cybertip.ca/ 基準日：2013年３月 11日 
476 プロジェクト Cleanfeed：一般から寄せられた苦情を基づいて、サイトを調査・評価（レイト）し、そ
の結果、犯罪の可能性のあるサイトを司法機関に提出する団体。司法機関の判断に基づき最終的なブロッ

キングが行われる。 
477 カナダラジオテレビ電気通信委員会（Canadian Radio-television and Telecommunications Commission）：
www.crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm 基準日：2013年３月 11日 
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体が違法であるため、Cybertip.ca によって維持されるブラックリストは秘密である

ことである。このような不透明な状況が必然的にリスト及びその編集プロセスに対

する不信を招いている。第三の理由は、サイトのブロッキングに関する不服申し立

ての手続に際し、匿名性が失われることである。コンテンツの所有者またはインタ

ーネット・サービス･プロバイダーの顧客は、インターネット・サービス･プロバイ

ダーまたは Cybertip.ca に直接不服申し立てをすることができ、Cybertip.ca はサイト

を再度評価し、必要に応じて National Child Exploitation Coordination Centre から独立

した拘束力のある判決を受けることができる。この手続によって申立人の身元が明

らかになり、それによりその個人の権利が インターネット・サービス･プロバイダ

ー や当局によって乱用される恐れがある。 

    カナダのオンラインのわいせつ物に対する対応及びフィルタリング イニシアテ

ィブは、合衆国における積極的な規制努力に比べ非常に最低限なものだと言える478。 

  ク 関連民間団体に対する政府の支援 

    前述のように基本的にカナダでは、インターネット利用環境（レイティング、ゾ

ーニングなど）に対する国家レベル、法律レベルでの規制は行われていない。あく

までも、業界の自主規制や教育施設、そして家庭での自主的な規制が求められてい

る。よってカナダでは、カナダ産業省や、RCMP（Royal Canadian Mounted Police：カ

ナダ騎馬警察）などを通じた自主規制推進キャンペーンなどが「支援」にあたると

考えられる。 

    以下にその例を挙げる。 

     

表４－４－３：政府の支援 

活動名 概要 

カナダ政府産業省による

自主規制キャンペーン 

 

1999年には、カナダ産業省によって自主規制を呼びかけるキャ

ンペーンが実施された。そのキャンペーン時に発表された文献

に、ポール・A・ピエーロ氏の『Self-Regulation of Intern(インタ

ーネットコンテンツの自主規制：カナダの観点から)』479がある。

このキャンペーンでは、Media Awareness Network（後の

MediaSmart（メディアスマート））、地方自治体、地域教育委員

会等への援助を通じて自主規制の強化を図った。 

カナダ政府産業省による

安全なインターネット使

用キャンペーン 

カナダ産業省による 2000 年の安全なインターネット使用の促

進キャンペーン。慈善団体や地方自治体への援助支援を通じて

一般市民に安全を呼びかけた。このときに『Illegal and Offensive 
                                                      
478 オープンネット（OpenNet）の見解：
http://opennet.net/sites/opennet.net/files/ONI_UnitedStatesandCanada_2010.pdf 基準日：2013年３月 11日 
479 『Self-Regulation of Intern(インターネットコンテンツの自主規制：カナダの観点から)』： 
http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/8k/8k_2.htm 基準日：2013年３月 11日 
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 Content on the Internet：The Canadian Strategy to Promote Safe, 

Wise and Responsible Internet Use』（インターネット上の違法並

びに有害なコンテンツ：安全で賢い、責任を持ったインターネ

ットの使用を推進する）が発表されている。 

RCMP（王立カナダ騎馬

隊）による「Cyber Security 

Awareness Month（サイバ

ーセキュリティを認識す

る月）480」 

RCMPではインターネットの安全な使用を呼びかける（その中

で必然的に自主規制が推進される）キャンペーンを行ってい

る。毎年 10 月がこのキャンペーン月に指定されており、イン

ターネットに関わるあらゆる危険やその防衛策についてカナ

ダ国民の認識を深め、市民の安全なインターネット使用を支援

するためのキャンペーンである。 

    

