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なお、放送通信審議委員会のカン・イニョン（강인용）氏によれば、同委員会は、

グリーン i-Net を普及させるため、教育科学技術部、市や道の教育庁とともに保護

者を対象としたキャンペーン活動を行っている443。 

 

イ ブロッキングの現状とオーバーブロッキングの問題 

（ア）政府関連機関等によるブロッキング 

サイバー警察庁、ゲーム物等級委員会、放送通信委員会、食品医薬品安全庁、

射倖産業統合監督委員会、政府関連機関等によるブロッキングについては、違

法・有害情報を提供するサイトが対象とされる。ブロッキング対象のサイトにア

クセスすると、ブロッキング公示画面444がブラウザに表示される。 

ブロッキング対象となるサイト分野とその担当機関については以下のとおり。 

 

表２－３－２ 政府関連機関によるブロッキング対象のサイト分野 

ブロッキング対象となるサイト分野 担当政府関連機関 

安全保障侵害行為 サイバー警察庁 

賭博 サイバー警察庁、ゲーム物等級委員会 

淫乱 放送通信委員会 

不法医薬品販売 食品医薬品安全庁 医薬品管理課 

不法食品販売・虚偽過大広告 食品医薬品安全庁 食品管理課 

不法化粧品販売・虚偽過大広告 食品医薬品安全庁 化粧品政策課 

不法医療機器販売 食品医薬品安全庁 医療機器管理課 

不法体育振興投票券販売 射倖産業統合監督委員会445 

不法馬券購買代行 韓国馬事会446 

（出典：放送通信審議委員会ウェブサイト） 

 

（イ）北朝鮮関連機関へのブロッキング 

韓国では北朝鮮関連機関へのアクセスは基本的にブロッキング対象となってい

る。その代表的なものとしては、北朝鮮政府公式サイトや、朝鮮総連といった韓

国以外の国に拠点を持つ機関のホームページが挙げられる447。 

ただし、日本国内において北朝鮮への旅行仲介を行う中外旅行社のウェブサイ

                                                        
443 放送通信審議委員会のカン・イニョン氏へのヒアリングによる（2011 年 11 月 17 日）。 
444 http://warning.or.kr/（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
445 射倖産業統合監督委員会は、大統領補佐機関である国務総理室の所轄である。 
446 韓国馬事会は、「韓国馬事会法（한국마사회법）」（法律第 10891 号）により設立された農林水産食品部

傘下の特殊法人である。
http://likms.assembly.go.kr/law/jsp/law/Law.jsp?WORK_TYPE=LAW_BON&LAW_ID=A0724&PROM_NO=1089
1&PROM_DT=20110721&HanChk=Y（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
447 http://warning.or.kr/ （基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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ト448へのアクセスは可能である。 

 

（ウ）ブロッキング関連のニュース 

2010 年６月以降、ブロッキングに関連する大きな動きが６件確認された。 

 

①放送通信委員会による不法スポーツ賭博サイトに対するブロッキング449 

放送通信委員会は 2010 年６月 24 日に通信審議小委員会を開き、197 の不法ス

ポーツ賭博サイトに対するブロッキング措置を行った。 

この際ブロッキングの対象となったサイトは、サッカーワールドカップ南ア

フリカ大会での賭博行為を含む、サッカー、野球、バスケット、競馬等の不法

賭博サイトであり、そのうちの約 80％を占める 156 のサイトが海外にサーバー

を持つものであることが明らかになった。こうした海外の不法サイトは、KTや

SK ブロードバンドのような ISP のブロッキングにより、国内でのアクセスが遮

断された。 

小委員会は、「放送通信審議委員会の是正要求の件数が毎年増加していること

からすると、不法賭博サイトの利用者も増えつつあると思われる」とし、「こう

した不法賭博サイトから国民の被害と青少年の無分別で邪な心が助長されるこ

とを防ぐため、持続的なモニタリングと審議を通じ、断固対処していく計画で

ある」と述べた450。 

 

②放送通信委員会によるコンソール用不法ゲームチップ販売サイトに対するブ

ロッキング451 

放送通信審議委員会は、各種ゲーム著作物等の技術的保護処置の効果を減退

させるメモリカード（R4 チップ、DSTT チップ）を販売し、複製された各種コ

ンソールゲームプログラムを提供するショッピングサイトに対し、利用停止及

びブロッキング措置を行ったことを、2010 年７月 12 日明らかにした。 

審議委員会によれば、該当するサイトは任天堂 DS 用の不法複製ゲームプロ

グラムを搭載し、著作権保護のための技術的処置を解除する役割をするゲーム

機専用メモリカード（R４チップ、DSTT チップ）を販売する専門ショッピング

モール形態で運営されてきた。 

一般的にコンソールゲーム機は正式に販売されているゲームプログラムを搭

載したメモリカードを購入して利用するものである。だが、R４チップや DSTT

                                                        
448 http://www.chugai-trv.co.jp/（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
449 http://www.newsen.com/news_view.php?uid=201006251506011001（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
450 2010 年６月 25 日付 Newsen を参照。 
451 2010 年 7 月 12 日付 アジアトゥデイを参照。http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=377695（基準

日 2011 年 11 月 20 日） 
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チップを装着すれば著作権保護のための仕組みが解除され、そのなかに保存さ

れているコピーされたゲームを好きなだけ利用することができるようになり、

著作権の侵害となる。 

審議委員会は審議を通じて国内にサーバーを置くサイトについては、ホステ

ィング事業者に対し該当サイトを閉鎖して利用停止の是正要求を行う一方、海

外にサーバーを置くサイトに対しては、KT、SK ブロードバンド等のインター

ネットサービス提供者（ISP）に接続遮断要求を行って国内でのアクセスを遮断

するよう対処した。 

今回の措置は、文化体育観光部の依頼により放送通信委員会が放送通信審議

委員会に審議要請したものであり、同年７月８日、第 27 次通信審議小委員会に

おける審議によって議決された。 

  

③DoS 攻撃専用ワクチンによるゾンビコンピュータ遮断452 

政府は DoS 攻撃の命令を受けるゾンビ PC のハードディスクが破壊されるケ

ースが目立つようになったことにより、利用者がコンピュータを安全モードで

ブーティングすることが好ましいと発表した。 

政府は、命令サーバーより専用ワクチンサイトの接続を妨害する機能及びハ

ードディスクの即時破壊機能の２種類をダウンロードさせる悪性コードを発見

したと、2011 年３月６日明らかにした。 

放送通信審議委員会は、ハードディスクが即時破壊される被害を最少化する

ため、同日早朝、国家サイバー安全センター（NCSC）より悪性コード流出及び

命令サイトと推定される 584 の IP を確保し、韓国インターネット振興院や ISP

を通じて緊急ブロッキングを行った453。 

 

④「スマートフォンには 19 禁がない」454 

国内でスマートフォンを利用する青少年の数は 80 万名に及んでいるが、青少

年がスマートフォンを経由して有害情報を掲載した海外のウェブサイトに容易

にアクセスできることが問題となっている。 

淫らな動画を再生するストリーミング方式の海外ウェブサイトを閲覧する場

合には住民登録番号の必要もなく、成人であるかどうかの認証も行われず、無

料でアクセスできる。有害ウェブサイトの接続を遮断する唯一の手段は ISP が

直接ドメインアクセスを防ぐことであるが、こうしたブロッキングの対象は韓

国語のウェブサイトや有名な成人用ウェブサイトに限定されている。 

放送通信委員会関係者は、「保護者の申告や自己監視で淫らなウェブサイトの

                                                        
452 http://ntn.seoul.co.kr/?c=news&m=view&idx=81252（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
453 2011 年３月６日付ソウル新聞を参照。 
454 http://www.nocutnews.co.kr/show.asp?idx=1816111（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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遮断を行って」おり、「モバイル有害ウェブサイトの審議を通じて積極的な遮断

