
	  
	  

3	  

調査の背景と目的	  

	  

青少年を取り巻く環境は、出版、ビデオ、メディア、インターネット等の普及によっ

て大きく変化しており、様々な情報が流通する中で、青少年にとって有害な情報の氾濫

が懸念されている。我が国における主に 18 歳未満の青少年の保護・育成を目的とした

有害情報に関する法規制は、各都道府県の青少年保護育成条例に基づいているが、フラ

ンス及び韓国においては有害情報に対する規制をどのように行っているのか、関係事業

者等による自主規制はどのように行っているのか等の調査を実施し、今後の青少年に対

する非行・被害防止施策や支援施策に役立てることを目的とする。	  
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調査研究の内容	  

	  
有害環境への規制に関するフランス、韓国における 2014年の最新の現地調査研究を行

い、各国の規制の現況（政府の規制、民間による規制）、政府が規制を適用する際の判断

基準（施行規則、施行令、通達）、実際の規制の適用例（過去数年間における実際の規則

違反例、摘発例）、規制に対する世論（規制賛成派及び規制反対派それぞれの論点）、民

間機関による自主規制への政府の関与（関与の有無、関与形態）等について調査を行う

と共に幅広く有識者へのヒアリングを通して各国（フランス、韓国）の社会的な背景、

規制の実施状況及び規制に対する世論も含む客観的な意見も含む調査研究内容とする。	  
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調査の概要	  

	  
諸外国（フランス、韓国）における有害環境への法規制及び非行防止対策等に関する

2014年最新実態調査研究。	  
 

【法規制と実行体制】 

法規制・制度に関する分野別（マスコミ全般、出版、映画・ビデオ・コンピュータソ

フト等、放送、広告、興行カラオケボックス、通信、インターネット、インターネット

カフェ・まんが喫茶、携帯電話・PHS）一覧及び青少年保護に関する関連法規と政策の変

遷を纏めるものとする。 

フランスにおける法規制・制度の特徴としては、より広い射程を持った、未成年保護

を対象とする法制度のなかで扱われる。未成年者を危険な状態に陥らせること自体が犯

罪として、 刑法典の立法部第 2巻「人に対する重罪及び軽罪」第 2編「人間への侵害」

第 7 章「未成年者及び家族への侵害」第 5 節「未成年者を危険にさらす行為」を中心に

1992 年の刑法典の全面改正において特に青少年の保護の観点から再編成された、児童ポ

ルノの規制、児童に見られうる状況での成人ポルノ等の販売等の規制、と更に頻繁に改

正が加えられ、処罰される行為が拡大され、また刑罰も重くなる方向にある。 

韓国における法規制・制度の特徴としては、韓国の青少年有害媒体物の制度は、法令

による行政機関の強制的規制として、公的規制が自律規制より強い一方で、青少年委員

会が青少年有害媒体物関連制度に関する責任を持つ中央集中型の規制ではなく、個別の

審議機関が媒体別に内容規制をする分散型規制システムとして運営されているのが特徴

である。 
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青少年保護に関する関連法制と政策の変遷 

 

フランス 韓国 

 

・刑法典の立法部第 2巻「人に対する重罪及

び軽罪」、第 2編「人間への侵害」、第 7章

「未成年者及び家族への侵害」、第 5節「未

成年者を危険にさらす行為」、等が青少年保

護の立場で規定制定。 

 

・1992年の刑法典の全面改正を機に、青少

年の保護の観点から再編成。その結果、成人

のポルノを成人に販売等する行為は、合法化

される一方で、児童ポルノの規制（刑法典

227-23条）・児童が観うる、成人ポルノ等

の販売規制（227-24条）制定。 

 

・1998年 6月 17日の法律第 98-468号「性

的犯罪の予防、抑圧ならびに未成年者保護に

関する」が可決。刑法典第 227-23条は、こ

の新法により改正。 

 

・1998年追跡監視措置 

1998年の「性的犯罪の予防、抑圧ならびに

未成年者保護に関する 1998年 6月 17日の法

律第 98-468号」が第 4条に追加。 

 

 

 

・2000年「インターネットにおける児童ポ

ルノ対策」に関する 2000年 5月 29日の欧州

連合理事会決定の採択。 

・2000年 5月 15日「情報・通信技術に関連

する犯罪対策中央局の設立に関するデクレ

2000-405号」の発令。 

 

・2002年 3月、刑法典第第 227-23条が改

正。児童ポルノ画像の単独所持も違法行為と

して罰則の対象となることが規定制定。 

 

・2004年 3月の改正では、児童ポルノ関係

罪が組織犯罪として行われた場合の処罰が規

定制定。 

 

・2004年 6月の 2度目の改正では、枠組決

定第 4条に合わせて、児童ポルノの製作、配

布、頒布、送信は、未遂の場合でも処罰され

ることに規定制定。 

 

 

 

 

 

・1981年 

児童福祉法制定。 

 

・1987年 

青少年育成法制定。 

 

・1991年 

青少年育成法廃止。青少年基本計画策定。

青少年基本法制定、1993年 1月 1日から施

行。 

 

・1997年 

青少年保護法制定。 

淫乱・暴力性の青少年有害媒体物と有害薬

物等の青少年に対する流通と、有害な店舗

への青少年出入等を規制することにより、

成長過程における青少年を各種有害な社会

環境から保護・救済、健全な人格への成長

をめざす。 

 

・1999年 

青少年保護法改正。 

青少年有害行為を禁止し、関連処罰規定の

改正。 

 

・2000年青少年性保護に関する法律制定。

青少年の性を買う行為、性売買を助長する

あらゆる形式の仲介行為及び青少年に対し

性暴力行為を行うものを強く処罰するため

に制定された。更には、性売買と性暴力行

為の対象となった青少年に保護・救済でき

る場を整備することにより、青少年の人権

を保障し健全な社会構成員に復帰をめざ

す。 

 

 

・2004年 

青少年基本法改正。 

青少年活動振興法と青少年福祉支援法制

定。 

青少年保護責任者制度導入、情報通信網利

用者としての青少年を保護する為の範囲を

法律に定めるよりは、青少年保護責任者と

いう制度を設立することにより、保護する

内容の趣旨を青少年保護責任者の業務範囲

に入れ、該当事業者に自律規制の一面を提

供。 
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・2006年 4月、「夫婦間、又は未成年者に

対する暴力の予防と抑圧を強化する 2006年

4月 4日の法律 2006-399号」により刑法典

第 227-23条の改正、刑の加重化。 

 

・2007年 3月 

刑法典-条文 227-22条 

「出会い系サイト」等を利用して児童を性的

に誘引することを禁止すると改正。 

刑法典-条文 227-23条 

児童ポルノの規制として、オンライン通信サ

ービスを利用して児童ポルノの常習的に閲覧

することが処罰の対象を付加。 

 

 

・2010年 2月 

刑法典-条文 227-24-1条改正。 

 

・2010年 

刑法典-条文 227-27条改正。 

15歳以上の未成年者に対する性的侵害の中

で、尊属者、ないし被害者に対して権限を行

使しうる立場にある者によってなされた場

合、又は権限を付与された者がその権限を濫

用することによって行った場合における規定

制定。 

 

刑法典-条文 227-27-2条 

如何なる立場である場合においても暴力、強

制、脅迫、不意打ちのいずれの手段も用いる

ことなく、15歳未満の未成年者に対して行

われた成人による性的侵害。及び加害者の立

場により重刑化する旨の規定。 

 

刑法典-条文 227-27-3条 

未成年に対する性的侵害が親権を有する者に

よって行なわれた場合における親権の喪失

等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2005年青少年保護ガイドライン策定。情

報通信サービス提供者向けの青少年保護業

務ガイドライン。 

 

・2006年 

ゲーム産業振興に関する法律導入。 

 

 

 

・2007年 

インターネット実名制度導入。 

但し、2012年 8月 23日、憲法裁判所は、イ

ンターネット実名制に対し裁判官全員一致

で違憲決定を下すことにより、この制度

は、事実上廃止。 

 

・2008年 

児童・青少年関連法改正推進。 

 

