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第 1章 各国政府の有害情報に対する規制の現状（政府の規制、民間による規制） 

 

1．マスコミ全般 

1.1 フランス 

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、以下のものがある。!
!

1.! 刑法典第 227-24 条では、「未成年の目に触れる可能性があるにも拘わらず、方法及

び媒体の如何を問わず、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、あるいは未成年が身体的に危険なゲームに身を委ねるように煽動するメッセー

ジを作成、転送、頒布すること、又はそれで経済活動をすること」を禁じている。

「方法及び媒体の如何を問わず」ということは、活字メディア、視聴覚メディア、

あらゆる情報通信生産物を含み、マスコミ全般も対象となることは明らかである。 

 

2.! また刑法典第 227-28条では、報道という手段によって、未成年者に対する犯罪教唆

や未成年者ポルノの作成・頒布がなされた場合、報道に関する法律が優先的に適用

されることを記している。 

 

3.!児童の権利に関する条約（Convention Internationale des Droits de l’Enfant）

に基づく児童保護と報道の自由の連接と均衡を図って、厚生省大臣の要請のもと、メ

ディアにおける児童保護に関する憲章が 2012 年 2 月に制定され有害環境からの未成

年者保護を目的にしたものではないが、広い意味での青少年保護に関する法令は以下

のものがある（ともに犯罪に巻き込まれた未成年者に対する報道について）。 

 

（1）「報道の自由法に関する 1881 年 7 月 29 日の法律（Loi du 29 juillet 1881 

sur la liberté de la presse）」正当な申し出によって公表された場合を除き未成年

者、釈放された未成年者、自殺した未成年者、違法行為の被害者の未成年者の身元に

関する情報あるいは、身元が明らかになる情報の頒布を禁止している。 

 

（2）非行少年に関する 1945 年 2 月 2 日のオルドナンス（Ordonnance no. 45-174 

du 2 février 1945 relative à l’énfance délinquante）の第 14条 4項では、少年

裁判所の審理の記録を公表することは、書籍、出版物、ラジオ放送、映像、その他方

法の如何を問わず、禁じられている。同様に、未成年犯罪者の身元や素性を文書や

図・写真によって公表することは禁じられている。 
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＜民間による規制＞ 

全国ジャーナリスト労働組合は、「ジャーナリストの職業倫理に関する憲章（1918 年

制定、2011 年改正）」を掲げているが、職業倫理を謳ったもので、違反に対する罰則、

内部審査機関はない。また未成年者保護に関する項目もない。!
 

1.2 韓国 

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である。!
内容の規制としては、青少年有害媒体物制度は、大きく事前・事後と分類することが

でき、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

物については映像物等級委員会、ゲーム物についてはゲーム物等級委員会が担当してい

る。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、内容の規制を行っている。!
!

表 1-1 審議機関別審議対象及び等級!
審議機関 審議対象 審議の時期 等級及び表示方法 

刊行物倫理委

員会 

図書、定期刊行物、電

子出版物 

事後審議 有害刊行物（不法表現物） 

青少年有害刊行物（19歳） 

放送通信審議

委員会 

放送プログラム 事後審議 全年齢視聴可 

7歳以上視聴可 

12歳以上視聴可 

19 歳以上視聴可＆青少年有害

媒体物（19歳） 

インターネットコンテ

ンツ 

事後審議 青少年有害媒体物（19歳） 

青少年保護委

員会 

すべての媒体物 

音源、インターネット

コンテンツなど 

事後審議 青少年有害媒体物（19歳） 

映像物等級委

員会 

音楽映像物 事前等級分類 年少者利用不可音盤（18歳） 

 映画/ビデオ  全体観覧可 

12歳観覧可 

15歳観覧可 

青少年利用不可（18歳） 

制限上映可（映画だけ） 

 公演物  年少者有害公演物（18歳） 

ゲーム物等級

委員会 

ゲーム物 事前等級分類 全体利用可 

12歳利用可 

15歳利用可 
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青少年利用不可（18歳） 

出典:http://journal.kiso.or.kr/?p=782!
 

青少年有害媒体物指定プロセス 

 

上記表より、青少年有害媒体物の審議プロセスは主に 3つに分けることができる。!
 

1.! 各審議機関の審議を経て、青少年有害性が確認された媒体物を女性家族部長官が告

示した媒体物（指定告示青少年有害媒体物）!
2.! 範囲と対象を包括し女性家族部長官が告示した媒体物（特定告示青少年有害媒体物）!
3.! 審議、又は告示なく、自ら青少年有害物表示をした媒体物（自立表示青少年有害媒

体物）!
 

特定告示青少年有害媒体物の場合、個別の媒体物に対する評価ではなく、媒体物一般

に対する告示として、告示該当可否については解釈が必要にある。インターネット企業

協会などは、「OSP の立場からは告示該当可否を認識するのが難しい」などの理由で、数

回特定告示に反対意見を出したこともある。!
 