をしている」と明らかにしたが、一方、「現在 ISP 業者によるブロッキングはハ

ングルを使って提供されている淫らなウェブサイト、賭博サイト、不法食品や

不法薬品の販売ウェブサイトが対象」だとし、「アクセス遮断の適切性は審議す

るが、ISP 業者の装備負担や情報へのアクセス性を確保する観点から、すべて

のウェブサイトをブロッキングすることは実質的に難しい」と述べている455。 

 

⑤「スパムメールの送信を減らすなら、ISP と協力を」456 

韓国がスパムメール発信国家という汚名を返上するためには、ボットネット

からのスパムメール発信を減少させる必要があり、そのためには超高速インタ

ーネットサービス事業者との協力を強化しなければならないという指摘がなさ

れた。 

最近、韓国インターネット振興院が発刊した『インターネット侵害事故の動向

及び分析月報 ９月号』によれば、ボットネットを通じたスパムメール発信の比

率が高い状況にあり、スパムメール流通量の減少にもっとも実効性のある対策

は「ボットネットからのスパムメールの減少」であるとされている。 

韓国はボットネットを通じてスパムメールを発信している国の第１位であっ

た。韓国インターネット振興院によれば、ボットネットを構成している多数の

ゾンビコンピュータはメールサーバ又は悪性コードそのものに貪られている検

索エンジンを通じて多量のスパムメールを転送するようになっており、こうし

たボットネットの転送構造に最適な対処方法として、「超高速インターネット帯

域メールポート対処転換（OP25）」の投入が検討されている。 

この方法はすでに日本、オーストラリア、アメリカ等海外で使用されている。

例えば日本は 2006 年より主要 ISP がこの方法を適用しており、結果として 2009

年にセキュリティ企業ソポスの発表したスパムメール発信国家順位によれば、

2006 年は８位だったが 2009 年には 33 位と大きく後退するという成果が見られ

た457。 

 

⑥「スパムメールの送信を減らすための 25 番ポート遮断事業、参加 ISP も少な

く、対外広報も不足で作業難航」458 

現在送信されているスパムメールの大部分はゾンビコンピュータで 25 番ポー

トを利用して送るメールサーバを持たず、そのままメールサーバから送る方式

を用いている。これにより韓国インターネット振興院は2010年10月から一般的

                                                        
455 2011 年５月 30 日付 Nocut News を参照。 
456 http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2011102402010660746006（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
457 2011 年 10 月 23 日付デジタルタイムズを参照。 
458 http://www.boannews.com/media/view.asp?idx=28346&kind=1（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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に E メール送信ポートとして用いられている 25 番ポートを 587 ポートに転換し、

送信するメールサーバの利用者認証を通じてゾンビPCスパムメールをブロッキ

ングするブロック 25 事業を進めている。 

事業開始から１年が経過したが、いまだに 25 番ポートの遮断が容易ではない

状況が続いている。主要ポータル事業者の大部分のウェブメールに対しては 25

番ポート遮断が進められているものの、Outlook を利用している個人メール及び

企業メールにおける活性化が遅れており、未だ成功には至っていないという評

価を受けている459。 

 

ウ 行政的措置 

（ア）ブロッキング 

政府による行政的措置としてのブロッキングが行われている。 

代表的なものは北朝鮮政府からの情報のブロッキング等460である。詳細につい

ては「ウ（ア）政府関連機関によるブロッキング」を参照。 

 

（イ）検索エンジンにおける青少年有害情報検索時における年齢確認制 

青少年有害情報に該当する単語やサイト等を検索エンジンで検索する場合、検

索者本人の年齢を確認する制度がある。検索単語を入力してEnterキーを押すと、

年齢確認（19 禁）のページが表示され、その画面上で年齢確認を行うようになっ

ている。年齢確認の方法は、使用している検索エンジンのメールアドレスを取得

している利用者の場合、ID とパスワードを入力し、そうでない利用者の場合は、

実名と住民登録番号を入力すればよい。 

しかし、このような年齢確認制度を採っていても、青少年の多くが、両親の住

民登録番号を知っているために、青少年を有害情報から守ることは難しいとされ

ている。また、有害情報を提供しているサイトは通常、アドレスバーにアドレス

を入力すると該当サイト内に設けられた年齢確認ページにリダイレクトされるよ

う設定されているが、なかにはそのような設定がないものもある。その場合、青

少年はアドレスのみを知っていれば年齢確認を行うことなくいつでも有害情報サ

イトにアクセスすることができる。また、このようなサイトは課金制による出会

い系サイトである場合が多く、有害情報が掲載されたサイトを案内するスパムメ

ールが多くの利用者に送信されている。 

 

エ その他法的措置、罰則 

青少年有害媒体物に関する年齢確認制度については、青少年保護法第 17 条第１項

                                                        
459 2011 年 11 月１日付保安ニュースを参照。 
460 行政措置としてのブロッキングの対象についてはhttp://warning.or.kr/を参照（基準日2012年２月24日）。 
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において規定されている。 

 

青少年保護法第 17 条第１項： 

青少年有害媒体物を販売・貸与・配布又は視聴・観覧・利用に提供しようとする者

は、その相手の年齢を確認しなければならず、青少年に販売・貸与・配布し、又は視

聴・観覧・利用を目的に提供してはならない。 

 

また、同法 58 条第１項は上記第 17 条第１項への違反に関して罰則を規定してい

る。 

 

青少年保護法第 50 条： 

次の各項に該当する者は３年以下の懲役又は 2,000 万ウォン以下の罰金に処する。 

１．営利を目的として第 17 条第１項に違反し、青少年に青少年有害媒体物を販

売・貸与・配布し、又は視聴・観覧・利用を目的に提供した者 

 

さらに、情報通信網法第63条第２号、及び、第64条第１項第２号にも罰則規定が

ある。 

第 63 条第２号によれば、青少年有害媒体物であることを表示せず営利を目的に提

供したものについて、２年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処するもので

ある。 

第 64 条第１項第２号によれば、淫らな符号、文言、音響、画像、映像を頒布・販

売、貸与、公然と展示した者は１年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処す

る。 

「新聞等の振興に関する法律（신문 등의 진흥에 관한 법률 ）」（法律第 9974 号）

第 22 条第２項第３号では、淫らな内容の新聞等をインターネット上で発行し、公衆

道徳や社会倫理を著しく侵害した場合、その新聞等を登録した者に対し、市や道の

首長は発行停止を命じたり、裁判所に新聞等の登録抹消の審判を請求することがで

きると規定されている461。 

 

（４）関連民間団体に対する支援 

ア 立法促進の諮問機関 

放送通信審議委員会のカン・イニョン氏によると、現在、国会においてインター

ネット環境に関する法整備をめぐる検討が開始されているとのことである。しかし、

立法促進の民間諮問機関があるのかどうかについては、把握していないとのことだ
                                                        
461 新聞等の振興に関する法律： 
http://likms.assembly.go.kr/law/jsp/law/Law.jsp?WORK_TYPE=LAW_BON&LAW_ID=A1414&PROM_NO=0997
4&PROM_DT=20100125&HanChk=Y（基準日 2011 年 11 月 20 日） 



 189 

った462。また、放送通信委員会ネットワーク倫理チーム長のパク・ドンジュ

（박동주）氏にも問合わせを行ったが、同様の回答が得られた463。 

 

イ 事業者団体 

韓国インターネットPC文化協会は政府からの支援は一切受けていないと回答して

いる464。 

 

ウ メディア・教育団体 

父母情報監視団へのインタビューの結果、同団体は政府から資金援助を受けてい

るとの回答が得られた。 

メディアに関する情報は得られなかった。 

 