（２）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業者等における民間

紛争の解決活動 

   民間紛争については、カナダではインターネット関連紛争に特定した解決活動が実

施されているわけではなく、問題が発生した場合には当事者同士（サイト運営者、掲

載者、インターネット・サービス･プロバイダーなど）の間で話し合いがもたれ、そこ

で解決に至らない場合には、前述の「インターネット・サービス･プロバイダーによる

ブロッキング」や「憎悪発言に関するアクセスブロック」のケースのように、裁判所

に申し立てを行う。以下は、「インターネット・サービス･プロバイダーによるブロッ

キング」及び「憎悪発言に関するアクセスブロッキング」の事例である。 

  ア インターネット・サービス･プロバイダーによるブロッキング 

    2005年７月にカナダの インターネット・サービス･プロバイダーである Telusは、

労使紛争中にテレコミュニケーション労働組合の組合員によって運営されているサ

イトへのアクセスをブロッキングした。Telus 側は、その理由 Telus の従業員の安全

及びプライバシーが侵害される危険を招く専有情報や写真がサイトに含まれていた

だめであると主張している481。 

    この一方的な Telus の行動は、「サイトのコンテンツに関する責任を免除される代

わりに、カナダのインターネット・サービス･プロバイダー はコンテンツにかかわ

らずあらゆる情報を流す」という一般的慣行を逸脱するものであった。 

    また、それだけでなく、この行為は、カナダ電気通信法（Canadian  

Telecommunications Act）の第 36条にも違反している。同条では、「カナダの通信事

                                                      
480 RCMPによる「Cyber Security Awareness Month（サイバーセキュリティを認識する月」キャンペーン。
これは青少年のみに的を絞ったものではなく、インターネットに係わるあらゆる危険やその防衛策につい

て、カナダ国民の認識を深めるためのキャンペーンである。 
URL：http://www.rcmp-grc.gc.ca/news-nouvelles/2012/10-12-cybercrime-eng.htm 基準日：2013年３月 11日 
481 マイケル・ギースト著の『Telus、ISPの基本ルールを破る』（Michael Geist, ‘‘Telus Breaks ISPs’ Cardinal 
Rule）：http://www.michaelgeist.ca/index.php?option=content&task=view&id=919 基準日：2013年３月 11日 
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業者は、カナダ・ラジオテレビ通信委員会(CRTC)による承認を得ずに、コンテンツ

を規制したり、または一般市民に対してそのコンテンツで伝達される情報の意味や

目的に影響を与えたりしてはならない。」と規定している。 

    この事件は、サイトの運営者に対し、誹謗中傷を含むコンテンツを削除する裁判

所命令が Telusによって勝ち取られたことで決着した。 

  イ 憎悪発言に関するアクセスブロッキング 

    Richard Warman氏の CRTCに対する申し立て：2006年、カナダの人権弁護士 Richard 

Warman氏は、CRTCに対して、カナダ国外でホストされている憎悪発言の２つのサ

イトへのアクセスのブロッキングをカナダのインターネット・サービス･プロバイダ

ーに許可するよう申請した482。CRTCはその申請を却下したが、CRTCはカナダのイ

ンターネット・サービス･プロバイダーに対してコンテンツのブロッキングを要求す

ることはできないが、ブロッキングを許可できる可能性があることがこの判決で認

識された。ただし、CRTCは「この能力の範囲についてはよく探求する必要がある」

と加えた。 

    Richard Warman VS オンラインフォーラム FreeDomain.caの判決：オンタリオ法廷

における 2009年の判決では、Richard Warman 氏は憎悪発言のサイトの匿名参加者の

身元を明らかにするよう Web サイトに要求する判決を勝ち取った。 

    しかし、被告はその判決に上訴した。法廷が判決に際して頼った規定は、オンタ

リオ州の民事訴訟における一般義務の開示規則に過ぎず、この裁判の状況に適した

ものではなかった。よって、オンラインでの発言への法廷の関与の状況は不明確な

ままである。 

  ウ 違法コンテンツの場合 

    違法コンテンツまたは違法の可能性のあるコンテンツがフィルタの支援サイトで

ある Cybertip.caに報告され、Cleanfeed カナダのリストに掲載され、その結果として

サイトがブロックされた場合の紛争プロセスは以下の①～③のとおりである。 

     

