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参考資料 

（１）アメリカ：本文中の各表の補足資料 

ア 青少年の各種インターネットサービス利用率に関する補足資料  

[本文２（１）ア] 

コモンセンスメディア調査「トゥイーン及びティーンのメディア利用状況301」（原資料） 

本文に掲載した表に関する補足として調査結果の前提と各表の説明を記載する。 

注釈：ここでの「任意の日（調査前日）に使用した」は、下記のとおり、調査対象者に対し、「回答

を記入した前日」という特定の日に、該当するメディアを使用したか否か、及びその使用時間等を尋

ねたものである。調査は４週間かけて実施され、全体では、週の異なる日に均等に分散して実施され

ていたため、「国内で任意の日に（On any given day）利用された状況」の指標だとされている。例え

ば、任意の日にトゥイーンの 75％がテレビを見たことがわかる。ここには「時々見る」という者も含

まれることがあるため、「毎日」見ると答えた比率よりも高くなるはずである。全員に対して特定の同

じ日を示して尋ねたものではないため、ここでは「任意の日（調査前日）に使用した」とした。 

Proportion who use each medium on any given day. The report also documents the 

percent of young people who engage in a particular activity―or use a particular device

―on any given day in this country. In this survey, respondents indicated whether they 

had done each activity “yesterday”―that is, the day prior to completing the survey―and 

if so, how much time they spent doing it and on what device(s). Since the survey was 

administered evenly across the seven days of the week over a period of four weeks, this 

measure creates a useful index of what happens on any given day in this country.  By 

this measure, one would see, for example, that on any given day 75 percent of tweens 

watch TV.  The proportion of respondents who watch TV on any given day should be 

higher than the percent who say they are “daily” viewers (62 percent) , because that 

percentage also likely includes some of the tweens who say they watch “several times a 

week.” 

イ メディア利用の類型について Media Use Typology 

以下、原資料より関連部分の抜粋と抄訳を記載する302。 

Yong people differ widely in their media preferences and patterns of use. On their own, 

the measures for “total media time” or “total screen time” can mask substantial 

variations in the types of media young people are devoting their time to. Almost all young 

people spend some time watching TV and listening to music, but beyond that, their 

media “diets” look very different from one another. In many cases, those who report 

spending a lot of time using one particular medium spend far less than their peers using 

other types of media―for example, they might devote a great deal of time to mobile 

games but almost none to video games. The study identifies several distinct patters of 

media use among young people, which we call media use profiles.  

                                                   
301 The Common Sense Census 2015：Media Use by Tweens and Teens  
302 同上 p.26 
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若者は、そのメディア利用の志向と利用パターンにおいて一人ひとり大きく異なっている。メディ

ア利用時間または（ゲーム機、携帯電話等の）画面を見ている全時間といった尺度では、若者のメ

ディア利用における多様な実態を見逃しかねない。ほぼすべての若者が、テレビ･音楽を視聴する

が、そのメディア「利用習慣」は、一人ひとり大きく異なっている。多くの場合、一つの特定メデ

ィアに長時間費やす者は、他の人と比べても他のメディアの利用時間が大幅に少ない。たとえば、

モバイルゲームには長時間没頭するような者が、ビデオゲームはほとんどやらない。この調査は、

いくつかのメディア利用におけるパターンを如実に示している。 

For example, among teens, we first identified Heavy Viewers as those who were at least 

at the 75th percentile in terms of time spent watching TV or videos (210 minutes). We 

then defined Gamers /Computer Users as those who spent at least 180 minutes (75the 

percentile) on console/handheld (but not mobile) gaming, or any computer game time (a 

rare occurrence) and a significant amount of computer use. The remaining teens were 

then classified to be Social Networkers if they spent 85 minutes (75th percentile) or more 

on social media: Readers if they spent 30- minutes or more on reading or any writing 

time; or Light Users if they didn’t fall into any of the others categories. We then further 

validated these categories by examining how they were associated with various 

demographic variables, and how they compared to other media use indicators’ 

relationships with similar demographics. In the end, this analysis indicated that youth 

can be categorized into mutually exclusive profiles of media use, presented below. 

ティーンの調査対象者については、まず、テレビ・ビデオ視聴時間で 75％値（210分）以上にあたる重

度視聴者を特定した。その上でゲーマー・コンピューター使用者を、コンソール若しくは（モバイルで

はない）小型端末で少なくとも 180分（75％値）遊ぶ者、または時間を問わずコンピューターゲームを

利用する者、ならびに非常に長時間のコンピューター利用者とした。それ以外のティーンは、85分（75％

値）以上ソーシャルメディアに費やせばソーシャルネットワーカー、30分以上読み書きに費やせばリー

ダー、又はどのカテゴリーにも該当しなければ軽度の利用者と分類した。さらに、これらのカテゴリー

について、人口統計学的変数との関連を調べ、加えて他のメディア利用と人口統計学的要素との関連を

比較して意義を確認した。最終的には、この分析によって若者のメディア利用は次のようにそれぞれ排

他的な様相のカテゴリーに分類されることがわかった。 

Teens. Among teens, five distinct profiles of users were identified; heavy video viewers 

(“Heavy Viewers,” 26 percent of all teens), heavy gamers and computer users 

(“Gamers/Computer Users,” 20 percent), heavy readers (Readers,” 13 percent), heavy 

social media users (“Social Networkers,” 10 percent), and light media users (“Light 

Users,” 32 percent). 