（５）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等を取った場

合における民事責任の制限 

2002 年に憲法裁判所が発表した「サイバー空間の表現の自由とその規則に関する研

究」465では、インターネット上に掲載された有害情報の閲覧制限に関する民事責任に関

して、アメリカの事例について触れるにとどまり、韓国の事例はまったく確認できな

かった。 

インターネット上に掲載された有害情報の閲覧制限に関する民事責任に関して韓国

の事例を取り上げたものとしては、2010 年、建国大学のチェ・ジョンソン（최종선）

によりまとめられた修士論文の他に確認できなかった466。その論文には、ネット上か

らの有害情報の削除要請の不履行に関しこれまで行われたいくつかの民事訴訟の判例

を掲載した章がある。この章の最後に、「ISP の責任の範囲又はその限界の設定」とい

う節がある。以下にその節を引用する。 

 

「判例から考えるに、ISP の責任を無条件で認めるものではなく、一定の限界を

定めている。ISP が提供するインターネット掲示空間での掲示物を通じてなされる

表現行為と関連し責任の範囲又は限界を設定することにおいて、基本権の制限の限

界原則である比例の原則（目的の正当性、手段の適合性、侵害を最小限にすること、

法益の均衡性）が適用されねばならない。名誉毀損被害者に対する権利救済の実効性

を大きくするという側面に重点をおき、ISP の不法な名誉毀損掲示物を直接掲載し

                                                        
462 放送通信審議委員会のカン・イニョン氏へのヒアリングによる（2012 年２月 24 日）。 
463 放送通信委員会ネットワーク倫理チーム長のパク・ドンジュ氏へのヒアリングによる。 
464 韓国インターネット PC 文化協会のチョン・ヨンネ（청영례）氏へのヒアリングによる（2011 年 11 月

16 日）。 
465 憲法裁判所［編］「サイバー空間の表現の自由とその規則に関する研究」憲法裁判所、2002 年 
466 チェ・ジョンソン「インターネットサービスタイプ別不法情報及び青少年有害情報の流通責任に関する

研究」建国大学大学院、2010 年２月 
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た者の不法行為を幇助した共同不法行為者の範疇に置くこととし、ISP の法的責任

を単純に民法上共同不法行為責任の法理にしたがって定めようとすることはもちろ

ん、ISP の法的責任を全面的に否定することに対しては警戒が必要である。 

本来 ISP はインターネット掲示空間を提供する情報配布者としての役割を意味し

ていたが、その利用者が ISP の役割を超えてその空間を、名誉毀損刑事物を不法に

掲示する手段として悪用することが問題視されていることにより、不法な名誉毀損

掲示者の法的責任とは別個に独自的な法理に従って責任を問うことが妥当である。

ここにおいて ISP の法的責任の法理をどのように設定するのかが問題になるが、表

現の自由に対する制限を可能なだけ最少化すること、つまり、「明白かつ現在の危

険」を全体で両者の法益保護において均衡を維持することができる法理に基づくよう

にしなければならない。すなわち、ISP の名誉毀損刑事物に対する削除義務は、特

別な事情がない限り、ISP が被害者から名誉毀損の内容を含む掲示物を具体的・個

別的に特定して「削除するよう要求」を受け、更にその掲示物に名誉毀損の不法性が

「現存」することを「明確」に認識し、そういった削除等の処置をすることが「技術

的・経済的に可能」である場合に制限されることが合理的であり妥当である。」 

 

ここでは、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等

を取った場合における民事責任の制限に関しては、不法性の現存と削除等の処置が「技

術的・経済的に可能」であるという要件が必要とされることが指摘されている。 

 

（６）青少年による携帯電話の所持・利用の制限 

ア 企業・政府による移動式電話利用制限 

2011 年５月 20 日付経済トゥデイによれば467、青少年保護法の一部改正（施行日：

同年 11 月 20 日）にあわせ、エンシソフト（キム・テクジン（김택진）代表）が青少

年の深夜時間帯のゲーム利用を制限すると発表した。年齢の確認等は、携帯電話や

スマートフォン等の移動式電話での接続時に行われる。 

エンシソフトは、同年４月、個人情報の大量流失の防止を目的とし、加入者から

の不必要な個人情報の提供を防ぐため、利用者がゲームを利用し代金を支払う際に、

住民登録番号の入力の代わりとして E メールアドレスを入力させるようにしており、

MMORPG（多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム）を利用する場合

には、携帯電話番号等別途の個人情報で本人認証し、年齢確認する方法を採ってい

た。だが、このような方法はエンシソフトが提供するゲームがシャットダウンされ

ないための裏工作ではないかという指摘を一部から受けていた。これに対するエン

シソフト側の説明は、「個人情報保護法（개인정보보호법）」（法律第 10465 号）に従

                                                        
467 2011 年５月 20 日付経済トゥデイを参照。

http://www.eto.co.kr/news/outview.asp?Code=20110519155020150&ts=171028（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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って個人情報の入力を簡素化するために行っているというものであった。 

青少年保護法の一部改正による青少年のゲーム利用制限の発表により、エンシソ

フトはこれまで受けてきた誤解を完全に解くこととなった。 

 

イ 一般家庭での携帯電話使用 

韓国では、一般家庭においても携帯電話は頻繁に使用されている。家庭内に電話

が設置されていても、簡単な連絡の際には設置された電話ではなく、携帯電話を利

用し、相手の携帯電話にかけるケースも多い。さらに、スマートフォンが導入され

ると同時に、モバイル用メッセンジャーであるカカオトーク（카카오톡）が開発され

た。2012年２月 23日付アジアトゥデイによると、カカオトークによるメッセージ発

信数は 1 日で 12 億件を突破しているという。 

父母情報監視団へのヒアリングによると468、このような状況の中、韓国社会全体

で家庭内での携帯電話使用を制限しようという動きはまだないという。そのため、

父母情報監視団では一般家庭内で携帯型通信機器の使用を控えるよう青少年に指導

を行い、同時に保護者に対しても同様の教育を行うよう指導しているという。 

 

ウ 学校における携帯使用 

韓国では、携帯電話の契約時に本人確認を行う義務が法令によって定められてい

ることから、携帯電話を購入する際に住民登録番号を申告しなければならない469。

学校において携帯電話等の利用を制限しているという報告は確認されなかったが、

制限することの是非についてはホームページやブログにおいて議論が行われている。

また、青少年の間での携帯電話等の普及を受けて、青少年による携帯電話の利用範

囲についても議論の的となっている。 

また、日本の大学入試で携帯電話を用いた不正回答が行われた事件は韓国のマス

メディアによっても大きく取り上げられた。2011 年７月７日付ソウル経済新聞では
470、学生による授業中の携帯電話使用を原因とする学生と教師の対立が増加してお

り、学生・父兄・学校が学生の携帯電話利用制限に関する協約を結ぶ法案の作成が

進められていると報道された。 

学生の携帯電話利用制限に関して協約を結ぶ法案の作成について議論が行われて

いるのは、その背景に携帯電話利用を過度に制限することが人権侵害に当たるとの

懸念が存在するためである。実際、韓国の学校では集会を行う際に校内において携

帯電話で連絡を取り合うことがごく一般的であるが、2011 年９月８日付朝鮮日報で

                                                        
468 父母情報監視団へのヒアリングによる（2011 年 12 月 12 日）。 
469 伊藤賢一「韓国における青少年保護について」第 6 回保護者のためのフィルタリング研究会、2010 年

10 月 25 日  
470 2011 年７月７日付ソウル経済新聞を参照。 
http://economy.hankooki.com/lpage/society/201107/e2011070715244393820.htm（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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は、集会を目的に限定した携帯電話の利用については、ソウル市教育庁により、学

生の権利として認められたことが報じられている471。 

しかしながら、韓国教員団体総連協会による設問調査によれば、学生が授業中に

携帯電話を利用することによって授業そのものが妨害されていると考える教師は

65％以上に上っており、授業の妨害となる携帯電話の使用を禁止することが、果た

して人権侵害に当たるかという疑問を投げかけた論説も、2011 年 7 月 29 日付アジア

経済で紹介されている472。 

 