   ①Cleanfeed カナダは細心の注意を払いブロッキングリストを作成しているが、何ら

かの理由により、誤って違法でないサイトがブロックされてしまった場合には、

不服申し立ての手続が取られる場合がある。 

   ②顧客またはコンテンツ所有者が、サイトにアクセスできないことに関してインタ

ーネット・サービス･プロバイダーに苦情を出した場合、インターネット・サービ

ス･プロバイダーはその問題が Cleanfeed カナダのブロッキングリストに起因する

ものかどうかをまず調査する。 

   ③Cybertip.ca が、インターネット・サービス･プロバイダーまたはコンテンツ所有者

                                                      
482 CRTCの記事：http://www.crtc.gc.ca/PartVII/eng/2006/8646/p49_200610510.htm 基準日：2013年３月 11
日 
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から直接苦情を受け付けると、そのコンテンツが Cybertip.ca によって再度調査さ

れる。さらに最終的な調査として Cybertip.ca は国家の法執行機関の判断を仰ぎ、

その判断が最終的な判断となり、対象の URLがブロッキングリストに残るべきか

が決定される。 

     

    上記の不服申し立てのプロセスは、イギリスのインターネット監視団体（Internet 

Watch Foundation483、IWO）の Cleanfeedフィルタリング・イニシアティブから発生す

る苦情処理の仕組みを参考にして、作成されたものである。2006 年の 11 月以降、

Cybertip.ca は２件の不服申し立てを受け取ったが、両ケースともに Cleanfeed リス

トには掲載されていない。すなわち、何らかの別の理由からサイトにアクセスでき

なかったのであるが、それを申立人が Cleanfeed によるブロッキングだと誤解した

という事例であった。 

  エ 不服申立て過程の段階的説明 

    以下は、不服申立て過程を段階的に説明したものである。 

    Cleanfeedでは、 カナダに不服申し立てをする目的で Cybertip.caによって維持され

るブロッキングリスト内に保存された URLへのアクセスを希望する、マテリアルの

ホストの責任者、コンテンツまたはデザインの責任者、あるいはそれ以外の何人も、

コンテンツ評価の正確性について不服申し立てまたは陳情をする場合には、次の手

続に従うものとしている。 

     

   ①不服申立てまたは陳情は、Cybertip.caの最高責任者に委任され、その責任者が個人

的に再評価のプロセスの責任を負う。 

   ②最高責任者は、その不服申立てまたは陳情を記録し、その再評価を Cybertip.ca の

監督者に委任できる。ただし、その監督者は元の評価決定に携わったものであっ

てはならない。もし監督者が元の評価に係わっていた場合には、最高責任者が自

ら再評価プロセスを実行する必要がある。 

   ③該当するもの (監督者または最高責任者) は、再度当該 URL を訪れてコンテンツ

を再度評価し、前回のプロセスから得られた証拠を考慮しながら、当該 URLをブ

ロッキング リストに載せたままにすべきかを判断する。 

   ④上記③の見直しを経ても、URL をブロッキングリストに載せたままにすべきか判

断できない場合には、そのすぐ下の管理者から第二の意見を得る。その段階でも

意見の一致が得られない場合には、次の管理者の意見を得る。 

   ⑤ここまでの手順に従って Cybertip.ca のスタッフによって十分な考慮がなされた

上で、その URLをブロッキングリストに載せたままにすべきであると判断された

                                                      
483 イギリスのインターネット監視団体（Internet Watch Foundation、IWO）：http://www.iwf.org.uk/ 
基準日：2013年３月 11日 
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場合には、申立て人にその旨を連絡する。 

   ⑥Cybertip.ca 内のこのプロセスに関与した全員が当該URLをブロッキングリストか

ら外すべきであると判断した場合には、その URL はブロッキングリストから削除

され、すべてのプロセス関与者にその旨が報告される。そして、その結果が申立

人に連絡される。 

   ⑦申立人が⑤の判断に異議を唱える場合には、Cybertip.ca は、National Child 

Exploitation Coordination Centre（ナショナル チャイルド エクスプロイテーション 

センター）に独立した判定を求める。この判定が最終的な判断となる。 

     

