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４．青少年のインターネット環境の課題への対応 

前節で整理した課題に対する関連法令及び制度を整理し、①行政機関、②関連機関、

③事業者、④各種団体、⑤家庭によるそれぞれの取組について述べる。まず本件に係る

中心的な法律である青少年保護法及びその他関連法令の概要を把握する。次いで主導

的な働きをする女性家族部及びその下部組織をはじめとする関連行政組織の役割と活

動、さらに具体的に課題に対応するシャットダウン制度等の法制度を整理する。最後に、

①～⑤の各グループが関連法令・制度に基づき、具体的にこれらの法的な枠組みを基盤

にして、それぞれ具体的にどのような取組を行っているか述べる。 

（１）関連法令 

青少年問題については女性家族部・保健福祉部・雇用労働部・法務部などが関わって

いる。本節に詳述する放送通信委員会は大統領直属機関であり、同委員会と別に設置さ

れた放送通信審議委員会が放送番組と情報通信コンテンツ等の内容について審議する。 

青少年に対する有害媒体物と薬物等の流通や有害営業所への出入り等を規制し、青

少年を有害環境から保護・救済し、健全な人格的成長を図るために制定された青少年保

護法（2011 年 9 月）の第 1 章において家庭ならびに社会・地方自治体・国家の役割と

責務を定めている。 

本章第１節（３）表 46に掲げた関連法令の他に、児童・青少年の性保護に関する法

律ならびに情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律がある。 

児童・青少年の性保護に関する法律は、児童・青少年を対象とする性犯罪の処罰と手

続きに関する特例を規定し、性被害を被った児童・青少年の救済と支援手続きを策定し、

児童・青少年を対象とした性犯罪者の体系的管理を通じて児童・青少年を性犯罪から保

護し、児童・青少年が健全な社会のメンバーとして成長できるようにするために制定さ

れた（2012年 12 月）。 

また、情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律は、情報通信網の利用を促

進し、サービス利用者の個人情報を保護し、健全で安全に利用できる環境を作り、国民

生活の向上と公共の福利増進を図るために制定され（2001年１月）、何回か大きな改定

を経て現在に至っている。同法第 41 条から 43 条において青少年保護のための施策整

備、青少年有害媒体物の表示、有害媒体物の広告禁止、青少年保護責任者の指定、映像

又は音響情報提供事業者の保管義務等について定めている。 

（２）関連制度 

以下、青少年有害媒体制度、ゲーム提供者に対するシャットダウン制度、電気通信事

業者に対する青少年有害媒体物等の遮断制度、放送通信審議委員会の有害サイト遮断

制度、ゲーム管理委員会の等級制度について述べる。 
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ア 青少年有害媒体制度 

青少年保護法によると、青少年有害媒体物は、青少年保護委員会又は媒体ごとに設置

している各審議機関が青少年有害と決議・決定又は確認し、女性家族部長官が告示した

媒体物で（第２条第３号）、一定の規制を受ける。青少年保護委員会と各審議機関は青

少年有害媒体物の審議・決定の際、次の各号のいずれかに該当する場合には青少年有害

媒体物と決定しなければならない256。 

１．青少年に性的欲求を刺激する扇情的なもの又はわいせつなもの 

２．青少年に暴虐性や犯罪衝動を引き起こしうるもの 

３．性暴力を含む各種形態の暴力行為や薬物乱用を刺激するか美化するもの 

４．賭博や射幸心を助長する等、青少年の健全な生活を顕著に害する恐れがあるもの 

５．青少年の健全な人格と市民意識の形成を阻害する反社会的・非倫理的なもの 

６．その他、青少年の精神的・身体的健康に明らかに害を及ぼす恐れがあるもの 

一方、媒体物の制作者・発行者、流通行為者又は媒体物関連団体は自主的に青少年

にとって有害かどうかを決定し、決定内容の確認を青少年保護委員会又は各審議機関

に要請できる（青少年保護法第 11条第１項）。青少年保護委員会又は各審議機関が

それを確認した場合には当該媒体物に確認表示を付けることができる（第２項）。 

また、媒体物の制作者・発行者、流通行為者又は媒体物関連団体は青少年有害と判

断した媒体物に青少年有害表示に準ずる表示又は包装に準ずる包装をしなければなら

ず（第４項）、青少年保護委員会又は各審議機関はこれらを発見した場合、青少年有

害の有無を決定しなければならない（第５項）。第４項に基づく青少年有害表示又は

包装をした媒体物は、青少年保護委員会又は各審議機関の最終決定があるまで青少年

有害媒体物と見做す（第６項）。 

インターネット上の情報については、放送・映画分野の青少年有害媒体物は放送通信

審議委員会が、ゲームはゲーム管理委員会が審議を担う257。また、映像物は映像物等級

委員会が、刊行物は刊行物倫理委員会が審議を行う。これら審議機関による審議の対象

とその内容は表 59のとおりである。 

  

                                                   
256 この基準を適用する際は「社会の一般的な通念」に従うことと「媒体物が持っている文化的・芸術

的・教育的・医学的・科学的側面とその媒体物の特性」をともに考慮し（青少年保護法第９条第２

項）、青少年有害の有無に関する具体的な審議基準とその適用に必要な事項は大統領令で定める（第

３項）。また、同条の関連別表２「青少年有害媒体物の審議基準」は「該当媒体物の全体又は部分に

関して評価し、部分について評価する場合は全般的な脈絡とともに考慮」するとしている。 
257 ユ・ホンシク「デジタル有害媒体環境に対する青少年需要者を中心とする対応方法研究」（韓国青

少年政策研究院、2010 年）。放送通信審議委員会は是正勧告権又は是正命令権を行使して該当情報の

流通をブロックできるが、情報ブロックを通じた保護の是正命令権は放送通信委員会にある。 
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表 59 青少年有害媒体物に関する審議機関 

審議媒体 審議内容 審議機関* 所管部署 

媒体物全般（音盤･ 

音楽ファイル含む） 
事後審議 青少年保護委員会 女性家族部 

映画・ビデオ・映像

物 
事前等級分類 映像物等級委員会 文化体育観光部 

情報通信コンテンツ

放送プログラム 
事後審議 

放送通信審議委員

会 

独立的な組織、法的制裁は放送

通信委員会に処分要請し、同委

員会が放送事業者等に通報する 

刊行物 事後審議 刊行物倫理委員会 文化体育観光部 

ゲーム 事前等級分類 ゲーム管理委員会 文化体育観光部 

出典：放送通信委員会のホームページ258をもとに作成した。 
*審議機関の詳細は、参考資料（３）韓国：青少年有害媒体物に関する審議機関参照。 

イ ゲーム提供者に対するシャットダウン制度 

有害媒体から青少年を保護する対策として、2011年 11月にシャットダウン制度が施

行された。同制度は、午前０時から午前６時までインターネットゲームの提供者による

16 歳未満の青少年に対するインターネットゲームの接続を遮断する仕組みで、次のよ

うな青少年保護法の改定により導入された。 

青少年保護法第 26 条（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） 

①インターネットゲームの提供者は、午前０時から午前６時まで 16歳未満の青少年に対

してインターネットゲームを提供してはならない。 

②女性家族部長官は文化体育観光部長官と協議し、第１項の規定に基づく深夜時間帯にお

けるインターネットゲーム提供時間制限の対象となるゲーム範囲の適切性について、大

統領令で定めるところにより２年ごとに評価し、改善等の措置を講じなければならない。 

③第２項の規定による評価の方法及び手続等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。 

同制度の導入以来、その実効性に対する疑問と青少年の人格の自由な発達権やゲー

ム提供者の職業の自由の侵害等をめぐる議論が絶えない。パク・ミギョン他「シャット

ダウン制度の効果性評価」国政管理研究、第 11巻３号（2016）は、青少年のゲーム利

用時間が減少したものの、統計的有意性は認められないとし、同制度の副作用として他

人名義で使用する青少年が増え、青少年のなりすまし犯罪の増加も懸念されるという。 

シャットダウン制度は、世界的レベルに達している韓国の e スポーツ選手にとって

過酷だとする意見もある。また、事業者が韓国内で 18歳未満の利用者を対象にゲーム

を販売するには、シャットダウン機能を追加しなければならず、そのために莫大な予算

を支出しなければならない。制度プログラムを追加適用するため、韓国市場参入の遅れ

と追加費用が発生するため、海外企業の参入を抑えているとの指摘もある。シャットダ

                                                   
258 http://www.kcc.go.kr/user.do (March 2018) 
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ウン制度を導入した 2012 年と、その５年後の 17 年で e スポーツ産業は大きく変化し

た。なお、憲法裁判所に違憲審査が請求されたが、14 年４月に同裁判所は合憲判断を

下しており、女性家族部は 17年４月に同制度の延長（19年５月まで）を発表している

259。 

ウ 電気通信事業者に対する青少年有害媒体物等の遮断制度 

電気通信事業法第 32 条の７及び同法施行令第 37 条の８に定める青少年有害媒体物

等の遮断制度、別名「スマート保安官制度」は、2012 年に青少年有害コンテンツにア

クセスさせないようにするモバイル用アプリとして導入され、韓国無線インターネッ

ト産業連合会（MOIBA）260が開発して、政府の支援により無料で配布された。19歳未

満のユーザーのスマートフォンに設置することが義務付けられ、親や保護者が青少年

のオンライン活動を監視し、特定サイトへのアクセスを遮断できる制度である。 

スマート保安官制度が依拠する電気通信事業法第 32条の７ならびに同法施行令第 37

条の８は次のように規定している。 

電気通信事業法第 32条の７（青少年有害媒体物等の遮断） 

①電波法に基づいて割り当てられた周波数を使用する電気通信事業者は青少年保護法に基づき青

少年と電気通信サービス提供に関する契約を締結する場合、青少年保護法第２条第３号の規定

による青少年有害媒体物と情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第 44 条の７第１

項第１号の規定によるわいせつ（淫乱）情報の遮断手段を提供しなければならない。 

②放送通信委員会は、第 1項の規定に基づく遮断手段の提供実態を点検できる。 

③第１項の規定に基づく遮断手段の提供方法及び手続等に必要な事項は大統領令に定める。 

[本条新設 2014年 10月 15日] 