（７）ネットいじめに対する取組 

ネットいじめの直訳語は、韓国にはない。ただし、内容が好ましくない書き込みと

いう意味で、「アップル（악플、Akpeul）」という言葉が存在する。「악」は漢字で「悪」

であり、「플」は英語の「Reply（返答）」に由来する。「악플」を漢字で表現すれば「悪

答」となる。以下、本調査ではこの言葉を用いる。 

一方、その反対の言葉としては「ソンプル（선플、Seonpeul）」がある。ソンプルに

翻訳として定着したものはないが、「선」が漢字の「善」にあたることから、ここでは

「善答」と訳する。 

 

ア 社会問題としての悪答 

韓国ではここ数年、ネット上で特定の個人を対象に展開される悪答が社会問題と

なっており、メディアでも継続的に取り上げられている。更に、その悪答を苦に自

殺した芸能人もいる。 

2009 年 12 月に情報通信政策研究院がまとめた「韓国インターネット文化の特性と

発展方案の研究 総括報告書」473では、ネット上での書き込み経験者を対象としてネ

ットいじめをした経験の有無について統計をとっている。書き込みのなかで論点か

らはみ出した発言（悪答）は、全体の 14.3％であり、悪答を書き込んだ者の上位５％

が悪答全体の 44.2％を書き込んでいた。すなわち、悪答は少数の書き込み者によっ

てそのほとんどが書き込まれていることが分かった。 

2010 年 10 月に放送通信委員会がまとめた「ツイッターのソーシャルシステムと制

限的本人確認制に関する研究」においても、悪答が増加しており、いわゆる「悪答文

化」を形成するまでになっているという指摘がなされている474。 

 

                                                        
471 2011 年 9 月 8 日付朝鮮日報を参照。 
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2011/09/08/2011090800114.html（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
472 2011 年７月 29 日付アジア経済新聞を参照。 
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011072911024303302（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
473 情報通信政策研究院「韓国インターネット文化の特性と発展方案の研究 総括報告書」2009 年、p.60
を参照。 
474 放送通信委員会「ツイッターのソーシャルシステムと制限的本人確認制に関する研究」 2010 年を参照。 
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イ 悪答防止への取組 

2009 年８月、韓国公法学会がまとめた「インターネット上の侮辱的発言、悪答等、

サイバー暴力解消のための法制度改善方案の研究」（放送通信政策研究）475は、悪答

に対する取組に関して、以下のよう記述にしている。 

 

「インターネット利用者は潜在的にサイバー暴力の加害者や被害者となり得る

ため、被害者や加害者にならないための対策を講じることが必要である。 

加害者となることを防ぐ方法としては、情報通信倫理教育、善答推進運動等が

挙げられ、悪答、名誉毀損等によってサイバー暴力の被害者になったとき、対処

方法に関する知識を持つことが重要である。例えば、ネットいじめによって社会

生活の侵害や名誉毀損といった不利益を被る場合、積極的に権利を行使すること

で潜在的な加害者に対して一種の警告を行う等の処置が効果的である。」 

 

韓国社会では、実際に悪答を防止していくためには教育的手段が有効であると

認識されていることが、新聞記事等から窺える。例えば、2011年１月 19日付クリ

スチャン・トゥデイでは、キャンペーン等を通じて悪答等を青少年が行わないよ

う啓蒙していく必要があると説いている476。また、2011 年 10 月 20 日付市民日報

には、悪答を NO とするフォーラムが善答運動の一環として行われたことが報道

されている477。 

また、2011年４月５日付YTNニュースでは、悪答を書き込む者のうちそのほと

んどが 10 代の青少年であることを受け、インターネット倫理教育を幼稚園から強

化することを政府が決定したということが報道された478。更に地方自治体にも悪

答をなくす教育を展開していこうという動きが現れている479。 

このように、悪答、すなわちネットいじめに関する取組は、韓国においてはあ

る程度の指針が政府機関や外郭団体、その他有識者から出されており、それらを

今後民間へ浸透させて実行に移そうとしつつある状態にあると言える。 

 

                                                        
475 韓国公法学会「インターネット上の侮辱的発言、悪答等、サイバー暴力解消のための法制度改善方案の

研究」放送通信政策研究、2009 年、p.56 を参照。 
476 2010 年１月 19 日付クリスチャン・トゥデイを参照。 http://www.christiantoday.co.kr/view.htm?id=243947
（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
477 2011 年 10 月 20 日付市民日報を参照。http://siminilbo.co.kr/main/list.html?bmain=view&num=281953（基準

日 2011 年 11 月 20 日） 
478 2011 年４月５日報道 YTN ニュースを参照。http://www.ytn.co.kr/_ln/0103_201104051710416169（基準日

2011 年 11 月 20 日） 
479 例えば、2011 年 11 月９日付メイル新聞を参照。 

http://www.imaeil.com/sub_news/sub_news_view.php?news_id=19145&yy=2011（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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（８）児童買春等の青少年を性的行為に誘引する行為に対する取組 

韓国では、児童・青少年買春の実態について報じられることは少ない。しかし、

2004 年５月に「性売春特別法（성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률）480」（法

律第 10997 号）が施行されて売春業者の店舗が集結する地区（私娼街）への取締りが強

化された結果、対象となった一帯では営業を打ち切る店舗が増えた。 

青少年に関する売春の摘発は、性売春特別法施行以前から行われていたが、その摘

発の対象となってきたのが私娼街である。例えば、2001 年にソウル市城北区のミアリ

テキサスと呼ばれる私娼街で青少年による売春の摘発が行われていたことが、東亜日

報の記事から確認できる481。更に、未成年者による売春が盛んに行われていたといわ

れているソウル市江東区千戸テキサスでも、1997 年に大々的な摘発が行われ、その後

地区の再開発が進められている482。 それ以外でも、2004 年以前からそういった私娼

街での児童買春の摘発が行われていたことは、韓国社会では広く知られている。 

ただし、性売春特別法施行により規制が強化されたといっても私娼街がなくなった

わけではなく、あくまでも規模が小さくなっただけである。そこで、性売春特別法が

施行されてから７年が経過した2011年11月には、私娼街で青少年による売春が行われ

ていないかどうかの調査が行われたと報じられている483。私娼街が減ったことにより、

逆に繁華街の片隅での売春行為が増加したという指摘もある。 

なお、「児童ポルノ関連制度の国家間比較研究」では、児童ポルノが青少年の性意識

に与える影響についての海外研究が紹介されている484。次項でも触れるように、韓国

は児童ポルノの主要生産国家とされている。韓国製の児童ポルノの多くは国内でなく

海外で流通しているが、インターネット網の充実に伴い、韓国製の児童ポルノを海外

のサイトからダウンロードすることも可能となった。高速通信社会を迎えた韓国にお

いて、青少年を売春行為に誘引することを予防するうえで、児童ポルノにどのような

規制をかけていくかが重要な論点となっている。 

2011 年 11 月７日には韓国のテレビ放送局 MBN のニュースで、児童性犯罪で逮捕さ

れた者が犯行前に淫乱物485を観ていたことが指摘されており、児童性犯罪を防ぐには

                                                        
480 性売春特別法：
http://likms.assembly.go.kr/law/jsp/law/Law.jsp?WORK_TYPE=LAW_BON&LAW_ID=A1857&PROM_NO=1099
7&PROM_DT=20110804&HanChk=Y（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
481 2001 年１月 30 日付東亜日報を参照。

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=020&aid=0000045590（基準日 2011
年 11 月 20 日） 
482 1997 年 10 月 14 日付連合ニュースを参照。

