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I．はじめに 

1．この一般的意見のための協議に参加した子どもたちは、デジタルテクノロジーは自分たちの現

在の生活および未来にとってきわめて重要なものだと報告している――「デジタルテクノロジー

で、世界中から情報を手に入れることができる」、「（デジタルテクノロジーは）自分のアイデンテ

ィティをどう考えればいいかについて、大切な視点を与えてくれた」、「悲しいときには、インタ

ーネットが楽しめそうなものを見つけるのに役に立つ」1。 

2．デジタル環境はやむことなく変化・拡大しており、情報通信技術（デジタル化されたネットワ

ーク、コンテンツ、サービスおよびアプリケーションを含む）、インターネットに接続された機器

および環境、バーチャルリアリティおよび拡張現実、人工知能、ロボティクス、自動化システム、

アルゴリズムおよびデータ分析、バイオメトリクスならびに人体埋め込み型テクノロジーが含ま

れる2。 

3．デジタル環境は、教育、政府のサービスおよび商業を含む社会的機能が徐々にデジタルテクノ

ロジーに依存するようになりつつあるなか、危機の時期を含め、子どもたちの生活のほとんどの

側面を通じてその重要性を増しつつある。デジタル環境は、子どもの権利の実現のための新たな

 
1 “Our rights in a digital world”, summary report on the consultation of children for the present 

general comment, pp. 14 and 22. https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights% 

20in%20a%20Digital%20World.pdf より入手可能。子どもたちの意見に関するすべての言及は同報告

書による。 
2 用語集は委員会のウェブページより入手可能である。https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/ 

Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_INF_9314_E.pdf 
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機会を提供すると同時に、これらの権利が侵害されるリスクをもたらすものである。子どもたち

は、協議の際、デジタル環境は自分たちの安全かつ公正な関与を支援し、促進しかつ保護するよ

うなものであるべきだという意見を表明した――「政府、テクノロジー企業、先生たちには、オ

ンラインの当てにならない情報に対応する手助けをしてほしい」、「自分のデータが実際どうなる

のかについて、はっきりさせてほしい。……誰がデータを集めるの？ どんなふうに集められる

の？」、「自分のデータがシェアされることが心配」3。 

4．デジタル環境においてはすべての子どもの権利が尊重され、保護されかつ充足されなければな

らない。デジタルテクノロジーの革新は、子ども自身はインターネットにアクセスしない場合で

さえ、子どもたちの生活および権利に広範かつ相互依存的なやり方で影響を及ぼす。デジタルテ

クノロジーに意味のある形でアクセスできることは、子どもたちが自己の市民的、政治的、文化

的、経済的および社会的権利を余すところなく実現することの支援につながり得る。しかし、デ

ジタルインクルージョンが達成されなければ、すでに存在する不平等がますます大きくなる可能

性が高く、かつ新たな不平等が生じかねない。 

5．この一般的意見は、締約国報告書を審査してきた委員会の経験、デジタルメディアと子どもの

権利に関する一般的討議、人権条約機関の先例、人権理事会および特別報告者の勧告、コンセプ

トノートおよび発展版草案に関する各国、専門家その他の関係者との 2 度にわたる協議、ならび

に、複数の地域の 28 か国において多種多様な状況下で暮らしている子どもたち 709 人との国際

的協議を踏まえたものである。 

6．この一般的意見は、委員会が発表した他の関連の一般的意見、および、子どもの売買、児童買

春および児童ポルノに関する条約の選択議定書の実施に関する委員会のガイドラインとあわせて

読まれるべきである。 

II．目的 

7．委員会は、この一般的意見において、デジタル環境で子どもたちの権利の促進、尊重および保

護を図る際の機会、リスクおよび課題に照らし、各国がデジタル環境との関係で条約をどのよう

に実施すべきかについて説明するとともに、条約およびその選択議定書に基づく自国の義務の全

面的遵守を確保するための関連の立法上、政策上その他の適切な措置に関する指針を示している。 

III．一般原則 

8．以下の 4つの原則は、条約に基づく他のすべての権利の実施の際に持つべき視点を提供するも

のである。これらの原則は、デジタル環境との関連における子どもたちの権利の実現を保障する

ために必要な措置を決定するための指針とされるべきである。 

A．差別の禁止に対する権利 

9．差別の禁止に対する権利により、締約国は、すべての子どもが、子どもにとって意味のあるや

 
3 “Our rights in a digital world”, pp. 14, 16, 22 and 25. 

https://w.atwiki.jp/childrights/pages/261.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/261.html
https://note.com/childrights/n/nb62095358787
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/32.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/323.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/323.html
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り方で、平等かつ効果的にデジタル環境にアクセスできることを確保するよう要求される4。締約

国は、デジタル面での排除を克服するためにあらゆる必要な措置をとるべきである。これには、

専用の公共空間において子どもたちが無償でかつ安全にアクセスできるようにすることや、すべ

ての子どもが、教育現場、コミュニティおよび家庭において負担可能な費用でデジタルテクノロ

ジーにアクセスし、かつこれらのテクノロジーを賢く利用することを支える政策およびプログラ

ムに投資することが含まれる。 

10．子どもたちは、デジタルテクノロジーの利用から排除されることによって、またはこれらの

テクノロジーの利用を通じてヘイトスピーチ的な通信または不公正な扱いを受けることによって、

差別される可能性がある。情報フィルタリング、プロファイリングまたは意思決定につながる自

動化されたプロセスが、バイアスのかかった、部分的なまたは不正に入手された子どもに関する

情報に基づいて進められる場合、その他の形態の差別が生じる可能性もある。 

11．委員会は、締約国に対し、性、障害、社会経済的背景、民族的もしくは国民的出身、言語ま

たは他のいずれかの理由に基づく差別、ならびに、マイノリティおよび先住民族の子ども、庇護

希望者、難民および移住者である子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェ

ンダーおよびインタセックスである子ども、人身取引または性的搾取の被害者およびサバイバー

である子ども、代替的養護下の子どもならびにその他の脆弱な状況に置かれた子どもに対する差

別を防止するため、積極的措置をとるよう求める。 

B．子どもの最善の利益 

12．子どもの最善の利益は、特定の文脈にふさわしい評価を必要とする動的な概念である5。デジ

タル環境は、もともと子どもたちのために設計されたものではないが、子どもたちの生活で重要

な役割を果たしている。締約国は、デジタル環境の整備、規制、設計、管理および利用に関する

すべての行動において、すべての子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するべ

きである。 

13．締約国は、このような行動に、子どもの権利の充足を監督する国および地方の機関の関与を

得るべきである。締約国は、子どもの最善の利益を考慮するにあたり、情報を求め、受けかつ伝

える権利、害から保護される権利および自己の意見を正当に重視される権利を含むすべての子ど

もの権利を顧慮するとともに、子どもの最善の利益の評価および適用された基準に関する透明性

を確保するよう求められる。 

C．生命、生存および発達に対する権利 

14．デジタル環境によって提供される機会は、子どもたちの発達にとってますます決定的な役割

を果たすようになりつつあるとともに、とくに危機の状況下においては子どもたちの生命および

生存にとってきわめて重要なものとなる可能性がある。締約国は、子どもたちをその生命、生存

および発達に対する権利へのリスクから保護するため、あらゆる適切な措置をとるべきである。

 
4 一般的意見 9 号（2006 年）、パラ 37－38。 
5 一般的意見 14号（2013 年）、パラ 1。 

http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom9.htm
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/236.html
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コンテンツ、接触および契約に関連するリスクには、とくに、暴力的および性的コンテンツ、ネ

ット上の攻撃およびハラスメント、賭け事、搾取および虐待（性的な搾取および虐待を含む）、な

らびに、自殺または生命を危うくする活動（犯罪者によるものまたはテロリストもしくは暴力的

過激主義者の指定を受けた武装集団によるものを含む）の促進または扇動が含まれる。締約国は、

子どもたちが直面している特有のリスクの性質に関して子どもたちの意見を聴くことなどの手段

により、多様な状況下で子どもたちが直面する新たなリスクの特定およびこれへの対処を図るべ

きである。 

15．デジタル機器の利用は、害をともなうものであるべきではなく、また子どもたち同士のまた

は子どもと親もしくは養育者との直接の相互交流にとって代わるべきでもない。締約国は、脳が

もっとも可塑性に富んでおり、かつ子どもの認知的、情緒的および社会的発達のあり方の形成に

おいて社会環境（とくに親および養育者との関係）がきわめて重要である乳幼児期におけるテク

ノロジーの影響に、具体的注意を払うべきである。乳幼児期には、テクノロジーの設計、目的お

よび利用のあり方によって、予防的対応が必要になる場合がある。デジタル機器の適切な利用に

関する訓練および助言を、デジタルテクノロジーが子どもの発達（とくに乳幼児期および思春期

の神経学的成長加速の臨界期における発達）に及ぼす影響についての調査研究を考慮しながら、

親、養育者、教育者その他の関係者に対して提供することが求められる6。 

D．意見を聴かれる子どもの権利 

16．子どもたちは、デジタル環境が、自分たちに影響を与える事柄について声が聴かれるように

するためのきわめて重要な機会を与えてくれていると報告している7。デジタルテクノロジーの利

用は、地方、国および国際社会のレベルにおける子ども参加の実現に役立つ可能性がある8。締約

国は、子どもたちが個人としておよび集団として自分たちの権利を効果的に唱道する存在になれ

るよう、子どもたちが意見を表明するデジタル手段についての意識およびこれらの手段へのアク

セスを促進し、かつ、子どもたちが大人との平等を基礎として、必要な場合には匿名で参加する

ための訓練および支援を提供するべきである。 

17．デジタル環境との関連における子どもの権利についての法律、政策、プログラム、サービス

および訓練を発展させる際、締約国は、すべての子どもたちの関与を得て、そのニーズに耳を傾

け、かつその意見を正当に重視するべきである。締約国は、デジタルサービスの提供者が、製品

およびサービスの開発にあたり、適切な保障措置を適用しながら積極的に子どもたちの関与を得

て、かつその意見を正当に考慮することを確保するよう求められる。 

18．締約国は、関連する立法上、行政上その他の措置について子どもたちと協議するためにデジ

タル環境を活用するとともに、子どもたちの意見が真剣に考慮されること、および、子ども参加

が、プライバシー、思想および意見の自由に対する子どもたちの権利を侵害する不当な監視また

はデータ収集につながらないことを確保するよう奨励される。国はまた、協議のプロセスが、テ

 
6 一般的意見 24号（2019 年）、パラ 22 および一般的意見 20号（2016年）、パラ 9－11。 
7 “Our rights in a digital world”, p. 17. 
8 一般的意見 14号（2013 年）、パラ 89－91。 

https://w.atwiki.jp/childrights/pages/324.html
https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/274.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/23.html
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クノロジーへのアクセスまたはテクノロジーを利用するスキルを欠いている子どもたちを包摂す