・2010年 

青少年保護ガイドライン改正。 

青少年保護責任者を公開する義務。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2011年 5月 

青少年インターネットゲームシャットダウ

ン制度導入。16歳未満の青少年に向けて

は、夜 12時から朝 6時までの間でオンライ

ンゲームサービスが禁止。 

 

・インターネットゲーム中毒等の被害青少

年支援。 

 

・2011年 7月 

青少年有害物決定についての最審議制度導
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・2013年 7月 

刑法典-条文 227-22条 

未成年の堕落を助長、あるいは、助長を促す

行為、及び不特定の公衆向けのメッセージを

頒布、又は組織に対する規定の改正。 

 

・刑法典-条文 227-23条 

ポルノの性質を有する未成年者の画像の頒

布、そのような画像及び描写を贈与、提供、

頒布、又は輸出入する、あるいは、させるこ

とも同罪。常習的に、あるいは、対価を払っ

て閲覧すること、また方法の如何を問わず、

同様の画像及び描写を取得、所持すること等

の規定制定。 

 

・2013年 4月 

刑法典-条文 227-24-1条改正。 

 

・2013年現行に改正、詳細は、法典リスト

参照。刑法典-条文 227-27条。刑法典-条文

227-27-2条。刑法典-条文 227-27-3条。 

入。 

 

・2013年 

インターネット実名制度再度導入（青少年

有害情報にアクセスする時に本人確認制

度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2014年 8月 

インターネット実名制度緩和。 

青少年有害媒体物にアクセスするたびに本

人確認を行う必要があったが、女性家族部

が確認回数を毎回から年に一回以上に緩

和。 
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表 A：フランスの概要	  
	  
全般 法

規

制 

報道全般に関する法規制のうち、未成年者に関与するものは、刑法典第

227-24条において、未成年の目に触れる可能性がある如何なる媒体において

も、暴力的、ポルノ的、人間の尊厳を著しく侵害する性質のもの及び関係する

経済活動を強く禁止。活字、視聴覚、全情報通信生産物が対象。     

【本文 28頁】 

出版 法

規

制 

フランスでは、青少年を主な読者とする出版物を規制する法令は、刑法典

227-24条に加え、青少年向け出版物に関する 1949年 7月 16日の法律第 49-

956号が挙げられる。なお、司法省には、青少年向け出版物の監視統制委員会

を設置、管轄当局と連帯体制で監視統制。【本文 31頁】 

 

成人ポルノは、違法ではないが、刑法典第 227-24条により、未成年者の閲

覧が可能となる販売店で衆目に触れる状態等の場合罰則対象となる。出版媒体

による広告掲載は、禁止。無料配布される輸入出版物の適用。発行人、編集

人、の罰則規定、著者、印刷業者、販売業者の罰則規定。【本文 31頁】 

 

出版物の販売・展示を主な業務とする施設の設置において、社会秩序の各種

措置に関する 1987 年 11月 30日の法律第 87-588号、第 99条での規定から

2007 年の改正における規定及び、関係する処罰についての規定。       

【本文 31頁】 

自

主

規

制 

1996年国民議会の承認の下、発足した全国出版社組合（SNE）は、児童文学

の促進を主な目的とし、45社で構成。 

また青少年向け出版物の監視統制委員会の委員に SNEからの代表者が任命。

【本文 31頁】 

映画・ビデ

オ・コンピ

ュータソフ

ト等 

法

規

制 

文化省管轄の公共行政機関、国立映画・映像センター（CNC）が 映画及び視

聴覚作品、ビデオ、マルチメディア、ゲームを含む全ての映像産業に関して、

国の施策を遂行する任務を負う。6項目の役割詳細を明記。【本文 42頁】 

 

予告編を含む映画作品の年齢制限とその旨を明記した警告ポスター掲示の義

務等の規定。特に「ポルノグラフィー、又は暴力教唆」として分類される作品

等の規定について詳細を明記。【本文 43頁】 

 

ビデオ、DVD（映画館で上映された映画作品を除く）、ビデオゲームに関し

ては、「性犯罪の防止及び抑圧ならびに未成年者保護に関する 1998年 6月 17

日の法律第 98-468号第 32条」で、「ビデオカセット、ビデオディスク、電子

ゲームなどの磁気媒体、光学デジタル媒体、半導体媒体に記録されたドキュメ

ント」として、「ポルノ的性質、あるいは、犯罪、暴力、差別、人種差別、麻

薬の使用・所持・売買の煽動する内容により、青少年に脅威」となる場合に

は、禁止規定。2007年の改正内容の明記。【本文 43頁】 

 

「性犯罪の防止及び抑圧ならびに未成年者保護に関する 1998年 6月 17日の

法律第 98-468号第 32条」で規定された警告マークの性質の定義、ならびに同

法律 33条で規定される措置を管轄する行政当局の指定に関する 1998年 6月

17日の 2008年 6月 24日のデクレ 2008-601号、適用されるべき警告マークに

ついての明確な規定。評議会が 2014年 2月 17日のデクレ 2014-132号により

廃止。また媒体に表示する警告の分類の決定がフランスでの流通を担当する販

売業者となった場合の公的権力について、自主規制の実態。【本文 44頁】 

 

このように、ビデオや DVD、ビデオゲームの警告マークは、公的な審査機関

がなく、法律によって体系的に規定・統一されていないため、民間業者のシス

テムを多く採用（以下、「民間」の項目参照）。【本文 44頁】 
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自

主

規

制 

民間団体が文化省映像作品分類委員会の決議に異議をとなえて、制限措置と

して、年齢制限の引き上げ、又は上映禁止措置を採る等、その多くは、宗教的

価値観のテーマ（同性愛、ジェンダー問題や性生活など）による制限の複数事

例。【本文 44頁】 

 

家族擁護団体である全国家族協会連合の権限及び規制への関与等。 

ゲームソフトに関して、ゲームメーカーの団体、ヨーロッパ・インタラクテ

ィヴ・ソフトウェア連盟の汎ヨーロッパゲーム情報（PEGI）のレイティングシ

ステムの採用。任天堂・マイクロソフト等大手ゲームソフト会社に支持され、

法的な強制力はないが、PEGI認証を受けることは、一般的に義務化。表示内

容を明記。【本文 45頁】 

 

娯楽ソフトウェア出版者組合 1995年の創立以来、2003年に PEGIのレイテ

ィングシステムが確立されるまで、4カテゴリーの分類を設定使用。 

2003年以降は、PEGIのレイティングを採用。 

2012年 5月のテレビ広告を使った啓発キャンペーンなどで、特に未成年者

の親を対象とした普及活動。 

2008年 11月 24日に民間業者、民間団体、公的機関により、開設された情

報サイト PédaGoJeux は、親や教育関係者を対象にゲームに関する情報の提

供。【本文 47頁】 

 

団体・企業が設立メンバーとなる 10機関を掲載。また常任委員として、参

与の 9企業及び団体を掲載。 

2012年 12月 13日、家族担当大臣、娯楽ソフト出版者組合（SELL）、ゲー

ムソフトの小売業者（Fnac、Game、Boulanger、Auchan、Carrefour） との間

で、「PédaGoJeux のサイトに掲載されている情報の普及につとめる」「 PEGI

のレイティングの普及と遵守を促進する」「パッケージの両面に PEGIの警告

マークを明記する」など規定する憲章が締結された。【本文 112頁】 

放送 法

規

制 

フランスでは、テレビ放送、ラジオ放送、その他電子通信等の視聴覚通信サ

ービスは、 独立行政機関、視聴覚高等評議会の監督下に置かれている。1982 

年に制定された放送法、「視聴覚コミュニケーションの自由」を宣言、フラン

スが長年堅持してきた放送の国家独占を廃止、民間参入を促した。視聴覚コミ

ュニケーション最高機関（HACA）が独立規制機関として誕生。【本文 52頁】 

 

1986年 9月 30日コミュニケーションと自由のための国民委員会（CNCL）が

設立。1989年 1月 17日の法律第 89-25号が成立、CNCLは、現在の CSAとな

る。【本文 53頁】  

 