  オ 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 

    前述のようにカナダではインターネットコンテンツのフィルタリングなどに関す

る法律がないため、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は、その行為が憲法で保証されている言論や表現に自由

に違反しないかどうかが論点となり、それに対する民事責任の制限などは定められ

ていない484。 

    

（３）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 

  「青少年に対して危険性があるインターネット上の情報」については、以下の政府の

薦めにしたがって、インターネット・サービス･プロバイダーに連絡をすることができ

る。 

   CRTCではインターネットコンテンツの規制を一切行っていない485ため、カナダ国内

で作成されたコンテンツについては、不快またはわいせつなコンテンツはカナダの法

律、業界で作成されたガイドラインを適用し、必要に応じてコンテンツ フィルタリン

グなどで対処するように薦められている。業界の基準の詳細などについては、インタ

ーネット サービス プロバイダーの「利用規則」、または CAIP（カナディアン アソシ

エーション オブ インターネットプロバイダー）の行動規範486を参照する。違法コン

テンツ、または違法の可能性のあるコンテンツについては、インターネット・サービ

ス･プロバイダー及び地域警察、あるいは RCMPに連絡する。 

  ア 電気通信サービスに関する苦情委員会への連絡 

                                                      
484 リリアナ・ビウコビッチ法学部教授 PhD、ブリティッシュコロンビア大学並びにメディアスマート
（MediaSmart）のマシュー・ジョンソン氏に確認。 
485 インターネット上の不快もしくはわいせつなコンテンツについて： 
http://www.crtc.gc.ca/eng/info_sht/t1003.htm 基準日：2013年３月 11日 
486 カナディアン アソシエーション オブ インターネットプロバイダー（Canadian Association of Internet 
Provider）の自主規制に関する記述：http://www.cata.ca/files/PDF/caip/Big-Members-brochure.pdf 基準日：
2013年３月 11日 
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    インターネット サービス プロバイダーからの回答に不服がある場合には、電気

通信サービス苦情委員会（Commissioner for Complaints for Telecommunications 

Services487、以下 CCTSという)のウェブサイトを確認し、インターネット・サービス･

プロバイダー が加盟メンバーであるかどうかを調べ、加盟メンバーである場合には、

CCTS488 に連絡することができる。 

  イ 違法行為 

    カナダ政府では、オンラインにおける子どもの性的搾取について、ナショナルラ

インを設立している。このラインは通報用のみだけでなく、インターネット上での

子どもたちの安全を守るためのリソースの提供など、情報提供窓口の機能もはたし

ている。サイトの URLは、www.cybertip.ca、国内用の通話料無料の番号は、

1-866-658-9022である。 

    
（４）バンクーバー教育委員会の活動 

   バンクーバー教育委員会（Vancouver School Board：VSB）では、iMentorship489 （ア

イメンターシップ）というプログラムを通じて、未来のデジタル市民の育成に励んで

いる。このプログラムは、同じまたは近隣の学区の小学生から中・高校生までの生徒

が参加するもので、メディアエキスパートや教師の監督下で高校生が安全なインター

ネット利用に関する資料を各種作成し、それを小学生にプレゼンテーションし、指導・

助言するプログラムである。 

   あるワークショップでは、短いソーシャルメディアに関するビデオが作成された。

フェイスブックやツイッターに書き込まれた中傷や冗談がどのような結果をもたらす

かをビデオ形式で小学生の生徒たちに見せるものであった。 

   また、別のワークショップでは、オンライン上の問題をクイズ形式にしたものがあ

った。人気のあるゲームショー「ジャパディ」を真似た形式で、子どもたちの興味を

引きながらクイズ形式でインターネットの安全な使用を教えるというものがあった。 

   さらに別の事例では、寸劇を通じて、子どもが知らない大人とインターネットを通

じて会話することの危険を伝えるものもあった。 

   メンター（指導者）側である高校生は、メディア エキスパートの指導下で上述のよ

うなワークショップのマテリアルを作成し、小学生に対して発表し、指導している。

これらのワークショップでは、オンラインでの安全、オンライン市民としての在り方、

デジタル画像の永続性とそれがもたらしうる影響、そして意思の決定についてなどの

                                                      
487 電気通信サービス苦情委員会（Commissioner for Complaints for Telecommunications Services）：
http://www.ccts-cprst.ca/ 基準日：2013年３月 11日 
488 CCTS は、消費者のテレコミュニケーション サービスに対する苦情の解決を支援するための独立した
団体である。 
489 バンクーバー教育委員会の記事：
http://www.vsb.bc.ca/district-news/imentorship-helps-train-digital-citizens-tomorrow 
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重要な側面を取り扱うようにデザインされている。 