ティーンでは、利用者に５つの明確なタイプが現れた。重度ビデオ視聴者（すなわち「重度視聴

者」で、ティーン全体の 26％）、重度ゲーマー及びコンピューター使用者（20％）、重度読書者（す

なわち「リーダー」で 13％）、重度ソーシャルメディア利用者（「ソーシャルネットワーカー」で

10％）、及び軽度のメディア利用者（32％）である。 

Heavy Viewers. The Heavy Viewers―one in four of all teens―have the highest media 

usage among either age group. Teen Heavy Viewers average more than 13 hours a day 

(13:20) with screen media, including nearly six and a half hours (6:24) watching TV and 

videos, two hours (2:09) using social media, over an hour playing mobile/computer games 

(1:14), and about an hour (:57) playing video games. They also listen to music for 2:40 
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and read for about a half hour (:32). Heavy Viewers are more likely than other teens to 

come from lower income homes, to have TVs and video game players in their rooms, and 

to live in homes where the TV is left on all the time. Not surprisingly, they are also more 

likely than other teens to say they enjoy watching TV and online videos “a lot.” 

重度の視聴者は、ティーンの４分の１を占め、他の年齢カテゴリーと比べて最もメディア利用率が高

い。ティーンの重度視聴者の中で、スクリーン媒体の利用は平均して１日当たり 13 時間以上で、その

中には６時間半近いテレビ･ビデオ視聴、２時間以上のソーシャルメディア利用及び１時間以上のモバ

イル・コンピューター両ゲーム利用及び１時間近いビデオゲーム利用者が含まれる。さらに、重度の視

聴者はまた、２時間 40分音楽を聴き、約 30分読書をするが、他のティーンと比べ低所得世帯である傾

向が強く、テレビ・ビデオゲームプレーヤーが自分の部屋にあり、いつもテレビが自由に使える状態に

置かれた家庭にいる。彼らはまた、他のティーンと比べてテレビ及びオンラインビデオを楽しんでいる

と答える傾向が強い。 

Social Networkers. Social Networkers―10 percent of all teens―spend more than three 

hours a day (3:17) using social media, far more than other teens. They are more likely to 

say they enjoy using social media (70 percent) than other teens (for example, 29 percent 

of Light Users do, and 42 percent of Heavy Viewers do). They watch TV for about an 

hour and a half (1:34) a day and are on their smartphones for two and a half hours (2:34) 

for things other than social media or gaming. All told, these young people spend seven 

hours a day (7:03) with screen media, on average. They tend to be female (66 percent), 

and almost all of them have their own smartphones (84%). 

ソーシャルネットワーカーは、ティーン全体の 10％を占め、１日３時間以上と他のティーンと比べ大

幅に長い時間ソーシャルメディアを利用している。軽度の利用者の 29％、重度の視聴者の 42％に対

し、ソーシャルネットワーカーは、ソーシャルメディアを楽しんでいると答える傾向が 70％と強い。

彼らは１日にテレビを１時間半ほど見て、スマートフォンを（ソーシャルメディア･ゲーム以外で）２

時間半使い、合計するとスクリーン媒体を１日平均７時間利用している。また、女子が 66％と多く、

ソーシャルネットワーカーの 84％が自分のスマートフォンを持っている。 
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表 66 ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）利用状況率303  

[本文表５参照]  

 
 
表下部の注（Note）* 
右肩小文字の a、bは対象グループ間の差異が統計的に重要である（５ポイントを超える）かどうか

を示す。異なる小文字が付された数値項目はその間の差異が重要であり、小文字が同じである又は

小文字が付されていない場合は、差異がさほどない。 

More than half (52 percent) of teen girls say they use social media “every day”, compared 

with 38 percent of boys. On any given day, two-thirds (64 percent of teen girls use social 

media, compared with 51 percent of boys. Among those who do use social media, boys 

spend an average of 1:42 a day, and girls spend 2:22 (this means the average among all 

teens is :52 a day for boys and 1:32 for girls). 

ティーン男子の 38％に対し、ティーン女子の半数以上（52％）が、ソーシャルメディアを「毎日」利

用すると回答している。任意の日（調査前日）にソーシャルメディアを利用したと答えたティーン男

子は 51％であるのに対し、ティーン女子では３分の２（64％）にのぼる。ソーシャルメディアを利用

する男子の平均利用時間は、１日当たり１時間 42分であるが、女子は２時間 22分をこれに費やして

いる。（ティーン全体での平均は、男子が１日 52分、女子が１時間 32分である） 

  

                                                   
303 The Common Sense Census：Media Use by Tweens and Teens p. 39  
 表 27「年齢・ジェンダー別ソーシャルメディアの好まれる度合、使用頻度、１日に費やす時間

（Social Media Enjoyment and use, by age and gender）」より Teens 部分抜粋） 
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表 67 オンラインゲーム利用状況率304―モバイルゲーム305  

[本文表６参照] 

 

Mobile games. Among tweens, mobile gaming is primarily a tablet-based activity, while 

among teens it's primarily a smartphone-based activity. Regardless of whether games 

are played on a phone, a tablet, or an iPod Touch, the amount of time spent playing is 

roughly the same, among those who do play (about an hour and a quarter). Among both 

tweens and teens, boys spend more time playing mobile games than girls do (13 

minutes more among tweens and six minutes more among teens, on average), but the 

differences are not nearly as extreme as they are with console video games. 

