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３ 青少年のインターネット利用環境に関する制度、法及び政策とその背景 

 

（１）青少年、その保護者及びその他一般に対する教育・啓発 

 

スウェーデン・メディア審議会（Statens medieråds） 

子供と青少年のメディア利用のリテラシー向上のために設立された行政機関で

ある。主な活動として映画の年齢制限審査やインターネットのよりよい利用につ

いての啓発活動を行っている。下部組織には Safer Internet Centre（SIC）がある。 

2002年からは EU のプロジェクト“Safety Awareness,Facts and Tools（SAFT）”に

参加し、青少年のインターネット使用上の安全を推進している。 

スウェーデン図書館協会と協力し、青少年向けのオンライン啓発ツールを開発

し、すべての図書館員と図書館の利用者に対し啓蒙活動を行っている。 

また、青少年のブロガーやインターネットユーザーを対象に、人種差別や性差

別をなくすためのキャンペーンを展開し、オンラインによる対話型のトレーニン

グを行っている。 

中学・高校で行うインターネット利用のための授業ツールも作成しており、そ

の内容はインターネットセキュリティから、著作権、差別などの倫理表現まで広

範囲にわたっている。 

さらに、インターネットを利用したいじめ対策にも取り組んでいる。 

 

Surfa Lugnt 

子供と青少年のメディア利用に対するリテラシー向上のために設立された行政

機関である。主に、子供のインターネット利用に関する知識及び責任感を持たせ

るための保護者に対する啓発活動や、多国籍社会に対応するための啓発活動等を

行っている。 

また、毎年２月に EU 全体で開催される国際イベント“Safer Internet Day”に合

わせて、前年中にインターネットの発展や、インターネットにおける親子間のコ

ミュニケーションや知識の向上に多大な貢献をした個人及び団体に対して、表彰

と賞金（２万 5,000クローナ）の授与を行っている。 

 

 

（２）インターネット上の違法・有害情報に対するフィルタリング等の閲覧防止策 

ア フィルタリング 

（ア）概要 

スウェーデンにおいて、フィルタリングを義務付ける法律は存在しない。 
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（イ）インターネット接続可能端末ごとのフィルタリング状況等 

大手通信事業者であるテリア・ソネラ（Telia Sonera、ブランド名：Telia）社やコム・

ヘム（Com Hem）社は、ブロードバンド又は携帯電話用モデムの利用者に対して、無償

又は有償でフィルタリングのサービスを行っている。親は、子供が利用する場合に、望

ましくないウェブサイトへのアクセスを防止するためのフィルタリングを各端末に設定

することができる。テリア・ソネラ社の場合、１つ目の端末は無償だが、それ以降は端

末１つにつき 49クローナの料金が発生する489。 

 

a PC 

親はソフトウェアをダウンロードしてフィルタリングを設定することができるが、端

末ごとに設定が必要であったり、対応 OS が Windows のみであったりする（コム・ヘム

の Säkerhetspaketet Plus490の場合）などといった制約がある。ソフトウェアの提供業者に

よってサービス内容が若干異なるが、主なサービスの内容は以下のとおりである。 

 

 インターネット利用開始時のパスワード要求。 

 性的画像や暴力的画像を含むウェブサイトのブロッキング機能。 

 大人、ティーンエイジャー、子供（10歳未満）ごとのフィルタリング機能。 

 利用時間帯の設定。 

 

b スマートフォン 

（a）移動体通信事業者の提供するフィルタリングサービス 

スウェーデンにおける３大移動体通信事業者であるテリア・ソネラ、Tele2、テレノー

ル（Telenor）はそれぞれ、セキュリティオプションパックの内容としてペアレンタルコ

ントロール（フィルタリング）を提供している。 

 

テリア・ソネラの“Telia Säker Mobil”は無償～月額 25クローナで提供されており、サ

ービス内容にはウイルス・スパイウェア対策や紛失時のデータ消去（いずれも Android端

末のみに対応）とペアレンタルコントロール（iOS 端末と Android 端末に対応）が含まれ

る。カテゴリー（タバコ、酒、賭博、チャットなど）によってフィルタリングを設定で

きるうえ、複数のプロファイル（児童用、ティーン用、大人用など）を作成することで

きる。さらに、特定のウェブサイトをブロッキングすることも可能である491。  

                                                        
 