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0004201932（基準日 2011
年 11 月 20 日） 
483 2011 年 11 月７日付連合ニュースを参照。 
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0005358973（基準日 2011
年 11 月 20 日） 
484 ジョン・ソヒ「児童ポルノ関連制度の国家間比較研究：韓国、アメリカ、ニュージーランド、デンマー

クを中心に」淑明女子大学校大学院、2010 年 
485 ポルノ全般を指す。 
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淫乱物に対する規制が重要だとしている486。 

 

（９）児童ポルノに対する政策、規制及び取組 

2007 年に発表された「児童性犯罪とインターネット上の児童ポルノ」は、韓国にお

ける売春とインターネット環境との関係について以下のように記述している487。 

 

韓国は児童ポルノの主要生産国家のうちの一つで、全世界の児童ポルノコンテン

ツのうち 2.16％が韓国で製作されており、その多くは海外に向けて販売されている。

その理由としては、韓国が超高速インターネット通信網及び電子政府構築の実現に

おいて世界第１位、人口1,000万名あたりのインターネット利用者が世界第２位であ

る一方、青少年売春の 90％以上のケースにおいてインターネット上で連絡を取り交

わしているという現実が指摘されている。 

児童ポルノ問題において、韓国は無法地帯に等しい。児童ポルノに対する規制、

処罰条項も十分に整備されていないのが現状であり、児童ポルノに関する摘発が行

われた事例も皆無に等しい。 

 

2006 年２月にはイ・ゲギョン（이계경, ハンナラ党）国会議員の主催で、「児童ポ

ルノ防止規制不十分国の汚名を一日も早く返上するために：児童ポルノ規制法規改善

策」という報告書が提出されている488。そのなかで、児童ポルノ製作の防止にあたり

当時の韓国法制度の問題点が２つ指摘されている。 

 

・インターネットを通じた児童ポルノの拡散を防止する技術的制裁手段の開発、国

家間における共同捜査及び刑事司法上の共助の方案を成立させる必要がある。 

・情報通信網がもつ広範囲で迅速な拡散効果を考慮し、児童ポルノを通じて描写対

象となる 18 歳未満の未成年者の名誉を保護できる処罰規定を導入する必要があ

る。 

 

さらにこの報告書では、主に児童ポルノ規制に関連する、「児童・青少年の性保護

に関する法律（아동·청소년의 성보호에 관한 법률）489」（法律第 11048 号）の改善

事項が指摘されている。その事項は、同法第２条「青少年利用淫乱物」の定義を広げ

                                                        
486 2011 年 11 月７日報道 MBN ニュースを参照。 
http://mbn.mk.co.kr/pages/news/newsView.php?news_seq_no=521725&category=mbn00007（基準日 2011 年 11 月

20 日） 
487 パク・ギボム「児童性犯罪とインターネット上の児童ポルノ」韓国刑事政策研究院、2007 年 
488 イ・ゲギョン国会議員「児童ポルノ防止規制不十分国の汚名を一日も早く返上するために：児童ポルノ

規制法規改善策」政策質疑資料集、2006 年 
489 児童・青少年の性保護に関する法律：
http://likms.assembly.go.kr/law/jsp/law/Law.jsp?WORK_TYPE=LAW_BON&LAW_ID=A1705&PROM_NO=1104
8&PROM_DT=20110915&HanChk=Y（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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て更に広範囲にわたって規制をかけようとするものと、処罰規定の見直しである。 

「青少年利用淫乱物」の定義については、青少年が登場して性行為や淫らな行為を

するものだけに限らず、青少年でない者が青少年を装い同様の行為をするものにつ

いても適用されることが求められている。また、当時の法制度では児童・青少年が

登場する写真、スケッチ、漫画、小説、音響等は「青少年利用淫乱物」に該当しなか

ったが、これらも含まれるべきだと指摘している。 

例えば児童ポルノ所持に対する処罰について、現行法では特定の目的がある場合

に限って児童ポルノの所持行為を７年以下の懲役に処するとしているが、児童ポル

ノが児童の性的虐待の手段として利用されうる点を考慮すれば、特定の目的を鑑み

ることなく、単純な所持行為に対して処罰することが求められるという。 

また、「青少年利用淫乱物」制作に関連し、13 歳未満の未成年者を利用して性行

為又は性交維持行為を行うに至った場合には、擬制未成年者強姦又は擬制未成年者

強制醜行罪が成立するよう法整備が必要であると指摘されている。 

上記の事項について2011年11月現在の法制度にその一部が反映されている。例え

ば、青少年利用淫乱物の定義については、第２条第５項が該当するが、そこでは、

「児童・青少年又は児童・青少年として認識できる人物や表現物が登場」するものと

して定義されている。 

児童ポルノの所持に関しては、第８条第５号において単純所持で2,000万ウォン以

下の罰金に処するという規定がある。なお、13 歳未満の未成年者を利用した性行為

又は性交維持行為に関しての擬制未成年者強姦等の適用規定については、確認され

なかった。 

 

（１０）インターネット中毒、オンラインゲーム中毒に対する取組 

韓国では近年、インターネット中毒及びオンラインゲーム中毒が深刻化しており、

大きな社会問題となっている。 

インターネット中毒は法的には正式な疾病として認定されてはいないが、国家情

報化基本法の第 30 条において「インターネット依存により身体、精神、社会的な機

能障害を負った状態」と定義されている。 

韓国で、各家庭における高速インターネット環境が整備されたのは 2004 年前後の

ことであったが、それに伴いインターネット中毒者が確認されるようになった。

2011 年５月 25 日付女性家族部のプレスリリースによると、政府は 2005 年からイン

ターネット中毒を治療するための支援を始めている。同資料によれば、小４、中１、

高１の学生を対象に調査を行ったところ、インターネット中毒危険群は調査対象者

全体の 4.94％にあたる８万 9,000名に及ぶという。なお、危険群には高危険群と潜在

的危険群の両方が含まれる。また高１では、この 4.94％のうちで高危険群が 0.97％、

潜在的危険群が 4.49％であり、更にこれらの危険群である学生とは別にインターネ
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ット中毒者が 5.46％存在する490。 

2011 年４月には「青少年に健全なインターネット文化形成のための青少年大討論

会」が行われた491。これは青少年保護に関係する各機関の代表者が集い、発表及び討

論を行ったものである。 

同討論会で行われた基調講演では、政府がオンラインゲーム産業を強く推進して

きた点が、オンラインゲーム中毒者増加の原因として指摘されている。そのため、

政府及びゲーム業界が青少年によるオンラインゲームの利用を制限するような、シ

ャットダウンや利用時間制限等の方策を打ち出し実現する必要があるのはもちろん、

保護者においても、コンピュータ関連のソフトウェア活用に関する知識を身に着け

て子どもへのモニタリングの効率性を高める必要があるとともに、学校においても

生徒たちへの情報倫理教育を充実させることが必要であるとの指摘がなされた。 

この講演後に行われた基調討論では、青少年のインターネット中毒問題への対処

と方案について言及されている。まず、韓国の社会や政府が青少年のインターネッ

ト中毒が深刻な問題となっていることを認識しているにもかかわらず、その数が増

加する一方である原因として、政府から対策のために捻出される予算の規模の少な

さやインターネットにのめり込ませる先端技術の魅力を挙げている。その上で、イ

ンターネット中毒の予防に関する意識を国民全体で作り上げていくことが重要であ

り、そのためには教育が必要であると説かれている。また、中国やタイ等で導入さ

れたインターネットへの長時間アクセスができないように設定するシステムの導入

の必要性や、有害情報や不正情報等へアクセスをブロックする装置の開発について

も言及している。 

2011 年３月４日付行政安全部プレスリリースによれば、インターネット中毒者数

のうち青少年の割合は成人の２倍に及ぶ。全国民のうち満９歳以上 40 歳未満での中

毒率は 8.0％であるが、青少年の中毒率は 12.4％に上る。今後の対応策としては、予

防教育、カウンセリング治療、専門家養成、インターネット環境の改善の４つが挙

げられている。特にインターネット環境を改善する手段としては、学校の長期休業

期間や週末を利用したインターネットの利用方法を教育する学校の開設が検討され

ている。また、スマートフォンの利用が急速に拡大しているために、スマートフォ

ン中毒診断基準の開発・採用が計画されていると発表した492。 

女性家族部は、プレスリリース中にこうした社会事情の中で模索されている具体

的なインターネット中毒予防策を提示している。 

2011 年３月 11 日付プレスリリースでは、試験的に実施された YP（Youth Patrol）

プログラムの効果が報告されている。YP プログラムとは、青少年がインターネット

                                                        
490 2011 年５月 24 日付女性家族部プレスリリースを参照。 
491 韓国青少年団体協議会「青少年に健全なインターネット文化形成のための青少年大討論会」2011 年 4
月 6 日 
492 2011 年３月４日付行政安全部プレスリリースを参照。 
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の利用を自分でコントロールできるようにするため、学校、家庭、地域社会が一つ