視聴覚メディア・オン・デマンド・サービスに関しては、放送倫理、未成年

者保護、作品の制作と促進、商業的コミュニケーションの 4分野に重きをお

き、監視。また民間放送局によるラジオ放送で、最小限のフランス語の音楽を

放送する義務が遂行されているか監視。その役割を明記。 【本文 53頁】 

 

CSAが負う 3つの主たる任務を明記。【本文 54頁】 

 

「通信の自由に関する 1986年 9月 30日の法律第 86-1067号において CSA

は、未成年者の身体的、精神的、道徳的成長を害するおそれのある番組が、未

成年者が視聴できない規制時間や場合を除き、視聴覚コミュニケーションを通

じて、公衆に供されないように監視する」と規定。（第 15条） 上記に従

い、CSA は、全ての視聴覚通信サービスの事業者に対して、 放送局としての

義務を守っているか、法律や規定が遵守されているか、全ての番組を監視（事

前の検閲は、無い）。CSAに法律制定・改正の権限はないが、大統領府や議会

の詰問機関として意見表明する、「指令」「官制」「催告」を発する役割と権

限等の言及。【本文 54頁】 
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CSAは、1989年 5月 5日の指令で、公営・私営テレビ局によって放映される

番組の児童・思春期青少年保護に関して、「視聴者の感受性を傷つけるような

場面を含む青少年向け番組を放送しないこと」「6時から 22時半の時間帯

に、扇情的な、又は暴力を教唆する番組、映画その他視聴覚作品を放送の禁

止、番組の予告編が 20時半以前の放送の禁止、児童・思春期青少年に衝撃を

与えるような場面を含まない事」「視聴者、特に児童・思春期青少年に衝撃を

与える番組を企画放映する場合には、適宜、警告を表示の義務」を放送局に義

務化。【本文 54頁】 

 

2005年 6月 7日の勧告を出し、映画作品がテレビで放映される場合、映像

作品分類委員会のレイティングに合わせて、放送時間帯を指定の勧告（2014

年 3月 15日最終改正）は、「心理的なものである場合も含めて、暴力が紛争

解決の唯一の手段として、あるいは、激化した方法で継続的に表現されること

のないように留意すること」（第 1条第 1項）、それに伴う番組のレイティン

グ、警告の表示、放送時間帯の制限を規定。【本文 54頁】 

 

カテゴリー1～5の表示とその内容をリストアップ。【本文 54頁】 

 

視聴覚メディア・オン・デマンド・サービスに関しては、「青少年視聴者の

保護、視聴覚メディア・オン・デマンドサービスにおける番組の倫理とアクセ

シビリティに関する 2011年 12月 20日の議定書 2011-64号」にて規定。テレ

ビ放映の番組レイティングと同様に、プログラムを 5カテゴリーに分類、対応

する警告マークを表示すること、カテゴリー5に分類されるプログラムに関し

ては、有料サービスでのみアクセスが可能で、暗証コードによる認証が必要な

事等を規定。【本文 55頁】 

 

ラジオ放送に関しては、「ラジオ放送における児童・思春期青少年保護に関

する 2004年 2月 10日の議定書」を発表。放送時間の制限と規制禁止事項を明

記。【本文 56頁】 

自

主

規

制 

民間の非営利団体が CSAの諮問機関として役割を担う事が多い。構成として

CSAに設置された「青少年視聴者専門家委員会」の委員は、インターネットに

おける青少年保護活動を行なう非営利団体の代表者、全国家族協会連合の代表

者、子供とメディアに関する非営利団体（CIEM）、及び民間の医師（児童精神

科医、精神科医）の参与が存在。【本文 56頁】 

 

CSAは、公共放送企業の執行委員を任命するが、民間団体から選出。 

2014年 4月、ラジオフランスの執行委員として、消費者団体「生活のため

の消費・住宅・環境」から Frédérique Pfrunder、フランステレビジョンの執

行委員として、家族擁護団体「全国家族協会連合」から Chantal Jannetが各

任命。【本文 53頁】 

広告 

 

 

 

法

規

制 

フランスにおける広告規制は、厳密にいうと消費法典、公衆衛生法典、刑法

典に分散。【本文 57頁】 

 

青少年保護に関する規制は、既述の「青少年向け出版物に関する 1949年 7

月 16日法」第 14条において、「ポルノ的性質、あるいは犯罪や暴力、特定の

個人やグループに対する差別や憎悪、個人の尊厳の侵害、麻薬や向精神薬の使

用・所持・売買 を煽動する可能性が危惧される内容で、青少年にとって脅威

となる出版物」の「ポスターを使った広告」「内容見本を使った広告、告知や

新聞掲載、潜在購入者に宛てた通達、ならびにラジオやテレビの放送を通じた

広告」を禁止。【本文 57頁】 

 

1986年 9月 30日の法律第 27条と 33条で、広告、スポンサー、テレビショ

ッピングに関する放送局の義務を規定する一般原則が制定。【本文 57頁】 
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同第 7条では、「広告は、未成年者に道徳的あるいは、身体的な害を与えて

はならない」と規定。「未成年者の経験不足や信じ易さにつけこんで、商品や

サービスの購入を直接教唆すること」を禁止。【本文 57頁】 

 

第 26条では、16歳未満の未成年者のテレビショッピング番組出演を禁止。

【本文 57頁】 

 

通信の自由に関する 1986年 9月 30日の法律第 86-1067号第 14条で、視聴

覚高等評議会（CSA）に、テレビ広告の対象物、内容と様式の監督を任じてい

る。CSAは、テレビ放送局宛の未成年者向けのアニメ作品及びフィクションの

放送に関与した広告宣伝活動に関する 2006年 6月 7日の勧告 2006-4号を発

し、未成年者を対象にしたアニメ作品やフィクションの番組の放映の際の宣伝

規制。【本文 58頁】 

 

公衆衛生法典第 L5231-3条は、「14歳未満の児童に対して、携帯電話の販

売・提供、あるいは、その使用・利用を促進する目的の広告はすべて、その方

法、媒体の如何を問わず禁止」。【本文 58頁】 

 

2010年 5月 12日法律第 2010-476号第 7条で、法的に認可されている賭博

とギャンブルであっても、その提供業者の広告は、未成年者を対象とした出版

物、オンラインのものを含む視聴覚コミュニケーションサービス、未成年が入

場できる映画館では禁止。【本文 58頁】 

 

公衆衛生法典では、青少年向け出版物及び特定時間以外のラジオ放送におけ

る、アルコール飲料の宣伝・広告を禁止。【本文 58頁】 

 

ポスター、看板、その他オブジェを使った広告は、アルコール飲料の販売に

特化した場所（同法典第 L3342-3条により、両親、又は保護監督責任者の同伴

なしの 16歳未満の未成年者の入場は、禁止）に限定。【本文 58頁】 

 

未成年者に、アルコール飲料の名前や商標を記した物品を、提供・配布する

ことも禁止。同物品のインターネットの広告は、青少年向けのサイト、非営利

団体によるサイト、スポーツ関連のサイトを除き、許可。（第 L3323-2条）

【本文 59頁】 

 

たばこの宣伝・広告は、「たばこの制限に関する 1976年 7月 9日の法律

76-616号」により全面的に禁止。【本文 59頁】 

自

主

規

制 

広告を監督統制する公的機関はなく、民間の独立機関である広告業界規制機

関（ARPP）の自主規制により広告倫理の維持を担っている。ARPPには、広告

主、広告代理店、メディア、業界団体、市民団体など 1000を超える企業・団

体が加盟。【本文 59頁】 

 

加入メンバーは、任意で ARPPに広告の完成前に、職業倫理が遵守されてい

るかどうか、確認するための助言を求めることが可能。テレビ放送における広

告に関しては、テレビ局の広告管理部門の要請により、全テレビ広告は、放映

前に ARPPが審査し、「良好」「要修正」「放映禁止」のいずれかの意見を表

明が義務付けられている。違反行為についての規定。【本文 59頁】 

 

国際商業会議所（ICC）は、国連の諮問機関であり、1937年の「広告に関す

る公正慣行規範」は 2011年 8月の最終改正を経て、現行の「広告とマーケテ

ィングコミュニケーション」の慣行に関する規範を定義。特に児童・思春期青

少年に関して責任を負うことを規定。【本文 59頁】 
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第 18条「児童・思春期青少年」では、「児童・思春期青少年をターゲット