   コミュニティ スクール チーム コーディネーターのテリ・コーコラン氏によれば、

このプログラムの非常に大きな魅力は、教育の環境内で年長の生徒と年少の生徒を効

果的に結びつけることができ、さらに小学校と中・高校のスタッフがこのプログラム

を通じて協力できることだといっている。 

   メンター側の中・高校生は、インターネットについて自分たちがこれまでに学んで

きたことを復習する形でマテリアルを作成し、またその過程で新しい知識も学び、そ

れを集結して年少の生徒たちに教えている。年少の子どもたちは、先生から一方的に

知識を与えられるのではなく、自分の兄弟姉妹に当たる年齢の生徒から、遊ぶような

感覚で、双方向形式で対話しながら、学ぶことができる。 

     

図４－４－４：iMentorship のワークショップの様子 

 

（出典：バンクーバー教育委員会サイト490） 

     

   コーディネーターのテリ・コーコラン氏は、「このプログラムを通じて、生徒もスタ

ッフも皆何か新しいことを学ぶことができた。」とコメントしている。 

                                                      
490 バンクーバー教育委員会のサイトの記事：
http://www.vsb.bc.ca/district-news/imentorship-helps-train-digital-citizens-tomorrow 基準日：2013年３月 11日 
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図４－４－５：Jeopardyゲームを通じた iMentorship のワークショップの様子 

 

（出典：バンクーバー教育委員会サイト491） 

    

   このプログラムは 2012 年 10 月 16 日に地域の新聞『Vancouver Courier』でも

「iMentorship tackles bullying492（iMentorship、いじめに取り組む）」として紹介された。 

   このような例からも分かるように、カナダでは、政府による規制を通じてではなく、

それぞれの国民が自分の意思でクリティカル・シンキングを持ってインターネット コ

ンテンツを判断・選択できるように導くことを選択している。「クリティカル・シンキ

ング」という言葉がオンライン関係のキャンペーンにも頻繁に登場する。 

    

（５）インターネットにおける子どもの性的搾取から子どもを保護するための国家戦略 

   違法なインターネットコンテンツから児童を保護することを目的とした「インター 

ネット上での性的搾取から子どもを守るための国家戦略(National Strategy for the 

Protection of Children from Sexual Exploitation on the Internet)493」が 2004年の５月にカナ

ダ政府によって施行された。 

   これは、4,300万ドルをかけたインターネットにおける児童保護のための５年計画の

国家戦略である。この戦略で警察の対応力を向上させ、一般市民を啓蒙し、問題の報

                                                      
491 バンクーバー教育委員会：
http://www.vsb.bc.ca/district-news/imentorship-helps-train-digital-citizens-tomorrow 
基準日：2013年３月 11日 
492 バンクーバークーリエ新聞：http://www.vancourier.com/Class+Notes/7398942/story.html#ixzz2Ej0k8hCO：
iMentorshipではカナダの 10年生から 12年生までの生徒が「家庭管理プランニング」授業の一環として、
オンラインにおける個人情報の保護、デジタル画像の恒久性、いじめやハラスメントから身を守る方法、

自身または他者のオンラインでの言動についてのクリティカル・シンキングについて学んでいる。さらに、

生徒はそこで学んだ内容をまとめ、グループになって独自の学習マテリアルを作成し、小学校 4年生の生
徒へのメンターシップ（指導）を行っている。 
493 カナダ政府の公共安全局の文献：http://www.publicsafety.gc.ca/media/bk/2005/bg20050124-eng.aspx 基準
日：2013年３月 11日 
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告を促し、政府、業界、その他で協力し合いながらインターネットで危険に晒される