電気通信事業法施行令第 37条の８（青少年有害媒体物等の遮断手段の提供方法及び手続） 

①法第 32条の７第１項の規定に基づき、青少年保護法に基づいて青少年と電気通信サービス

提供に関する契約を締結する電気通信事業者は、当該青少年が、電気通信サービスを介して

青少年保護法第２条第３号に基づく青少年有害媒体物ならびに不法淫乱情報（以下「青少年

有害媒体物等」という。）に接続することを遮断するため、当該青少年の移動通信端末装置

に青少年有害媒体物等を遮断するソフトウェア等の遮断手段を提供しなければならない。 

②第１項の規定に基づいて遮断手段を提供する場合、次の各号の手順に従う。 

1. 契約締結時 

a. 青少年及び法定代理人に対する遮断手段の種類と内容等の告知 

b. 遮断手段の設置状況の確認 

2. 契約締結後、遮断手段が削除されたか遮断手段が 15 日以上作動しなかった場合、法定

代理人に対し毎月その事実を通知 [本条新設 2015年４月 14日] 

                                                   
259 参考資料（４）韓国：関連記事と論評参照。

http://star.ohmynews.com/NWS_Web/OhmyStar/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002379751 (March 2018) 
260 Korea Mobile Internet Business Association: http://www.moiba.or.kr/ (March 2018) 
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エ 放送通信審議委員会の有害サイト遮断制度 

放送通信審議委員会は情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第 44条の７

に基づき情報流通を規制している。該当するウェブサイトは同委員会の審議に基づい

て禁止され、ページを開こうとすると、警告文が表示され遮断される。一方、警告表示

と遮断サイトの禁止基準が表示されていないことが問題視されている。情報通信網利

用促進及び情報保護等に関する法律第 44条の７は次のように規定している。 

第 44 条の７（不法情報の流通禁止等） 

① 何人も情報通信網を介して、次の各号のいずれかに該当する情報を流通してはならな

い。 <改正 2011.9.15、2016.3.22> 

1. わいせつ（淫乱）な符号・文言・音響・画像や映像を配布・販売・レンタル、又は

公然と展示する内容の情報 

2. 人を誹謗する目的で公然と事実や虚偽の事実を暴露し他人の名誉を毀損する内容の情報 

3. 恐怖心や不安感を煽る符号・文言・音響・画像や映像が繰り返し相手に届くように

する内容の情報 

4. 正当な事由なく情報通信システム、データ、又はプログラム等を毀損・滅失・変更・

偽造し、その運用を妨害する内容の情報 

5. 青少年保護法に基づく青少年有害媒体物として相手側の年齢確認、表示義務等、法

令に基づく義務を履行せず、営利目的で提供する内容の情報 

6. 法令に基づき禁止されている射幸行為に該当する内容の情報 

6の 2. 本法律又は個人情報保護に関する法令に違反し個人情報を取引する内容の情報 

7. 法令に基づいて分類された秘密等、国家機密を漏えいする内容の情報 

8. 国家保安法で禁止する行為を実行する内容の情報 

9. その他の犯罪を目的とし、教唆又は幇助する内容の情報 

② 放送通信委員会は第１項第１号から第６号まで及び第６号の２の情報に関し、審査委

員会の審議を経て、情報通信サービス提供者又は掲示板の管理・運営者に対し、その処

理を拒否・停止又は制限するよう命令できる。ただし、第１項第２号及び第３号の規定

にかかる情報の場合には、その情報の被害者が具体的に明らかにした意思に反して、そ

の処理の拒否・停止又は制限を命ずることはできない。<改正 2016.3.22> 

③ 放送通信委員会は、第１項第７号から第９号までの情報が次の各号のすべてに該当す

る場合には、情報通信サービス提供者又は掲示板の管理・運営者に対し、その情報の処

理を拒否・停止又は制限するよう命令しなければならない。<改正 2016.3.22> 

1. 関係中央行政機関の長の要請があったもの 

2. 第１号の要請を受けた日から７日以内に、審議委員会の審議を経た後、放送通信委

員会の設置及び運営に関する法律第 21 条第４号の規定に基づき是正要求したもの 

3. 情報通信サービス提供者や掲示板の管理・運営者が是正要求に従わなかったもの 

④ 放送通信委員会は、第２項及び第３項の規定に基づく命令の対象となる情報通信サービスの

提供者、掲示板の管理・運営者又はその利用者に事前に意見提出の機会を与えなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、意見提出の機会を与えなくともよい。 

1. 公共の安全や福利のために緊急に処分する必要がある場合 
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2. 意見聴取が明らかに困難で明白に不必要として、大統領令に定める場合 

3. 意見提出の機会を放棄するとの意を明確に示した場合[全文改正 2008.6.13] 

表 60に示したとおり、韓国インターネット透明性レポート261によると、放送通信審

議委員会のインターネット掲示物削除や接続ブロック措置を受けたサイトは 2014年の

140,421件から 2016 年の 211,187件へと増加傾向にある262。 

表 60 放送通信審議委員会の通信審議及び是正要求の現況 

  区分 2014年 2015年 2016年 

総審議件数 140,421 158,073 211,187 

 削除 24,581 27,650 35,709 

是正 利用解約・停止 10,031 9,821 8,422 

要求 接続ブロック 97,095 111,008 157,451 

 青少年有害表示 1,177 272 209 

  合計  132,884 148,751 201,791 

青少年有害媒体物として決定 274 148 148 

該当なし等 7,096 9,174 9,248 

出典：Korea Internet Transparency Report 2017 

2016 年の審議件数の 95.6％が是正要求を受け（201,791 件）、4.4％が該当[問題]な

し等（9,248件）と決定された。是正要求の種類は以下のとおりである。その内訳をみ

ると、接続ブロック 78.0％（157,451件）、削除 17.7％（35,709件）、利用解約・停止

4.2％（8,422 件）、その他の青少年有害表示関連 0.1％（209 件）であった。下記①〜

③はインターネット上における当該情報の流通が全面的に禁止される。 

① 情報の削除：情報通信サービス提供者を通じて投稿を URL 単位で削除する 

② 接続ブロック：海外にサーバーを置く情報に関し、インターネット接続サービス

を提供するネットワーク事業者を通じて韓国内における接続をブロックする 

③ 利用解約と停止：情報通信サービス提供者と利用者の利用契約（サイト、ブログ、

ID 等の利用契約）を解約、又は利用者のサービス使用を停止させる 

④ 青少年有害情報の表示義務の履行、表示方法の変更等（是正要求全体の 1％未満） 

  

                                                   
261 http://transparency.or.kr/wp-

content/uploads/2017/10/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7-%ED%8
8%AC%EB%AA%85%EC%84%B1-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-2017.pdf (March 2018) 

262 http://transparency.kr/wp-content/uploads/2017/10/Korea-Internet-Transparency-Report-2017.pdf (March 2018) 

http://transparency.or.kr/wp-content/uploads/2017/10/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7-%ED%88%AC%EB%AA%85%EC%84%B1-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-2017.pdf
http://transparency.or.kr/wp-content/uploads/2017/10/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7-%ED%88%AC%EB%AA%85%EC%84%B1-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-2017.pdf
http://transparency.or.kr/wp-content/uploads/2017/10/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7-%ED%88%AC%EB%AA%85%EC%84%B1-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-2017.pdf
http://transparency.kr/wp-content/uploads/2017/10/Korea-Internet-Transparency-Report-2017.pdf
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オ ゲーム管理委員会の等級制度 

上述の制度とは性質を異にするが、ゲーム等級を分類する制度があり、ゲームコンテ

ンツの内容に一定の遮断効果を有している。分類の基本原則は次のとおりである263。 

•コンテンツ中心性：コンテンツ以外の部分については評価分類の対象から除外 

•コンテキスト性：全体的なゲームの文脈、状況を見て評価を決定 

•普遍性：社会的通念に合致する評価を決定 

•国際的：世界的に通用する一般性を持つように評価を決定 

•一貫性：同じゲームは、審議時期、審議主体が変わっても同じ評価を決定 

ゲーム管理委員会の等級分類規定の第２章第１節は以下のとおり基準を定めている。 

第５条（検討事項）評価を定める場合、次の各号の事項を総合的に考慮する。 

1. 扇情性：キス、抱擁、身体の露出、性行為、盗み見行為、裸体、性を想起させる言葉、

不倫、近親相姦、強姦、排泄、売買春の描写等 

2. 暴力性：出血、身体の切断、身体の欠損、死体、恐怖、争いの描写等 

3. 犯罪や薬物：犯罪の助長、薬物、虐待行為、飲酒と喫煙の描写 

4. 不適切な言葉：言葉と思想に関する適切でない描写等 

5. 射幸行為等の描写：射幸的な風俗、射幸行為やその機器の描写等 

第６条（等級の分類区分） 

①ゲームの評価区分は、次の各号のとおりとする。 

1. 全ユーザー対象：あらゆる人が利用できる 

2. 12歳ユーザー対象：12歳未満は利用できない 

3. 15歳ユーザー対象：15歳未満は利用できない 

4. 青少年は利用できない：若い人は利用できない 

②物理的に一定の場所で施設を備えてゲームを提供する場合（アーケードゲーム類）の評

価区分は、次のとおりとする。 

1. 全ユーザー対象：あらゆる人が利用できる 

2. 青少年は利用できない：若い人は利用できない 

第７条（等級分類基準）ゲーム法第 21 条第７項の規定によるゲームの等級分類基準は、次の

各号のとおりとする。 

1. 全ユーザー対象の評価基準は、次のとおりとする。 

(1)主題と内容について淫乱、暴力、射幸等、青少年にとって有害な表現がないゲーム 

(2)青少年の情緒の涵養に役立ち、教育目的の内容で青少年にとって問題がないゲーム 

(3)一般に許容されない特定の思想・宗教・風俗等、青少年にとって精神的・肉体的に有害

な表現がないゲーム 

(4)射幸行為の描写がないか射幸心を煽る程度が低く、青少年にとって問題がないゲーム 

2. 12歳ユーザー対象の評価基準は次のとおりとする。 

(1)主題と内容について、12歳未満に有害な影響を与える恐れがある淫乱、暴力、射幸等の

                                                   
263 https://www.grac.or.kr/Institution/EtcForm01.aspx (March 2018) 
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表現を含むゲーム 