るようなものであることを確保するべきである。 

IV．発達しつつある能力 

19．締約国は、子どもが能力、理解力および主体性を徐々に身につけていくプロセスを扱った、

権利行使を可能にする原則としての子どもの発達しつつある能力9を尊重しなければならない。こ

のプロセスは、子どもが親および養育者の監督からいっそう独立して参加できるデジタル環境に

おいては、特有の重要性を有している。デジタル環境への子どもの関与に関連するリスクおよび

機会は、子どもの年齢および発達段階に応じて変わっていく。締約国は、デジタル環境で子ども

たちを保護し、または子どもたちによるデジタル環境へのアクセスを促進するための措置を立案

する場合には常に、これらの考慮事項を指針とするべきである。年齢にふさわしい措置の立案に

際しては、さまざまな学問分野から得られる、利用可能な最善かつ最新の調査研究を参考にする

ことが求められる。 

20．締約国は、現代世界における子どもたちの変化しつつある位置づけおよび子どもたちの主体

性、スキルおよび活動の諸分野全体で不均等に発達する子どもたちの能力および理解力、ならび

に、関連するリスクの性質を考慮するべきである。これらの考慮事項については、支援のある環

境において自己の権利を行使することの重要性ならびに個人のさまざまな経験および状況との衡

量が図られなければならない10。締約国は、デジタルサービスの提供者が、子どもの発達しつつあ

る能力にふさわしいサービスを子どもたちに提供することを確保するべきである。 

21．子どもの養育責任の履行にあたって親および養育者に適切な援助を与える国の義務にしたが

い、締約国は、子どもの発達しつつある自律性、能力およびプライバシーを尊重する必要性に関

する親および養育者の意識を促進するべきである。締約国は、デジタル環境における子どもたち

の権利（保護に対する権利を含む）の実現に関して子どもを援助することに関して親および養育

者を手助けするため、デジタルリテラシーおよび子どもたちにとってのリスクに関する意識の獲

得に関して親および養育者を支援するよう求められる。 

V．締約国による一般的実施措置 

22．デジタル環境における子どもの権利の実現および子どもの保護のための機会は、広範な立法

上、行政上その他の措置（予防的措置を含む）を必要とする。 

A．立法 

23．締約国は、デジタル環境が条約およびその選択議定書に掲げられた諸権利と両立することを

確保するため、国際基準にのっとって国内法の見直し、採択および改定を図るべきである。立法

は、テクノロジーの進歩および新たな慣行の誕生のなかで妥当であり続けることが求められる。

締約国は、デジタル環境に関連する法律、予算配分およびその他の行政決定に子どもの権利を確

 
9 一般的意見 7 号（2005 年）、パラ 17ならびに一般的意見 20号（2016年）、パラ 18および 20。 
10 一般的意見 20号（2016 年）、パラ 20。 

http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom7.htm
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/274.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/274.html
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実に位置づける目的で子どもの権利影響評価の活用を指示するとともに、デジタル環境に関連す

る公的機関および企業の間でその活用を促進するべきである11。 

B．包括的な政策および戦略 

24．締約国は、子どもの権利に関連する国家的政策においてデジタル環境が具体的に取り上げら

れることを確保するとともに、規制、業界規範。設計基準および行動計画（これらはすべて定期

的な評価および改定の対象とされるべきである）を実施するよう求められる。このような国家的

政策においては、デジタル環境への関与から利益を得る機会を子どもたちに提供すること、およ

び、子どもたちによるデジタル環境への安全なアクセスを確保することが目的とされるべきであ

る。 

25．オンラインにおける子どもの保護が、子どもの保護に関する国家的政策に統合されるべきで

ある。締約国は、子どもたちをリスク（ネット上の攻撃、ならびに、デジタル技術によって促進

されるおよびオンラインで行なわれる子どもの性的な搾取および虐待を含む）から保護するため

の措置を実施し、このような犯罪が捜査されることを確保し、かつ被害者である子どもたちに救

済および支援を提供するよう求められる。締約国はまた、（必要な場合には関連のマイノリティ言

語に翻訳された）子どもにやさしい情報を提供するなどの手段により、不利な立場または脆弱な

状況に置かれた子どもたちのニーズにも対応するべきである。 

26．締約国は、子どもがデジタル環境にアクセスするすべての現場（家庭、教育現場、ネットカ

フェ、ユースセンター、図書館ならびに保健ケアおよび代替的養護の現場を含む）において、オ

ンラインにおける子どもの保護のための効果的なしくみおよび安全確保方針が運用されることを

確保するべきである。 

C．調整 

27．デジタル環境が子どもたちの権利に及ぼす分野横断的な影響に網羅的に対処するため、締約

国は、中央政府の諸部局および各レベルの行政機構の間で子どもの権利関連の政策、指針および

プログラムの調整を図る任務を委ねられた政府機関を指定するべきである12。このような国家的

調整機関は、部門横断的にならびに国、広域行政圏および地方のレベルにおいてデジタル環境に

関連する子どもの権利を実現するため、学校および情報通信技術部門との連携ならびに企業、市

民社会、学界および諸団体との協力を図るよう求められる13。このような機関は、必要に応じて政

府内外の技術的専門性および他の関連の専門性を活用できるべきであり、かつ、その義務の履行

における有効性に関して独立の評価の対象とされるべきである。 

D．資源配分 

28．締約国は、デジタル環境における子どもの権利の全面的実現およびデジタルインクルージョ

 
11 一般的意見 5 号（2003 年）、パラ 45、一般的意見 14 号（2013 年）、パラ 99、一般的意見 16 号

（2016年）、パラ 20。 
12 一般的意見 5 号（2003 年）、パラ 37。 
13 前掲、パラ 27および 39。 

http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/235.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/241.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/241.html
http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
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ンの向上を目的とする法律、政策およびプログラムの実施のため、公的資源の動員、配分および

活用を図るべきである。このような対応は、デジタル環境が子どもたちの生活に及ぼす影響の高

まりに対処し、かつ、サービスおよびコネクティビティへのアクセスの平等および負担可能性を

促進するために、必要とされる14。 

29．資源が企業セクターから拠出されまたは国際協力を通じて獲得される場合、締約国は、自国

の委任事務、歳入動員、予算配分および支出に関して第三者による干渉または阻害が行なわれな

いことを確保するべきである15。 

E．データ収集および調査研究 

30．恒常的に更新されるデータおよび調査研究は、子どもの権利にとってのデジタル環境の意味

合いを理解し、デジタル環境が子どもたちに及ぼす影響を評価し、かつ国の介入の有効性を事後

に評価することにとって、きわめて重要である。国は、しっかりした包括的なデータが十分な資

源を得たうえで収集されること、および、データが年齢、性別、障害、地理的所在、民族的および

国民的出身ならびに社会経済的背景によって細分化されることを確保するよう求められる。この

ようなデータおよび調査研究（子どもたちとともにおよび子どもたちによって実施された調査研

究を含む）は、立法、政策および実務の参考とされるべきであり、かつ公有物とされるべきであ

る16。子どもたちのデジタル生活に関するデータ収集および調査研究では、子どもたちのプライバ

シーが尊重され、かつ最高度の倫理基準が満たされなければならない。 

F．独立の監視 

31．締約国は、国内人権機関および他の適切な独立機関の委任事項においてデジタル環境におけ

る子どもの権利が対象とされ、かつこれらの機関が子どもおよびその代理人からの苦情申立てを

受理し、調査しかつこれに対応できることを確保するべきである17。デジタル環境関連の活動を監

視する独立の監督機関が存在している場合、国内人権機関は、子どもの権利に関する委任事項を

効果的に遂行するため、当該機関と緊密に協力することが求められる18。 

G．情報の普及、意識啓発および研修 

32．締約国は、とくに子どもたちに直接または間接の影響を及ぼす行動に従事している人々に焦

点を当てながら、デジタル環境における子どもの権利に関する情報の普及および意識啓発の実施

を進めるべきである。締約国は、子どもたち、親および養育者ならびに一般公衆および政策立案

に携わる人々を対象とする、デジタル製品およびデジタルサービスに関連した機会およびリスク

に関わる子どもの権利に関する知識を増進させるための教育プログラムを促進するよう求められ

る。このようなプログラムには、子どもたちがデジタル製品およびデジタルサービスからどのよ

うに利益を得られ、かつデジタルリテラシーおよびデジタルスキルをどのように発達させられる

 
14 一般的意見 19号（2016 年）、パラ 21。 
15 前掲、パラ 27(b)。 
16 一般的意見 5 号（2003 年）、パラ 48および 50。 
17 一般的意見 2 号（2002 年）、パラ 2および 7。 
18 前掲、パラ 7。 

https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/273.html
http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom2.htm
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か、子どもたちのプライバシーの保護および被害化の防止をどのようにして図るか、ならびに、