にしたり、出演させたマーケティングコミュニケーションは、特に留意しなけ

ればならず、児童・思春期青少年を対象にした商品の広告を彼らに不向きなメ

ディアに挿入してはならない」と規定。【本文 59頁】 

 

第 19条では、12歳未満の子供の個人情報保護に関して特別な注意を喚起す

るなどを規定。【本文 60頁】 

 

ARPPは、この国際商業会議所の「広告に関する公正慣行規範」を典拠に、

「催告」と呼ばれる広告倫理規則を発表している。「催告」は 5種類に分類。

実際の勧告例が本文に明記。【本文 60頁】 

 

広告調整評議会（CPP）には、11の民間団体が参与。【本文 59頁】 

 

広告主協会（UDA）は、「責任ある広報のための広告主の憲章」で、広告業

界規制機関（ARPP）や国際商業会議所（ICC）、国立映画映像センター

（CNC）、フランス規格協会（AFNOR）の定める規則や職業倫理規範を遵守する

ことを規定。 

興行 法

規

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察権力の行使により県や市町村は、夜間外出禁止令を出すことができ、保

護責任のある成人が同伴していない 13歳未満の未成年者の外出は規制対象。

【本文 60頁】 

 

公衆衛生法典では、未成年者へのアルコール飲料の販売ならびに無料提供を

禁止（第 L3342-1条）。また 16歳未満の未成年者を父母や保護者、 あるい

は、18歳以上の監督責任者の同伴なしに、アルコール飲料販売店に入店禁

止。【本文 60頁】 

 

公立教育機関、私立の学校施設、研修施設、青少年向けレジャー施設やプー

ルやグランドなどスポーツ施設、宗教施設、 病院などの「保護区域」近辺で

は、店頭消費の飲料販売店は、既得権を除き、営業の禁止を規定。（第

L3335-1条）。但し、フランスでは、現況でいわゆる「ディスコ」「クラブ」

を特定して規制する法令はなく（騒音、安全性に関するものを除く）、アルコ

ール飲料販売店として、第 L3342-3条が適用。【本文 61頁】 

 

未成年の賭博は、原則的に禁止。未成年者のカジノへの出入り、海水浴場、

温泉場、保養地のカジノにおけるゲームに関して 1959年 12月 22日のデクレ

59-1489号第 14条により、禁止。各カジノ施設が違反した場合の罰則規定も

明記。未成年への富くじの販売は禁止。【本文 61頁】 

 

未成年者のスポーツ賭博の参加禁止。法的に認可されていても、未成年者が

賭博やギャンブルに参加することを禁じており、賭博とギャンブルの提供業者

は、提供するゲームや賭けへの未成年者の参加を阻止する措置を講じなければ

ならない（第 5条）。また賭博とギャンブルの提供業者の規制について明記。

【本文 61頁】 

 

ファッション雑誌「ヴォーグ」の 2010年 12月号に、10歳の少女のモデル

写真が掲載され、フランス国内で大論争を巻き起こした。それがきっかけとな

り、12歳未満の児童に、早熟と判断される表情、姿勢や服装によって、性的

特徴を付与、それを過度に強調する問題が取り上げられるようになった。男女

間の実質的平等についての 2014年 8月 4日の法律 2014-873号第 58条制定に

より、16歳未満対象のコンテストは、事前許可制になり、13歳未満対象のコ

ンテストは禁止。罰則も明記。【本文 61頁】 

 

「賭け事は、18歳になってから」という警告マークを作成、フランス馬券発
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 売会社 PMUのサイト、情報媒体すべて、広告、馬券に表示。【本文 63頁】 

オンライン賭博では、インターネットアクセスサービスプロバイダ協会

（AFA）と協力 PMUのサイトは、ペアレント・コントロールを設定。 

【本文 63頁】 

 

美少女コンクールが、12歳未満の少女が扇情的なポーズを取ったポスター

を使用していることから、その中止を求めたことで県庁が中止を決定、主催者

側は、損害を訴えたが、むしろ罰金刑を科せられた事例等。【本文 100頁】 

カラオケボ

ックス 

法

規

制 

フランスには、日本で見られるようなカラオケボックスの営業形態は、ほぼ

皆無であり、アルコール飲料販売店にカラオケのシステムが設置されたものが

いくつか見られるのみである。法的規制は、防音に関するもの、著作権に関す

るもの、又はアルコールの提供に関するものが適用。【本文 66頁】 

通信・イン

ターネット 

法

規

制 

フランスには、インターネット上における青少年の保護に関して、総括的に

規制する法律はなく、 大きく青少年保護を目的とした法律の中に盛り込まれ

たもの、インターネットサービスプロバイダあるいは、ホスティングサービス

事業者のフィルタリングに関する法律に盛り込まれたものに大別。 

その他のインターネットに関する法令は、テロ対策、サイバー犯罪、違法ダ

ウンロード規制、個人情報保護の観点からのものがある。 

青少年保護を目的とした法律としては、刑法典第 227－22条、第 227－23条、

第 227－24条、第 227-26条で規定。【本文 67頁】 

 

規制機関として、以下が存在する。なお、その役割は本文参照。 

・個人情報処理において法規定を監視する独立行政機関、「情報処理及び自由

に関する全国委員会（CNIL）」。 

・独立行政機関「インターネットにおける著作物の普及ならびに著作権の保護

のための高等機関」。 

・国家警察の「情報・通信技術に関連する犯罪対策中央局（OCLCTIC）」 

-‐   ・国家警察の「対人暴力抑止中央局（OCRVP）」の中に、2006年設置さ 

-‐   れた「未成年被害者中央グループ（GCMV）」。 

-‐   ・国家憲兵隊の「司法調査・文献資料技術部（STRJD）」の「サイバー犯罪対

策部（ DLCC）」及び、その下部組織として、「デジタル調整支援部門

（DCAN）」「インターネット捜査部門（D2I）」「インターネット上の現象の

予防と追跡部門（DPSPI）」「インターネット上の未成年者侵害抑制部門

（RAMI）」が存在。【本文 67-68頁】 

 

インターネット上の違法コンテンツに関する、インターネットサービスプロ

バイダとホスティングサービス事業者の責任については、「デジタル経済にお

ける信頼のための 2004年 6月 21日の法律第 2004-575号（LCEN）」第 6条で

規定。【本文 67頁】 

 

違法コンテンツに対するアクセスブロッキングは、原則として、裁判所の判

決命令によるもの判例を本文にて参照。 

なお、児童ポルノのブロッキングに関しては、義務付けされており、例外的

に裁判所の判断を介さない。【本文 67頁】 

 

ホスティングサービス事業者は、提供するサービス上に保存されたコンテン

ツが違法であると認識した場合、迅速、適切な対応を怠った場合の責任を負

う。またインターネットサービスプロバイダとホスティングサービス事業者

は、刑法典第 227-23条、第 227-24条で規定される違法行為を防止するために

協力する各種義務の明記。【本文 68頁】 
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個人情報保護に関する法律は、情報処理・データファイル及び市民の自由に

関する 1978年 1月 6日の法律 78-17号が基本となりその後 EUが発令した、個

人情報保護に関する指令、欧州連合理事会の指令 95/46/EC号、電子通信部門

における個人データ処理とプライバシーの保護に関する 2002年 7月 12日の欧

州議会及び欧州連合理事会の指令 2002/58/EC号等を、国内法化する為に複数

回改正され、現行法は、2014年 3月 19日改正版。【本文 68頁】 

 

「情報処理及び自由に関する全国委員会（CNIL）」は、インターネットにおけ

る青少年の個人情報保護に関して専用ウェブサイトを開設し、青少年、保護者

及び教育者に対して情報提供、啓発の実施。 

違法ダウンロードに関する規制としては、情報社会における著作権および著

作隣接権に関する 2006年 8月 1日の法律第 2006-961号 通称「DADVSI法」

他、「HADOPI1法」「HADOPI2法」が存在。但し、特に未成年者の保護に関す

る内容は、含まず、年齢を問わない規制法として存在。【本文 68頁】 

 