489 Telia Sonera, “Telia Säker Mobil – Tjänster.”： 

http://www.telia.se/privat/telefoni/tjanster/produkt/telia-saker-mobil 
490 Com Hem, “Säkerhetspaket – Kundservice.”： 

https://www.comhem.se/kundservice/faktura-och-abonnemang/abonnemang-bredband/sakerhetspaket-38130 
491 Tele2, “Tilläggstjänster för mobilt bredband.”： http://www.tele2.se/mobilt-bredband/tillaggstjanster.html 
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Tele2 の“Surfa Tryggt”は、月額 39 クローナで提供されているクラウド型セキュリテ

ィサービスである。PC、タブレット又はスマートフォンの最大３端末で、ウイルス・ス

パイウェア対策やパーソナルファイアウォールと併せてペアレンタルコントロールが使

用できる492。 
 
テレノールが提供する“F-Secure”は同名のフィンランドのソフトウェア会社が開発し

たものである。PC、タブレット又はスマートフォン（ただし、iOS には非対応）で併用

できるクラウド型サービスで、ウイルス対策やペアレンタルコントロールが含まれる。

価格は、１端末の３か月契約で 147 クローナ、３端末の３か月契約で 177 クローナであ

る493。 
 

（b）アプリケーションフィルタリング（アプリケーションにおける有害

情報の閲覧を制限する措置） 

スウェーデンでは、スマートフォンに対してアプリケーションを利用してフィルタリ

ングを行うことは一般的に普及していない。 
 

c ゲーム 

通信事業者及び ISP が提供するサービスによって、フィルタリングを行うことが可能で

ある。また、有償ゲームは購入時にクレジットカードが必要なものが多いため、必然的

に親が監視監督することができる。 
 

（ウ）新たなインターネット接続方法に対するフィルタリング状況 

a 無線 LAN 

前述のように、スウェーデンではあまり積極的にフィルタリングが実施されていない

こともあり、無線 LAN接続に対するフィルタリング対策は進んでいない。 
 
イ ブロッキング 

（ア）ブロッキングの現状 

a  ECPAT ス ウ ェ ー デ ン の 国 家 警 察 委 員 会 ブ ラ ッ ク リ ス ト

（Rikspolisstyrelsens spärrlista） 

2005年にECPATが国内の大手 ISP 11社と児童ポルノサイト対策についての会合を持っ

たことをきっかけにサイトブロッキング措置が始まった494。ユーザーから受けた有害サ

イト情報は最終的にスウェーデン国家警察（Rikskriminalpolisen）に集約される。スウェ

                                                        
 
492 Telia Sonera, “Telia Säker Mobil.”： http://www.telia.se/privat/telefoni/tjanster/produkt/telia-saker-mobil 
493 Telenor, “Telenor Plustjänster - Våra populära tjänster för det där lilla extra.”： 

http://www.telenor.se/privat/mobil-telefoni/plustjanster/stold-virusskydd.html 
494 Polisen, “Test av barnpornografifiltret.”： 

http://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-mot-barn/Sexuella-overgrepp-mot-barn-och-barnpornograf
i/Test-av-barnpornografifiltret/ 
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ーデン国家警察は違法であるかどうかの判断を下し、違法であると判断された URLのリ

ストを作成。ISP 各社に提供している。 

 

ウ 行政的措置 

政府は、2010 年の児童ポルノ犯罪に関する諸規定を改正する内閣提出議案の提案の前

提として、児童ポルノ素材の製作が著しく増加し、それによって児童ポルノの頒布が拡

大しているという現状認識と危機感の高まりを挙げている。この背景には、児童ポルノ

への関与が多国間で組織的に行われていること、IT 技術及びインターネットの発達が児

童ポルノの作成を安価なものにし、頒布の規模を飛躍的に拡大させていること等がある

とする。児童ポルノ犯罪として警察に報告された事件の総数は、年々増加しており、2008 

年には 336 件であった児童ポルノ犯罪が、2013 年には 479 件となっている。この 479 

件中 359 件はインターネット関係であった495。 

 

2011年以来、EU加盟国では児童ポルノを含むウェブサイトをブロッキング又はサーバ

ーから削除するよう義務付けられている。スウェーデンにおいては、スウェーデン国家

刑事の指導のもと、ISP 各社が国内外にかかわらず児童ポルノを含むウェブサイトのブロ

ッキングを行っている。 

 

（３）関連民間団体に対する支援 

本調査では、スウェーデンにおけるインターネット関連民間団体への支援に関する資

料は見当たらなかった。 

 

 

（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 

本調査では、スウェーデンにおける閲覧制限時の民事責任の制限に関する資料は見当

たらなかった。 

 