オンラインまたはオフラインで加えられる害の被害を受けた子どもをどのように認識し、かつど

のように適切に対応するかについての情報が含まれるべきである。このようなプログラムにおい

ては、調査研究ならびに子どもたち、親および養育者との協議を参考にすることが求められる。 

33．子どもたちおよび企業セクターのためにならびに子どもたちおよび企業セクター（テクノロ

ジー産業を含む）とともに働く専門家は、デジタル環境が複合的状況下で子どもの権利にどのよ

うに影響を及ぼしているか、子どもたちがデジタル環境でどのように自己の権利を行使している

か、および、子どもたちがテクノロジーにどのようにアクセスしかつそれを利用しているかに関

するものを含む研修を受けるべきである。これらの専門家はまた、デジタル環境への国際人権基

準の適用に関する研修を受けることも求められる。締約国は、あらゆる教育段階で働く専門家を

対象として、その知識、スキルおよび実践の開発支援を目的とした、デジタル環境に関連する着

任前研修および現職者研修が実施されることを確保するべきである。 

H．市民社会との協力 

34．締約国は、子どもの権利に関連する法律、政策、計画およびプログラムの策定、実施、モニ

タリングおよび評価に、市民社会（子どもの権利の分野で活動している子ども主導のグループお

よび非政府組織を含む）およびデジタル環境に関係している人々の組織的関与を得るべきである。

締約国はまた、市民社会組織が、デジタル環境に関連する子どもの権利の促進および保護に関わ

る活動を実施できることも確保するよう求められる。 

I．子どもの権利と企業セクター 

35．非営利組織を含む企業セクターは、デジタル環境関連のサービスおよび製品の提供に際し、

子どもたちの権利に直接・間接の影響を及ぼしている。企業は、子どもたちの権利を尊重し、か

つ、デジタル環境との関連で子どもたちの権利侵害の防止および救済を図るべきである。締約国

には、企業がこれらの責任を履行することを確保する義務がある19。 

36．締約国は、自社のネットワークまたはオンラインサービスが子どもの権利（プライバシーお

よび保護に対する権利を含む）の侵害を引き起こしまたは助長するようなやり方で利用されるこ

とを防止する義務、ならびに、子ども、親および養育者に対して迅速かつ効果的な救済を提供す

る義務が企業によって遵守されることを確保するため、法律、規則および政策の策定、モニタリ

ング、実施および評価などを通じた措置をとるべきである。締約国はまた、企業に対し、子ども

たちによる安全かつ有益なデジタル活動を支援するための公的情報およびアクセシブルで時宜を

得た助言の提供も奨励するよう求められる。 

37．締約国には、企業体による権利（デジタル環境におけるあらゆる形態の暴力から保護される

権利を含む）の侵害から子どもたちを保護する義務がある。企業が有害な行為の実行に直接関与

するわけではない場合もあるとはいえ、企業は、デジタルサービスの設計および運用などを通じ、

 
19 一般的意見 16号（2013 年）、パラ 28、42 および 82。 

https://w.atwiki.jp/childrights/pages/241.html
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暴力からの自由に対する子どもたちの権利の侵害を引き起こしまたは助長する可能性がある。締

約国は、暴力からの保護に対する権利の侵害の防止、ならびに、デジタル環境に関連して生じる

権利侵害についての捜査、判決および救済を目的とした法令を整備し、モニタリングしかつ執行

するべきである20。 

38．締約国は、企業セクターに対し、デジタル環境が子どもたちに及ぼす、それぞれ異なった、

かつ時として深刻になることもある影響をとくに考慮しながら子どもの権利デューディリジェン

ス（相当の注意）を履行すること、とくに子どもの権利影響評価を実施しかつ公衆に開示するこ

とを求めるべきである21。締約国は、企業による子どもの権利侵害を防止し、モニタリングし、調

査しかつ処罰するために適切な措置をとるよう求められる。 

39．締約国は、法律および政策の策定に加え、デジタル環境との関連で子どもの権利に影響を及

ぼすすべての企業に対し、自社の製品およびサービスの設計、エンジニアリング、開発、運用、

流通およびマーケティングに関する最高水準の倫理基準、プライバシー基準および安全基準にし

たがった規制枠組み、業界規範および利用規約を実施するよう求めるべきである。これには、子

どもたちをターゲットとする企業、エンドユーザーに子どもたちがいる企業またはその他の形で

子どもたちに影響を与える企業が含まれる。締約国は、これらの企業に対し、高水準の透明性お

よびアカウンタビリティを維持するよう求めるとともに、子どもの最善の利益にのっとった革新

のための措置をとることを奨励するべきである。締約国はまた、子どもたちに対するまたは乳幼

児の親および養育者に対する、利用規約についての年齢にふさわしい説明を要求することも求め

られる。 

J．商業広告およびマーケティング 

40．デジタル環境には、収益創出コンテンツまたは有料コンテンツのターゲティングを目的とす

る個人データの処理に財政的に依拠している企業も含まれており、このような処理が、意図的か

否かにかかわらず、子どもたちのデジタル経験に影響を及ぼしている。これらのプロセスの多く

に複数の事業提携先が関与していることから、子どもの権利侵害につながる可能性がある商業活

動および個人データ処理の供給網がつくり出されている。このような子どもの権利侵害には、子

どもがより過激なコンテンツに向かうことを想定しかつ誘導する広告デザイン上の特徴、睡眠を

妨げる自動通知、または商業的動機によるコンテンツであって有害である可能性があるもののタ

ーゲティングを目的とする子どもの個人情報もしくは位置情報の利用を通じて行なわれるものが

含まれる。 

41．締約国は、子ども向けのおよび子どもがアクセスできる広告およびマーケティングを規制す

る際、子どもの最善の利益を第一次的に考慮するべきである。スポンサーシップ、プロダクトプ

レイスメントおよび商業的動機による他のあらゆる形態のコンテンツは、他のあらゆるコンテン

ツと明確に区別されるべきであり、かつ、ジェンダーまたは人種に基づくステレオタイプを固定

 
20 前掲、パラ 60。 
21 前掲、パラ 50および 62－65。 
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化させるようなものであるべきではない。 

42．締約国は、実際の属性または推定された属性のデジタル記録（グループデータもしくは集約

データ、相関分析によるターゲティングまたは嗜好性プロファイリングを含む）に基づいて子ど

もたち（年齢を問わない）を商業目的のプロファイリングまたはターゲティングの対象とするこ

とを、法律で禁止するべきである。製品、アプリケーションおよびサービスの販売促進を目的と

してニューロマーケティング、感情解析、没入型広告ならびに仮想現実および拡張現実の環境下

における広告に依拠する慣行についても、子どもたちに直接または間接に働きかけることを禁止

することが求められる。 

K．司法および救済措置へのアクセス 

43．子どもたちは、さまざまな理由により、デジタル環境との関連で司法にアクセスする際に特

段の課題に直面する。このような課題は、とりわけ、デジタル環境にとくに関連する子どもの権

利侵害について制裁を科す法律が存在しないこと、証拠の取得および加害者の特定が難しいこと、

またはデジタル環境における子どもの権利についてもしくは何が子どもの権利の侵害に当たるの

かについて子どもたちおよびその親もしくは養育者が知らないことから生ずるものである。子ど

もたちが機微なまたは私的なオンライン活動の開示を求められる場合、または仲間からの報復も

しくは社会的排除に対する恐れを理由として、さらなる課題が生じる可能性もある。 

44．締約国は、デジタル環境に関連する子どもの権利侵害についての適切かつ効果的な司法的お

よび非司法的救済の仕組みが、すべての子どもおよびその代理人にとって広く周知され、かつ容

易にアクセスできることを確保するべきである。苦情申立ておよび通報のための仕組みは、無償

で、安全で、秘密が守られ、応答性が高く、子どもにやさしく、かつアクセシブルな形式で利用

可能であることが求められる。締約国はまた、クラスアクションおよび公益訴訟を含む集団的苦

情申立て、ならびに、デジタル環境においてまたはデジタル環境を通じて権利を侵害された子ど

もに対する法的その他の適切な援助（専門サービス機関によるものを含む）についても定めるべ

きである。 

45．締約国は、このような事案を付託し、かつ被害を受けた子どもに効果的支援を提供するため

の枠組みを確立し、調整し、かつ定期的にモニタリングおよび評価を実施するべきである22。枠組

みには、被害を受けた子どもの特定、治療およびフォローアップケアならびに社会的再統合のた

めの措置を含めることが求められる。付託のための仕組みには、被害を受けた子どもの特定に関

する研修（デジタルサービス提供者を対象とするものも含む）が含まれるべきである。このよう

な枠組みのなかでとられる措置は、捜査過程および司法手続を背景として生じる子どもの再被害

および二次被害を防止するため、複数の機関が関与する、子どもにやさしいものであることが求

められる。そのためには、秘密を保持しかつデジタル環境に関連した害を是正するための特別な

保護措置が必要となる場合もある。 

 
22 一般的意見 21号（2017 年）、パラ 22。国連総会決議 60/147付属文書〔訳者注／著しい国際人権法

違反および深刻な国際人道法違反の被害者の救済および賠償に対する権利に関する基本的原則および

指針〕も参照。 

https://w.atwiki.jp/childrights/pages/317.html
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46．適切な被害回復措置には、原状回復、補償および満足が含まれ、かつ、謝罪、是正措置、不

法なコンテンツの削除、心理的回復サービスへのアクセスその他の措置が必要となる場合もある

23。デジタル環境における権利侵害との関連で、救済のための仕組みにおいては、子どもたちの脆

弱性ならびに継続的および将来的被害を迅速に終了させる必要性が考慮されるべきである。締約

国は、関連の法律および政策の改革ならびにその効果的実施などを通じ、侵害が再発しないこと

を保証するよう求められる。 

47．デジタルテクノロジーは、国境を越えて行なわれる場合もある子どもに対する犯罪の捜査お

よび訴追をいっそう複雑なものとする。締約国は、デジタルテクノロジーの利用が子どもに対す

る犯罪の捜査および訴追をどのように容易にしまたは阻害し得るかについて対処するとともに、

国際的パートナーとの協力なども通じ、防止、執行および救済のために利用可能なあらゆる措置

をとるべきである。締約国は、デジタル環境ととくに関連する子どもの権利侵害に関して、国際

協力なども通じ、法執行官、検察官および裁判官を対象とする特別研修を実施するよう求められ

る。 

48．子どもたちは、デジタル環境において企業体による権利侵害を受けた場合に、とくに当該企

業が世界的に操業している状況下では、救済を得ることに関して特段の困難に直面する可能性が

ある24。締約国は、企業による域外での活動および操業との関係で、自国と当該行為との間に合理

的な結びつきがある場合には、子どもたちの権利を尊重し、保護しかつ充足するための措置を検

討するべきである。締約国は、企業が効果的な苦情申立ての仕組みを提供することを確保するよ

う求められる。ただし、これによって、国を基盤とする救済措置に子どもがアクセスできなくさ

せられるべきではない。締約国はまた、子どもの権利に関連する監督権限を有する機関（健康お

よび安全、データ保護および消費者の権利、教育ならびに広告およびマーケティングに関連する

機関など）が、デジタル環境における子どもの権利侵害に関する苦情申立ての調査および十分な

救済措置の提供を行なうことも、確保するべきである25。 

49．締約国は、子どもたちに対し、子どもの権利、ならびに、デジタル環境に関連して自己の権

利が侵害された場合に利用可能な通報および苦情申立ての仕組み、サービスならびに救済措置に

ついての子どもに配慮したかつ年齢にふさわしい情報を、子どもにやさしい言語で提供するべき

である。このような情報は、親、養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門

家に対しても提供することが求められる。 

VI．市民的権利および自由 

A．情報へのアクセス 

50．デジタル環境は、子どもたちが情報にアクセスする権利を実現するための、比類のない機会

を約束するものである。この点に関しては、デジタルコンテンツおよびオンラインコンテンツを

 
23 一般的意見 5 号（2003 年）、パラ 24。 
24 一般的意見 16号（2013 年）、パラ 66－67。 
25 前掲、パラ 30および 43。 

http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom5.htm
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/241.html
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含む情報通信メディアも重要な機能を果たす26。締約国は、子どもたちがデジタル環境で情報にア