になって進める教育プログラムである。そのコンセプトは、青少年が有害情報の持

つ有害性を十分に認識し、本プログラムへの自発的な参加を通じて自らがインター

ネットの安全利用をコントロールできるように方向付けを行うものである。このプ

ログラムの参加者のうちほぼ 90％が有害情報に対処する能力が向上したと認識し、

かつ、学習能力がついたと回答している493。 

また、深夜時間（０時～６時）における 16 歳未満の青少年に対するオンラインゲ

ーム提供の禁止条項及び青少年インターネット中毒者への支援条項を盛り込んだ、

青少年保護法一部改正案が 2011 年４月 29 日に国会本会議において可決された494。 

この青少年保護法一部改正案は、2012 年１月 17 日改正された新青少年保護法（同

年４月 18日施行予定）に反映されている。該当部分は、第 26条及び第 27条である。 

 

第 26 条  

第１項： 

インターネットゲームのプロバイダは 16 歳未満の青少年に午前０時から午前６

時までインターネットゲームを提供してはならない。 

 

第２項： 

女性家族大臣は文化体育観光大臣と協議し、第１項による深夜時間帯における

インターネットゲームの提供時間制限対象ゲーム物の範囲が適切であるのか

を、大統領令に定めるところにより２年ごとに評価し、改善などの処置を行な

わねばならない。 

 

第３項： 

第２項による評価の方法及び進行などに必要な事項は、「ゲーム産業振興に関す

る法律」に定めるところによる。 

 

第 27 条  

第１項： 

女性家族部長官は関連中央行政機関の長と協議し、インターネットゲーム中毒

（インターネットゲームの過度の利用によりインターネットゲームの利用者が

日常生活において容易に回復することのできない身体的・精神的・社会的機能

障害を負っていることをいう）など、媒体物の誤用、乱用により身体的・精神

的・社会的被害を受けた青少年に対し、予防・相談及び治療とインターネット

                                                        
493 2011 年３月 11 日付女性家族部プレスリリースを参照。 
494 2011 年４月 29 日付女性家族部プレスリリースを参照。 
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ゲーム中毒の克服などのサービスを支援することができる。 

 

第２項： 

第１項による支援に関し、具体的な事項は大統領令に定める。 

 

上記「大統領令」とは「青少年保護法施行令」に当たるが、新しい施行令の内容に

ついては、確認できなかった。 
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４ 青少年のインターネット利用環境に関する民間機関の取組 

（１）青少年のリテラシー能力向上のための活動 

韓国における青少年のリテラシー能力向上のための活動は、官民一体で展開されて

いる。青少年が正しくインターネットを利用できるようになるための教育を展開して

行こうという方針に則って、政府関連組織の外郭団体が中心となり、教育者を一般か

ら募って養成する教育講座の開設を進めている。 

また、「（７）ネットいじめに対する取組」で情報通信倫理教育や善答推進運動等が

提言されたことが触れられている。これらは政府機関や外郭団体のみならず、「運動」

という言葉から理解できるように、広く国民の間に意識を浸透させ、国民全体で取り

組んでいくことを目指すものである。また、善答運動を推し進めようというキャンペ

ーンやフォーラムが開かれている。 

 

ア 社団法人・父母情報監視団495 

青少年の父母、教師、及び機関を対象にして、インターネット網が発達する韓国

において青少年を有害情報からどのようにして保護するかについて教育・啓発活動

を行っている組織である。 

 

（ア）沿革 

1998 年９月 23 日発足。以降、PC 通信、インターネットモニタリング実施。 

2000 年 青少年有害情報遮断プログラムを提供し、民間社団団体に登録。 

  2001 年 青少年の保護者を対象とするメディア教育を実施。 

  2003 年 メディア教育サイトを運営。 

  2004 年 社団法人化。 

    

（イ）設立の目的 

韓国において、インターネットの普及率は高く、IT 関連産業も世界的な水準に

達し、経済発展に大きく貢献している。 

しかし、インターネットの発達に伴い、子どもたちのインターネット中毒等の

問題も発生している。父母情報監視団は、これまで有志が集いボランティア機関

として５年間活動をしてきたが、運営の充実化等のために資金が必要となったた

め社団法人に登録し、本格的な活動が展開できるようになった。なお、メンバー

は統一教会の信者によって構成されている。 

 

 

                                                        
495 父母情報監視団に関しては、同団体へのヒアリング及びホームページを参照にしてまとめた。

http://www.cyberparents.or.kr/（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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（ウ）活動内容 

①父母教育 

変化を遂げた環境、インターネット、携帯電話等の様々なメディアを通じて子

どもが成長を遂げることを目的とし、IT 中心へと移行してきた新たな環境の中で

子どもたちをどのように指導し、教育していくべきか、そして、家庭の役割は何

なのかという点について、保護者たちの自覚を促す保護者教育を実施している。 

主要な教育・啓発テーマは以下のとおりである。 

・インターネットと青少年文化 

・インターネットの利点と副作用 

・携帯電話と青少年 

・e-メディア中毒の被害と予防方法 

・家族と世界をつなぐ健全なインターネット利用方法 

・正しい子どもの指導方法 

・質問と相談 

 

②教師に対する教育・啓発活動 

青少年のゲーム中毒率が深刻化していると同時に、携帯電話中毒の青少年も

増加している。こうした状況を受けて教育界では情報通信倫理教育の必要性を

訴える声が出ている。メディアの副作用による青少年の被害事例を知り、これ

に対する適切な対応法案を模索し、学校の教師に対する教育・啓発活動を行っ

ている。 

主要な教育・啓発テーマは以下のとおりである。 

・インターネット及び青少年についての理解 

・インターネット／ゲーム利用の実態 

・ゲーム中毒の被害と校内暴力、サイバー犯罪の事例 

・携帯電話とオンライン決済の危険性 

・健全なインターネット環境改善にあたっての教師の役割 
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③青少年に対する教育・啓発活動 

インターネット利用年齢の低下に伴い、子ども及び青少年のサイバー暴力、

インターネット中毒被害が急増しているため、特別講義として、ゲームとの付

き合い方等、青少年にインターネットを適切な形で活用してもらうためのイン

ターネット環境教育を行っている。 

主要な教育・啓発テーマは以下のとおりである。 

・インターネットとゲームの産業性を理解する 

・自己のインターネット、ゲーム利用を振り返る 

・携帯電話とオンライン決済の危険性を知る 

・インターネットを正しく利用するための確認 

 

イ 青少年メディア中毒予防センター 

青少年メディア中毒予防センター496（以下、予防センター）とは、青少年が健全に

メディアを利用するようメディア環境を保護すべく成立した機関である。 

 