(2)一般に許容されない特定の思想・宗教風俗等に関するもので、12 歳未満に精神的・肉体

的に有害なゲーム 

(3)射幸行為の描写と射幸心を煽る程度が 12歳未満に有害な影響を与える恐れのあるゲーム 

3. 15歳ユーザー対象の評価基準は次のとおりとする。 

(1)主題と内容が 15 歳未満に有害な影響を与える恐れのある淫乱、暴力、射幸等の表現を

含むゲーム 

(2)一般的に許容されない特定の思想・宗教・風俗等に関する思想が、15 歳未満に精神的・

肉体的に有害なゲーム 

(3)射幸行為の描写と射幸心を煽る程度が 15歳未満に有害な影響を与える恐れのあるゲーム 

4. 青少年が利用できない等級の基準は、次のとおりとする。 

(1)主題と内容が青少年に有害な影響を与える恐れのある淫乱、暴力、射幸等をリアルに表

現しているゲーム 

(2)青少年に精神的・肉体的に影響を与える恐れのある特定の思想・宗教・風俗等に関する

事柄が直接かつ具体的に表現されているゲーム 

カ 関連制度の比較 

上述のゲーム提供者に対するシャットダウン制度、電気通信事業者に対する青少年

有害媒体物等の遮断制度、放送通信審議委員会の有害サイト遮断制度について、制度名

（別称）・所管機関・導入年・根拠となる関連法令等・制度の対象を表 61に示した。 

表 61 関連制度の比較 

制度名又は別称 所管 導入年 根拠規定 対象 

シャットダウン

制度 

女性家族

部 

2011年 11月 青少年保護法第 26条（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） 

ゲーム提供

者 

スマート保安官

制度（スマート

フォン監視法） 

放送通信

委員会

（KCC） 

2012年モバイ

ルアプリ開発 

2014年 10月

第 32条の７

新設 

・電気通信事業法第 32条の７

（青少年有害媒体物等の遮

断） 

・電気通信事業法施行令第 37

条の８（青少年有害媒体物等

の遮断手段の提供方法及び手

続） 

電気通信事

業者 

警告制度 KCSC 

Warning* 

放送通信

審議委員

会

（KCSC） 

法改正：2011

年９月、2016

年３月 

情報通信網利用促進及び情報

保護等に関する法律第 44条の

７（違法情報の流通禁止等） 

情報通信サ

ービス提供

者、掲示板

の管理運営

者 

*根拠規定が違法情報とされた有害サイトは、放送通信審議委員会の審議を経て「KCSC Warning」

という警告が表示されてアクセスが遮断される。 
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（３）行政及び関連機関の取組 

ア 女性家族部 

女性家族部264は 2010年に保健福祉家族部が所管していた家族・青少年業務の移管を

受け、女性家族部に再編されてから、青少年事業において中心的な役割を果たしており、

以下のスマートフォン依存症関連事業を運営している。傘下の韓国青少年相談福祉開

発院265が全国に青少年相談福祉センター（225 か所）、学校外青少年266支援センター夢

ドゥリム（202か所）を運営している。 

（ア）スマートフォン依存症の治療サポート267 

青少年スマートフォン依存症の予防と被害の解消のための段階的・体系的対応の強

化を通じ、青少年の健全な成長をサポートする。主な対象は、スマートフォン依存症の

小中高生である。 

毎年学齢転換期268青少年対象のインターネット・スマートフォン利用習慣診断調査 

依存症のリスク別青少年相談、癒やし特化プログラム、医療機関との治療連携等 

（イ）寄宿型治療プログラムの運営 

インターネット治療キャンプ：中高生対象 11 泊 12 日寄宿型治療キャンプ（14 回実施） 

家族治療キャンプ：小学生と親を対象に２泊３日の家族キャンプ（35回実施）等 

（ウ）韓国青少年相談福祉開発院 

韓国内 400 以上の青少年相談福祉センターや学校外青少年支援センター夢ドゥリム

を統括する。学校外青少年、メディア中毒の青少年等の危機青少年に対する支援と青少

年政策研究プログラムの開発、相談福祉専門人材の養成等の事業を行っている。政府の

主要な青少年政策事業である青少年統合支援システム（CYS-Net: Community Youth 

Safety-Net）の開発と普及、地域センター人材の専門性強化のための教育研修の提供等

を行う。 

青少年相談福祉センターは、CYS-Net のハブ機関として青少年問題を診断・評価し、

必要なサービスを提供する。国立青少年インターネット・ドリーム村の支援規模が 2018

年から大幅に拡大される。17 年中にドリーム村の増築工事を完了し、癒やしのキャン

                                                   
264 2001年に大統領直属の女性特別委員会を改組し発足した女性部が女性家族部の前身である。05年

に女性家族部に改編し、08年に一部の所管事務を保健福祉家族部に移管して再び女性部としたが、

10年に保健福祉家族部が所管していた家族・青少年業務の移管を受け、再び女性家族部となった。 
265 Korea Youth Counselling & Welfare Institute: https://www.kyci.or.kr/userSite/index.asp (March 2018) 
266 小・中学校で３か月以上欠席又は就学を猶予した若者、又は高校の除籍・退学・退学をした青少

年をいう（学校外青少年支援に関する法律第２条）。 
267 http://www.mogef.go.kr/cs/ypr/cs_ypr_f004.do (March 2018) 
268 小学校４年生、中学校１年生、高校１年生が該当する。 

https://www.kyci.or.kr/userSite/index.asp
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プ運営規模を 600 人レベルに拡大する計画である269。 

イ 放送通信委員会270 

情報通信、放送、放送利用者に関する研究調査・政策立案と実施のための大統領直属

機関271として 2008 年に発足した放送通信委員会は、青少年のインターネット依存問題

に対応し、2013 年からサイバー安心ゾーン事業を運営している。学校や家庭での青少

年のスマートフォン利用形態を管理し、スマートフォン没入等による機能障害を予防

する事業で、2017年８月現在 632校 91,273人の生徒が利用している。[図 22参照] 

図 22 サイバー安心ゾーンの概念図 

 
出典：https://ss.moiba.or.kr/main/sub1.do?ms=1 (March 2018) 

2016 年を通じて、サイバー安心ゾーンサービスを利用した青少年のスマートフォン

利用時間が 41％減少し、１日平均 110分が 64分に下がった。運営学校の教師と保護者

を対象にした利用満足度調査でも保護者（89％）と教師（77％）の双方が肯定的に評価

しており、依存症の予防効果が大きいことが確認された。 

2017 年 8 月に結ばれた忠清北道教育庁と放送通信委員会及び韓国無線インターネッ

ト産業連合会の三者間業務協約272において、同委員会は、忠清北道内の小中高校にサイ

バー安心ゾーン構築のためのソフトウェアと依存症相談管理プログラムを提供し、忠

清北道教育庁は管轄区域の学校にサイバー安心ゾーンサービスの案内と運営学校支援

と管理を行う。韓国無線インターネット産業連合会は、運営学校の教育支援と広報、ス

                                                   
269 http://www.mogef.go.kr/cs/ypr/cs_ypr_f004.do (March 2018) 
270 Korea Communications Commission (KCC): http://www.kcc.go.kr/user.do (March 2018) 
271 本章第１節の政府組織図参照。http://www.kcc.go.kr/user.do?page=A04010301&dc=K04010301 (March 

2018) 
272 
http://www.kcc.go.kr/user.do?mode=view&page=A05030000&dc=K05030000&boardId=1113&cp=1&ctx=ALL
&searchKey=ALL&searchVal=%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84&boardSeq=44932 (March 2018) 

生徒

保護者
相談治療

センター

学校

(教師)

携帯の

サイバー

安心
ゾーン

教師用の管理システム

スマートフォン中毒

治療の連携

スマートフォン中毒

の予防教育と処方

スマートフォン中毒の相談

結果を保護者に通知

生徒の指導管理

・生徒利用情報の照会

・利用時間の制限設定

・不法、有害情報の遮断

・利用時間の制限

・青少年のスマートフォン利用

形態の分析情報の照会

・青少年相談と履歴管理

http://www.kcc.go.kr/user.do?mode=view&page=A05030000&dc=K05030000&boardId=1113&cp=1&ctx=ALL&searchKey=ALL&searchVal=%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84&boardSeq=44932
http://www.kcc.go.kr/user.do?mode=view&page=A05030000&dc=K05030000&boardId=1113&cp=1&ctx=ALL&searchKey=ALL&searchVal=%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84&boardSeq=44932
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マートフォン利用形態等の統計情報を提供することになっている。 