クセスできること、および、当該権利の行使の制限が、法律で定められており、かつ条約第 13条

に規定された目的のために必要な場合以外には行なわれないことを確保するべきである。 

51．締約国は、子どもの発達しつつある能力にしたがった、年齢にふさわしくエンパワーメント

につながる子ども向けのデジタルコンテンツを提供しかつその制作を支援するとともに、子ども

たちが、文化、スポーツ、芸術、健康、公民・政治問題および子どもの権利に関する多種多様な情

報（公的機関が保有する情報を含む）にアクセスできることを確保するべきである。 

52．締約国は、多様な形式を活用し、かつニュースメディア、放送事業者、博物館、図書館およ

び教育・科学・文化組織を含む国内外の多数の情報源から発信される、このようなコンテンツの

制作および普及を奨励するべきである。締約国はとくに、障害のある子どもおよび民族的、言語

的、先住民族その他のマイノリティの子どもを対象とする多様な、アクセシブルなかつ有益なコ

ンテンツが提供されることを増進するために努力するよう求められる。子どもたちが理解する言

語で関連の情報にアクセスできることは、平等に対して相当に肯定的な影響を及ぼし得る27。 

53．締約国は、すべての子どもたちが、オンラインの多様かつ良質な情報（商業的または政治的

利益集団から独立したコンテンツを含む）についての情報を提供され、かつこれらの情報を容易

に見つけられることを確保するべきである。締約国は、自動化された検索・情報フィルタリング

（推奨システムを含む）において、商業的または政治的動機を有する有料コンテンツが、子ども

たちの選択よりも、または情報に対する子どもたちの権利を犠牲にする形で、優先されないこと

を確保するよう求められる。 

54．デジタル環境には、ジェンダーのステレオタイプを反映した情報、差別的、人種主義的、暴

力的、ポルノ的および搾取的な情報のほか、虚偽の言説、誤情報および偽情報ならびに不法なま

たは有害な活動への関与を子どもに奨励する情報（武装テロ集団による情報を含む）が含まれて

いる可能性がある。このような情報は、他のユーザー、商業的コンテンツ制作者、性犯罪者また

はテロリストもしくは暴力的過激主義者の指定を受けた武装集団を含む、多様な主体から発信さ

れている場合がある。締約国は、有害コンテンツおよび信頼できないコンテンツから子どもたち

を保護するとともに、関連の企業その他のデジタルコンテンツ提供者が、子どもたちをその権利

および発達しつつある能力にしたがってこのような有害な資料から保護しつつ、情報および表現

の自由に対する子どもたちの権利を認識して、子どもたちが多様なコンテンツに安全にアクセス

できるようにするためのガイドラインを策定しかつ実施することを確保するべきである28。情報

普及のためのインターネットを基盤とするシステム、電子的システムその他のシステムの運用に

対するいかなる制限も、第 13条にのっとっていることが求められる29。締約国は、いかなる地域

においても、部分的にか全体的にかを問わず、電力供給、移動体通信ネットワークまたはインタ

ーネット接続を意図的に妨害しまたは他者に対してそのような妨害を認めるべきではない。この

 
26 一般的意見 7 号（2005 年）、パラ 35および一般的意見 20号（2016年）、パラ 47。 
27 一般的意見 17号（2013 年）、パラ 46 および一般的意見 20号（2016年）、パラ 47－48。 
28 一般的意見 16号（2013 年）、パラ 58 および一般的意見 7号（2005年）、パラ 35。 
29 自由権規約委員会、一般的意見 34 号（2011年）、パラ 43。 

http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom7.htm
https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/274.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/232.html
https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/274.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/241.html
http://childrights.world.coocan.jp/crccommittee/generalcomment/genecom7.htm
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ような妨害は、情報および通信に対する子どものアクセスを阻害する効果を有する可能性がある。 

55．締約国は、子どもたちが利用するデジタルサービスの提供者に対し、たとえばコンテンツの

年齢へのふさわしさまたは信頼性に関する、簡潔明瞭なコンテンツのラベリングを行なうよう奨

励するべきである。締約国はまた、子ども、親および養育者、教育者ならびに関連の専門家集団

を対象とする、アクセシブルな指針、訓練、教育資料および通報機構の提供も奨励するよう求め

られる30。年齢にふさわしくないコンテンツから年齢またはコンテンツに基づいて子どもたちを

保護するためのシステムは、データの最小限化の原則に一致しているべきである。 

56．締約国は、デジタルサービス提供者が、関連のガイドライン、基準および規範を遵守し31、か

つ法律にのっとった、必要かつ比例的なコンテンツモデレーション規則を執行することを確保す

るべきである。コンテンツ管理、学校フィルタリングシステムおよびその他の安全指向技術は、

デジタル環境における情報への子どもたちのアクセスを制限するために用いられるべきではない。

これらの技術は、有害な資料が子どもたちに供給されることを防止するためだけに用いられるべ

きである。コンテンツモデレーションおよびコンテンツ管理においては、子どもたちのその他の

権利、とくに表現の自由およびプライバシーに対する権利とのバランスを図ることが求められる。 

57．ニュースメディアその他の関連組織が定める職業行動規範には、子どもたちに関わるデジタ

ル関連のリスクおよび機会についての報道のあり方に関する指針が含まれるべきである。このよ

うな指針は、被害者およびサバイバーである子どもの身元を明らかにせず、かつ国際人権基準に

したがった、エビデンスに基づく報道につながるようなものであることが求められる。 

B．表現の自由 

58．表現の自由に対する子どもの権利には、自ら選択するすべての媒体を使って、あらゆる種類

の情報および考えを求め、受けかつ伝える自由が含まれる。子どもたちが報告するところによれ

ば32、デジタル環境は、子どもたちの考え、意見および政治的見解を表明する相当の機会を提供す

るものである。不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちにとっては、自分の経験をシ

ェアしてくれる他の子どもたちとの、テクノロジーによって容易になる相互交流は、自分自身を

表現する一助となり得る。 

59．デジタル環境における表現の自由に対する子どもたちの権利のいかなる制限（安全措置を含

むフィルターなど）も、法律にしたがっており、必要であり、かつ比例性を有するものであるべ

きである。そのような制限の根拠を透明なものとし、かつ子どもたちに対して年齢にふさわしい

言葉で伝えることが求められる。締約国は、他者の権利および尊厳を尊重し、かつ法律（憎悪お

よび暴力の扇動に関連するものなど）に違反しないようにしながらこの権利を効果的に行使する

方法（とくにデジタルコンテンツを安全に制作しかつシェアする方法）についての情報および訓

練の機会を、子どもたちに提供するべきである。 

 
30 一般的意見 16号（2013 年）、パラ 19 および 59。 
31 前掲、パラ 58および 61。 
32 “Our rights in a digital world”, p.16. 

https://w.atwiki.jp/childrights/pages/241.html
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60．子どもたちがデジタル環境で自己の政治的その他の見解およびアイデンティティを表明する

際には、批判、敵意、脅迫または処罰の対象とされる場合がある。締約国は、ネット上の攻撃お

よび脅迫、検閲、データ漏洩およびデジタル監視から子どもたちを保護するべきである。子ども

たちは、デジタル環境で意見を表明したことを理由として訴追されるべきではない（ただし、条

約第 13条と両立する刑事法で定められた制限に違反した場合、このかぎりではない）。 

61．特定の世界観を推進しようとする商業的および政治的動機が存在することに鑑み、締約国は、

情報フィルタリング、プロファイリング、マーケティングおよび意思決定に関する自動化された

プロセスの利用が、デジタル環境において自己の意見を形成しかつ表明する子どもたちの能力を

代替し、操作しまたはこれに干渉しないことを確保するべきである。 

C．思想、良心および宗教の自由 

62．締約国は、デジタル環境における思想、良心および宗教の自由に対する子どもの権利を尊重

するべきである。委員会は、締約国に対し、デジタル環境で（たとえば感情の解析または推論に

よって）思想および信条の自由に対する子どもたちの権利を操作しまたはこれに干渉する慣行を

特定し、定義しかつ禁止するデータ保護規則および設計基準を導入しまたは改定するよう、奨励

する。自動化システムは、子どもの内心に干渉するために利用される可能性がある。締約国は、

子どもたちの行動または感情に影響を与えもしくはこれを左右すること、または子どもの機会も

しくは発達を制限することを目的として自動化システムまたは情報フィルタリングシステムが利

用されないことを確保するべきである。 

63．締約国は、子どもたちがその宗教もしくは信条を理由として処罰されず、または他のいかな

るやり方によっても将来の機会を制限されないことを確保するべきである。デジタル環境におい

て自己の宗教または信条を表明する子どもたちの権利の行使に対しては、法律にのっとった、必

要な、かつ比例性を有する制限しか課すことができない。 

D．結社および平和的集会の自由 

64．デジタル環境は、子どもたちが自己の社会的、宗教的、文化的、民族的、性的および政治的

アイデンティティを形成し、かつ、仲間として結びついたコミュニティならびに熟議、文化交流、

社会的結束および多様性のための公的空間に参加することができる33。子どもたちが報告すると

ころによれば、デジタル環境は、関心を共有する仲間、意思決定権者その他の人々と会い、交流

しかつじっくりと議論する、貴重な機会を与えてくれるものである34。 

65．締約国は、自国の法令および政策において、部分的にまたはもっぱらデジタル環境で活動し

ている団体に参加する子どもたちの権利が保護されることを確保するべきである。デジタル環境

における結社および平和的集会の自由に対する子どもたちの権利の行使には、法律にのっとった、

必要でありかつ比例性を有するもの以外のいかなる制限も課すことができない35。このような参

 
33 一般的意見 17号（2013 年）、パラ 21 および一般的意見 20号（2016年）、パラ 44－45。 
34 “Our rights in a digital world”, p.20. 
35 自由権規約委員会、一般的意見 37 号（2020 年）、パラ 6および 34。 

https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/233.html
https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/274.html
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加が、それ自体として、これらの子どもたちに対する否定的な結果（停退学、将来の可能性の制