児童ポルノ 

フランスにおける児童ポルノ対策は、比較的早く、1992年の刑法典の全面

改正により公布、1994年 3月 1日発効の際、猥褻物一般を規制してきた「良

俗侵害罪、狭義では、猥褻物陳列罪」が廃止、青少年保護の観点で再編成され

た。結果、児童ポルノの規制（刑法典第 227-23条）、未成年者が閲覧可能な

状況での成人ポルノ等の販売等の規制（第 227-24条）が制定。【本文 69頁】 

 

1996年 8月にベルギーで小児性愛による、マルク・デュトルー事件が発

覚、欧州における規制が厳しくなる。フランスでは、ペドフィル（小児性愛

者）摘発が発生。その後、性的暴力に関する 1997年 8月 26日の通達 97-175

号、通称“ロワイヤル通達”により、教職員の性的暴力が発覚した場合、同僚

による即時告発が義務化。その後、児童ポルノをはじめ性犯罪に対する罰則強

化により、「性的犯罪の予防、抑圧ならびに未成年者保護に関する 1998年 6

月 17日の法律第 98-468号」が可決。【本文 69頁】 

刑法典第 227-23条は、この新法により改正された（詳細内容は、本文参

照）。 

 

1998年 9月 24日には、欧州議会で「未成年者及び人間の尊厳の保護を比較

し得る効果的な水準に確保するための各国の枠組みを促進することによる、欧

州の視聴覚·情報サービス産業の競争力の発展に関する 1998年 9月 24日の欧

州連合理事会勧告」が採決。【本文 69-70頁】 

 

2000年には、「インターネットにおける児童ポルノ対策に関する 2000年 5

月 29日の欧州連合理事会決定」が採択。 

フランスでは、これに先立ち、「情報・通信技術に関連する犯罪対策中央局

の設立に関する 2000年 5月 15日のデクレ 2000-405号」が発令。 

この法令により、国家警察本部刑事局（DCPJ）の管轄下に、情報・通信技術

に関連する犯罪対策中央局（OCLCTIC）が設置され、違法あるいは、公序良俗

に反する内容を掲載するサイトの一般からの通報受付ホットラインを運営、処

理にあたっている。この機関における構成システム・役割は本文に明記。【本

文 71頁】 

2005年 3月子供への性的虐待の裁判 

2006年 4月「夫婦間、又は未成年者に対する暴力の予防と抑圧を強化」

2006年 4月 4日の法律 2006-399号により刑法典第 227-23条は改正され、刑

が加重化。【本文 72頁】 

 

児童ポルノ画像・描写の遠距離通信ネットワークによる頒布に対する刑罰に

ついて記述。【本文 72頁】 
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「対人暴力抑止対策中央局設置に関する 2006年 5月 6日のデクレ 2006-519 

号」が発令され、国家警察本部刑事局内に、殺人、暴行、性的侵害、監禁、誘

拐ならびに児童ポルノ等の違法行為対策にあたる「対人暴力抑止対策中央局」

が設置。OCRVPの内部組織として、未成年被害者中央チーム（GCMV）が設置さ

れ、Europolや Interpolと協力体制のもと（OCRVPは、インターポールが管理

する、児童性的虐待を扱うデータベースである（ICSEDB）に直接アクセスする

ことができる）、児童ポルノや買春ツアーなどの未成年者に対する性的犯罪の

撲滅及び摘発。【本文 72頁】 

 

OCRVPが管理する、FIJAIS（全国性犯罪者の司法情報ファイル）は、司法大

臣の管轄下、司法官（magistrat）が管理する犯罪記録保管部に置かれ、未成

年者に対する暴力犯罪（故殺、謀殺、拷問、野蛮行為等）や性犯罪（強姦、性

的侵害、売春斡旋等）を行なった者の再犯防止の対策、遡及的適用の構築が認

可。【本文 72頁】 

「犯罪予防に関する 2007年 3月 5日の法律 2007-297号」により、「遠距離通

信ネットワーク」から「電子通信ネットワーク）」に表記が変更。また第

227-24条で規定される違法行為についての追記。 

児童ポルノを規制する第 227-23条には、オンライン通信サービスを利用し

て児童ポルノの常習的に閲覧することが処罰の対象となることが付記。いわゆ

る「出会い系サイト」等を利用して児童を性的に誘引することを禁止する第

227-22-1条が新たに制定。 

「犯罪予防に関する 2007年 3月 5日の法律 2007-297号」の第 35条の制定で

OCRVPは、電子通信手段によって行われる犯罪の証拠収集、加害者の捜索をよ

り効率的にする目的でサイバーパトロールを設置し、そこでのおとり捜査の実

施方法を規定。【本文 73頁】 

2007年 10月 25日、欧州評議会で「性的搾取及び性的虐待から児童を保護

する条約」が調印。5条では予防の観点にも重点が置かれ、児童と接する職業

に携わる者の規定及び、第 6、7、8条では、主に児童や一般に対して啓発キャ

ンペーンを行ない、児童が「性的搾取及び性的虐待のリスク」について、身を

守る方法について、また「新たな情報・通信技術の使用から生じるリスクに特

に注意を払う」ことが強調。 

20条では、児童ポルノの製作、提供、利用可能にすること、頒布、送信、

取得、所持、そして情報通信技術による児童ポルノへのアクセスの違法行為規

定。国内における児童保護や性的搾取・虐待対策の管轄機関の協力体制を敷く

こと（第 10条）。通報システムやホットラインの設置で保護と支援の社会的

プログラムの構築（第 11～14条）。締約国間での裁判権を設定（第 25条）。

法人の責任（第 26条）の規定。 

2009年には、「国立児童ポルノ画像分析センター（CNAIP）」の設置。 

2011年、欧州委員会は、「児童の性的虐待と性的搾取、ならびに児童ポル

ノの対策に関する、欧州連合理事会の枠組決定 2004/68/JAI号に代わる 2011

年 12月 13日の欧州議会及び欧州連合理事会指令 2011/92/EU号」を公布、同

日施行。2013年 12月 18日までに、指令の内容を国内法化が義務化。 

フランスでは、これを受けて、「欧州連合の法を司法分野への適用に関する

諸措置と、フランスの国際的義務の諸措置に関する 2013年 8月 5日の法律第

2013-711号」を制定、15歳（フランスにおける性的同意年齢）未満の児童に

対する違法行為の処罰がより厳格化（第 227-22条）。 

【本文 73-75頁】 

自

主

規

制 

2010年現在フランスのすべてのプロバイダは、プロバイダ憲章に参加、有

害情報の伝播を阻止する自主規制及び、無料でのフィルタリングソフト提供が

義務化。インターネットアクセスサービスプロバイダ協会（AFA）の活動 AFA

は、経済的・文化的・社会的観点から、インターネットの発展に伴う課題とそ

の影響に取り組むことを目的としており、オンラインサービスやネットワーク

の発展、またそれに関して消費者及び事業者の研修や啓発を促進の任務を負

う。AFAは、フランス国内の非営利団体との結びつきも強く、青少年向け教育
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的コンテンツ企画会社 Tralalereが運営するインターネット上のリスクについ

ての啓発情報サイト Internet Sans Crainte、後述の非営利団体等と共にメン

バーとして活動。【本文 75-77頁】	  
インターネ

ットカフ

ェ・漫画喫

茶 

法

規

制 

フランスには、まんが喫茶はほとんどない為、ここでは、インターネットカ

フェ（サイバーカフェ）に関する規制について記述。 

インターネットカフェだけを対象にした法令はなく、郵便・電子通信法典の

第 33－1条で規定される「公共ネットワークの設立と運営、ならびに公衆電子

通信サービスの提供」を行なう施設として規制の対象。但し、規制の対象とし

ての優先順位は、低い。【本文 81頁】 

携帯電話・

PHS 

法

規

制 

携帯電話に関する規制は、独立行政機関である電子通信郵便規制機関

（ARCEP）が管轄する。主な任務は、本文に記載、但し、青少年保護に関する

規制は、担わない。【本文 83頁】 

 