児童を保護しようという主旨である。 

   この国家戦略の資金は 2004年の予算で提供され、１年当たりおよそ８百万ドルがこ

の戦略に充てられる。さらに多額の資金が RCMP の国家調整センターの資金に当てら

れた。その他、カナダ産業省の SchoolNet（予算上の問題から 2007年に終了）プログラ

ムや国家インターネットライン（Cybertip.ca）にも充てられた。 

   各プロジェクトに充てられた予算の内訳及びプロジェクト概要を以下のとおりまと

めた。 

    

表４－４－４：プロジェクト予算及び概要 

プロジェクト名 予算額 概要 

National Child Exploitation 

Coordination Centre (NCECC) 

$3,400万ドル カナダ全土の地域警察と協力し、国家調

査基準、技術ツール開発、専門訓練、州・

準州間の協力構築、機密情報の収集及び

共有を行う。 

Industry Canda’s  

SchoolNet 

$300万ドル オンライン教育教材開発のため、カナダ

産業省の SchoolNet プログラムに充てら

れた。Media Awareness Network（2012年

にMedia Smartsに改名）や Child Find な

どの専門団体や各州・準州と提携し、オ

ンライン教材普及に関する意識向上戦略

を確立、試験利用、配布する。 

Cybertip.ca $3,500万ドル インターネットにおける子どもの性的搾

取を通報するためのカナダの国家的内報

ラインである494 。 

    

（６）その他 

  ア デジタル国家としてのカナダ 

    アメリカのインターネット情報調査会社 ComScore の 2011 年の白書によれば、カ

ナダのインターネット使用は、世界平均の約２倍である。 

    以下の表は、2012年にカナダインターネット登録庁（Canadian Internet  

                                                      
494 Cybertip.ca：カナダ児童保護センター（Canadian Centre for Child Protection）は、あらゆる青少年の安全
に貢献するための非営利団体であり、オンラインでの児童の性的搾取を通報するための Cybertip.caを運営
している。このホットラインは 2002年の 9月 26日に開設されたもので、2004年 5月に発せられた、カナ
ダ政府の「インターネット上での性的搾取から児童を保護するための国家戦略（National Strategy for the 
Protection of Children from Sexual Exploitation on the Internet）」をうけたものである。 
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Registration Authority495、CIRA）がまとめた報告書496からの抜粋である。 

    カナダのインターネット月平均利用時間は 44時間と最多で、アメリカやイギリス

といった経済大国の利用時間よりも、それぞれ９時間、12時間多い。 

    オンラインビデオの視聴時間においても、アメリカ、イギリスをそれぞれ４時間、

２時間上回っている。 

    

図４－４－６：各国のインターネット使用時間とオンラインビデオの視聴時間 

（月平均時間） 

 

（出典：CIRA報告書「カナダにとっての課題と機会」 

     

  イ カナダのインターネット利用環境が抱える問題点 

    上記のようなインターネット著しい普及発展状況にもかかわらず、CIRAは、実施

アンケート調査の結果から導き出した結論として、「この明らかなカナダ人のインタ

ーネットへの関心の高さにもかかわらず、一般的にカナダ人はインターネットがど

のように統治され、管理されているかをあまり知らされていない497」としている。 

                                                      
495 2000年以降、カナダを代表し、カナダの国家コードである「.CA」ドメイン名の登録を管理している団
体。http://cira.ca/ 
496 CIRA報告書「カナダにとっての課題と機会、“Challenges and Opportunities for Canada”」： 
http://www.cira.ca/assets/Documents/Publications/challenges-opportunities-canada-2012.pdf 
基準日：2013年３月 11日 
497 カナダインターネット登録局（Canadian Internet Registration Authority）：
http://www.cira.ca/assets/Documents/Publications/challenges-opportunities-canada-2012.pdf の ２ページにある 
CIRA によるコメント。基準日：2013年３月 11日 
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    このようにカナダは世界の中でも首位水準のインターネット利用量を誇りながら、

憲法で保証された言論並びに表現の自由を守るために、インターネットの中立性に

重点が置かれており、政府はインターネットのコンテンツ規制の面で立ち遅れてい

る。 