モバイルゲーム：トゥイーンでは、基本的にタブレット中心だが、ティーンの間ではスマートフォン

中心である。機器（携帯、タブレットまたは iPod Touch）を問わず、ゲームをする者の間では、利用

時間はほぼ同じで１時間 15 分くらいである。トゥイーンでもティーンでも、女子より男子のほうが

ゲームに費やす時間が長い（平均するとトゥイーンで 13分、ティーンで６分長い）ものの、コンソー

ルビデオゲームの場合ほどこの相違は極端ではない。 

  

                                                   
304 同上（The Common Sense Census 2015: Media Use by Tweens and Teens）p.45 
305 同上 p.8、モバイルゲームはタブレット、スマートフォン、又は iPod Touch でのゲーム。 
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表 68 ミュージック（すべての形態の音楽）利用状況306  
[本文表７参照] 

 

Popularty and time spent. Listening to music is at or near the top of yong people’s media 

activity preferences. Among teens, music dominates. Nearly three-quarters (73 percent) 

of teens say they enjoy listening to music “a lot,” far more than those who say that about 

any other activity (watching TV is a distant second, at 45 percent, and using social media 

is at 36 percent). And while there is a great deal of diversity as far as which activity 

teens name as their “favorite,” 30 percent choose listening to music , twice as ,many as 

the next most popular activity―playing video games―which garners 15 percent. On any 

given day, far more teens listen to music than engage in any other media activity―an 

overwhelming 81 percent, compared with 58 percent who use a smartphone for anything 

and 71 percent who watch TV on any device. On average, among all teens, nearly two 

hours a day is devoted to listening to music (1:54). 

人気度及び音楽聴取時間：音楽聴取は、若者のメディア利用志向としてはトップクラスである。ティ

ーンの中では音楽が独壇場で、ほぼ３分の２（73％）が音楽を「非常に楽しんで」いる（大幅に離れ

て２位のテレビ視聴で 45％、ソーシャルメディアが 36％である）。加えてティーンの「好きな」アク

ティビティというと幅が大きいものの、音楽聴取が 30％であり、これは次点のビデオゲーム（15％）

の２倍である。任意の日（調査前日）に音楽を聴いたティーンは他のメディア利用者より非常に多く

81％、これは、何らかの用途にスマートフォンを利用した 58％及び何らかの機器でテレビを視聴した

71％と比べて圧倒的な数値である。すべてのティーンが、平均２時間近く音楽を聴いている。 

When teens were asked to choose their “favorite” media activity, 37% of girls picked 

listening to music more than any other activity; reading and using social media are tied 

for second at 14 percent each. Three-quarters (74%) of teen girls say they listen to music 

“every day,” compared with 58% of teen boys. Both boys and girls devote a substantial 

amount of time to music, even as tweens but especially as teens. On average, 8 - to 12- 

year- old boys spend 40 minutes a day listening to music, while girls this age spend just 

over an hour (1:03). Among teens, boys listen to music for over an hour and a half (1:37), 

while teen girls listen for more than two hours a day (2:12) on average.   

                                                   
306 同上 p. 38 
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ティーンでは、女子の 37％が他のどのメディア利用活動よりも音楽を好きなアクティビティと答え、

読書とソーシャルメディアが共に２位の 14％である。ティーン男子の 58％に比べ、ティーン女子の

３分の２（74％）が音楽を「毎日」聴くと答えている。男女共に音楽にかなりの時間を使っているの

はトゥイーンも同様だが、ティーンでより顕著である。８歳～12 歳の男子の１日 40 分に対し、同年

齢の女子は１時間を超えている。ティーンでは、男子の１時間半に対し、女子は平均で２時間以上で

ある。 

ウ 性別、人種、学年別ネットいじめ状況307  

[本文表 19参照] 
補足資料：米疾病管理センター（CDCP）若年層のリスク行動調査 2016年 6月（2015年版） 

表 69 人種・学年・男女別の状況  

 

（２）アメリカ：原資料の概要 

CDCP の若年層リスク行動調査は、健康管理のためにリスク行動をモニターするために

全国、州及び地域レベルでリスク行動を調査する若年層行動観察システム（The Youth Risk 

Behavior Surveillance System (YRBSS308)）を通じて行われている。同システムは、１）

けがや暴力につながる意図的でない行動、２）タバコ、３）アルコールとその他ドラッグ、

４）意図しない妊娠及び性感染症に関連する性行為、５）不健康な食生活、６）運動不足と

いう６つのカテゴリーから、青少年及び若年層の活動を観察し、保健上のリスクを調査して

いる。以下、本調査に関連する部分を抜粋して説明を加える。 

  

                                                   
307 “Youth Risk Behavior Surveillance-United States, 2015”, Morbidity and Mortality Weekly Report 6/10/2-16: 

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2015/ss6506_updated.pdf (March 2018, p. 67) 
308 1991年から実施されている。p.47 
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ア 調査結果の要約 