ウ 韓国情報化振興院273 

韓国情報化振興院は政府機関の情報化促進とその関連政策を開発し、情報化社会づ

くりや情報格差の解消をサポートする、行政安全部274の傘下にある準政府機関である。

韓国情報化振興院が運営するスマート・スィム・センター275のサイトは K-スケール276

に基づくインターネット中毒の診断調査を提供している。[表 62～65参照] 

インターネット中毒に関するフォームは青少年だけを対象にし、観察者用と自己診

断用のフォームがあり、誰でも簡単に入力して、容易に診断結果と解説を見ることがで

きる。以下、参考までに青少年だけを対象にするインターネット中毒の診断フォームと

診断結果の例を紹介する。なお、診断結果はパソコンから簡単に印刷することができる。 

表 62 インターネット中毒に関する観察者診断 

No. 設問項目・回答の選択肢 

1 
インターネットのことでよく家族と言い争う。 

□まったくそう思わない  □そう思わない  □そう思う  □非常にそう思う 

2 いつもとは違って、インターネット上では言うべきことを言い自信に溢れている。 

3 インターネットに嵌ってから、言葉の上でも身体的にも暴力的になった。 

4 １日 4時間以上じっと動かないでインターネットをする。 

5 食事やブレイクなしでトイレにも行かずにインターネットをしている。 

6 インターネットを使用するにつれ、周囲の人々の視線や反応に無関心になった。 

7 インターネットをしているときにさわられると、怒ったりいらいらする。 

8 １日以上、徹夜してインターネットをする。 

9 インターネット使用のせいで学校の成績が下がった。 

10 インターネット中にさわられても怒ったりいらいらすることはない。 

11 徹夜してインターネットをすることはない。 

12 インターネット使用のせいで疲れ、授業中に眠ってしまう（眠ったことがあるという）。 

13 インターネットをしていないとき、他のことに集中できず、不安げに見える。 

14 だんだん、より多くの時間インターネットをするようになった。 

15 インターネット使用のせいで約束を守らず、よく嘘をつくようになった。 

点数：まったくそう思わない[１点] そう思わない[２点] そう思う[３点] 非常にそう思う[４点] 

*選択肢は全ての項目について同一なので１番のみ記した。 

  

                                                   
273 英語名: National Information Society Agency (NIA) 
274 2014年 11月に行政自治部と安全行政部を改編し、行政安全部が発足した。 
275 英語名: Internet Addiction Prevention Center: https://www.iapc.or.kr/main.do (March 2018), 

https://www.iapc.or.kr/dia/survey/addDiaSurveyNew.do (March 2018) 
276 韓国式のインターネット依存尺度。 
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表 63 観察者による診断結果の例 

類型 高リスク群 

特性 

インターネットにより、日常生活に深刻な障害を示し、禁断症状が現れている。対人

関係の多くはサイバー上で行われ、オフラインよりオンラインの出会いを楽に感じて

いる。インターネット接続時間は中高生１日約 5時間以上、小学生約２時間以上で、

中高生は睡眠時間も６時間前後。通常、自分がインターネット中毒だと感じ、勉学に

も困難を感じる。心理的な不安定感や憂鬱を感じることが多く、性格的に衝動性や攻

撃性も見られる。現実世界において対人関係で衝突し、孤独を感じることも多い。 

備考 インターネット中毒の傾向が顕著であり、関連機関の専門的サポートと支援が求められる。 

表 64 インターネット中毒に関する自己診断 

no 設問項目、回答の選択肢* 

1 
インターネット使用のせいで以前より健康が悪くなったと思う。 

□まったくそう思わない  □そう思わない  □そう思う  □非常にそう思う 

2 オフラインよりもオンラインのほうが私を認めてくれる人が多い。 

3 インターネットができないと生活が退屈で楽しくない。 

4 インターネットをしていてやめると、（すぐに）またしたくなる。 

5 インターネットを使いすぎたせいで頭痛がする。 

6 現実に会う人より、インターネットで会う人のほうがよく理解できる。 

7 インターネットができないと落ち着かないで、いらついてくる。 

8 インターネットの使用時間を減らそうとしたが、失敗した。 

9 インターネットをしていて、計画したことをきちんとできなかったことがある。 

10 インターネットができなくても、不安になることはない。 

11 インターネットの使用時間を減らさなければと、いつも考えている。 

12 インターネットの使用時間をごまかそうとしたことがある。 

13 インターネットをしていないときは、インターネットのことを考えない。 

14 私はインターネットをやり過ぎていると、周囲の人に言われる。 

15 インターネットのせいで、以前よりお金を使うようになった。 

点数：まったくそう思わない[１点] そう思わない[２点] そう思う[３点] 非常にそう思う[４点] 

*選択肢はすべての項目について同一なので、１番のみ記した。 

表 65 自己診断結果の例 

類型 潜在リスク群 

特性 

高リスク群に比べてやや低いレベルだが、日常生活で障害を示し、インターネットの

使用時間が増えて執着する状態。勉強ができなくなる症状もあり、心理的な不安定感

も見えるが、半分ぐらいの生徒は、自分に何ら問題がないと思っている。中高生は１

日約３時間、小学生は約２時間の接続時間だが、多分に計画的でなく自己調節が難し

い状態にあり、自信も低下する傾向が見られる。 

備考 

インターネット過使用の危険性を認識し、自制して計画的に使用するように努めるこ

と。インターネット中毒に注意し、学校や関係機関が提供する健全なインターネット

活用のガイドラインに従うこと。 
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2015 年に日韓の青少年を対象に実施したソウル大学ポラメ病院精神健康医学科のチ

ームのインターネット利用実態調査277を K-スケールで分析した結果、日本の青少年の

インターネット依存の高リスク群の割合は 0.5％、潜在リスク群は 2.2％であった278。

K-スケールを利用した韓国情報化振興院の 2015 年インターネット実態調査によると、

韓国青少年のインターネット依存者（高リスク群）は 2.2％、潜在リスク群は 11.0％で

あり、それぞれ日本の約４倍、５倍に相当する。 

エ 韓国インターネット振興院 

2009 年に設立された公共非営利機関である。グローバルリーダーを志向するインタ

ーネット情報保護の振興機関として、産業振興、情報保護、未来への牽引、革新経営を

通じたインターネットによる全国民の幸福と国の発展をビジョンに掲げている。一般

企業等を対象に個人情報保護の侵害防止と実態点検強化、法制度の改善と紛争調整業

務、個人情報保護の基準づくりと普及、個人情報教育・広報と自主規制の支援等を通じ

た個人情報保護の環境形成のため、以下の事業279を実施している。 

1. 個人情報関連法/制度、政策、教育、技術サポート、苦情窓口等を案内する個人情報保

護の総合ポータル運営 

2. 住民登録番号処理の依拠法令・自治法規一斉整備等の個人情報保護法関連法制度の改

善と政策推進 

3. 政府 3.0 推進のための個人情報保護基準、公共機関の個人情報収集と利用ガイドライ

ン作成と普及 

4. 公共機関の個人情報管理の実態点検、個人情報流出の申告受付と被害拡散を防ぐ技術

サポート 

5. 個人情報侵害の危険因子の分析と改善点導出のための個人情報の影響評価制運営 

6. 個人情報漏えいの早期警報システムの運用による公共部門等のホームページを対象

に個人情報の露出を検索、零細事業者の個人情報漏えいを削除する技術サポートとト

レーニング・広報 

7. 個人情報に関する紛争を調整するための個人情報紛争調整委員会運営 

8. 個人情報侵害関連の苦情・事件受付、個人情報流出の通知手続き・届出案内、企業・

公共機関の諮問、政策広報等のサービスを提供する個人情報侵害申告センターを運営 

9. 情報主体の住民登録番号利用状況を確認し、利用のウェブサイトの会員脱退申請及び

処理等のサービスを提供する社会保障番号クリーンセンターを運営 

10.個人情報の安全性確保の措置基準の改正等の個人情報保護技術サポートセンター運営 

11.個人情報保護の診断指標による管理レベル診断を通じた公共機関の個人情報保護レ

                                                   
277 チェ・ジョンソク教授チームが K-スケール項目を日本語に翻訳し、日本の青少年 589人（男性 212

人・女性 377人）を対象にアンケート調査を行い、2017年３月 19日に結果を公表した。 
278 「青少年インターネット依存、韓国が日本の 5 倍」The Science Times, November 08, 2017 

http://www.sciencetimes.co.kr/?news=%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84-%EC%9D%B8%ED%84%
B0%EB%84%B7-%EC%A4%91%EB%8F%85-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%B4-%EC%9D%BC
%EB%B3%B8%EC%9D%98-5%EB%B0%B0 (March 2018) 

279 http://www.kisa.or.kr/business/infor/main.jsp (March 2018) 

http://www.sciencetimes.co.kr/?news=%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7-%EC%A4%91%EB%8F%85-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%B4-%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98-5%EB%B0%B0
http://www.sciencetimes.co.kr/?news=%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7-%EC%A4%91%EB%8F%85-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%B4-%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98-5%EB%B0%B0
http://www.sciencetimes.co.kr/?news=%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7-%EC%A4%91%EB%8F%85-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%B4-%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98-5%EB%B0%B0
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ベル向上 