スマートフォンは、そのアプリケーションも含めて、「情報処理・データフ

ァイル及び市民の自由に関する 1978年 1月 6日の法律 78-17号」、ならびに

「デジタル経済における信頼のための 2004年 6月 21日の法律第 2004-575

号」の規制対象。「環境のための国家的政策に関する 2010年 7月 12日の法律

第 2010-788号」により、「教育法典」第 L511-5条が制定され、幼稚園・小学

校・中学校において、校則が定める場所での授業中、児童・生徒の携帯電話の

使用禁止。【本文 83頁】 

 

インターネット利用特別委員会（DUI）は、デジタル経済担当省と高等教

育・研究省と共同で、一般利益のための無料、広告なしのアプリケーションを

評価。【本文 83頁】 

 

スマートフォン利用における個人情報に関しては、「情報処理及び自由に関

する全国委員会（CNIL）」の基に監督。【本文 83頁】 

自

主

規

制 

フランスの 3大携帯電話事業者により「フランス携帯電話事業者協会

（Association française des opérateurs mobile = AFOM）」が設立され、こ

のフランス通信事業者連盟は、社会、環境、市民及び企業に対する責任と革新

的な産業を促進し、電子通信事業の経済的利益を保護し、全国及び国際レベル

で電気通信事業者のイメージアップを図る。 

【本文 83頁】 

 

Orangeが無料で提供しているモバイルペアレンタルコントロール

（controle parental mobile）は、モバイルインターネット、TVコール

（appels visio）、Orangeのモバイルテレビの利用に際して青少年に有害な

情報を含むコンテンツへのアクセスの制限が可能。【本文 68頁】 

 

アプリケーションフィルタリング（アプリケーションにおける有害情報の閲

覧を制限する措置） 

e-Enfanceは、iPhone及び iPodに対応している市販のペアレンタルコント

ロールアプリケーションの品質検査を実施。利便性・信頼性の高いソフトをウ

ェブサイトで紹介。【本文 113頁】	  
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表 B:韓国の概要 

 

全般 法

規

制 

韓国の青少年有害媒体物の制度は、法令による行政機関の強制的規制とし

て、公的規制が自律規制より強い一方で、青少年委員会が青少年有害媒体物関

連制度に関する全ての管理及び運営に対して責任を持つ中央集中型の規制では

なく、個別の審議機関が媒体別に内容規制をする分散型規制システムとして運

営されているのが特徴。【本文 29頁】 

 

内容の規制として青少年有害媒体物制度は、大きく事前・事後に分類され、

等級制度は事前に行われ、等級分類を担当する審議機関として、映画及びビデ

オ物、ゲーム物各委員会が設定。一方で、事後規制としては、音盤について

は、青少年保護委員会、放送プログラム及びインターネットコンテンツについ

ては、放送通信審議委員会、小説、マンガなど図書類及び刊行物については、

韓国刊行物倫理委員会が、内容を規制。 

【本文 29頁】 

出版 法

規

制 

（1）青少年有害媒体物 

青少年有害媒体物とは、青少年保護委員会が青少年に有害であると決定、確

認して告示した媒体物で「青少年保護法」に従い規定。 

 

青少年保護法に基づく媒体物には、映画、ビデオ物、ゲーム物、音盤、音楽

ファイル、音楽ビデオ、公演、電気通信による符号 文言 音響、又は映像情

報、放送番組、特殊日刊新聞、一般週刊新聞、特殊週間新聞、一般週刊新聞、

インターネット新聞及びインターネットニュースサービス、雑誌などの定期刊

行物、出版刊行物、電子出版物、外国出版物、屋外広告物、商業広告宣伝物な

ど（青少年保護法第 2条第 2号）。【本文 32頁】 

 

有害の決定は審議委員会等との審査判断基準 6項目（青少年保護法第 9条第

1項）で規定。【本文 32-33頁】 

 

審議機関は、以下を参照。【本文 32-33頁】 

 

青少年保護委員会とは、すべての媒体物（音盤・音楽ファイルを含む）専門

審議機関がない媒体物・各審議機関の審議要請がある媒体物・各審議機関の審

議を受けずに流通している媒体物の審議機関。 

 

映像物等級委員会とは、音盤、ビデオ、ゲーム、映画、公演、及びこれらに

関連する広告物の審議機関。【本文 34頁】 

 

放送通信審議委員会とは、放送番組と放送広告物・情報通信による音声情

報･映像情報･文字程度及び通信上の広告物の審議機関。 

 

刊行物倫理委員会とは、定期刊行物、漫画、小説などの図書類、電子出版

物、刊行物に収録･掲載された広告物の審議機関。 

 

ゲーム物等級委員会とは、ゲームとゲーム広告物の審議機関。 

 

都道府県は、屋外広告物等管理法上の広告宣伝物の審議機関。 

 

（2）規制 

韓国における刊行物規制は、「出版文化産業振興法」（旧出版及び印刷振興

法、2003）、「刊行物倫理委員会の審議及び運営規定」（施行日

2012.07.27）、「青少年保護法」（1997）による。【本文 33-34頁】 
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有害刊行物と判断される基準項目は、以下の通り、具体的定義は本文にて明

記。【本文 35頁】 

 

- 扇情性などについて 

- 暴力·残酷性などについて 

- 性犯罪や有害薬物など 

- 健全な倫理観阻害など 

- 青少年有害行為など 

 

青少年有害表示区分と義務者は、条文で規定。 

 

「青少年保護法」第 13条第 1項 ＜改正 2013.3.22＞ 

 

媒体物の種類に応じた青少年有害表示方法。 

 

「青少年保護法施行令」第 13条第 1項 青少年有害表示の種類・方法 ＜改正

2013.9.17＞ 

 

別表 4．媒体物の種類に応じた青少年有害表示方法。 

 

＜[実施 2014.1.1][大統領令第 25050号、2013.12.30、法改正]＞ 

 

上記の罰則は、以下条文に規定。 

 

（「青少年保護法施行令」第 13条第 2項） ＜改正 2013.9.17＞ 

（「青少年保護法」第 59条第 1号） ＜改正 2013.3.22、2014.3.24＞  

（「青少年保護法」第 44条第 1項第 1号）及び是正命令（「青少年保護法」

第 45条第 1項第 1号、「青少年保護法施行令」第 39条第 2項及び別表 9） 

（「青少年保護法」第 64条第 1項）  

（「青少年保護法」第 63条） 

（「青少年保護法」第 14条第 1項）  

他、ゲーム・音盤、音楽ファイル、音楽映像物及び音楽映像ファイル  

 

一般日刊新聞、特殊日刊新聞、一般週刊新聞、特殊週刊新聞、インターネッ

ト新聞、インターネットニュースサービス、雑誌、情報刊行物、電子刊行物、

刊行物、電子出版物及び外国刊行物、その他の刊行物に基づく規定の法律。 

1.「ゲーム産業振興に関する法律」 

2.「音楽産業振興に関する法律」 

3.「新聞などの振興に関する法律」 

4.「雑誌などの定期刊行物の振興に関する法律」 

5.「出版文化産業振興法」 

に各規定制定。【本文 33頁】 

 

・なお、販売方法における区分の取り扱い規定の（「青少年保護法」第 17条

第 3項及び「青少年保護法施行令」第 18条第 1項及び別表 5）を以下に明

記。 

・販売陳列方法等（「青少年保護法施行令」第 18条第 2項） 

・自動販売機等での取り扱い規定（「青少年保護法」第 45条第 1項第 5号、

第 6号、「青少年保護法施行令」第 39条第 2項及び別表 9） 

・上記違反・是正の罰則規定は、（「青少年保護法」第 64条第 2項第 2

号）、（「青少年保護法」第 22条）、（「青少年保護法」第 58条第 2号）

（「青少年保護法」第 54条第 2項、「青少年保護法施行令」第 44条第 2項及

び別表 11第 2号）【本文 91-92頁】 
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映画・ビデ

オ・コンピ

ュータソフ

ト等 

法

規

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）映画 

1997年「青少年保護法｣制定を通じてドイツ法制の影響を受けた青少年有害

媒体物の制度が導入され、同年に映画振興法を使用して映画上映分類制が導

入。 

 