“Results”, interpretation 

結果の概要及び解釈として、インターネット利用に関しては次のように言及されている。

「調査の直前 30 日間で、全国の高校生の 61.3％が自動車等を運転し、そのうち 41.5％が

運転中にテキストまたは E メールを打っている。32.8％がアルコールを摂取し、21.7％が

マリファナを使用、さらに調査直前の 12か月間に 15.5％がネットいじめを経験し、20.2％

が校内でいじめを受け、8.6％は自殺を試みている」  

「多くの高校生が疾病・死亡につながる行動をとっているが、性別、人種･民族、学年なら

びに州及び大都市圏の学区によって、その実態は多様である。長期的な変化もある。調査を

始めた初期以来、アルコール摂取、肉体的なけんか、性行為等、多くのリスク行動が減少し

ているのに対し、自殺未遂、無煙タバコ等の行為に変化はなかった。身の危険への懸念によ

る不登校及び肥満等は増加している。新規のリスク行動としては、テキスティング、運転、

いじめ及び電子タバコ等があり、これらの推移を読み取ることが重要である」 

関連する結果説明としては、次のように、表の説明にとどまっている。 

イ リスク行動別の結果 

Electronically Bullied（本文表 19「ネットいじめ」） 

 調査直前の 12か月間で、全国の 15.5％の生徒が、E メール、チャット、インスタント・

メッセンジャー、ウェブサイトまたはテキスティングを通じてネットいじめにあっている。

ネットいじめを受けた経験は、全体では女子（21.7％）が男子（9.7％）より多く、白人男

子（10.8％）、黒人男子（5.6％）及ヒスパニック男子（8.1％）より白人女子（26.0％）、黒

人女子（11.9％）及びヒスパニック女子（16.7％）にそれぞれ多くみられる。さらに、９年

生男子（11.0％）、10 年生男子（9.9％）、11 年生男子（8.4％）及び 12 年生男子（9.2％）

より、９年生女子（22.7％）、10 年生女子（23.2％）、11 年生女子（21.4％）及び 12 年生女

子（19.5％）に多くなっている。 

 さらに、全体では、白人（18.4％）及びヒスパニック（12.4％）で黒人（8.6％）生徒よ

り多く、ヒスパニックより白人に多く、白人女子及びヒスパニック女子が黒人女子より多

く、ヒスパニック女子より白人女子に、黒人男子及びヒスパニック男子より白人男子に多く

なっている。また、10 年生（16.6％）では 12年生（15.5％）より多く、10 年生女子（23.2％）

で 12 年生女子（19.5％）より多くなっている。2011 年から 2015 年の間に、ネットいじめ

の傾向の大きな変化は見られない。13年（14.8％）と 15 年（15.5％）でもあまり変化はな

い。36の州において、ネットいじめの経験は 11.6％～21.1％の幅（中央値 15.4％）があり、

大都市圏 19 学区では、7.9％～16.3％の幅（中央値 11.2％）が見られた。 
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ウ 部分母集団による比較 

対象者カテゴリーごとの傾向として、ネットいじめは次のように言及されている。参考ま

でに、他の行為における傾向もあわせて触れる。 

Variations by Sex 性別による差異 

多くの健康関連行為に、性別による差異が見られる。シートベルトを不着用及び酒気帯び

運転等は、男子に多い。武器の携帯、肉体的なけんか等、暴力関連の行為も女子より男子に

多い。しかし、身の危険への懸念による不登校、ならびにネットいじめ、校内でのいじめ及

び性行為の強要等を受けるのは男子より女子に多い。自殺関連の行動も男子より女子に多

い。ヘルメットなしの自転車運転、酒気帯び運転者との同乗及び運転中のテキスティングま

たは E メールについては、男女に違いが見られなかった。 

Variations by Race･Ethnicity 人種･民族による差異 

多くの健康関連行為において傾向が異なっている。24 の行動（12 のリスク及び 12 の防

御行動）が黒人及びヒスパニック生徒よりも白人生徒に多く見られた。白人及びヒスパニッ

ク生徒より黒人生徒に多いリスク行動は、（別の）12のリスク行動であった。さらに、10の

リスク行動は白人及び黒人生徒よりヒスパニック生徒に多かった。23 の行動については人

種・民族間で違いがなかった。 

関連リスク行動、すなわち運転中のテキスティングまたは E メール使用、武器携帯、ネ

ットいじめならびに校内でのいじめ（を受けた経験）は、黒人及びヒスパニック生徒より白

人生徒に多かった。 
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（３）韓国：青少年有害媒体物に関する審議機関 