12.情報主体の個人情報保護教育普及と民間・公共分野の個人情報保護能力を強化 

13.EU 適正性評価制度等、グローバル個人情報保護認証登録等の個人情報の安全な国外移

転の環境づくり推進 

14.個人情報を取り扱う機関・企業を対象とする個人情報保護認証制度の運営を通じ、事

前情報保護活動を強化 

オ 韓国青少年政策研究院280 

青少年の人格形成と可能性の啓発、青少年のデジタル・グローバル能力の強化、青少

年の人権と社会参加のための社会環境の改善、疎外された階層の青少年に対する福祉・

支援等の政策開発に必要となる基礎研究と資料の蓄積を通じて、国家発展のための活

力創造に寄与する目的で設立された機関である。 

ソウル市立青少年活動振興センター281 

1995年 5月の教育計画において人間性中心の体験活動が強調され、99年 4月に韓国

青少年連盟がソウル特別市から委託を受け、ソウル特別市立青少年資源ボランティア

センターを設立した。2007 年、現在の名称に変更し、ボランティア活動のプログラム

開発、国・地方自治体の政策及び認証システム構築、青少年活動の総合案内等、多様な

活動を連携・普及・支援する事業を運営するソウル市の青少年に特化した施設である。 

韓国青少年連盟は学校教育との補完を通じて未来世代を育成する目的で 1981年に設

立された 18都市８千余りの学校が参加する韓国最大の青少年社会教育機関（会員数 35

万名余り）である。ソウル市はまた、インターネット中毒予防相談センター282を運営し

ている。 

（４）事業者・団体等の取組 

韓国では、多くの企業・団体がそのウェブサイトに約款、個人情報保護方針と並んで、

青少年保護管理責任者と管理担当者の氏名・所属・職位・メールアドレス等を含む青少

年保護政策を掲載している（内容はいずれも同じ、有害情報に対する青少年の接近制限

と管理措置、有害情報から青少年を保護するための業務遂行、有害情報による被害相談

と苦情処理、青少年保護の責任者・担当者の４項目にわたる）。以下に、代表的な IT 関

連企業の事業例を紹介する。 

                                                   
280 英語名: National Youth Policy Institute (NYPI）：http://www.nypi.re.kr/contents/siteMain.do (March 2018) 
281 http://www.sy0404.or.kr/ (March 2018) 
282 報道資料「インターネット中毒予防相談センター開設 10周年記念行事」2017年 11月 11日: 
 http://spp.seoul.go.kr/main/news/news_report.jsp#view/236378?tr_code=snews (March 2018) 

http://www.sy0404.or.kr/
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ア ネイバーグリーン・インターネット283 

韓国で検索エンジン市場の 70％を占めるネイバーは、ネイバーグリーンインターネ

ットを運営し、以下のサービスを提供している。 

①わいせつ及び違法な投稿根絶：淫乱・不法な画像・動画を根絶するため 24 時間監視、

わいせつ・不法記事に対する迅速な措置のための緊急レポートセンター運営 

②有害な投稿ブロック：インターネットの内容評価を参考に有害と判断した投稿をブロ

ック、年齢制限機能を使って、未成年者に有害なスレッドの表示を極少化 

③著作権保護：著作権保護センターの運営、DB との連携を通じて、著作権のあるコンテ

ンツの自動ブラインド処理 

④個人情報保護：ネイバーの個人情報管理プライバシーセンター運営、個人情報に関す

る様々な知識を伝える個人情報のブログ運営、個人情報漏えいに対する迅速措置のた

め緊急レポートセンターの運営 

イ ダウム・コミュニケーションズ284 

有害情報から青少年を保護し、安全なインターネット利用を支援するため、情報通信

網利用促進と情報保護等に関する法律に基づいて以下の青少年保護策を適用している。 

①青少年保護のための目標と基本原則：青少年の精神的・身体的な有害環境からの保護、有益

な環境づくりに努め、インターネットの安全利用サービスを提供するための方針を明示し

ている。 

②青少年保護装置：青少年が有害情報に晒されないように、青少年有害媒体物に認証マークを設

定して適用し、有害情報が公開されないようにするための予防措置を講じている。 

③有害情報による被害相談や苦情処理：有害情報による被害相談や苦情処理のための専門人

材を配して救済措置の遅延や処理不全による被害が広がらないように努め、独自の処理が

困難な場合は被害特性に適合する関連機関を案内する。 

④青少年有害情報へのアクセス制限と管理措置：違法又は青少年有害禁則語を通常検索を含

む各種サービスに拡大適用し、成人認証マークが設定されたサービスの利用範囲を制限し、

体系的に管理している。 

⑤青少年を有害情報から保護するための教育：青少年保護者と各サービス担当者に、青少年保

護の各種関連法令及び制裁の基準、有害情報を発見した時の措置、違反処理の報告手続き等

を教育している。 

⑥全利用者の意識向上を通じた青少年保護：サービス利用規約等を通じて不健全な行為をした

場合の利用制限や、民事・刑事上の責任を負う旨告知し、新型の有害情報が発生した場合の通

知やメールを介し迅速に伝播することで、青少年と全体の利用者を保護している。各種情報

の健全化教育やキャンペーン等を通じてネチケット意識を高める。 

⑦青少年保護責任者・担当者の指定：青少年保護責任者及び青少年保護担当者を指定し、青少

                                                   
283 http://green.naver.com/index.nhn (March 2018) 
284 http://policy.daum.net/youthpolicy/youthpolicy (March 2018) 

http://green.naver.com/index.nhn
http://policy.daum.net/youthpolicy/youthpolic
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年有害情報のブロックと管理、青少年有害情報からの青少年保護方針を策定する等、保護業

務を行っている。 

ウ グーグルコリア 

グーグルコリアは、ウェブ検索を規制しない方針に基づき、女性家族部が指定した青

少年有害媒体物のURLや消費者が申告した有害物以外のすべてを公開している。一方、

子供を保護するために親が行う子供のスマートフォン管理を支援するため、次のよう

な取組を行っている。 

（ア）スマートフォン管理アプリ Family Link 

2017年にグーグルは児童のスマートフォン管理アプリを発表した。満 13歳未満の児

童もアカウントを作れるが、親が同アプリを使った管理権限を持つ。[図 23参照] 

図 23 Google Family Link Korea 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.familylink&hl=ko&

rdid=com.google.android.apps.kids.familylink (March 2018) 
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以下にグーグル社のウェブサイトでのファミリーリンクに関する説明を抜粋285する。 

Google の Family Link アプリを使用すると、子供（13歳未満）が Android 端末

を使用するとき両親が継続してニュースを受け取ることができます。Family 

Link を介し、親アカウントと同じ子供アカウントを作成して Google サービスに

アクセスし、デジタル機器の使用ルールを設定することもできます。 

・使用できるアプリの管理：子供が Google Play ストアからダウンロードす

るアプリを承認・ブロックします。 

•使用時間の監視：活動報告で子供が好きなアプリを使用する時間を確認

し、使用時間の制限を設定します。 

•就寝時刻の設定：就寝時や休憩時間に子供の機器をリモートでロックしま

す。 

•Family Link を使用するには、子供用の Android 端末が必要です。互換性

のある機器リストを参照してください。 

•Family Link を使用すると、子供の購入やダウンロードを管理できますが、

アプリの更新（権限拡大を含む）、以前に承認されたアプリや家族コンテ

ンツライブラリの共有アプリをインストールするときは承認が不要です。

親は、子供がインストールしたアプリとその権限を確認する必要がありま

す。 

•子供の機器のアプリを慎重に検討し、子供が使用していないようにするア

プリを使用停止する必要があります。プリインストールされたアプリには

無効にできないものがあります。 

•バックグラウンドで実行される音楽プレーヤーやメッセージアプリ等は活

動報告では追跡できません。 

エ 非営利社団法人オープンネット 

オープンネット（Open Net）は 2013年に設立された韓国の非営利社団法人であり、

インターネットの自由、オープンシステム、共有政策を導入する活動を展開している286。

オープンネットは、若者のプライバシーと親の教育権の侵害を継続的に指摘し、16 年

８月にはスマートフォンの監視について憲法訴願を請求している。以下は同団体のサ

イトに掲載された記事である（2017年 11月 27日付）287。 

  

                                                   
285 https://families.google.com/intl/ja/familylink/ 

286 https://opennet.or.kr/ (March 2018) 
287 https://opennet.or.kr/14231(March 2018) 

https://opennet.or.kr/
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社団法人オープンネットは、カナダのトロント大学シチズンラボ288と共に、KT289

及び LGU+290のスマートフォン監視アプリである<KT 子供フォン安心><LGU+子供

フォン守り>に関して、セキュリティ監査報告を発表した。韓国の青少年スマートフ

ォン監視アプリに関する第４回目となる今回の報告書では、先の３回の報告と同じ

く、監視アプリがセキュリティに極めて脆弱であることを突き止めた。 

2015 年４月 16 日施行の改正電気通信事業法第 32 条の７及び同法施行令第 37 条

の８は、移動通信事業者が青少年と電気通信サービス提供に関する契約を締結する

場合、有害情報の遮断手段を提供することを強制している。別名「青少年スマートフ

ォン監視法」と呼ばれるこれらの法令によれば、移動通信事業者は、青少年のスマー

トフォンに有害媒体物ブロックアプリをインストールする必要があり、インストー

ル後は、アプリが削除されないよう継続的に監視する必要がある。親の同意も必要と

せず、監視アプリのインストールを強制する方法は世界的に類例がない。 

オープンネット、シチズンラボ、ドイツのセキュリティ監査専門会社<キュア 53

（Cure53）>が共同で作成した今回の報告書は、韓国の主要通信キャリアである KT

と LGU+の監視アプリ、<KT 子供フォン安心>と<LGU+子供フォン守り>を調査対象

としている。両者のアプリはすべて<プランティネット>という、親向けのサービス専

門会社が開発したもので、コードがほぼ同じであり、両者の利用者の個人情報が保存

されたサーバーに不正アクセスできる致命的なセキュリティの欠陥があった。 

 