（ア）設立の目的 

「青少年の間でメディア中毒が増加の一途を辿っているが、これに対する対策

をとる機関は多くはなく、そのために苦しんでいる青少年及び保護者は、少なく

ない。 

メディア中毒とはいっても深刻な段階でなければ早期に診断を受けることで治

療が可能である。また、青少年の場合、メディア中毒だけでなく、他の問題を重

複して抱えているケースが多いため、保護者は注意を払う必要がある。 

早期に処置を行って健全な社会人に成長することができるよう、手助けしてい

かなければならない」 

 

（イ）事業プログラム 

予防センターでは上記の目的を達成するため、以下のとおり様々なプログラム

等が設けられている。 

 

①個人相談プログラム 

メディア中毒の予防支援において相談が必要であると判断された青少年を対

象として個人相談が実施される。 

ホームページ上で行った自己診断497の結果、中毒症状が深刻であると判断さ

                                                        
496 青少年メディア中毒予防センターホームページ：http://www.mediajoongdok.com/（基準日 2011 年 11 月

20 日） 
以下、（ア）及び（イ）②~④までは同ホームページをまとめたものである（引用の部分は「」）。 
497 予防センターホームページには自己診断のページが設けられている。そこには 40 項目の質問があり、
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れた青少年を対象に電話連絡を取り、直接相談室に足を運んでもらって個人相

談の実施を行う。 

 

表２－４－１ 個人相談プログラム利用案内（抜粋） 
対象  満 24 歳以下 

利用時間  月～土 午前 10 時～夕方７時 
相談費用  5,000 ウォン（保護者面談時１万ウォン） 

（出典：青少年メディア中毒予防センター） 

 

②心理検査 

メディア中毒に対する診断、及び、効果的治療のための心理検査が実施さ

れており、その種類と内容、費用について紹介されている。 

 

表２－４－２ 心理検査の種類と内容 
検査名 内容 費用 

K-WAIS / K-WISC-III 個人の全般的な認知能力及び知能を評価す

る検査 
４万ウォン 

MBTI 類型論に基づくパーソナリティ検査 １万ウォン 
MMPI-2（成人用）／ 
A（青少年用） 

個人の現在における心理的問題を診断する

心理検査 
１万ウォン 

SCT 文章を完成させて性格の全体をトータルで

把握する検査 
無料 

U&I 学習類型検査 学習と性格をあわせて検討し、学習行動を

把握する検査 
１万ウォン 

U&I 進路探索検査 個人の適正にあった仕事を見つけ出す検査 １万ウォン 
HTP／KFD 絵を描いて心理状態を探る検査 １万ウォン 
BGT 絵の描かれたカードによって心の内面の状

態、性格の特性を分析する検査 
１万ウォン 

ロールシャッハ 絵の描かれたカードを使用して内面の感情

を探る投映法に分類される性格検査 
４万ウォン 

TAT 主題統覚検査 絵の描かれたカードを使用して対人関係と

環境に関する意識を探る検査 
４万ウォン 

CAT 児童主題統覚検査 児童を対象とした TAT 検査（満 10 歳未満） ４万ウォン 
総合検査（ロールシャッ

ハ除外） 
 ８万ウォン 

総合検査（ロールシャッ

ハ含む） 
 10 万ウォン 

（出典：青少年メディア中毒予防センター） 

 

                                                                                                                                                                   
それらに画面上で回答し、診断を受ける形式となっている。 
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③メディア中毒相談者養成プログラム 

予防センターには、メディア中毒の予防と治療を専門とする教育課程の修了

者が、メディア中毒相談員として在籍している。メディア中毒相談員は、予防

センターで運営する予防教育、集団相談の他個人／サイバー相談を担当してい

る。 

 

メディア中毒相談員の養成課程（教育機関は公知事項を通じて公知する） 

・選別 

・養成教育 

・実習 

・委嘱 

・活動 

 
対象 関連学科 学士号以上 
教育日程 公知事項参考 
教育費用 ７万ウォン 

 

④集団相談プログラム 

青少年がメディアを適正に利用することができるよう教育すること  を目

的とした、７～８回にわたるプログラムである。 

 
タイトル ハッピーメディアの世界をつくる 

（正しいメディアの利用のための集団プログラム） 
時間 小学生 60 分 中学生 65 分 高校生 70 分 
対象 メディア中毒の危険がある青少年 

６～８人（１グループあたり） 
教育費用 １回７万ウォン 

 

⑤メディア中毒予防プログラム 

メディア中毒の概念、類型、深刻性等を知り、メディアの有効利用をサポー

トする予防プログラム。 

 
タイトル みんなのスマイル － メディア通 
進行時間 講義及び活動 50 分 
対象 青少年、教師、保護者 
教育費用 １回５万ウォン 

 

また、同センターでは、青少年のインターネット利用環境に関わる法制度に

ついての提言活動も行っている 
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ウ 社団法人・韓国インターネット PC 文化協議会 

韓国インターネット PC 文化協議会498（以下、「協議会」という。）とは、ネット

カフェの経営者が自発的に加入する事業者団体であり、文化体育観光部傘下の特定

非営利活動法人である。青少年のインターネット利用環境を制限するのではなく、

韓国にインターネットカフェを浸透させ、そのなかでどのように青少年を保護して

いくかを検討する組織である。 

 

（ア）設立の目的 

協議会の設立の目的については、ホームページ上に以下のように記載されてい

る。 

 

「情報通信産業の飛躍的発展を主導したインターネットカフェ（PC 房）ゲーム

の代表的社団法人として、全国１万件あまりのインターネットカフェが会員に加

盟している。 

大韓民国において、インターネットカフェは社会的、経済的、文化的に大きな

影響力を持っており、健全なリクリエーション空間として広く国民に浸透してい

る。 

協会では会員各社の権益保護のため、関連法令の不合理な規定を改善し、ゲー

ム産業を始めとする関連事業界の発展のために努力し、1,388 の青少年支援団と連

携して危機学生の救済のための活動を展開する等、青少年保護でも国内外でよく

知られている」 

 

（イ）設立の経緯 

1998年 11月、全国インターネットカフェ業主の自発的な参加により韓国インタ

ーネット PC レンタル業協会が設立されたのち、1999 年４月、主務部署選定が問

題化し、社団法人・韓国インターネットマルティ文化協会（文化観光部（当時））

と社団法人・韓国インターネットプラザ協会（情報通信部）に分離された。 

2001年３月 28日には、分割された２つの協会を一つに統合し、文化観光部によ

り社団法人設立が承認され、社団法人・韓国インターネットPC文化協会が発足し、

今日に至っている。 

 

（ウ）業界に関連する法律改正業務 

業界を規制しているゲーム産業振興に関する法律から、建築法、勤労基準法等、

業界において遵守しなければならない法律を分析し、法制度の改善を図る。 

 

                                                        
498 韓国インターネット PC 文化協議会ホームページ：http://www.ipca.or.kr/（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
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（エ）組織構成 

総長をトップとして、名誉会長、顧問、諮問委員長、常任諮問委員、諮問委員

が幹部組織を構成する。 

2011 年 11 月時点において、名誉会長はイ・ジョンチャン（이종창）氏（前国家

情報院長）、顧問はキム・ドンニョン（김덕룡）氏（ハンナラ党前院内代表）、全

羅北道知事、水原市長等が任命されている。 

 

（２）ウェブサイト運営者に対するガイドライン策定 

ガイドライン策定の取組については、確認が取れず、インタビューを行った機関か

らも、そのような取組は行っていないとの回答を得た。 

 

（３）インターネット上の情報の分類（レイティング・ゾーニング等） 

韓国では、インターネット上で提供される情報やコンテンツが青少年にとって有害

であるか否かのレイティング・ゾーニングに関する審議は、主として青少年保護法第

７条第１項（青少年有害媒体物の審議・決定）の規定に基づき行われている。特に、ゲ

ーム物、映像物に関しては、青少年の間でも更に 12歳以上、15歳以上の年齢層に応じ

たゾーニングが行われている。 

 