ア 青少年保護委員会309 

青少年保護委員会は、青少年を有害環境から保護するために青少年保護法第 27 条に

基づいて設置された女性家族部所管の行政委員会である。1997 年７月に発足し、2005

年４月に文化観光部青少年局と統合して青少年委員会に改編され、06 年３月に国家青

少年委員会に改称された。08 年２月に保健福祉家族部傘下の青少年保護委員会に改編

され、10年３月に保健福祉家族部が保健福祉部に改編され、女性家族部に移管した。 

青少年保護委員会は、行政機関として直接青少年に働きかける活動は少なく、次のよ

うな事項を審議・決定することを主な職務とする（青少年保護法第 36 条）。 

 青少年有害媒体物、青少年有害薬物、青少年有害物等、青少年有害店舗等の審議及び決

定等に関する事項 

 青少年有害定期刊行物等の発行・輸入者に対する課徴金賦課に関する事項 

 女性家族部長官が青少年保護のために必要であると認め、審議を要求した事項 

 その他法律で青少年保護委員会が審議・決定するように定めた事項 

イ 映像物等級委員会310 

映像物等級委員会は、映像物の倫理性及び公共性を確保して青少年を保護するため

の等級委員会である。1966年１月に芸術文化倫理委員会として設立され、86年１月に

公演倫理委員会に、97 年 10 月に韓国公演芸術振興協議会に改称され、99 年６月に現

在の名称に変更された。次のような事項を審議・決定することを職務とする（映画及び

ビデオの振興に関する法律第 72条）。 

 映像物等の等級分類及び内容情報、青少年有害性確認の関連事項 

 映像物等の制作・流通又は視聴提供の実態調査及び管理の関連事項 

 映像物等級委員会規定の制定・改定及び廃止の関連事項 

 映像物等の等級分類の客観性確保のための調査、研究、国際協力、教育広報の関連事項 

 その他この法律又は他の法令により映像物等級委員会の業務又は権限として規定され

る委託関連事項 

ウ 放送通信審議委員会311 

放送通信審議委員会は放送内容の公共性及び公正性を保障し、情報通信における健

全な文化を創出し、情報通信の正しい利用環境を造成することを目的とする独立機関

                                                   
309 Commission on Youth Protection 
310 Korea Media Rating Board: http://m.kmrb.or.kr/main.do (March 2018) 
311 Korea Communications Standard Commission (KCSC): http://www.kocsc.or.kr/ (March 2018) 
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である。2008 年２月のイ・ミョンバク政権成立時に、従来の放送委員会と情報通信部

の下に通信サービス政策・規制を総括する放送通信委員会が大統領直属機構として設

立され、別途に放送通信審議委員会が設置された。放送通信審議委員会の職務内容は次

のとおりである（放送通信委員会設置運営に関する法律312第 21条）。 

 放送法第 32 条に規定された事項の審議 

 放送法第 100 条に基づく制裁措置等の審議・議決 

 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に規定された事項の審議 

 電気通信回線により一般に公開されて流通している情報のうち、健全な通信倫理の涵

養のために必要な事項であり、大統領令が定める情報の審議及び是正の要求 

 電気通信回線を利用して流通する情報の健全化に関する事項 

 審議委員会の事業計画、予算及び決算に関する事項 

 審議委員会規則の制定、改定及び廃止に関する事項 

 他の法令によって審議委員会の審議事項と定められた事項 

（例）名誉毀損紛争の調停・利用者への情報提供請求の審査（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６及び 10）、青少年有害媒体物の決定（青少年保護法

第８条）、選挙放送審議委員会の構成及び運営（公職選挙法第８条の２） 

青少年のインターネット依存問題に関連して、以下の事業が実施運営されている。 

（ア）青少年情報利用セーフティネット Green i-Net313 

青少年が有害情報に晒されることを防ぎ、より安全な環境でインターネットを存分

に活用できるよう健全なインターネット環境を提供する。 

① 放送通信審議委員会の評価データを使用し、青少年によるわいせつ物、暴力、ギャン

ブルサイトへのアクセスを制御し、有害インターネット情報に晒されることを予防す

るセーフティネットの役割を果たす。また、青少年がコンピューターを使用する時、ゲ

ームができる時間を制限する機能等、より安全かつ効率的に活用できるように支援す

る。 

② 教育科学技術部、放送通信審議委員会、ボランティア団体及び保護者が協働して作る

青少年インターネット・セーフティネットである。ホームページを通じて青少年の有害

情報申告とサービス改善提案をするシステムを常時運営し、随時オンライン調査を実

施している。関係者の積極的な参加によって健全なインターネット環境を作ろうとす

るものである。 

  

                                                   
312 放送通信委員会設置運営に関する法律: 

http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/lawod/sjo190.do?contId=2189835&q=%EB%B0%A9%EC%86%A1%ED%86%
B5%EC%8B%A0%EC%9C%84%EC%9B%90%ED%9A%8C%EC%9D%98%20%EC%84%A4%EC%B9%9
8%20%EB%B0%8F%20%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%
EB%B2%95%EB%A5%A0&nq=&w=yegu&section=yegu_tot&subw=&subsection=&subId=&csq=&groups=
&category=&outmax=1&msort=&onlycount=&sp=&d1=&d2=&d3=&d4=&d5=&pg=0&p1=&p2=01&p3=&p
4=&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p11=&p12=&sysCd=&tabGbnCd=&saNo=&joNo=&lawNm=&hanja
Yn=N&userSrchHistNo=&poption=&srch=&range=&daewbyn=N&smpryn=N&tabId=#1522812575355 
(March 2018) 

313 Green i-Net: http://www.greeninet.or.kr/PI_FILTERING/jsp2/customer/faq.jsp (March 2018) 

http://www.greeninet.or.kr/PI_FILTERING/jsp2/customer/faq.jsp
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（イ）インターネット被害救済センター314 