限もしくは剥奪または警察による個人ファイルの作成など）につながることがあるべきではない。

このような参加は、安全であり、プライバシーが守られ、かつ官民の機関による監視から自由で

あるべきである。 

66．デジタル環境における公的な注目およびネットワーキングの機会も、子どもが主導する行動

主義を支え、かつ人権擁護者としての子どもたちのエンパワーメントにつながり得る。委員会は、

デジタル環境によって、人権擁護者である子どもたちおよび脆弱な状況に置かれた子どもたちが、

相互にコミュニケーションを図り、自分たちの権利を擁護し、かつ結社を結成できるようになる

ことを認識する。締約国は、特別なデジタル空間の創設を促進するなどの手段によりこれらの子

どもたちを支援し、かつその安全を確保するべきである。 

E．プライバシーに対する権利 

67．プライバシーは、子どもたちの主体性、尊厳および安全ならびに権利行使にとってきわめて

重要である。子どもたちの個人データは、子どもたちに教育上、健康上その他の利益を提供する

目的で処理されている。子どもたちのプライバシーに対する脅威は、公的機関、企業その他の組

織によるデータの収集および処理からも、個人情報の不正な取得・利用のような犯罪活動からも

生じ得る。脅威はまた、デジタル環境における子どもたち自身の活動からも、家族構成員、仲間

その他の者の活動（たとえば親が写真をオンラインでシェアすることまたは見知らぬ者が子ども

に関する情報をシェアすること）からも生じ得る。 

68．データには、とくに子どもの身元、活動、位置情報、通信、感情、健康および人間関係に関

するデータが含まれる場合がある。生体データを含む個人データのある種の組み合わせは、子ど

もを一意的に特定するために利用し得る。自動データ処理、プロファイリング、行動ターゲティ

ング、義務的本人確認、情報フィルタリングおよび大量監視のようなデジタル慣行が、当たり前

に行なわれるようになりつつある。このような慣行は、プライバシーに対する子どもたちの権利

への恣意的または不法な干渉につながる可能性がある。このような慣行は子どもたちに悪影響を

もたらす可能性があり、子どもたちは人生のその後の段階においても影響を受け続ける場合があ

る。 

69．子どものプライバシーへの干渉が認められるのは、それが恣意的または不法でない場合のみ

である。したがって、このようないかなる干渉も、法律で定められ、正当な目的の達成を狙いと

し、データの最小限化の原則を維持し、比例性を有しており、かつ条約の規定、目的および趣旨

に抵触しないものでなければならない。 

70．締約国は、子どものデータ処理を行なうすべての組織によっておよびそのようなデータ処理

が行なわれるすべての環境において子どもたちのプライバシーが尊重されかつ保護されることを

確保するため、立法上、行政上その他の措置をとるべきである。法律には、強力な保障措置、透

明性、独立の監督および救済措置へのアクセスを含めることが求められる。締約国は、子どもた

ちに影響を及ぼすデジタル製品およびデジタルサービスへの、プライバシー・バイ・デザインの

統合を要求するべきである。締約国は、プライバシーおよびデータ保護に関する法律を定期的に
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見直すとともに、手続および実務によって、子どもたちのプライバシーの意図的または偶発的侵

害が防止されることを確保するよう求められる。暗号化が適切な手段であると考えられる場合、

締約国は、子どもの性的搾取・虐待または子どもの性的虐待表現物の発見および通報を可能にす

る、適切な措置を検討するべきである。このような措置は、法律適合性、必要性および比例性の

原則にしたがい、厳格に限定的なものとされなければならない。 

71．子どものデータ処理に対する同意が求められる場合、締約国は、同意が、子どもによって（ま

たは、子どもの年齢および発達しつつある能力に応じてその親もしくは養育者によって）、十分な

情報に基づいてかつ自由に与えられ、かつ当該データの処理の前に取得されることを確保するよ

う求められる。子どもの個人データを処理するのに、子ども自身の同意では不十分であると考え

られ、親による同意が必要とされる場合、締約国は、同意が十分な情報に基づく意味のあるもの

であり、かつ子どもの親または養育者によって与えられたことを、このようなデータの処理を行

なう組織が確認するよう要求するべきである。 

72．締約国は、合理的かつ法律にのっとった制限に服することを条件として、子どもおよびその

親または養育者が、保存されているデータに容易にアクセスし、不正確なまたは古くなったデー

タを訂正し、かつ、公的機関、私人またはその他の機関によって不法にまたは不必要に保存され

ているデータを削除できることを確保するべきである36。締約国はさらに、データ管理者がデータ

処理のための正当なかつ優先されるべき理由を示せない場合には、子どもが同意を撤回しかつ個

人データ処理に異議を唱える権利を確保するよう求められる。締約国はまた、子ども、親および

養育者に対し、子どもにやさしい言葉およびアクセシブルな形式で、このような事柄に関する情

報を提供するよう求められる。 

73．子どもたちの個人データへのアクセスは、定期的監査およびアカウンタビリティ措置のよう

な適正手続上の保障を遵守しながら当該データを処理することについて法律に基づく指定を受け

た公的機関、組織および個人に対してのみ、認められるべきである37。定められた目的のために収

集された子どもたちのデータは、いかなる場面（デジタル化された犯罪記録を含む）においても

保護され、かつ当該目的のためにのみ用いられるべきであり、また不法にもしくは不必要に保持

されまたは他の目的のために利用されるべきではない。ある場面で提供された情報を他の場面で

（たとえば学校教育および高等教育の文脈で）利用することが子どもにとって正当な利益となり

得る場合、そのようなデータの利用は透明であり、説明責任が確保され、かつ子ども、親または

養育者の同意に適宜服するものであることが求められる。 

74．プライバシーおよびデータ保護に関する法律および措置によって、子どもたちのその他の権

利（たとえば表現の自由または保護に関連する権利）が恣意的に制限されるべきではない。締約

国は、データ保護法がデジタル環境との関連で子どものプライバシーおよび個人データを尊重す

ることを確保するべきである。継続的な技術革新を通じてデジタル環境の範囲は拡大しつつあり、

ますます多くのサービスおよび製品（衣服・玩具など）も含むようになっている。自動化システ

 
36 自由権規約委員会、一般的意見 16 号（1988 年）、パラ 10。 
37 前掲および子どもの権利委員会、一般的意見 20 号（2016年）、パラ 46。 

https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/274.html
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ムに接続された埋込センサーの利用を通じて、子どもたちが時間を費やす環境が「接続した」状

態になっていくなか、締約国は、そのような環境に寄与する製品およびサービスが、データ保護

およびその他のプライバシーに関わる確固たる規制および基準の対象とされることを確保するべ

きである。これには、路上、学校、図書館、スポーツ・娯楽施設および商業施設（店舗や映画館を

含む）のような公的な場所ならびに家庭が含まれる。 

75．子どもたちを対象とするいかなる監視も、関連する自動化された個人データ処理とともに、

プライバシーに対する子どもの権利を尊重して行なわれなければならず、かつ、日常的に、無差

別に、または子どもが（もしくは乳幼児の場合にはその親もしくは養育者が）知らないところで

実施されるべきではない。そのような監視は、商業的場面ならびに教育およびケアの場面におい

て、当該監視に反対する権利が認められないまま行なわれるべきでもなく、かつ、所期の目的を

果たすために利用可能なもっともプライバシー干渉度の低い手段が常に考慮されるべきである。 

76．デジタル環境は、プライバシーに対する子どもの権利の尊重に関して、親・養育者に特有の

問題を生じさせる。安全目的でオンライン活動をモニターするテクノロジー（追跡デバイスや追

跡サービスなど）は、慎重に運用されなければ、子どもがヘルプラインにアクセスしたりデリケ

ートな情報を検索したりすることの妨げとなる可能性がある。締約国は、子どもたち、親および

養育者ならびに公衆に対し、プライバシーに対する子どもの権利の重要性について、また自分自

身の対応が当該権利をどのように脅かしかねないかについて、助言を提供するべきである。どの

ように対応すれば、子どもたちの安全を保ちつつ、デジタル環境との関連で子どもたちのプライ

バシーを尊重しかつ保護できるかについても助言を提供することが求められる。親および養育者

による子どものデジタル活動のモニタリングは、比例性を有しており、かつ子どもの発達しつつ

ある能力にしたがって行なわれるべきである。 

77．身元を保護するオンラインアバターまたはオンライン名を使用している子どもたちは多く、

このような対応は子どもたちのプライバシー保護に関して重要なものとなり得る。締約国は、匿

名による実践が有害なまたは不法な行動（たとえばネット上の攻撃、ヘイトスピーチまたは性的

搾取・虐待など）を隠すために常用されないことを確保しつつ、匿名性に対するセーフティ・バ

イ・デザインおよびプライバシー・バイ・デザインを統合したアプローチを要求するべきである。

デジタル環境における子どものプライバシーの保護は、親もしくは養育者自身が子どもの安全に

とって脅威となっている場合または子どもの養育をめぐって紛争中である場合に、きわめて重要

になり得る。このような事案では、プライバシーに対する子どもの権利を保護するため、さらな

る介入および家族カウンセリングその他のサービスが必要となる場合がある。 

78．デジタル環境における子どもたち向けの防止サービスまたは相談サービスの提供者は、子ど

ものユーザーが当該サービスにアクセスするために親の同意を得なければならないとするいかな

る要件からも免除されるべきである38。このようなサービスは、プライバシーおよび子どもの保護

に関する高い基準の遵守が求められる。 

 
38 一般的意見 20号（2016 年）、パラ 60。 

https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/275.html
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F．出生登録およびアイデンティティに対する権利 