記事によると、この結果について研究チームは、利用者保護について企業側が従来以

上に積極的に責任を持って取り組むべきことを示している、とし、４回にわたるセキュ

リティ監査報告を通じて、<スマート保安官>、<サイバー安心ジョン>、<スマート安心

ドリーム>、<オーレ子供フォン安心>及び< LGU+子供フォン守り>といった５つの青少

年スマートフォン監視アプリを分析した結果、すべてのアプリで致命的なセキュリテ

ィ上の問題を発見したとのことである。また、監視アプリの設計上、セキュリティやプ

ライバシーへの考慮がされていないことがわかり、単に開発者や販売者のみならず韓

国の監視アプリ業界全体に構造的なセキュリティ上の問題があることを報告している。 

 

さらに、記事では次のように状況を報告している。 

青少年をオンライン上に氾濫する有害媒体物とポルノから保護することについて

議論の余地はないが、国が青少年を含む社会的な脆弱者集団に特定の保護措置を強

制するときは、その保護措置が本当に必要かどうか徹底した安全性の検証が必要で

ある。オープンネットが Twitter や Facebook 等の SNS ユーザーを対象に行ったア

ンケート調査によれば、青少年スマートフォン監視アプリについて多くの親と子が

否定的に考えていることがわかった。回答者は青少年の管理アプリが青少年の自主

性や親の選択を侵害するものとみなし、有害情報遮断効果も大きくないと答えた。

                                                   
288 シチズンラボ（Citizen Lab）は、トロント大学のネット研究機関 https://citizenlab.ca/about/ 
289 韓国最大の通信事業者: https://corp.kt.com/eng/ 
290 韓国の通信事業者: http://www.uplus.co.kr/en/ 
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これらアプリを強制する「青少年スマートフォン監視法」は廃止されるべきだとい

う意見が多数を占めた。 

2016 年 12 月、韓国政府は親の拒否権を認める電気通信事業法の改正案を提出し

た。ただし、この改正案には青少年をセキュリティ上の脅威にさらす監視アプリ自

体の危険性は全く反映されていない。監視アプリを法人に強制する青少年スマート

フォン監視法を廃止し、親子間の対話と理解、十分な情報に基づいて利用者が自律

的に監視アプリをインストールできるようにするのが望ましい。 

 

（５）各家庭の取組 

上述のとおり、青少年を有害物から保護するアプリが彼らのスマートフォンに強制

的に搭載され保護者が監視できることと青少年のプライバシー保護の両立は難しい。

各家庭における取組も政府規制とプライバシー保護の間で揺れているように見える291。 

スマートフォン使用者の低年齢化に伴い、ネットいじめの被害者も低年齢化して

いる。京畿道ナミャンジュ市小学校のチェ・ソヨン教師（28歳）は、「最近の小学生

は約７割がスマートフォンを持ち、３年生～４年生の利口な子たちは、高学年のネッ

トいじめをまねています」という。同校では、ネットいじめを防ぐために担任教師と

生徒がカカオストーリー等の SNS で友人関係を結び定期的に報告するようにしてい

るが、これにも限界がある。友人の範囲を任意設定して投稿の公開範囲を調整できる

からだ。教師が生徒と友人関係になっても、生徒が教師を公開対象から外してしまえ

ば、被害事実は容易に摘発できない。 

保護者の立場では、子供にスマートフォンを買って与えるかどうか悩ましい。スマ

ートフォンを与えればネット上でいじめを受けないか心配だし、与えないと友人か

ら断絶されそうで心配だからだ。また、授業内容や課題等をスマートフォンにアップ

することも多い。2012年にリリースされた教材と授業課題の共有モバイルアプリ「ク

ラスティング」が代表的な例で、小学生の必須アプリと呼ばれる。2016 年４月初め

の基準加入者数は教師 17万人、生徒 155万人、保護者 38万人に達している。 

ソウル市城東区に住む K 氏も小学校６年生の子のスマートフォンのため心配が絶

えない。子供は「私だけスマートフォンがなくてカカオトーク会話で疎外され、クラ

スティングにアップされる文もわからないのでもどかしい」と不満を言う。担任教師

は、生徒にクラスティングへの参加を勧め、このアプリで写真の共有、課題の提出、

アイデア公募等を行う。担任は「スマートフォンのない生徒は、保護者のスマートフ

ォンを借りてクラスティングを使用してください」と言うが、生徒も親もフラストレ

ーションを募らせている。 

 

  

                                                   
291 http://weekly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=C01&nNewsNumb=002403100009 (March 2018, 
  http://weekly.chosun.com/client/news/viw.asp?nNewsNumb=002472100008&ctcd=C01&cpage=1 (March 

2018) 参考資料（４）関連記事と論評「学校でも家でもスマートフォン戦争」 

http://weekly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=C01&nNewsNumb=002403100009


第２部 調査の結果 

第２章 韓国 

４．青少年のインターネット環境の課題への対応 

   

98 

 

他方、ネットいじめの摘発のためにカカオトーク等の個人メッセンジャーの会話

内容を確認するのは人権侵害だとする議論がある。仁川市 S 小学校４年生の担任

イ・ジヨン教師（27歳）は、2015年にネットいじめの被害の情報提供を受け、自

ら学校暴力委員会を開いた。しかし、加害生徒の親の反対のためにカカオトークの

会話内容を確保するだけで３か月以上かかった。「ネットいじめだけで学校暴力委

員会が開かれることはなく、学校暴力アンケートにもネットいじめの関連項目は

ほぼ皆無だ」ともいう。2012年に法律が改正され、「学校暴力の予防及び対策に関

する法律」にネットいじめが学校内暴力の一種として明示されたが、大半の学校は

伝統的な学校内暴力だけに焦点を当てているのが現状だ。 

【週刊朝鮮 2016 年４月 18日号】 

ア 親による青少年インターネット利用環境の確認行為 

スマート保安官制度292の導入により、保護者が同アプリによって未成年者を有害コ

ンテンツから保護できる一方、アプリによるプライバシー侵害に対する批判も少なく

ない。19歳未満のユーザーが強姦、殺人、妊娠、自殺、いじめ等のブラックリストに載

っている単語を使用すると、アプリの内蔵ソフトウェアが作動し、保護者に警報が届く。

また、保護者が彼らのスマートフォンの使用位置、使用時間、使用アプリ、訪問サイト

を監視でき、使用中のアプリを削除し、電源を切る等のリモート制御もできる293。 

2015 年９月、カナダ・トロント大学のシチズン・ラボ294がスマート保安官アプリに

ついてセキュリティ上の脆弱性を指摘したことを受け、韓国内で批判が高まり、政府支

援に基づくサービス提供が中断され、2016 年末にスマート保安官アプリはサービス提

供を終了した。ただし、電気通信事業法が、アプリのインストールを強制しているため、

移動通信事業者等は同種のアプリを継続して配布している。移動通信事業者が青少年

と契約する場合、青少年有害媒体物とわいせつ情報をブロックする手段の提供を事業

者に義務付けているためである（電気通信事業法施行令第 37条の８295）。 

  

                                                   
292 本章第４節（２）ウ 参照。 
293 https://citizenlab.ca/2017/11/still-safer-without-kt-olleh-kidsafe-clean-mobile-plus/ 等 (March 2018) 
294 The Citizen Lab: https://citizenlab.ca/?s=smart+sheriff (March 2018) 
295 ①電気通信事業法第 32条の 7第 1項295の規定により、青少年保護法に基づいて青少年との電気通

信サービス提供に関する契約を締結する電気通信事業者は、その若者が電気通信サービスを介して青

少年保護法第 2条第 3号による青少年有害媒体物と違法なわいせつ情報（以下「青少年有害媒体物

等」）への接続をブロックするため、青少年の移動通信端末装置に青少年有害媒体物等をブロックす

るソフトウェア等の遮断手段を提供しなければならない。②第 1項の規定により遮断手段を提供する

場合は次の各号の手順に従う。(1)契約締結時 a.青少年と法定代理人に対し遮断手段の種類と内容

等を告知する。b.遮断手段が設置されているかどうかを確認する。(2)契約締結後、遮断手段が削除

されたか同手段が 15日以上作動しなかった場合、法定代理人に毎月その旨通知する。 

https://citizenlab.ca/?s=smart+sheriff
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イ 親によるフィルタリング利用率 

ヤン・スビンら296の「青少年のスマートフォン使用に関する保護者仲裁サービスデザ

インの探究」（2014）297による、親による青少年のスマートフォン使用制限に関する調

査結果の要旨を抜粋し引用する。 

スマートフォンは、仲介ソフトウェアを介して問題のある使用を中止できる。す

でに複数の親―子供間仲介アプリケーションが流通しているが、これらのなかに

は、女性家族部と放送通信委員会が通信キャリアと合弁で開発したスマート保安

官、ソウル市が開発した子供スマート・キーパー等、政府レベルが支援したアプリ

ケーションがある。一般的なソフトウェアには、モモラング、キッズマネージャ

ー、マイキッズフリック、X キーパー等、約 10種類の親―子供間用スマートフォ

ンの使用中止プログラムがある。これらは使用情報の共有と仲介/節制機能を提供

する。共有情報は、全使用時間/回数、アプリごとの使用時間/回数、アプリの内容、

場所確認等であり、仲介/節制機能には時間ロックの設定、アプリ別のロック、ロ

ック解除要求等の機能がある。 

調査結果によると、これらのアプリを使ってみた親は約 20％に過ぎず、その中

で効果があったと回答した者は 26％に過ぎず、明らかに既存のアプリケーション

とのアクセスや効用性が低いことがわかった。また、従来の研究では、スマートフ

ォンの導入に伴う親の仲介方法の変化とその困難さを発見できなかった。本研究

では、困難点を把握し、特に若年層の問題のあるスマートフォンの使用仲介を家庭

内でどのように行うか、スマートフォンの使用を仲介できる適切なデザインの提

示を試みる。 

ウ 親子間の話し合い、ルール設定等 

同じくヤン・スビンらによる上記論文は、親による青少年のスマートフォン使用制限

に関し、興味深い調査を行っている。以下、その要旨を抜粋し引用する。 

青少年のスマートフォン使用に関する親の関与は、活動の種類、時間帯、総時間、

場所、使用内容等についてほとんどが一方的に制限する統制的な方法だった。例え

ば、勉強する時に禁止、夜 11時に押収等である。活動の種類は、寝る前、勉強・宿

題をする時、学校・塾に行く時、食事の時、家族と一緒の時等、勉強に関連する活動

の時に使用制限することが多い。使用制限する時間は、主に夕方から就寝時間前（夜

８時～12 時ごろ）であった。子供が帰宅後に自宅で勉強する時間や就寝を妨げるこ

とを懸念したものと考えられる。総時間の制限では、ほとんど自由使用させない、帰

宅後１時間ほど使用できる、週末に１時間程度使用できる等の方法である。使用自体

を制限する例もある。 

                                                   
296 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) エンジニアリング部門の研究者グループ 
297 Investigation of Service Design Factors of Parental Intervention on Teen’s Use of Smartphone by Subin Yang, 