表２－４－３ レイティングの基準 
等級 露出 性行為 暴力 言語 その他 

４等級 性器露出 
性的犯罪、あ

るいは露骨な

性行為 
残忍な殺害 

露骨で 
みだらなスラ

ング 

 
 
1.麻薬使用や武

器使用を勧め

るギャンブル 
 
2.飲酒、喫煙を

勧める 

３等級 全身露出 露骨でない性

行為 殺害 激しい意味の

スラング 

２等級 部分露出 着衣状態での

性行為 傷害 荒いスラング 

１等級 露出した服装 激しいキス 格闘 日常レベルの

スラング 
０等級 露出なし 性行為なし 暴力なし スラングなし 

（出典：韓国放送通信審議会ウェブサイト499） 

 

表２－４－４ 年齢別の等級奨励基準 
区分 露出 性行為 暴力 言語 

すべての年齢（小

学生） １等級 ０等級 １等級 ０等級 

12 歳以上(中学生) ２等級 ２等級 ２等級 １等級 
15 歳以上（高校生） ２等級 ２等級 ３等級 ２等級 
18 歳以上（大人） ３等級 ３等級 ４等級 ３等級 

（出典：韓国放送通信審議会ウェブサイト500） 

                                                        
499 インターネット内容等級サービス http://www.safenet.ne.kr/（基準日 2012 年２月９日） 
500 http://www.safenet.ne.kr/（基準日 2012 年２月９日） 
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こうしたレイティングやゾーニングを民間が行うことを、韓国では自主規制と呼ん

でいる。インターネット上における青少年有害情報の自主規制に関しては、2011 年７

月 28 日の青少年保護法一部改正以前までは同法第 12 条に規定されていた。2010 年、

こうした状況の中、漢陽大学校法学専門大学院のファン・ソンギ（황성기）教授は「韓

国におけるインターネット自律規制活性化のための制度的方策」において、インター

ネットでのレイティング・ゾーニングの自主規制活性化に関する提言を行った。この

提言では、インターネットの自主規制という概念に幅があることが以下のとおり指摘

されている。 

 

「民間で規定の必要性をおのずと自覚し、自発的に規制する場合」から「政府が民

間に規制の権限を形式的に委任する場合」まで、その種類（spectrum）は様々である。

また、インターネットに提供されるサービスの類型やコンテンツの種類に応じて、

種々多様な自主規制の概念及び方式が同時に適用されることや、混在することもあ

り得る。 

このような観点から「自主規制」を「自由放任」ではなく、「政府に伝統的に一任

されていた規制領域に民間が積極的に参加し、政府はこうした民間の活動とその役

割について積極的に協力・支援していくことによって、規制の合理化及び効率性を

追求する規制方式」として、概念の定義を行う必要があると考える。 

 

同報告書の最後では、青少年有害情報規制システムについても自主規制活性化の必

要性が訴えられている。その理由は、青少年保護法旧第 12 条が既に「死文化した条項

であるという評価がなされている」ためである。そういった背景には青少年有害性の

有無の判断についての免責が法的に保障されていないためではないかと推定した上で、

自主規制活性化の方策が２つ示されている。 

第１に、「公的審議機関主導の審議ではなく、ポータル事業者又は自主規制機構主導

の審議方式に転換する必要がある」とし、これは現在の公的審議機関による審議はこ

れと共存し、これまでの「積極的審議」ではなく「事後確認的・消極的審議」に転換

するべきだとしている。 

第２に、「個別事業者による自律審議及び自主規制機構による事後審議に対して、免

責が必要である」とするものである。 

こうした自主規制への動きは、この報告書が出される前からも認められる。2009 年

１月には、先進国ではインターネットの自主規制に向かっているという動向が報じら

れている501。そして 2009年９月には、韓国インターネット自律政策機構により自主規

                                                        
501 2009 年１月 16 日付連合ニュースを参照。

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=001&aid=0002457010（基準日 2011



 208 

制の必要性が訴えられたことが報道されている502。さらに、2010 年の６月には、民間

の自主規制機関を設立する必要があると全国経済人連合会より主張されたことが報じ

られている503。 

上記報告書発表後の大きな動きについては、2011 年５月に、スマートフォンの需要

拡大によって更に懸念が高まったインターネット利用の副作用とのかかわりにおいて

報じられている。報道によると、放送通信委員会委員長は、そういった副作用が十分

に考慮されるなかで、「政府とインターネット業界は自主規制と公的規制とが調和し

た韓国型自主規制を目指して踏み出す」とし、「韓国型インターネット自主規制の元

年」だと述べたという504。 

その一方で自主規制の浸透には難しい一面があることも窺える。例えばファン・ソ

ンギ教授の提言書が出されてから１年以上が過ぎた 2011 年 10 月６日付デジタルタイ

ムズをみると、先進諸外国の状況を取り上げながら、提言書に書かれていたような内

容とほぼ同じ主張が報じられており、提言書が出されてから、自主規制に関する目立

った進展は特に認められない。 

 

（４）ウェブサイト運営者とコンテンツ掲載者、フィルタリング提供事業者等における民

事紛争の解決活動 

放送通信審議委員会のカン・イニョン氏によれば、2011 年 11 月 17 日の時点では、

ウェブサイト運営者とコンテンツ掲載者、フィルタリング提供事業者等による民事

紛争は存在していないとのことである505。 

 

（５）青少年に対して危険性があるインターネット上の情報についての相談や苦情受付等の

活動 

父母情報監視団では、青少年に対する有害情報と思われるものがある場合、それ

を申告することができる。また、オンライン上で相談を受け付けている。 

 

                                                                                                                                                                   
年 11 月 20 日） 
502 2009 年９月 29 日付アイニュースを参照。

http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=446167&g_menu=020300（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
503 2010 年６月９日付アジアトゥデイを参照。 
http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=366659（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
504 2011 年５月 31 日付デジタルタイムズを参照。 

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2011060102010831699001（基準日 2011 年 11 月 20 日） 
505 放送通信審議委員会のカン・イニョン氏へのヒアリングによる（2011 年 11 月 17 日）。 
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女性家族部報道資料、2011 年（ソウル） 

（여성가족부, “초 4/중 1/고 1 청소년 인터넷중독 위험군 8 만 9 천여 명”,

여성가족부 보도자료, 서울 2011） 

15 ジョン・ソヒ「児童ポルノ関連制度の国家間比較研究：韓国、米国、ニュージーラ

ンド、デンマークを中心に」淑明女子大学校大学院、2010 年８月（ソウル） 

（전소희, “아동포르노그라피 관련 제도의 국가간 비교연구 : 한국, 미국, 

뉴질랜드, 덴마크를 중심으로”, 숙명여대 대학원, 서울 2010.8） 

16 キム・ソンチョン「インターネット上の青少年保護に関する法制度研究」中央大学

校産学協力団、2010 年（ソウル） 

（김성천, “인터넷상 청소년보호에 관한 법제 연구”, 중앙대학교 산학협력단, 

서울 2010） 
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（２）ヒアリング調査相手一覧 

ヒアリング先機関 ヒアリング相手 

学父母情報監視団 代表 イ・ギョンファ（이경화） 

事務局長 キム・ソンシム（김성심） 

放送通信委員会 

 

ネットワーク倫理チーム 

シン・ドンジェ（신동재） 

韓国インターネット PC 文化協会 会員管理担当  

チョン・ヨンネ（천영례） 

放送通信審議委員会 有害環境改善チーム 

カン・イニョン（강인용） 

有害環境改善チーム 

バン・ウィファン（반의환） 

女性家族部 青少年保護点検チーム長 

アン・ソンヒョン（안상현） 

 

 