インターネット等の情報通信網を介して流通している情報のうち、名誉毀損、侮辱、

肖像権侵害等、他人の権利を侵害する悪質なスレッド、コメント等による弊害が深刻化

している。その被害を最小限に抑え迅速に救済するため、放送通信審議委員会はインタ

ーネット被害救済センターを運営している。被害救済制度の概要は以下のとおりである。 

1. 権利侵害情報の審議：情報通信網を介して流通している情報のうち、名誉毀損、侮辱、

又は肖像権侵害等、他人の権利（人格権）を侵害する情報の審議及び是正要求 

2. 名誉毀損紛争調整：情報通信網を介して流通されている情報のうち、他人の権利を侵

害する情報に関連する紛争の調整 

3. 利用者情報提供請求：情報通信網を介して流通している情報のうち、他人の権利を侵

害する情報を投稿した者に対して民事・刑事上の訴えを提起するために、情報通信サー

ビス提供者が保有している利用者情報の請求 

4. 権利侵害相談：法律相談等の支援が必要な人のためのサイバー権利侵害の相談を受付 

エ 刊行物倫理委員会315 

刊行物倫理委員会は、有害刊行物から青少年を保護し、主に刊行物の審議及び関連調

査・研究を行う文化体育観光部傘下の特殊法人であり、その他公共機関に指定されてい

る。1970 年１月に韓国図書出版倫理委員会、韓国雑誌倫理委員会、韓国児童漫画倫理

委員会を統合して韓国図書雑誌倫理委員会が発足、76 年６月に韓国図書雑誌週刊新聞

倫理委員会に改編された。89 年９月に社団法人韓国刊行物倫理委員会に改編され、97

年７月に青少年保護法第 45条に基づいて法定機構である韓国刊行物倫理委員会として

発足した。2012 年９月施行の出版文化事業振興法第 16条に基づき、デジタル環境と出

版市場環境の変化に対応し、出版文化産業の振興を目的に財団法人韓国出版文化産業

振興院が設立され、刊行物倫理委員会を廃止し、同振興院傘下に刊行物倫理委員会を置

いた。職務内容は次のとおりである（出版文化産業振興法第 18条）。 

 小説、漫画、写真集及び画報集とその他大統領令で定める刊行物等の有害性審議 

 有害刊行物の審議 

 定期刊行物の有害性審議 

 他の法令で規定した事項 

オ ゲーム管理委員会316 

ゲームの倫理性と公共性を確保し、射幸心の誘発・助長を防ぎ、青少年を保護して不

法ゲームの流通を防ぐため 2013年末に設立された公共機関である。ゲーム産業振興に

                                                   
314 インターネット被害救済センター: http://remedy.kocsc.or.kr/ddms/hlp/showUseGuide.do (March 2018) 
315 Publication Industry Promotion Agency of Korea: http://www.kpec.or.kr/kpec/main/main.do (March 2018) 
316 https://www.grac.or.kr/ (March 2018) 

http://remedy.kocsc.or.kr/ddms/hlp/showUseGuide.do
https://www.grac.or.kr/
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関する法律に基づいて先端技術基盤の事後管理、等級分類の科学的標準化、ゲームのセ

ーフティネット構築のための政策立案、民間等級分類制度の安定化を掲げている。 

（ア）Good Gamer School317 

各年齢層に合った正しいゲーム利用方法を提示し、健全なゲーム文化の基盤づくり

に貢献する。依拠する法令はゲーム産業振興に関する法律第 12条（ゲーム文化の基盤

づくり）等であり、学校教育に導入された事業として注目される。 

（イ）スマートメディア・クリーン学校の指定と運営 

2015年４月、韓国政府はインターネット依存の危険に対応するため、2015年インタ

ーネット依存予防と解消の推進計画を策定した。 

幼・青少年・成人等の対象ごとに差別化された依存予防教育を提供するが、15 年は

特にストーリーテリング方式の幼児用の教具を新規に開発し普及を図った。また、スマ

ートフォンの使用過多を防ぐスマートメディア・クリーン学校 14 校を指定・運営し、

教師、専門カウンセラー1,000 人を対象に「ゲームリテラシー教育」を実施したほか、

教師に対するゲーム没入予防指導・コミュニケーション能力の向上を図っている318。 

（ウ）スマートフォン依存症に関する相談 

インターネット依存に関する相談記録の標準マニュアルを作成して普及させ、相談

機関を通じた SNS ゲーム等に関する相談プログラムも運営している。鬱病等の併存症

を有する若者の場合、相談や病院治療と連携してサポートする。また、インターネット

依存相談サービスへのアクセスを増やすため、民間の相談施設 40か所を指定している。 

関連機関による相談事例の共有を通じて専門性を高める一方、メディア、企業等と合

同広報キャンペーンを展開し、健全なインターネット・スマートフォンの使用習慣を定

着させようとしている。地域インターネット依存対応センターを拡充し、高リスク群対

象の国立青少年インターネット・ドリーム村の運営規模も拡大した。３歳～９歳児のた

めのスマートフォン依存度の診断尺度を新たに開発し、乳幼児の依存症を防ぐために

活用している319。以前は映像物等級委員会がゲームの審議も行っていた。2006 年４月

改定のゲーム産業振興に関する法律に基づき、同年 10月にゲーム専門管理機関として

設立され、13年５月の同法改正に伴い 12月にゲーム管理委員会として再出発した。 

  

                                                   
317 https://www.grac.or.kr/Participation/EduGoodGamer.aspx (March 2018) 
318 

https://www.iapc.or.kr/info/mediaAddc/showInfoMediaAddcDetail.do?article_id=ICCART_0000000109281&b
oard_type_cd=A1 (March 2018) 

319 同上 

https://www.grac.or.kr/Participation/EduGoodGamer.aspx
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（４）韓国：関連記事 