Minsam Ko, and Uichin Lee, the Engineering Department of KAIST Knowledge Service, Korea 
http://ic.kaist.ac.kr/wikipages/files/HCIK2015_155.pdf (March 2018) 

http://ic.kaist.ac.kr/wikipages/files/HCIK2015_155.pdf
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使用場所を制限する親も多い。子供部屋、学校、塾等ではスマートフォンを押収

し、家庭ではリビングのような共用スペースに置いて使用を制限する。ゲーム・映像

等を見たら遮断する例もあるが、スマートフォンが本来個人の機器であり、小さな画

面のため内容まで制御するのが難しいため、これらの制限方法を取っていると考え

られる。使用を制限する主な方法は、指示、押収、ブロック等であり、単に使用禁止

を指示する方法が最も多い。また、一定時間スマートフォンに触れられないようにす

る方法として、一定の条件で子供が親に返却する、共用スペースに置く、いつも親が

持っている等の方法が多い。子供の使用を基本的に遮断する方法もあり、専用ソフト

ウェアによる遠隔コントロール、家庭内の Wi-Fi 遮断、キャリアが提供するデータ

調整等の方法がある。 

使用制限について回答者の 27.27％は自分の戦略が効果的だとし、41.81％は普通、

30.90％は効果がないと答えた。自分の戦略が効果的と答えた回答者に多かったの

は、使用できる総時間を定める方法だ。これは一定の時間内において子供の自律性が

保障されるためと考えられる。普通・効果がないと答えた方策には、活動による制

限、場所・時間帯による制限が等しく使われていた。効果がないとした回答者に多い

のは「言葉で言い聞かせる」「たまに訪問履歴を開いて確認する」等、一貫した適用

条件でない場合が多く、親子間における明確な条件と方法の確立が効果に影響する

ことが確認された。 

多くの親たちは、自分の試みの失敗に対し「全く言うことを聞かない」「約束して

も守らない」等と答えた。子供のスマートフォン依存と自制力の不足も、親子間で決

めたルールが形骸化する要因だとされた。多くの回答者は子供が「すでに深刻な中毒

症だ」「ゲームを始めると、決めた時間内に終了できない」等、スマートフォン依存

のためルールの適用が難しいと述べている。「友達と宿題する等、他の勉強との関係

で話す必要がある」「友達からくるカカオトーク、バンドメール298を確認しなくちゃ」

等と言われ使用を許す等、子供たちの仲間との関係で使用を許すことも明らかにな

った。「英語の単語検索に必要だから」「担任教師のグループメールを確認しないと」

「宿題に必要な資料を検索する」等、勉強や学校生活に必要な情報を受信するのに必

要なので、徹底して制限できないという回答者も多い。 

 

  

                                                   
298 仲間やグループ（band）で作るサイバー空間。同好会や勉強等、テーマ別のバンドが作られる。 
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（６）関連用語 

ア 青少年基本法に定める関連用語 

青少年基本法第３条は、青少年の他、青少年育成・活動・福祉・保護・施設・指導・

団体等について以下のとおり定義している。 

1.「青少年」とは、９歳以上 24歳以下の者をいう。ただし、他の法律において青少年に対し

異なる適用が必要な場合は、別途定めることができる。 

2.「青少年育成」とは、青少年活動を支援し、青少年福祉を増進して勤労青少年を保護すると

ともに、社会条件と環境を青少年に役立つように改善し、青少年を保護して青少年教育を補

完することにより、青少年の均衡ある成長を助けることをいう。 

3.「青少年活動」とは、青少年の均衡ある成長に必要な活動及び、これらの活動に基づく研修

活動・交流活動・文化活動等、多様な形態の活動をいう。 

4.「青少年福祉」とは、青少年が通常の生活を享受できる基本的な条件をつくり、調和した成

長・発達ができるように提供される社会的・経済的な支援をいう。 

5.「青少年保護」とは、青少年の健全な成長にとって有害な物質・物・場所・行為等、各種の青

少年に対する有害環境を規制し、青少年による接触又は接近を制限することをいう。 

6.「青少年施設」とは、青少年活動・青少年福祉及び青少年保護のために提供される施設をいう。 

7.「青少年指導」は、次の各目を指す。 

a.第 21条の規定に基づく青少年指導士 

b.第 22条の規定に基づく青少年相談士 

c.青少年施設・青少年団体・青少年の関連機関において青少年育成に必要な業務に携わる者 

8.「青少年団体」とは、青少年育成を主目的として設立された法人や大統領令に定める団体を

いう。 

イ 青少年保護法等に定める関連用語 

以下に用いる「ゲーム」「ビデオ」等について正確な理解をするため、青少年保護法

等関連法令における定義を確認しておく。日本語に対応する用語又は通用する訳語が

ないものを含め、本章では以下の用語を以下の法定義に沿って使うものとする。 

（ア）ゲーム 

ゲーム産業の振興に関する法律第２条第１号は次のとおり定義している。 

「ゲーム」とは、コンピュータープログラム等の情報処理技術や機械装置を用いて娯楽に供

し、又はこれに付随してレジャー・学習・運動効果等を高めるように設計された映像又は主

にその映像を利用するために製作された機器と装置をいう。ただし、次の各目のいずれかに

該当するものを除く。 

a. 射幸性ゲーム 

b. 観光振興法第 3条の規定*による観光事業の規律対象となるもの 
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c. ゲームとゲームでないものが混在しているため、文化体育観光部長官が定めて告示する

もの 

*第３条第３号 c 項に、青少年活動振興法第 10 条第１号 e 項に定める青少年キャン

プ場は除外する、とある。 

（イ）ビデオ 

映画及びビデオの振興に関する法律第２条第 12号は次のとおり定義している。 

「ビデオ」とは、連続した映像がテープ又はディスク等のデジタルメディア又は機器に含まれ

る著作物で、機械・電気・電子や通信機器によって再生され、視聴できるように製作された物を

いう。ただし、次の各目のいずれかに該当するものを除く。 

a. ゲーム産業振興に関する法律第２条第１号の規定に基づくゲーム 

b. コンピュータープログラムによるもの（映画が収録されていないものに限る） 

（ウ）青少年有害物や場所 

青少年保護法第２条は、「青少年有害媒体物」「青少年有害薬物」「青少年有害物」「青

少年有害営業所」「青少年の出入りと雇用が禁止される営業所」「青少年の雇用が禁止さ

れる営業所」を次のとおり定義している。 

1.「青少年」とは、満 19歳未満の者をいう。ただし、満 19歳になる年の 1月 1 日を迎えた者

は除く。 

2.「媒体物」とは、次の各目のいずれかに該当するものをいう。 

a. 映画及びビデオの振興に関する法律に基づく映画及びビデオ 

b. ゲーム産業振興に関する法律に基づくゲーム 

c. 音楽産業振興に関する法に基づくアルバム、音楽ファイル、音楽映像、音楽ビデオファイ

ル 

d. 公演法に基づく公演（国楽の公演は除く） 

e. 電気通信事業法に基づく電気通信を通じた符号・文言・音響・映像による情報 

f. 放送法に基づく放送番組（報道番組を除く） 

g. 新聞等の振興に関する法律に基づく日刊一般紙（主に政治・経済・社会に関する報道・論

評・世論を伝える新聞を除く）、日刊専門紙（経済・産業・科学・宗教分野を除く）、週刊

一般紙（政治・経済分野を除く）、週刊専門紙（経済・産業・科学・時事・宗教分野を除く）、

インターネット新聞（主に時事・論評・世論を伝える記事を除く）とインターネット・ニ

ュースサービス  

h. 雑誌等の定期刊行物の振興に関する法律に基づく雑誌（政治・経済・社会・時事・産業・

科学・宗教分野は除く）、情報出版物、電子出版物及びその他の出版物 

i. 出版文化産業振興法に基づく出版物、電子出版物、外国の刊行物（g.と h.に該当する媒

体物は除く） 

j. 屋外広告物等の管理と屋外広告産業振興に関する法律に基づく屋外広告物と a.から i.ま

での媒体物に収録・掲載・表示されるか、その他の方法で挿入される商業的広告宣伝物 

k.その他、青少年の精神的・身体的健康を害する恐れがあるとして、大統領令に定める媒体

物 
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3.「青少年有害媒体物」とは、次の各目のいずれかに該当するものをいう。 