 

（５）学校で行われている青少年の携帯電話・スマートフォンの所持・利用制限 

基本的に学校は授業中の携帯電話使用を禁止している。対策は各学校で異なるが、教

師が生徒に始業前に携帯電話を所定場所に集め、終業時まで保管するという方法がとら

れている場合が多い。  

                                                        
 
495http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-brott.html の過去 10 年間犯罪データ及び 2013

年の通年犯罪データより 
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（６）ネットいじめに対する取組 

 

Friends 

いじめを止めることを目的として設立された NPO団体である。子供と青少年が

安心して成長でき、かつ平等な社会を作ることを目指し活動を行っている。学校、

保育園及び学童保育施設に対して、いじめに関する勉強会や教育プログラムを提

供している。 

 

（７）児童売春等の青少年を性的行為に誘引する行為に対する取組 

 

ア 犯罪の温床 

他国から青少年が集まってくるという事実も問題視されている。東ヨーロッパから多

くの少女たちがやってくるが、その多くが自国で性犯罪に巻き込まれている場合が多い。

さらに少女密売という事実もある。その数は正確に把握されてはいないが 2003年の国家

警察の発表によれば、400～600人が国内に売られているとされている。 

 

イ 児童ポルノ犯罪とインターネットの関わり 

2010年、5,623校の高校を対象に行った調査では男子の 1.7％、女子の 1.0％が売春に絡

んでいた。さらに、その方法としてインターネットが重要な役割を果たしていることが

判明した。2004 年からの６年間でインターネットを毎日使用するユーザーの数は２倍に

増えた。2004年の調査では 初めて売春に手を染めた若者の平均年齢は 15.9歳だったが、

2010年には 14.4歳にまで低年齢化している。 

 

2010 年に摘発された児童ポルノの数は 390 件であり、うちインターネット関連は 299

件であった。しかし、詳細な分析データは存在しないため、児童人権委員会は国に対し、

年齢、性別、出身地、経済環境など細部にわたる調査分析をするよう求めている。 

 

過去 10 年、ISP の協力を受けたスウェーデン警察によって児童ポルノサイトへのアク

セスが約５万件阻止されている。 

 

2007 年のバルト海沿岸地域における調査によると、調査した 17 歳の少年のうち 7.6％

が児童ポルノを閲覧していた。 

 

スウェーデン国会は、イギリスの児童搾取・オンライン保護センター（Child Exploitation 

and Online Protection Centre：CEOP）に相当する機関を設立する実現可能性を調査するた

めに、意見書『スウェーデン国議会：インターネット上の児童に対する性的犯罪を防止
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し、訴追するための措置』496にまとめ、2013年 10月に議会で発表した。 

 

2009 年７月１日には、「刑法（Brottsbalk）」を改正して、性的目的による児童への接触

が処罰の対象とすることが提起された497。 

 

 

（８）児童ポルノに対する政策、規制及び取組 

ア ポルノの定義 

スウェーデン国家警察へのヒアリングによると、実務上裸でなくても性的なものであ

れば対象としている。具体的には、胸を強調したものや性的な行為を想起させる写真な

どが対象とされる。日本と異なり、写真だけではなく CG、絵も対象とされている。なお、

CG や絵を規制する場合、実在の児童である必要はないとされている。 

 

 

イ 児童ポルノの規制状況 

スウェーデンには、憲法に当たる基本法が４つ存在する。その中に「出版の自由に関

する法律」と「表現の自由基本法」という２つの法律があり、従来はこの基本法によっ

て表現の自由が広く守られている状態であった。 

児童ポルノについては、単純所持に対しての規制がなかったことに対しての批判が高

まり、1997年、当時の政府は改正法案を提出、1999年に施行された。これにより児童ポ

ルノは上記基本法から外れることとなり、刑法典によって規制されることとなった。 

 

2005 年には児童ポルノに関する法律の見直しが開始され、児童に対する庇護が強化さ

れることとなった。2009 年７月にはオンライン上における商業目的の性表現を大幅に規

制する法律が通過した。 

 

児童ポルノについては、「刑法」第６章第 16 節（公の秩序に対する犯罪）及び第４節

（自由と平和に対する罪）の人身売買罪で規制している498。2010年７月１日改定により、

閲覧行為が処罰対象となり、2011年１月１日改定により 18歳以下の児童を映したポルノ

                                                        
 
496 Sveriges Rolsdag, “Motion 2013/14:Ju419, Åtgärder för att förebygga och beivra sexualbrott mot barn på 

internet,” October 4, 2013.： 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/tgarder-for-att-forebygga-och_H102Ju419/?text=tr
ue 