79．締約国は、保健、教育および福祉を含むサービスへのアクセスを促進するため、すべての新

生児が国の公的機関によってその出生を登録されかつ公式に承認されることを可能にする、デジ

タル身元確認システムの活用を促進するべきである。出生登録が行なわれないことは、条約およ

びその選択議定書に基づく子どもたちの権利の侵害を助長する。締約国は、とくに遠隔地の子ど

も、難民および移住者である子ども、危険な状況にある子どもならびに周縁化された状況にある

子どもを対象として出生登録へのアクセスを確保するため、移動登録班を含む最新のテクノロジ

ーを活用するとともに、デジタル身元確認システムの前に出生した子どもも対象とするべきであ

る。このようなシステムが子どもたちにとって有益なものとなるようにするため、締約国は、意

識啓発キャンペーンを実施し、モニタリング機構を設置し、コミュニティの関与を促進し、かつ、

民事登録担当官、裁判官、公証人、保健担当官および子どもの保護機関要員間の効果的調整を確

保するよう求められる。締約国はまた、プライバシーおよびデータ保護に関する確固たる枠組み

が整備されていることも確保するべきである。 

VII．子どもに対する暴力 

80．デジタル環境は、子どもが暴力を経験する状況や自分自身または他者に害を与えるよう感化

される可能性がある状況を助長することにより、子どもたちに対して暴力が加えられる新たな道

を開く可能性がある。パンデミックなどの危機にあっては、このような状況では子どもたちがバ

ーチャルプラットフォームで過ごす時間が増えることに鑑み、オンラインにおける害のリスクが

高まるおそれがある。 

81．性犯罪者は、性的目的で子どもを勧誘したり、オンラインでの子どもの性的虐待に（たとえ

ばライブビデオストリーミングによって、子どもの性的虐待表現物の製造および頒布によってな

らびに児童エロチカを通じて）参加したりする目的で、デジタルテクノロジーを利用する可能性

がある。デジタル化で容易になる諸形態の暴力および性的搾取・虐待は、子どもが信頼する人間

関係のなかで、家族もしくは友人によってまたは思春期の子どもの場合には親密なパートナーに

よって行なわれる場合もあり、またネット上の攻撃（いじめおよび名誉への脅威を含む）、同意を

得ずに行なわれる性的テキストまたは画像の作成またはシェア（誘惑や強要による自製コンテン

ツなど）および自傷行動（刃物による自傷、自殺行動または摂食障害など）の促進などが含まれ

得る。子どもがこのような行動をとった場合、締約国は、可能な場合には常に、関係する子ども

を対象とする予防、安全確保および修復的司法のアプローチを追求するべきである39。 

82．締約国は、デジタル環境における暴力から子どもたちを保護するための立法上および行政上

の措置をとるべきである。これには、デジタル環境におけるあらゆる形態の暴力に関わってすで

に認識されているリスクおよび新たに生じつつあるリスクから子どもたちを保護する確固たる法

令上および制度上の枠組みを定期的に見直し、改定しかつ執行することが含まれる。このような

リスクには、身体的または精神的暴力、傷害または虐待、ネグレクトまたは不適切な取扱い、搾

 
39 一般的意見 24号（2019 年）、パラ 101および CRC/C/156〔子どもの売買、児童買春および児童ポ

ルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の実施に関するガイドライン〕、パラ 71。 

https://w.atwiki.jp/childrights/pages/324.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/323.html
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/323.html
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取および虐待（性的搾取・虐待を含む）、子どもの人身取引、ジェンダーに基づく暴力、ネット上

の攻撃、サイバーアタックならびに情報戦が含まれる。締約国は、子どもたちの発達しつつある

能力にしたがって安全措置および保護措置を実施するべきである。 

83．デジタルテクノロジーは、テロリストまたは暴力的過激主義者の指定を受けた武装集団を含

む非国家集団が、暴力への関与または参加を目的として子どもたちを募集しかつ搾取するための

新たな道を開き得る。締約国は、テロリスト集団または暴力的過激主義者集団による子どもの募

集が法律で禁じされることを確保するべきである。このような文脈で刑事上の罪を問われた子ど

もは第一次的には被害者として扱われるべきだが、告発される場合には子ども司法制度を適用す

ることが求められる。 

VIII．家庭環境および代替的養護 

84．多くの親および養育者は、デジタル環境との関連で子どもたちを援助するための技術的理解、

能力およびスキルを発展させるために支援を必要としている。締約国は、親および養育者がデジ

タルリテラシーを獲得し、テクノロジーがどのように子どもの権利の支えになり得るかを学び、

かつオンラインの害の被害を受けた子どもを認識して適切に対応するための機会を持てることを

確保するべきである。不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちの親および養育者に対

し、特別な注意を払うことが求められる。 

85．デジタル環境に関する支援と指針を親および養育者に提供するにあたり、締約国は、子ども

の発達しつつある能力にしたがって子どもたちの自律性の高まりおよびプライバシーの必要性を

尊重することに関する意識を促進するべきである。締約国は、子どもたち（親および養育者が想

定するよりも低い年齢の子どもたちを含む）はデジタルな機会をしばしば積極的に利用して実験

するものであり、かつリスクに遭遇する可能性があることを考慮するよう求められる。子どもた

ちからは、とくに親および養育者のアプローチが懲罰的であり、過剰に制限的であり、または自

分の発達しつつある能力にあわせて修正されていない場合に、自分たちのデジタル活動に関して

もっと支援と励ましがほしいと報告する声もあった40。 

86．締約国は、親および養育者に提供される支援と指針が、親子関係の特殊性および特有の性質

に関する理解に基づくものであるべきことを考慮するよう求められる。このような指針は、親が、

禁止または管理よりも相互の共感と尊重に基づき、子どもの保護と高まりつつある自律性との間

で適切なバランスを維持することを支援するようなものであるべきである。親および養育者が親

としての責任と子どもの権利とのバランスを維持する一助とするため、子どもの発達しつつある

能力の考慮とあわせて適用される子どもの最善の利益を指導的原則とすることが求められる。親

および養育者向けの指針では、デジタル環境における子どもたちの社会的活動、創造的活動およ

び学習活動が奨励されるべきであり、かつ、デジタル機器の利用が、子どもたち同士のまたは子

どもたちと親または養育者との、応答性に満ちた直接の相互交流にとって代わるべきではないこ

とが強調されるべきである。 

 
40 “Our rights in a digital world”, p.30. 
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87．家族と離れ離れになった子どもがデジタルテクノロジーにアクセスできることは重要である

41。科学的知見が示すところによれば、デジタルテクノロジーは、たとえば親が別居している場合

〔もしくは〕子どもが代替的養護に措置された場合に家族関係を維持するうえで、子どもと養親

または里親の候補との関係を確立するうえで、または人道危機の状況下にある子どもが家族と再

会できるようにするうえで、有益なものとなる。したがって、家族が離れ離れになっている状況

下で、締約国は、子どもの安全および最善の利益を考慮しながら、子どもたちおよびその親、養

育者またはその他の関係者を対象として、デジタルサービスへのアクセスを支援するべきである。 

88．デジタルインクルージョンを増進させるための措置は、親もしくは他の家族構成員または養

育者（同居しているか別居しているかを問わない）が子どもを危険な状況に置く可能性がある場

合には、子どもを保護する必要性とのバランスが図られるべきである。締約国は、このようなリ

スクが、デジタルテクノロジーの設計および利用を通じて（たとえば人権侵害を行なう可能性の

ある者に対して子どもの位置情報が明らかにされることによって）発生する可能性があることを

考慮するよう求められる。締約国は、これらのリスクを認識して、セーフティ・バイ・デザイン

およびプライバシー・バイ・デザインを統合したアプローチを要求するとともに、親および養育

者がこのようなリスクおよび子どもを支援しかつ保護するために利用可能な戦略について十分に

認識していることを確保するべきである。 

IX．障害のある子ども 

89．デジタル環境は、障害のある子どもたちが他の子どもたちと社会的関係を結び、情報にアク

セスし、かつ公的意思決定プロセスに参加する新たな経路を開くものである。締約国は、このよ

うな新たな経路を追求するとともに、新たな障壁が生み出されることを防止し、かつデジタル環

境に関連して障害のある子どもたちが直面している障壁を克服するための措置をとるよう求めら

れる。 

90．さまざまな態様の障害（身体障害、知的障害、心理社会的障害、聴覚障害および視覚障害を

含む）がある子どもたちは、コンテンツの形式がアクセシブルではないこと、家庭、学校および

コミュニティにおける負担可能な支援テクノロジーへのアクセスが限られていること、学校、保

健施設その他の環境でデジタル機器の使用が禁じられていることなど、デジタル環境へのアクセ

スに関してさまざまな障壁に直面している。締約国は、障害のある子どもたちがアクセシブルな

形式のコンテンツにアクセスできることを確保し、かつ、これらの子どもたちに差別的影響を及

ぼす政策を廃止するべきである。締約国は、とくに貧困下で暮らしている障害のある子どもを対

象として、必要な場合には負担可能な支援テクノロジーへのアクセスを確保するとともに、障害

のある子どもたち、その家族および教育施設その他の関連の現場の職員がデジタルテクノロジー

を効果的に活用するための十分な知識およびスキルを身につけられるよう、意識啓発キャンペー

ンおよび訓練の実施ならびにリソースの提供を図るよう求められる。 

91．締約国は、さまざまな態様の障害がある子どもの必要を満たす技術的革新を促進するととも

 
41 一般的意見 21号（2017 年）、パラ 35。 

https://www26.atwiki.jp/childrights/pages/317.html
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に、デジタル製品およびデジタルサービスが、すべての子どもが例外なくかつ調整を必要とせず