本文では、公的資料を中心に調査結果を記載したが、ここでは参考までに、それに関

する記事及び本調査に関連した国内の状況を示す記事を掲載する。 

ア 報道資料「2016 年インターネット依存症実態調査結果」320 

この調査は、韓国インターネット利用者全般の依存実態を調査したものであり、本文

でも言及したが、参考までにその調査結果に関する記事を掲載する。 

「スマホ依存症、全体として微増(＋1.6ポイント)、青少年微減(－1 ポイント)」 

 

未来創造科学部（チェ・ヤンフィ長官）及び韓国情報化振興院は３歳以上 69歳以下のイ

ンターネット（スマートフォン）利用者１万世帯（24,386人）を対象に、世帯訪問、対人

面接調査により実施した「2016年インターネット（スマートフォン）依存症実態調査」の

結果を発表した。全体のスマートフォン依存症リスク群（高リスク群＋潜在リスク群）は、

17.8％（7,426 人）で、対前年（16.2％）比 1.6 ポイント上昇したが、増加傾向は鈍化し

た。年齢別に見ると、青少年（10 歳～19 歳）は 30.6％（1,649 人）で、前年（31.6％）よ

り 1.0ポイント減少した。他方、幼年（3 歳～9 歳）は 17.9％（591人）、成人（20歳～59

歳）は 16.1％（4,826 人）で、前年比でそれぞれ 12.4％（＋5.5 ポイント）、13.5％（＋2.6

ポイント）増加した。今回初めて調査した 60 代の依存リスク群は 11.7％（360人）であっ

た。  

◎家族構成では１人世帯の高リスク群が 3.3％で最も高く、３人以上の世帯の潜在的な

リスク群が高いことが明らかになった。スマートフォン依存症リスクに関し、親子間

の相関性を分析した結果、親が依存症リスク群の場合、幼児童がリスク群に属す比率

が 23.5％、青少年が属す比率が 36％と高くなることが判明した。 

◎スマートフォンの主な利用コンテンツは、メッセンジャーが最も多く（94.5％）、ゲー

ム（81.3％）、ウェブサーフィン（73.7％）、SNS（65.0％）の順であるが、副作用が懸

念されるコンテンツは、ゲームが最も高く（35.4％）、次いでメッセンジャー（24.0％）、

ウェブサーフィン（21.1％）の順であった。 

◎最新技術の VR/AR の利用度を調査した結果、全体の利用率は 8.7％で、VR 等の利用

経験率（15.0％）においては、スマートフォン高リスク群が潜在リスク群（9.6％）な

らびに一般ユーザー群（8.4％）に比べて高く、VR/AR 等の利用志向は全体で 65.6％、

潜在的リスク群の利用志向（66.6％）が最も高かった。 

◎依存症リスク群を対象に初めて実施したスマートフォンの純機能に関する調査結果

は、知識能力の強化（56.1％）、家族・友人関係の緊密化（54.7％）、社会参加や貢献

活動を行う（44.7％）との回答が多く、純機能に対する評価も比較的高かった。 

                                                   
320 インターネット中毒防止センター（Internet Addiction Prevention Center、2002 年に NIA が設

立した機関）が掲載。 
https://www.iapc.or.kr/info/mediaAddc/showInfoMediaAddcDetail.do?article_id=ICCART_0000000109198&
board_type_cd=A1 (March 2018) 
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未来部は今回の調査結果を反映して、2017年インターネット・スマートフォンの正しい