映画上映等級は、映画の内容と映像などの表現程度に応じて、全年齢観覧

可・12歳以上観覧可・15歳以上観覧可・18歳未満観覧不可・ 制限上映可の 5

等級に分類。 

 

（映画やビデオの振興に関する法律施行令 第 10条の 2第 1項） 

 

規定基準の詳細、映画･演劇･音楽等娯楽的観覧物違反行為に関する法規制を

掲載。 

 

出典：青少年有害環境媒体物制裁基準、2014年 03月、釜山広域市女性家族政

策課児童青少年担当室 【本文 47-50頁】 

 

（2）ビデオ 

ビデオを制作、又は配給（輸入を含む）する者は当該ビデオを供給する前

に、当該ビデオの内容に関し、映像物等級委員会から等級分類を受け、ビデオ

の等級分類は、テーマ、内容、台詞及び映像等を総合的に判断し、次の各号の

基準によって等級が決定（映画やビデオの振興に関する法律第 50条）。 

【本文 50-51頁】 

 

映画同様にビデオにおける鑑賞可能年齢の制限規定の基準詳細を掲載。 

 

青少年保護法では、ビデオ･ゲーム等の違反行為に関しての処罰について

も、ビデオ･ゲーム等違反行為に関する法規制に規定されている詳細を掲載。

【本文 93頁】 

 

出典：青少年有害環境媒体物制裁基準、2014年 02月、釜山広域市女性家族政

策課児童青少年担当室 

 

（3）音楽・音盤に関する規制 

青少年有害音盤の審議、決定、通知及び青少年対象の流通制限は、1997年

に制定された青少年保護法の規定（第 8条など）に基づいて、青少年に有害な

社会環境から青少年を保護するための措置として実施。 

青少年保護委員会や各審議機関は、媒体物の審議の結果、その媒体物の内容

が「刑法」などの他の法令に基づいて流通が禁止されている内容であると判断

した場合は、遅滞なく、関係機関に刑事罰や行政処分を要求する必要がある。

また刑法による処罰規定を掲載。【本文 51-52頁】 

自

主

規

制 

音楽・音盤における、青少年有害音盤の審議決定過程は、まず、音楽作詞

家、音楽評論家、音盤制作社、音源流通社など音楽業界の人事及び音盤制作社

の代表、放送局 PD、メディア論説委員、歌謡審議委員、高校の校長先生など

民間専門家 9人で構成された「音盤審議委員会」で 1次検討した後、第 2段階

で、学界、弁護士など民間委員 11人で構成された「青少年保護委員会」で最

終審議して決定している。民間の専門家で構成された合議制の審議議決機関で

ある「音盤審議委員会」と「青少年保護委員会」の 2つの委員会で決定するよ

うに、関連法令等に規定。【本文 52頁】 

放送 法

規

制 

 

 

韓国におけるメディア規制は、保護主義的な傾向が見られ、政府が中心とな

って青少年保護の観点から有害メディアを組織的に規制が特徴的。そして、こ

のような組織的な規制を可能にしているのが、国家の法律である「青少年保護

法」である。この法律では、青少年に有害であると判断された番組は、青少年

視聴保護時間帯（平日は、7時から 9時と 13時から 22時、土･日、祝日及び
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学校の休みの期間は、7時から 22時）での放送を禁止。【本文 56頁】 

 

青少年視聴保護時間帯に放送される青少年有害媒体物について（予告放送を

除く）（「青少年保護法」第 9条第 1項及び「青少年保護法施行令」第 19条

第 2項）で規定。 

詳細規定基準掲載。【本文 96頁】 

これに違反して青少年有害媒体物を放送した者は、2年以下の懲役、又は

1,000万ウォン以下の罰金処分（「青少年保護法」第 59条第 3号）。 

 

放送プログラム違反行為に関する法規制についての掲載。 

 

各審議及び規定等の推進及び運営を行う委員会について。 

 

（1）映像物等級委員会 

映像物等級委員会の職務内容は、以下に記載。【本文 97頁】 

 

- 公正で合理的な等級分類及び推薦業務の遂行（公益性と公正性を原則とする

が、作品の創意性と自律性を最大限尊重する） 。 

- 等級分類及び推薦対象。  

- 映画：韓国内外の映画の等級分類。  

- 映像コンテンツ（ビデオ物）：韓国内外の映像コンテンツ（ビデオ物）の等

級分類。  

- 公演物：外国人の韓国国内公演の推薦及び青少年有害性の有無の決定。  

- 広告・宣伝物：映画、ビデオ等の広告・宣伝物の年少者有害性の有無の決定

各種委員会の運営。  

- 等級委員会の開催：再審事由発生時には、委員会が積極的かつ能動的に対

処、委員会の主要懸案事項を論議及び決定、委員会の中長期的発展策を整備

（年 20回を予定）。  

- 事後管理委員会の開催：非営利民間団体推薦の人士を含めて 7人以下 

で構成、等級分類制度·基準等の研究。 

- 小委員会の開催：映画の等級分類、韓国内外のビデオ物の等級分類、舞台公

演物の推薦、広告・宣伝物の青少年有害性の有無。  

- その他の等級分類及び推薦業務の支援。 

 

（2）放送通信審議委員会【本文 79頁】 

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ための機関であり、独立して業務を

行う独立機構。 

 

放送通信審議委員会の職務内容（審議について）掲載。【本文 79頁】 

広告 法

規

制 

 

 

 

 

 

青少年有害媒体物として、「青少年保護法」第 2条第 2号に対応する媒体物

の中、「屋外広告物等管理法」に基づく屋外広告物と媒体物に収録 掲載 展

示、その他の方法で含まれている商業広告宣伝物が次のいずれかに該当する場

所に公然と設置・付着、又は配布したり、商業広告宣伝物を青少年のアクセス

を制限する機能がないコンピュータとの通信を通じて設置・付着、又は配布な

どの禁止（「青少年保護法」第 19条第 1項に規定）。【本文 60頁】 

 

青少年有害媒体物として、「青少年保護法」第 2条第 2号に対応する媒体物

（「屋外広告物等管理法」に基づく屋外広告物は除く）は、青少年を対象に販

売・貸与・配布したり、視聴・観覧、又は利用できるような提供の禁止（「青

少年保護法」第 19条第 2項規定）。【本文 60頁】 

 

上記における罰則規定は、詳細を以下に掲載。【本文 99頁】 

（「青少年保護法」第 59条第 4号） 
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（「青少年保護法」第 45条第 1項第 7号、「青少年保護法施行令」第 39条第

2項及び別表 9第 7号） 

（「青少年保護法」第 64条第 1項）  

（「青少年保護法」第 63条） 

及び法規制・罰則基準の詳細を掲載 

 

出典：青少年有害環境媒体物制裁基準、2014年 02月、釜山広域市女性家族政

策課児童青少年担当室 

自

主

規

制 

広告宣伝の制限方法と制限場所、その他の広告の制限に必要な事項は、大統

領令で定め、特別自治道知事・市長・郡守、又は区庁長などは、立看板・プラ

カード・張り紙・ちらしの広告内容が公序良俗や青少年の感情を阻害するおそ

れがあると判断される場合は、大統領令で定めるところにより、青少年保護委

員会に審議の要請が可能。 

 

特に自主規制より罰則規制及び民間の訴えの働きかけ等で、法令に違反する

事に対する罰則により抑止力としての認識。【本文 99頁】 

興行 法

規

制 

 

 

 

 

 

青少年の興行については、 

①青少年の出入を完全に禁止する青少年出入・雇用禁止店舗、 

②青少年の出入は、可能だが雇用を禁止する青少年雇用禁止店舗、及び、 

③青少年の通行を 24時間禁止する青少年通行禁止区域、 

④青少年の通行時間を制限する、青少年通行制限区域などがあること 

による規制の実施。 

 

青少年有害店舗とは、「青少年保護法」の第 2条第 5号、「青少年施行令」第

5条及び第 6条の規定により、青少年の出入り及び雇用の両方、又は一方を規

定。 

 