に利用できるよう、ユニバーサルアクセシビリティを目指して設計されることを確保するべきで

ある。デジタル環境における障害のある子どもたちの権利の実現に影響を及ぼす政策、製品およ

びサービスの設計および提供には、障害のある子どもたちの関与を得ることが求められる。 

92．障害のある子どもたちは、デジタル環境において、ネット上の攻撃および性的搾取・虐待を

含むリスクにいっそうさらされる可能性がある。締約国は、障害のある子どもたちが直面するリ

スクを特定しかつこれに対処して、これらの子どもたちが直面する過剰な保護または排除につな

がりかねない偏見に対抗しつつ、デジタル環境がこれらの子どもたちにとって安全であることを

確保するための措置をとるべきである。デジタル環境に関連する安全情報、保護方策および広報

情報、サービスならびにフォーラムは、アクセシブルな形式で提供することが求められる。 

X．基礎保健および福祉 

93．デジタルテクノロジーは、保健サービスおよび保健情報へのアクセスを促進し、かつ妊産婦、

新生児および児童期・思春期の子どもの身体的および精神的健康ならびに栄養のための診断・治

療サービスを向上させ得る。デジタルテクノロジーはまた、不利な立場もしくは脆弱な状況に置

かれた子どもたちまたは遠隔地の子どもたちにサービスを行き届かせる重要な機会を提供するも

のでもある。公の緊急事態または保健上もしくは人道所の危機の際には、デジタルテクノロジー

を通じた保健サービスおよび保健情報へのアクセスが唯一の選択肢となる場合もあり得る。 

94．子どもたちが報告するところによれば、子どもたちは、健康およびウェルビーイングに関連

する情報および支援（身体的健康、精神的健康、セクシュアル／リプロダクティブヘルス、第 2次

性徴および避妊に関わるものを含む）をオンラインで検索することを重視している42。とくに思春

期の子どもたちは、精神保健およびセクシュアル／リプロダクティブヘルスに関する、無償で、

秘密が守られ、年齢にふさわしくかつ差別的ではないサービスにオンラインでアクセスしたいと

考えている43。締約国は、子どもたちが、信頼できる保健情報および保健サービス（心理相談サー

ビスを含む）に安全に、安心してかつ秘密が守られる形でアクセスできることを確保するべきで

ある44。これらのサービスは、サービス遂行のために必要な限度を超えて子どもたちのデータを処

理するべきではなく、かつ専門家または適切な訓練を受けた者によって提供されるべきであり、

また規制された監督の仕組みをともなっていることが求められる。締約国は、デジタル化された

保健製品および保健サービスによって、対面型保健サービスへの子どもたちのアクセスにおける

不平等が生じまたは強化されないことを確保するべきである。 

95．締約国は、子どもたちの特有の保健ニーズに焦点を当て、かつ技術の進歩を通じて子どもた

ちにとっての肯定的な健康アウトカムを促進するような調査研究および開発を奨励し、かつこの

ような調査研究および開発への投資を行なうよう求められる。デジタルサービスは、子どもたち

 
42 “Our rights in a digital world”, p.37. 
43 一般的意見 20号（2016 年）、パラ 59。 
44 前掲、パラ 47および 59。 
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に対する対面型保健サービスの提供を補完しまたは向上させるために利用されるべきである45。

締約国は、規制の導入または改定により、保健テクノロジーおよび保健サービスの提供者に対し

て、その機能、コンテンツおよび頒布の中心に子どもの権利を位置づけるよう要求することが求

められる。 

96．締約国は、誤情報ならびに子どもの精神的または身体的健康を害する可能性がある資料およ

びサービスの拡散を防止するため、既知の害に対して規制を行なうとともに、公衆衛生セクター

で新たに判明した調査研究の結果およびエビデンスを積極的に考慮するべきである。デジタルゲ

ームまたはソーシャルメディアへの不健康な関与を防止するための措置（子どもたちの発達およ

び権利を阻害するデジタルデザインの機制など）も必要になる場合がある46。 

97．締約国は、身体活動および社会的活動を含む健康的なライフスタイルを促進するためのデジ

タルテクノロジーの利用を奨励するべきである47。特定の食料品および飲料品、アルコール、薬物

ならびにタバコその他のニコチン製品を含む不健康な製品の販売促進に子どもたちがさらされる

ことを防止するため、締約国は、ターゲティングによるまたは年齢にふさわしくない広告、マー

ケティングまたは他の関連のデジタルサービスを規制するよう求められる48。デジタル環境に関

連するこのような規制は、オフライン環境における規制と両立しかつ足並みを揃えるようなもの

であるべきである。 

98．デジタルテクノロジーは、休息、運動ならびに仲間、家族およびコミュニティとの直接的相

互交流の必要性とのバランスがとられている場合には、子どもたちが健康およびウェルビーイン

グを向上させる多くの機会を与えてくれる。締約国は、子どもたち、親、養育者および教育者を

対象として、デジタル活動と非デジタル活動および十分な休息との健康的バランスの重要性に関

する指針を策定するべきである。 

XI．教育、余暇および文化的活動 

A．教育に対する権利 

99．デジタル環境は、質の高いインクルーシブな教育（フォーマルな学習、インフォーマルな学

習、子どもたち同士の学習および独学のためのリソースを含む）への子どもたちのアクセスをお

おいに可能にしかつ増進させることにつながり得る。デジタルテクノロジーの活用により、教員・

生徒間および学習者間のエンゲージメントも強化される可能性がある。子どもたちは、教育への

アクセスを向上させ、かつ学習および課外活動への参加を支えるうえでデジタルテクノロジーが

重要であることを強調している49。 

100．締約国は、多様かつインタラクティブなデジタル学習リソース（先住民族に関するリソース

を含む）および子どもたちが理解できる言語でのリソースに子どもたちがアクセスできるように

 
45 前掲、パラ 47－48。 
46 一般的意見 15号（2013 年）、パラ 84。 
47 一般的意見 17号（2013 年）、パラ 13。 
48 一般的意見 15号（2013 年）、パラ 77。 
49 “Our rights in a digital world”, pp.14, 16 and 30. 
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するため、文書館、図書館および博物館のような教育・文化施設を支援するべきである。これら

のものをはじめとする貴重なリソースは、子どもたちが自分たち自身の創造的、市民的および文

化的実践に従事することの支えとなり、かつ他者の実践について学べることにつながる可能性が

ある50。締約国は、オンライン学習および生涯学習のための子どもたちの機会を増進するべきであ

る。 

101．締約国は、学校その他の学習現場における技術インフラに対して公平な投資を行ない、十分

な数のコンピューター、良質かつ高速なブロードバンドおよび安定した電源、デジタル教育テク

ノロジーの活用に関する教員研修、アクセシビリティならびに学校テクノロジーの時宜を得たメ

ンテナンスが利用可能でありかつ負担可能であることを確保するべきである。締約国はまた、多

様かつ良質なデジタル教育リソースが子どもたちの理解できる言語で制作されかつ普及されるこ

とを支援し、かつ、既存の不平等（女子が経験している不平等など）が悪化しないようにするこ

とも求められる。締約国は、デジタルテクノロジーの活用が対面型教育を阻害しないことおよび

教育目的のために正当なものであることを確保するべきである。 

102．学校に物理的に出席していない子どもたちや、遠隔地に暮らしておりまたは不利な立場もし

くは脆弱な状況に置かれている子どもたちにとっては、デジタル教育テクノロジーによって遠隔

学習または移動学習が可能となり得る51。締約国は、遠隔学習のために必要な基本的便益（機器、

電気、接続環境、教材および専門的支援へのアクセスを含む）にすべての子どもたちがアクセス

できるようにするための適正なインフラが整備されることを確保するべきである。締約国はまた、

学校が親および養育者に対して家庭での遠隔学習に関する指針を示すための十分な資源を有する

こと、ならびに、デジタル教育のための製品およびサービスが、対面型教育サービスへの子ども

たちのアクセスに関する不平等を生じさせまたは悪化させないことを確保するべきである。 

103．締約国は、学校と、価値のある教育上の利点の提供を増進させることを目的として教育テク

ノロジー・教材の調達および利用に責任を負うその他の関連機関を対象とする、エビデンスに基

づいた政策、基準およびガイドラインを策定するべきである。デジタル教育テクノロジーに関す

る基準においては、これらのテクノロジーの利用が倫理にかなっておりかつ教育目的にとって適

切であること、ならびに、子どもたちが暴力、差別、個人データの悪用、商業的搾取またはその

他の権利侵害（子どもの活動を記録し、かつ子どもが知らないまままたは子どもの同意を得ずに

当該記録を親または養育者と共有するためにデジタルテクノロジーを利用することなど）にさら

さないことを確保するよう求められる。 

104．締約国は、デジタルリテラシーが、就学前の段階から全学年を通じて基礎教育カリキュラム

の一環として学校で教えられること、および、このような教育方法がその成果に基づいて評価さ

れることを確保するべきである52。カリキュラムには、幅広い範囲のデジタルツールおよびデジタ

 
50 一般的意見 17号（2013 年）、パラ 10。 
51 女性差別撤廃委員会の合同一般的勧告 31 号／子どもの権利委員会の合同一般的意見 18 号（2019

年）、パラ 64 ならびに子どもの権利委員会、一般的意見 11 号（2009 年）、パラ 61 および一般的意見

21号（2017 年）、パラ 55。 
52 一般的意見 20号（2016 年）、パラ 47。 
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ルリソースを安全に取り扱うための知識およびスキル（コンテンツ、制作、合作、参加、社会化

および市民的関与に関連するものを含む）を含めることが求められる。カリキュラムにはまた、

批判的思考、信頼できる情報源を見つけ出しかつ誤情報およびその他の形態のバイアスがかかっ

たまたは虚偽のコンテンツ（セクシュアル／リプロダクティブヘルス関連の問題を含む）を判定

する方法に関する指針、デジタル環境における子どもの権利を含む人権ならびに利用可能な形態

の支援および救済措置も含まれるべきである。締約国はまた、コンテンツ、接触、行動および契

約に関連するリスク（ネット上の攻撃、人身取引、性的搾取・虐待その他の形態の暴力を含む）

にさらされることによって生じる可能性のある悪影響と、害を低減させるための対処方策ならび

に自分自身および他人の個人データを保護する方策および子どもたちの社会的・情緒的スキルと

レジリエンスを構築するための方策に関する意識を、子どもたちの間で促進するべきである。 

105．子どもたちが、デジタル環境（そのインフラ、事業慣行、巧みな誘導戦略ならびに自動化処

理および個人データの利用ならびに監視を含む）と、デジタル化が社会に及ぼす可能性のある悪

影響について理解することは、ますます重要になっている。教員、とくにデジタルリテラシー教

育およびセクシュアル／リプロダクティブヘルス教育を行なう教員は、デジタル環境に関わる安

全確保についての研修を受けるべきである。 

B．文化、余暇および遊びに対する権利 

106．デジタル環境は、子どもたちのウェルビーイングおよび発達にとって不可欠である、文化、

余暇および遊びに対する子どもたちの権利の促進につながる53。すべての年齢層の子どもたちが、

自ら選んださまざまなデジタル製品およびデジタルサービスに関与することを通じて喜び、興味

および気晴らしを経験したこと54とともに、他方で、デジタル環境での遊びがどれほど大切か、ま

たそれを友達とどのように共有できるかについて大人がわかってくれないかもしれないと心配し

ていることを報告している55。 

107．デジタルな形態の文化、レクリエーションおよび遊びは、子どもたちの支えおよび利益にな

り、かつ子どもたちのさまざまなアイデンティティ、とくに文化的アイデンティティ、言語およ

び遺産を反映しかつ促進するようなものであるべきである。このことは、子どもたちの社会的ス

キル、学習、表現、音楽・芸術などの創造的活動、帰属感および共有された文化の促進につなが

り得る56。オンラインでの文化的生活への参加は、創造性、アイデンティティ、社会的結束および

文化的多様性に貢献する。締約国は、子どもたちが、情報通信技術を試し、自己表現し、かつオ

ンラインで文化的生活に参加するために自由時間を利用する機会を持てることを確保するべきで

ある。 

108．締約国は、デジタルテクノロジーおよびデジタルサービスであって余暇時間の子どもたち向

けのもの、余暇時間に子どもたちがアクセスするものまたは余暇時間の子どもたちに影響を及ぼ

 
53 一般的意見 17号（2013 年）、パラ 7。 
54 “Our rights in a digital world”, p.22. 
55 一般的意見 17号（2013 年）、パラ 33。 
56 前掲、パラ 5。 
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すものが、文化、レクリエーションおよび遊びに関する子どもたちの機会を増進させるようなや