使い方推進計画を策定し、２月末に発表する予定である（概要、以下のとおり）。 

主な推進計画の内容としては、年齢別の依存症リスク予防のために最適なコンテンツや

プログラムを開発・普及して「スマート休み文化運動本部」を中心に民間の自主的な予防

活動を活性化する等、インターネット（スマートフォン）の正しい使い方実践運動を全国

的に普及させる予定である。 

〇幼児童の場合、幼稚園・児童の家を対象に動画、予防体操、歌等を活用したスマート

フォンの正しい使い方を育む生活規則指導を優先的に実施。 

〇青少年については学校現場を対象にトーク・コンサート、スマート・チャレンジ・ゴ

ールドベル等、体験型のプログラムを運用し(40回)、青少年 ICT 作成・進路さがし教

育課程を開発して運用する予定である。また、 

〇家庭で子女がデジタル機器を使う習慣を指導するよう保護者のための教育プログラ

ムを拡大(２万～３万)し、相談センター(全国 18 か所)を通じて専門的な相談を継続

的にサポートする、としている。 

〇成人・60歳代の場合、スマートフォン依存症の予防方法、正しい使い方及び生活習慣

の改善、安全な利用（歩行・運転等）のヒント等、高齢層の目線に合った実践教育を

実施する予定である。 

【未来創造科学部（現科学技術情報通信部）情報活用サポートチーム 2017年１月 23 日付】 

イ 学校でも家でもスマートフォン戦争321 

次の記事は、スマートフォンをめぐる青少年の置かれた状況の実態と、彼らを見守る

保護者のジレンマを女性家族部の調査を踏まえて如実に伝えている。 

中学２年生の女子 Y もスマートフォン（以下「スマホ」）のせいでしきりに大声を発し

ている。目を開けるやいなや寝床から出る前に、スマホを手に取る。寝る直前まで利用

し、目を覚ますと、またすぐ利用するのが常態化している。まずチェックするのは

Facebook だ。新しい投稿がないか確認し、あれば読む。こうしていれば友人関係で疎外

されない。 

Y にとって、SNS はなくてはならないコミュニケーション手段である。友人との会話

はもちろん、口げんかも SNS のほうが楽だ。会って顔を見ながら話すよりおもしろい

し、表現の領域も広い。週に３回以上やり取りする SNS の友人は 20 人以上いて、オフ

ラインの友人より多い。一度も会っていないオンラインの友人もかなりいる。彼らと話

していると時間が経つのも忘れてしまうので、１日の平均スマホ使用時間は４時間を超

える。親とじっくり話し合って、１日２時間以上になったら「１週間スマホ押収」を約束

したが、それを守るのが難しい。 

「スマホが家庭崩壊の主犯」とも言われるくらい、学校はもちろん、自宅でもスマホを

めぐって延々と続く戦争がある。子供にスマホを持たせたらスマホ押収戦争のない家は

ないだろう。スマホを持つ子供がいる家に「スマホのために親子戦争ですか」と尋ねる

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

2018) 
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と、十中八九は「もう、話もしたくありません」と反応する。 

生徒にスマホを持たせる親の立場は複雑だ。デジタル機器中毒の副作用に伴う俗説を

知っているとはいえ買わないわけにはいかない。理由は２つある。１つはスマホの純機

能を無視しにくく、もう１つは「自分の子供にだけ買い与えないのは難しい」からだ。時

代も変化し、検索も実力と言われる。教室でのフリップラーニング（Flipped Learning）

が推奨される第４次産業革命の時代だ。情報と知識は事前にインターネット検索で調べ、

授業中はそれを基にした議論と質疑応答を行うことが勧められている。 

子供世代は「デジタルネイティブ」、親世代は「デジタル移民」と呼ばれる。入植者が

ネイティブを完全に理解することは難しい。文字より映像が楽で、直接対話より SNS の

会話を楽しみ、ニュースを検索するにも YouTube を先に開いて見るデジタルネイティブ

世代には、スマホはツールというよりも、文化そのもののようだ。デジタル入植者の視点

から、スマホ使用をやみくもに制限することが妥当だろうかという疑問すら生じる。 

こうして、デジタル移民世代がスマホの使用制限に曖昧な立場を示している間に、ス

マホ中毒はどんどん低年齢化している。関連学界では、スマホ中毒の代わりに過依存（依

存症）という用語を使用する。中毒という言葉の否定的な語感による。女性家族部の「2017

年インターネット・スマートフォン診断調査」322によると、スマホ依存症の低年齢化が

進行し、スマホを常用する子供がますます増えている。 

全国 11,578 校の小学４年生、中学１年生、高校１年生 1,413,725人を対象に行われた

この調査によると、135,181 人がスマートフォン依存症リスク群とされた。10 人に１人

がスマホ中毒という統計だ。119,016 人が注意ユーザー群で、16,165 人が危険ユーザー

群だった。前者はセルフコントロールが困難で要注意レベルであり、後者は日常生活に

おいて深刻な障害を経験し禁断症状を示す、専門機関の支援を要するレベルである。ス

マホ中毒の生徒の実数はこれよりはるかに多いと見られる。今回の調査方法が実際の使

用時間ではなく、オンラインの自己診断に基づくもので、実際の使用時間と症状を低め

に記載した可能性が高いからである。 

この調査結果を見ると、２つの現象が目立つ。１つはスマホ中毒年齢の低年齢化であ

り、他の１つは女子生徒のスマートフォンリスク群が顕著に増加していることだ。2015

年に 83,570 人だったリスク群は、17年に入って 58,837 人になり、30％程度減少してい

る。これは喜ばしいことながら、小学生リスク群の数を見ると、様相が違ってくる。小学

生リスク群が増え、その幅も大きい。15 年に 16,735 人だった小学校４年生のリスク群

は、17年に 26,871 人となり、２年の間に 60％も増えている。 

また、女子生徒は学年が高くなるほど、男子に比べてリスク群が急増する。小学校にお

いて男子の半分程度のリスク群だったが（男子 17,498 人、女子 9,373 人）、中学校で女

子のリスク群が男子のそれを逆転し、高校になると女子リスク群が男子リスク群より約

50％多い（男子 23,888人、女子 34,949 人）。スマホを利用したギャンブルも問題だ。ス

マホを使ってギャンブルゲーム、スポーツベッティング（賭け）等に容易にアクセスでき

る環境が整い、青少年ギャンブルの問題が深刻な社会問題化している。韓国ギャンブル

問題管理センターの調査「2015 年青少年ギャンブル問題の実態調査」によると、過去３

                                                   
322 女性家族部が 2017年３月～４月に全国の小中高校 11,578校を対象に実施した調査: 

http://www.mogef.go.kr/kor/skin/doc.html?fn=addeaede26d244339ec5b06d54731224.hwp&rs=/rsfiles/201804/ 
(March 2018) 
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か月の間に射幸性ゲームを経験したという回答が 24.2％に達した。その 56％はスマホを

介して行われている。オンラインギャンブル自体も問題ながら、２次犯罪の増加がより

深刻だ。 15年に 133 件だったオンライン２次犯罪は 16 年に 347件となり、３倍近く急

増している。 

【週刊朝鮮 2017年 8月 28日付】 

 

 

 