店舗の区分は、その店舗の営業時、他の法令により求める許可・認可・登

録・申告などの可否に関わらず、実際に行われる営業行為が判断基準（「青少

年保護法」第 2条第 5号）。また罰則規定の詳細を掲載。 

【本文 63頁】 

自

主

規

制 

1999年「青少年保護法」の改正により、自治体は、青少年通行禁止区域と

青少年通報制限区域の設定。 

青少年通報禁止区域は、24時間青少年の通報が禁止されるが、青少年通行

制限区域は、夜 19時から翌日 6時までの間で（時間設定は、区域毎に違う）、

青少年の通行を禁止。 

例）ソウル特別市の場合、現在青少年通報禁止区域が 5箇所、通行制限区域

が 4箇所あるが、当該地域に市民青少年有害環境監視団による監視活動を行

い、更に広域公益勤務員 17名及び監視員 8名を配置し集中的に監視活動の実

施。【本文 65頁】 

カラオケボ

ックス 

法

規

制 

青少年保護法第 29条（青少年雇用禁止及び出入制限等）により、カラオケ

ボックスは、「青少年出入・雇用禁止店舗」に分類され、青少年室を備えてい

るカラオケボックスの場合は、青少年の出入りが可能。 

「音楽産業振興に関する法律」により 18歳未満の青少年については、出入時

間制限の規制。 

また「学校保健法」における「学校環境衛生静化浄化区域」では、カラオケ

ボックスの開店の制限があり、絶対浄化区域（学校出入り門から半径 50メー

トル以内）では、禁止、相対浄化区域（学校出入り門から半径 200メートル以

内）では、管轄地域教育庁の審議が必要。【本文 66頁】 
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通信・イン

ターネット 

 

 

 

 

法

規

制 

インターネットにおける韓国の青少年の有害環境は、健全な生活の時間帯を

乱す恐れがあるとして特にネットを通じてのゲーム産業に焦点。 

参照協会の役割について記載。 

 

韓国ゲーム産業協会（http://www.gamek.or.kr/）  

ゲーム産業協会は、ゲーム産業に関連のある社会各分野の機構及び団体との協

力活動を拡大し、健全なゲーム文化の拡大及び産業振興の環境を造成するため

の協会。 

無線インターネット産業連合会（http://www.moiba.or.kr/）  

【本文 115頁】 

自

主

規

制 

2014年 8月からはインターネット治癒学校（韓国青少年相談福祉開発院が

運営）設立し、インターネット依存が深刻な青少年を対象に、11泊 12日にわ

たるプログラムを提供している。【本文 115頁】 

インターネ

ットカフ

ェ・漫画喫

茶 

法

規

制 

「ゲーム産業振興に関する法律施行令」の第 16条に基づき以下の規制及び

罰則規定。 
 

営業時間：詳細掲載。 
青少年の出入時間：詳細掲載。 
上記条文に違反して、青少年を出入させた場合の行政処分と罰則規定：詳細掲

載。【本文 81-82頁】 

 

青少年保護法では、19歳になる年には青少年でなく、成人とみなすが、ゲ

ーム法では、青少年の年齢に満 18歳を適用し、更に高校在校生の学生を含む

という但し書きがある。従い、ゲーム法では、高校 3年生に該当する満 18歳

のものが、高校に通わないとインターネットカフェの出入が 24時間可能。し

かし、高校在学生の場合は、19歳になっても青少年出入時間に制限の規制対

象。【本文 108頁】 

 

一方、反対派の動きとして、2011年、韓国インターネットカフェ協同組合

（現：韓国インターネットコンテンツ）（http://www.cpik.or.kr）は、「ゲー

ム産業振興に関する法律（以下、ゲーム法）」の青少年定義について憲法訴願

を提起。インターネットカフェ協同組合は、数年間にわたり該当内容を含んだ

過度なインターネットカフェ規制について、政策提案書を国会、中小企業庁な

ど各政府機関に提出。【本文 108頁】 

 

組合は、勤労基準法を除いたほとんどの法律が青少年法の青少年を基準と適

用しているが、ゲーム法だけが年齢定義が違う為、法律の一貫性を欠くと提

起。【本文 108頁】 

 

インターネットカフェにおける禁煙については、韓国における青少年の喫煙

問題は大きいため、禁煙に係る法律が大きな意味を持つ。 

2013年 6月、「国民健康増進法」の改正案により、インターネットカフェに

おける全面禁煙法案を施行。法案によると、2013年 12月までは、準備期間と

して、2014年からすべてのインターネットカフェは、全面禁煙区域。   

【本文 109頁】 

 

それに反対するインターネットカフェの業主等に対し、憲法裁判所は、「多

数の人が利用するインターネットカフェのような公衆利用施設全体を禁煙区域

に指定することで、青少年を含む非喫煙者の間接喫煙を防止し、嫌煙権を保証

することにより国民の健康を増進するという、改正した禁煙区域の条項の立法

目的は、正当であり、インターネットカフェ施設全体について禁煙区域指定義

務を賦課したことは、立法目的を達成するための効果的且つ適切な方法」とし

て判決。【本文 109頁】 
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まんが店舗は、日本のまんが喫茶とは概念が違い、漫画を貸与している店

舗、又は販売している店舗を示す。 

 

店舗の開業位置について 

韓国の「学校保健法」により、まんが店舗は、青少年有害店舗と指定してい

る。「学校保健法」第 5条及び「学校保健法施行令」第 3条、第 4条の規定に

よる詳細を掲載。 

青少年の出入りについてまんが店舗は、「青少年保護法」の規定により、夜

10時から朝 9時までの間、青少年の出入禁止。 

なお、それに伴う罰則規定も掲載。【本文 82頁】 

携帯電話・

PHS 

法

規

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年、韓国の放送通信委員会は、スマートフォン普及拡大によりインタ

ーネットが時間と場所に関係ないモバイルに拡大することにつれ、不法・有害

情報の無分別の流通への懸念がますます高まる背景から、利用者、とりわけ青

少年に悪い影響を与えないように適切な遮断対策を設定。 

具体的には、サービス別、提供方式別に情報の流通実態調査を実施。新型媒

体及びサービスの流通現状を調べる一方、この結果に基づき、事業者との業務

共助及び協議を進めるなどにして、無線インターネット上の情報健全化対策に

注力。 

2012年 3月からスマートフォン拡散による淫乱物遮断対策を本格的に強

化。2012年、青少年保護法施行令が改正され、青少年有害媒体物を提供する

事業者に本人認証（施行令第 17条）の規定強化。同時に放送通信審議委員会

は、スマートフォン保有する利用年齢代が下がっていることを勘案し、子ど

も・青少年保護に向け、不法・有害 APP規制を強化する方針で、更には不法・

有害 APP（アプリケーションプラットフォーム）遮断と拡散防止の実効性を高

めるため、APPオープンマーケット事業者についても積極的な自主規制を要

請。【本文 84-85頁】 

 

法律と規制機関【本文 85-86頁】 

未成年者の携帯購入について。 

19歳未満の未成年者の購入規定（「民法」第 4条）。 

法定代理人の同意の必要性（「民法」第 5条第 1項）。 

違反する行為は、取消しの規定（「民法」第 5条第 2項）。 

但し、契約については、通信業者により若干の差異。 

 

青少年有害情報について【本文 86頁】 

「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」 

第 41条（青少年保護のため施策の用意等） 

第 42条（青少年有害媒体物の表示） 

第 42条の 2（青少年有害媒体物の広告禁止） 

 

規制機関【本文 87頁】 

「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」により、放送通信審議委

員会が、放送プログラム及びインターネットコンテンツの青少年有害性につい

て審議し決定。 

 自

主

規

制 

 

サイバー見守り連合会【本文 116頁】 

趣旨：行政安全部と 11の市民団体の官民協力により、オンライン淫乱物のモ

ニタリング活動により、有害情報から青少年を保護する役割。 

活動：不法、有害、淫乱情報のモニタリング活動及び青少年の保護。 

 

構成機関及び団体【本文 116頁】 

政府：行政安全部、韓国情報化振興院。 

市民団体：健全メディア市民連帯、子ども健康国民連帯、女性青少年メディア

協会、YMCA、等青少年保護連盟等が監視と見守りの両面でのサポートの強化。 
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