497 “Swedish contribution to the Global Alliance against child sexual abuse online,” p.5.： 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-
against-child-abuse/docs/ga-commitements-201308/ga_commitment_-_sweden_en.pdf 

498 Sveriges Rolsdag, “Svensk författningssamling 1962:700 – 6 kap. Om sexualbrott.”： 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/
#K6 
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的表現はすべて規制の対象となった499。 

 

児童ポルノについては、「刑法」第６章（性犯罪）及び第４章（自由と平和に対する罪）

の人身売買罪で規制している500。第６章（性犯罪）は暴力や脅迫による性暴力を禁ずる

法律で、特に児童ポルノに対しては第６章８節で、15 歳未満の子供に対して性的なポー

ズをとらせ写真を撮ることを禁じている。違反した者には罰金または最高２年の禁固刑

が科せられる。15歳以上 18歳未満の子供に対しては子供の健康や発育を害したと認めら

れた場合に罰せられるとしている。また、組織的及び計画的、特に販売目的や子供の尊

厳を著しく損じるような搾取が行われた場合は最短６か月、最長６年の禁固刑が科せら

れる。同様に子供の尊厳を著しく損じるような搾取を禁ずる章は、第４章（自由と平和

に対する罪）である。 

2010 年７月１日改定により、閲覧行為が処罰対象となり、2011 年１月１日改定により

18歳以下の児童を映したポルノ的表現はすべて規制の対象となった501。 

 

また、スウェーデン警察は、電子メールによる児童ポルノの通報を受け付けている502。 

 

ウ 児童ポルノ犯罪の摘発状況 

未成年が絡んだ性犯罪は増加傾向にある。2007年に政府が行った調査では 18歳以下の

売春が摘発されたのは全自治体の 34％に及んでいる。 

スウェーデンにおける児童ポルノの犯罪件数は 2008年の１年間で 336 件、内インター

ネット関連が 272件であった。2000年からの統計を見ると 2004年に検挙数が倍増してい

るが、その後は毎年減少傾向にある。また、2009 年には北欧４か国が共同して大規模一

斉検挙が行われ、合わせて約 80名が逮捕されるなど徹底的な取締りが行われた。 

 

エ 児童ポルノのブロッキング体制 

2005年 4月に ECPAT スウェーデンが、国内の大手 ISP 11社に声をかけて、商業的な児

童ポルノサイトを防ぐ目的で会合を開いたのがきっかけでブロッキングが開始された。 

例えば、インターネット利用者はスパムメールに記載されたリンクや掲示板の書き込

                                                        
 
499 “Swedish contribution to the Global Alliance against child sexual abuse online,” p.4.： 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-
against-child-abuse/docs/ga-commitements-201308/ga_commitment_-_sweden_en.pdf 

500 Sveriges Rolsdag, “Svensk författningssamling 1962:700 – 6 kap. Om sexualbrott.”： 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/
#K6 

501 “Swedish contribution to the Global Alliance against child sexual abuse online,” p.4.： 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-
against-child-abuse/docs/ga-commitements-201308/ga_commitment_-_sweden_en.pdf 

502 Polisen, “Tipsa Polisen om barnpornografibrott.”： 
http://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-mot-barn/Sexuella-overgrepp-mot-barn-och-barnpornograf
i/Tipsa-polisen/ 
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みや広告に貼られたリンク等からアクセスすることで、偶然児童ポルノを閲覧すること

がある。それがきっかけとなって愛好家になっていくユーザーが存在するのは否めない。

これを防ぐためには、ブロッキングが唯一の手立てとなる。 

ブロッキングの実施に当たっては、スウェーデン国家警察と各 ISP が覚書を交わす形で

行われている。覚書の文書は統一されており、どの ISP も同じ内容で締結している。2012

年時点で覚書を交わしている ISP は 13社であり、スウェーデン国内の 90％をカバーして

いる。覚書によりその役割は明確に分けられている。スウェーデン国家警察は通報を受

けたURLについて児童ポルノの該当性を判断して作成したURLリストを ISPに提供する。

この時、ISP は提供された URLリストに対し、一切の判断も変更も行わない。URLのブ

ロッキングを行うのみである503。 

 

オ 児童ポルノサイトのブロッキングまでのフロー 

（ア） 児童ポルノサイトの捜索・発見 

サイト捜索はスウェーデン国家警察では行っておらず、ECPATスウェーデンがNetClean

社の提供する技術を利用して検索を行っている504。 

 