り方で設計され、頒布されかつ利用されることを確保するため、規制を行ない、かつ専門家、親

および養育者向けの指針を示すとともに。デジタルサービス提供者と適宜連携するべきである。

これには、子どもたちの自律、人格形成および楽しみを支えるデジタル環境での遊びおよび関連

の活動に関する革新を奨励することも含まれ得る。 

109．締約国は、デジタル環境における文化、余暇および遊びの機会の促進と、子どもたちが生活

している物理的場所での魅力的な選択肢の提供とのバランスがとられることを確保するべきであ

る。とくに乳幼児期には、子どもたちの言語、協調、社会的スキルならびに感情的知性は、もっ

ぱら身体運動および他者との直接の対面型相互交流をともなう遊びを通じて獲得される。年長の

子どもたちにとっては、身体活動をともなう遊びおよびレクリエーション、チームスポーツなら

びにその他の野外レクリエーション活動は、健康上の利益ならびに機能的および社会的スキルの

獲得をもたらし得るものである。 

110．余暇時間をデジタル環境で過ごすことにより、子どもたちは、たとえばそれとはわかりにく

い広告もしくは誇大広告または著しく誘導的もしくは射幸的なデザイン上の特徴を通じて、害を

受けるリスクにさらされる可能性がある。締約国は、データ保護、プライバシー・バイ・デザイ

ンおよびセーフティ・バイ・デザインのアプローチならびにその他の規制措置を導入しまたは活

用することによって、企業が、これらの技法および子どもの利益よりも商業的利益を優先させる

ことを目的としたその他の技法を用いて子どもたちをターゲットとすることがないようにするべ

きである。 

111．締約国または企業が、デジタル環境における特定の形態の遊びおよびレクリエーションに関

して指針の提示、年齢によるレーティング、ラベリングまたは認証を行なう場合、それらの指針

等は、デジタル環境全体への子どもたちのアクセスを縮小し、または子どもたちの余暇機会もし

くはその他の権利に干渉しないような形で作成されるべきである。 

XII．特別な保護措置 

A．経済的、性的その他の形態の搾取からの保護 

112．子どもたちは、デジタル環境との関連で、その福祉のいかなる側面にとっても有害なあらゆ

る形態の搾取から保護されるべきである。搾取は、児童労働を含む経済的搾取、性的搾取・虐待、

子どもの売買、取引および誘拐ならびに犯罪活動（サイバー犯罪を含む）に参加させるための子

どもの募集など、多くの形態をとって行なわれる可能性がある。子どもたちは、コンテンツを制

作しかつシェアすることによってデジタル環境で経済的主体となり、その結果として搾取される

可能性もある。 

113．締約国は、子どもたちが経済的、性的その他の形態の搾取から保護され、かつ、デジタル環

境での仕事に関わる子どもたちの権利および関連する報酬の機会が保護されることを確保するた

め、関連の法律および政策を見直すべきである。 

114．締約国は、適切な執行の仕組みが設けられることを確保するとともに、適用される保護への
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アクセスに関して子どもたち、親および養育者を支援するべきである57。締約国は、子どもたちが

有害な物品（武器もしくは薬物など）またはサービス（賭け事など）から保護されることを確保

するための法律を制定するよう求められる。子どもたちが自己所有または自己使用のために不法

な製品およびサービスにアクセスすることを防止するため、しっかりした年齢認証システムが利

用されるべきである。そのようなシステムは、データ保護および安全確保に関わる要件に一致し

たものであることが求められる。 

115．人身取引（その構成要素である行動および関連の行為を含む）を捜査し、訴追しかつ処罰す

る国家の義務を考慮し、締約国は、人身取引対策法を策定しかつ更新して、テクノロジーによっ

て容易になる犯罪集団による子どもたちの募集が禁止されるようにするべきである。 

116．締約国は、デジタル環境で発生する犯罪（詐欺および個人情報の不正な取得・利用を含む）

子どもたちを保護し、かつデジタル環境における犯罪が捜査および訴追の対象とされることを確

保するために十分な資源を配分することを目的とした、適切な法律が整備されることを確保する

べきである。締約国はまた、このような犯罪のリスクを最小化するため、子どもたちが利用する

デジタルサービスおよびデジタル製品に関して高水準のサイバーセキュリティ、プライバシー・

バイ・デザインおよびセーフティ・バイ・デザインを要求することも求められる。 

B．子ども司法の運営 

117．子どもたちは、サイバー犯罪法に違反したとして申し立てられ。罪を問われまたは認定され

る可能性がある。締約国は、政策立案者が、このような法律が子どもたちに及ぼす影響を考慮し、

防止に焦点を当て、かつ、刑事司法上の対応に代わる選択肢を設けかつ活用するためにあらゆる

努力を払うことを確保するべきである。 

118．子どもたちによる自撮りの性的表現物であって、本人の同意を得て、かつ自分たち自身の私

的利用のみを目的として所持しかつ（または）シェアするものは、犯罪化されるべきではない。

性的にあからさまな自撮りコンテンツに関して子どもたちが安全に助言および援助を求められる

ようにするための、子どもにやさしい回路が設けられるべきである。 

119．締約国は、犯罪の防止、捜査および訴追において配備されているデジタルテクノロジー、監

視機構（顔認証ソフトウェアなど）およびリスクプロファイリングが、刑事犯罪について容疑を

かけられまたは告発されている子どもを不公正に対象とする目的で使用されず、かつその権利、

とくにプライバシー、尊厳および結社の自由に対する権利を侵害するようなやり方で使用されな

いことを確保するべきである。 

120．委員会は、裁判手続のデジタル化によって子どもとの対面での接触が行なわれなくなる場合、

子どもとの関係の発展を踏まえた更生措置および修復的司法措置に悪影響が生じる可能性がある

ことを認識する。このような場合には、また子どもが自由を奪われている場合にも、締約国は、

裁判所に意味のある形で関与する子どもの能力および子どもの更生を促進するため、対面での接

 
57 一般的意見 16号（2013 年）、パラ 37。 

https://w.atwiki.jp/childrights/pages/240.html
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触を行なうようにするべきである。 

C．武力紛争下の子ども、移住である子どもおよび他の脆弱な状況に置かれた子どもの保護 

121．デジタル環境は、脆弱な状況下で暮らしている子どもたち（武力紛争下の子ども、国内避難

民である子ども、移住者、庇護希望者および難民である子ども、保護・養育者に付き添われてい

ない子ども、路上の状況にある子どもならびに自然災害の影響を受けている子どもを含む）に対

し、その保護にとってきわめて重要な死活的情報へのアクセスを提供し得る。デジタル環境はま

た、これらの子どもたちが、家族との接触を維持し、教育、保健その他の基礎的サービスにアク

セスし、かつ食料および安全なシェルターを手に入れることも可能にし得る。締約国は、このよ

うな子どもたちがデジタル環境に安全に、確実に、秘密が守られかつ有益な形でアクセスできる

ことを確保するとともに、あらゆる形態の暴力、搾取および虐待からこれらの子どもたちを保護

するべきである。 

122．締約国は、子どもたちがデジタル環境を通じて紛争（武力紛争を含む）で徴募されまたは使

用されないことを確保するべきである。これには、たとえばソーシャルネットワーキングプラッ

トフォームまたはオンラインゲームのチャットサービスを通じてさまざまな形態で行なわれる、

テクノロジーによって容易になる子どもたちの勧誘およびグルーミング〔性的目的での勧誘〕を

防止し、犯罪化しかつ制裁の対象とすることが含まれる。 

XIII．国際的および地域的協力 

123．国境および国家を超えるデジタル環境の性質により、国、企業その他の主体がデジタル環境

との関連で子どもたちの権利を効果的に尊重し、保護しかつ充足することを確保するためには、

強力な国際的および地域的協力が必要となる。したがって、締約国が、国内的および国際的非政

府組織、国連機関、企業ならびにデジタル環境との関連における子どもの保護および人権を専門

とする組織と個別かつ多面的に連携することは、きわめて重要である。 

124．締約国は、専門的知見および優れた実践の国際的・地域的交流を促進しかつこれに貢献する

とともに、デジタル環境における子どもたちの権利のすべての国による実現を可能とする能力構

築、資源、基準、規則および保護措置を、国境を越えて確立しかつ促進するべきである。締約国

は、デジタル環境における犯罪の共通定義の策定、共助ならびに証拠の共同収集および共有に努

めるよう求められる。 

XIV．普及 

125．締約国は、この一般的意見が、デジタルテクノロジーも活用しながら、すべての関係者、と

くに議会および政府機関（横断的および部門別デジタルトランスフォーメーションを担当する機

関を含む）ならびに司法機関、企業、メディアおよび市民社会の関係者、公衆一般ならびに教育

舎および子どもたちに広く普及され、かつ、複数の形式および言語（年齢にふさわしいバージョ

ンを含む）で利用可能とされることを確保するべきである。 

 