a. 第 7条第 1項本文及び第 11条の規定により青少年保護委員会が青少年有害と判断し、確

認した後、女性家族部長官が告示した媒体物 

b. 第 7条第 1項ただし書及び第 11条の規定により各審議機関が青少年有害と審議し、確認

した後、女性家族部長官が告示した媒体物 

4.「青少年有害薬物等」とは青少年有害と認められる次の a.の薬物（以下「青少年有害薬物」とい

う。）及び青少年有害と認められる次の b.の物（以下「青少年有害物」という。）をいう。 

a. 青少年有害薬物 

1）酒税法に基づく酒類 

2）タバコ事業法に基づくタバコ 

3）麻薬類管理に関する法律に基づく麻薬類 

4）化学物質管理法に基づく幻覚物質 

5）その他、中枢神経に作用し、習慣性、中毒性、耐性等を誘発して、人体に有害な作用を及ぼ

す薬物等、青少年の使用を制限しないと青少年の心身を深く損傷する恐れがある薬物として、

大統領令に定める基準に基づいて関係機関の意見を聞き、第 36 条の規定による青少年保護

委員会（以下「青少年保護委員会」という。）が決定し、女性家族部長官が告示した物 

b. 青少年有害物 

1）青少年にわいせつ行為を助長する性具等、青少年の使用を制限しないと青少年の心身を深

く損傷する恐れがある性関連の物として、青少年保護委員会が大統領令に定める基準に基

づいて決定し、女性家族部長官が告示した物 

2）青少年にわいせつ・暴悪性・残忍・射幸性等を助長する玩具類等、青少年の使用を制限し

ないと青少年の心身を深く損傷する恐れがある物として、青少年保護委員会が大統領令に

定める基準に基づいて決定し、女性家族部長官が告示したもの 

3）青少年有害薬物と類似した形態の製品で、青少年の使用を制限しないと青少年が有害薬物

を利用する習慣を大いに助長する恐れがあるとして、青少年保護委員会が大統領令に定め

る基準に基づいて決定し、女性家族部長官が告示したもの 

5.「青少年有害営業所」とは、青少年の出入りと雇用が青少年有害と認められる a.の営業所

（以下「青少年出入雇用禁止営業所」という。）及び青少年の出入りはできるが、雇用が青

少年有害と認められる b.の店（以下「青少年雇用禁止営業所」という。）をいう。なお、営

業所の区分は、他の法令に基づいて要求される許可、認可、登録、申告等の如何にかかわら

ず、それが営業するときの実際に行われる営業行為を基準とする。 

a. 青少年出入雇用禁止営業所 

1）ゲーム産業振興に関する法律に基づく一般ゲーム提供業、複合流通ゲーム提供業のうち大

統領令に定めるもの 

2）射幸行為等の規制及び処罰特例法による射幸行為の営業 

3）食品衛生法による食品接客業のうち大統領令に定めるもの 

4）映画及びビデオの振興に関する法律第 2条第 16号に基づくビデオの鑑賞室業及び閲覧制

限ビデオの小劇場業や複合映像の提供業 

5）音楽産業振興に関する法律に基づく歌唱練習場業のうち大統領令に定めるもの 

6）体育施設の設置・利用に関する法律に基づく舞踏学院業と舞踏場業 

7）電気通信設備を備え、不特定の人々の音声会話やビデオ会話の媒介を主な目的とする営
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業。ただし、電気通信事業法等、他の法律に基づいて通信を媒介する営業を除く 

8）不特定の人々との身体的接触や陰部露出等の性的行為を行い、又は類似する行為を行う恐

れがあるサービスを提供する営業所として青少年保護委員会が決定し、女性家族部長官が

告示したもの 

9）青少年有害媒体物と青少年有害薬物等を製作・生産・流通する営業等、青少年の出入りと

雇用が青少年有害と認められる営業所として、青少年保護委員会が大統領令に定める基準

に基づいて決定し、女性家族部長官が告示したもの 

10）韓国馬事会法第 6条第 2 項の規定に基づく場外発売所（競馬の開催日のみ） 

11）競輪及び更正法第 9条第 2項の規定に基づく場外発売所（競輪・競艇の開催日のみ） 

b. 青少年雇用禁止営業所 

1）ゲーム産業振興に関する法律に基づく青少年ゲーム提供業、インターネット、コンピュー

ターゲーム施設の提供業 

2）公衆衛生管理法に基づく宿泊業、浴場業、理容業のうち大統領令に定めるもの 

3）食品衛生法に基づく食品接客業のうち大統領令に定めるもの 

4）映画及びビデオの振興に関する法律に基づくビデオの小劇場業 

5）化学物質管理法に基づく有害化学物質の営業所。ただし、有害化学物質の使用と直接関係

ない営業として大統領令が定める営業所を除く。 

6）会費等を受領し、漫画を有料で貸し出す漫画貸与業 

7）青少年有害媒体物と青少年有害薬物等を製作・生産・流通する営業等、青少年の雇用が青

少年有害と認められる営業として、青少年保護委員会が大統領令に定める基準に基づいて

決定し、女性家族部長官が告示したもの 

6.「流通」とは、媒体物又は薬物等を販売・貸与・配布・放送・公演・上映・展示・陳列及び

広告し、視聴又は利用を提供する行為と、これらの目的のために媒体物又は薬物等を印刷・

複製又は輸入する行為をいう。 

7.「青少年暴力虐待」とは、暴力や虐待を介して青少年に身体的精神的被害を生じさせる行為

をいう。 

8.「青少年有害環境」とは、青少年有害媒体物、青少年有害薬物等、青少年有害営業所・青少

年暴力虐待をいう。 

ウ その他関連法令等に定める用語 

本章１（１）で青少年及びインターネット関連等の用語を確認したが、関連法令にお

いて定義を異にする用語もある。また、日本で一般に使われる用語と異なるものも少な

くない。 

（ア）青少年・児童・未成年等の用語 

青少年基本法は青少年を満９歳以上 24歳以下と定義している。他方、青少年保護法

は満 19歳未満と定義し、満 19歳になる年の１月１日を迎えた者は除くとしている299。

                                                   
299 10月１日に 19歳の誕生日を迎える者は、同年１月以降９月末まで 18歳であるにもかかわらず、

同法上「青少年」とみなされない。 
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２つの法令を含む関連法令における青少年・未成年者等の定義は表 46（本章 1 参照）

のとおりである。  

（イ）ネットいじめという用語 

ネットいじめの定義について、チョン・ハルラ 2013は次のように述べている300。時々

刻々変化するインターネット技術の発展と、インターネットに容易に接続できる様々

なスマート機器の登場、これらによる新しいインターネット機能障害の発生等もあり、

ネットいじめを明確に定義することは決して容易ではない。 

学界では「相手に精神的、心理的な被害を引き起こす可能性があるサイバースペース

上の罵詈、批難、脅迫、流言飛語、いじめや嫌がらせ等の行為」として概念化し（ギム・

ギョンウン、ユン・ヒェミ 2012）、政府等の公共機関では「情報通信網を通じて、符号・

文献・音響・画像又は映像を用いて他人の私生活を侵害し、名誉毀損等の権利を侵害す

る行為」と説明することがある（放送通信審議委員会 2008）。 

法律的に類似した概念「ネットいじめ」は、「インターネット、携帯電話等の情報通

信機器を用いて、特定の生徒を対象に、生徒が継続して、繰り返し心理的攻撃を加え、

特定の生徒に関する個人情報や虚偽の事実を流し、相手に痛みを感じさせる一切の行

為」と定義されている（学校内暴力の予防及び対策に関する法律）。 

これらを整理すると、ネットいじめとは、コンピューター等の情報通信機器を活用して、

サイバースペース上で他人に対し、主に文字、画像、音声等で敵対的な表現と態度を意図

的に繰り返し行い、相手に精神的、物質的な被害を与える犯罪行為として要約できる。 

（ウ）学校内暴力とサイバーいじめ 

学校内暴力の予防及び対策に関する法律第２条は「サイバーいじめ」「学校内暴力」

等につき、次のように定義している。 

1.「学校内暴力」とは、生徒を対象として学校内外で発生した傷害、暴行、監禁、脅迫、略取

及び誘引、名誉毀損及び侮辱、恐喝、強要及び強制的な使い走りや性暴力、いじめ、サイバーい

じめ、情報通信網を利用した淫乱及び暴力情報等による、身体及び精神又は物的損害を伴う行為

をいう。 

1の 2.「いじめ」とは、学校内外で２人以上の生徒が特定の人や特定集団の生徒を対象に、継続

又は繰り返し物理的・心理的な攻撃を加え、相手に痛みを感じさせる一切の行為をいう。 

1の 3.「ネットいじめ」とは、インターネット、携帯電話等の情報通信機器を利用し、生徒が

特定の生徒を対象に継続して又は繰り返し心理的な攻撃を加え、特定の生徒に関する個人情報

や虚偽の事実を流して相手に痛みを感じさせる一切の行為をいう。 

2.「学校」とは、初・中等教育法第 2条に定める小学校・中学校・高等学校・特殊学校・各種

学校について、同法第 61 条の規定に基づいて運営する学校をいう。 

3.「加害生徒」とは、加害者のなかで学校内暴力を行使し、その行為に加担した生徒をいう。 

                                                   
300 「韓国内外のサイバー暴力の事例及び各国の対応策」Internet & Security Focus、2013年 10月号、

p.32。 
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4.「被害生徒」とは、学校内暴力により被害を受けた生徒をいう。 

5.「障害生徒」とは、身体的・精神的・知的障害等のため「障害者等に対する特殊教育法」第

15条に規定する特殊教育を必要とする生徒をいう。 

 