（イ） 児童ポルノサイトの通報 

２つのルートがある。１つはスウェーデン国家警察への通報である。この場合は、通

報者の情報も警察にわたることになる。匿名で通報したい場合は ECPAT が運営する児童

ポルノホットラインセンターが受付することになる。個人や企業からの通報を受け付け

ており、2005 年３月に稼動を開始して以来、2008 年までの３年間で４万 1,183 件を受け

付けた。得られたリストはスウェーデン国家警察に渡ることになる505。  

                                                        
 
503 Brottsförebyggande rådet , “Barnmisshandel.”： http://www.bra.se/bra/brott--statistik/barnmisshandel.html 
504 同上。 
505 同上。 
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（ウ） 児童ポルノの妥当性の判断 

スウェーデン国家警察では、通報された URLをすべて目視でチェックし、違反画像が

含まれていないかを判断する。海外のサイトであっても違反と判断されればブロッキン

グの対象となる。2012年の時点で 1,500件が対象とされている506。 

 

（エ） URL リストの提供 

スウェーデン国家警察は違反サイトの URLリストを作成し、覚書を締結した各 ISP に

提供する。その方法は、スウェーデン国家警察によって暗号化されたファイルを、それ

ぞれの事業者が設定している特定のメールアドレスに送信するという方法で行う507。 

 

（オ） ブロッキングURLリストの設定 

リストを受け取った ISP は、リストに記載されているすべてのアドレスに対しアクセス

が行われないよう、ユーザー側でなく、ISP のシステム側でブロッキングを実施する508。 

 

（カ） ブロッキングの仕組み 

ブロッキング技術については規定がなく、各 ISP の持つ技術に任されているが、採用さ

れているのはすべて DNSブロッキングシステムである。URLリストにアクセスを試みた

場合、ユーザーは各 ISP が準備しているサーバーに案内されそこに置かれた警告ページが

表示されることになる。警告ページに記載されている連絡先は警察のアドレスになって

おり、ブロッキングに対しての苦情があった場合には警察が受け付けていることがユー

ザーにも分かる仕組みになっている509。 

 

 

（９）リベンジ・ポルノに対する政策、規制及び取組 

アメリカのカリフォルニア州で 2013 年 10 月に「リベンジ・ポルノ」に対する法的規

制が行われることになったことを受け、スウェーデン国営テレビ（Sveriges Television）510

や大手新聞『ダーゲンス・ニュヘテル（Dagens Nyheter）』511などの主要メディアがこのニ

ュースを報じたが、「リベンジ・ポルノ（スウェーデン語では hämndporr）」に対する規制

の動きは特にみられない。  

                                                        
 
506 http://www.bra.se/bra/brott--statistik.html 
507 ECPAT Sverige, “Anmäl misstänkt barnpornografi, barnsexturism, grooming och trafficking.”： 
 http://www.ecpathotline.se/form.asp# 
508 同上。 
509 同上。 
510 Sveriges Television, “Hämndporr förbjuds i Kalifornien,” October 2, 2013.： 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/hamndporr-forbjuds-i-kalifornien 
511 Dagens Nyheter, “Hämndporr förbjuds i Kalifornien.” October 2, 2013.： 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/hamndporr-forbjuds-i-kalifornien/ 
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現在行われている「リベンジ・ポルノ」関連の民事・刑事訴訟事件として、17 歳の少

年が 18歳の少女との性行為中に撮影した動画をインターネット上にアップロードしたこ

とに対する訴訟事件がある。第一審では、少年と少女の間に合意はなかったとみなされ、

13 万 6,000 クローナの支払いが命じられた。第二審では、何らかの合意があったとみな

し、さらに性にオープンな国民性を鑑みて、賠償金は３万 1,000クローナと大幅に減額さ

れた512。現在、この裁判は上告中である513。  

                                                        
 
512 Anders Axelsson (Skövde Nyheter), “17-åring dömd för sexfilm på flickvän,” December 20, 2012.： 

http://www.skovdenyheter.se/artikel/21761/17-aring-domd-for-sexfilm-pa-flickvan 
Sveriges Radio, “Sänkt skadestånd för sexfilm: "Ville ta hänsyn till hur värderingarna ser ut", ” October 23, 

2013.： http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5682993 
513 DN.se, “Sexfilmsdom överklagas till HD,” November 13, 2013.： 

 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sexfilmsdom-overklagas-till-hd/ 