青少年有害媒体物における国家主導型の審議は、規制理論に偏る、又は一貫性と専門

性に限界を見せる部分もある。なお、このような権威主義的の制度は、審議過程と結果

において、批判と討論の対象になりにくく、公開する情報に限界があって、事後のけん

制と監視の対象にならない。従って、青少年と保護者、市民社会を含む青少年保護関連

主体の公論を制約し、産業界に自律的浄化機会を奪う一面もある。 

!
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2．出版 

2.1 フランス 

フランスでは、上述した刑法典 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 号で、青少年を主な読者とする出版物を規制している。司法

省には、青少年向け出版物の監視統制委員会が設置され、管轄当局と連帯体制で監視統

制の任務を負う（第 3条）。!
この法令により、青少年向け出版物は、「ポルノ的性質、また特定の個人やグループに

対する差別や憎悪、人間の尊厳の侵害、麻薬や向精神薬の使用・所持・売買、暴力的行

為、重軽罪と見なされる行為、子供や若者の身体的、精神的、又は道徳的な発展を害す

る行為を煽動する可能性が危惧され、青少年にとって脅威となる内容」及び「子供や青

少年を堕落させる性質の出版物の広告や告知」を含んではならない（第 2条）。また成人

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ってい

る場合には罰則対象となる。なお、1949 年 7 月 16 日同法でも未成年者に販売あるいは

贈与すること、キオスクなど販売店で衆目に触れる状態にしておくこと、出版媒体によ

る広告掲載は、禁止されている（第 14 条）。またこの法令は、フランス国内で販売ある

いは無料配布される輸入出版物にも適用される。!
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条では、制定

当時、小中高等教育機関から 100 メートル以内に、未成年者に販売が禁止されている出

版物の販売・展示を主な業務とする施設を設置することを禁じていたが、2007 年の改正

で、「100メートル」が「200メートル」に、「未成年者に販売が禁止されている出版物」

が「ポルノ的性質のある物品」に変更され、また当該施設へ未成年者の接近を推進ある

いは黙認した者への処罰が加えられた。 

!
＜民間による規制＞ 

全国出版社組合（Syndicat National de l’Edition、以下 SNE）は、1996年国民議会

の承認を得て発足した、出版に関わる業者の組合である。現在約 660 の書籍出版関連業

者が会員として登録している。 SNE は、ヨーロッパ出版社連盟（Federation of 

European Publishers、以下 FEP）と国際出版社協会（ International Publishers 

Association、以下 IPA）に加盟、欧州・国際規模の立法に関する課題にも従事している。!
SNE 内の「青少年グループ（Le Group Jeunesse）」は、児童文学の促進を主な目的に、

45社から構成されるが、青少年保護の言及は無い。!
2008 年の元老院報告書「新しいメディアが青少年に与えるインパクト（SENAT, 

Rapport d’information sur l’impact des nouveaux médias sur la jeunesse, No.46, 
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2008）」の聴聞には、当時「青少年グループ」会長が参加しているが、青少年保護に関す

る言及は無い。しかし、2010 年春以降、SNE は元老院の要請を受け、青少年向け出版物

に関する 1949年 7月 16日の法律第 49-956号の改正に向けて、その審議に加わった（改

正は 2011年 5月 17日）。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

表者が任命されている。!
民間団体が「青少年に不適切」な出版物の撤回措置を求めることがある。ユダヤ・キ

リスト教の価値観を社会生活のあらゆる面に推進する目的の団体 Promouvoirは、ポルノ

漫画が挿入された雑誌や小説を、青少年が閲覧可能な状態で販売したとして、大型書籍

チェーン店や出版社を訴えることがある。!
 

2.2 韓国 

（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ことを決定したり、

確認して告示した媒体物で「青少年保護法」の規定に従う。青少年有害媒体物を審議決

定するところは、女性家族部傘下の「青少年保護委員会」である（青少年保護法第 7条）。!

 

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、一般日刊新聞、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がある。（青少年保護法第 2条第 2号）!
青少年保護委員会と各審議機関は、媒体物が以下に該当する場合青少年有害媒体物にと

定義する。!
 

表 1-2 韓国における青少年有害媒体物に関する審議機関及び審議対象 

審議機関 所属 審議媒体物 

青少年保護委員会 女性家族部 すべての媒体物（音盤・音楽ファイルを含む） 

1.! 青少年に性的な欲求を刺激する扇情的なものか、淫乱なもの 

2.! 青少年に暴悪性や犯罪の衝動を引き起こす可能性があるもの 

3.! 性暴力を含む各種形態の暴力行為と薬物の乱用を刺激したり、美化するもの 

4.! ギャンブルと射幸心を助長するなど青少年の健全な生活を著しく害するおそれがある
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.! 他の青少年の精神的･身体の健康に明らかに害を及ぼすおそれがあるもの 

7.! ただし、第 1 項の規定による基準を具体的に適用するときは、社会の一般的な通念に

従い、その媒体物が持っている文学·芸術·教育·医療·科学的側面とその媒体物の特性

を一緒に考慮しなければならない（青少年保護法 第 9条第 1項）。 
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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 

映像物等級委員会 文化体育観光部 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 

放送通信審議委員会 大統領直属機構 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 

刊行物倫理委員会 文化体育観光部 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 

ゲーム物等級委員会 文化体育観光部 ゲームとゲーム広告物 

都道府県 - 屋外広告物等管理法上の広告宣伝物 

出典：!
ネ イ バ ー 知 識 百 科  青 少 年 有 害 媒 体 物 （ 時 事 常 識 辞 書 、 バ ク ム ン ガ ク ）

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=72599&cid=43667&categoryId=43667 

青少年有害環境監視団 http://cafe.naver.com/choonghyodan/152 

女性家族部 http://www.mogef.go.kr/korea/view/policyGuide/youth01.html 

 

（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）」等「青少年保護法

（1997）」によって行われている。!
 

「出版文化産業振興法」（法律第 12355号、公布日 2014.01.28、施行日 2014.07.29） 

 

第 18条第 3項（刊行物倫理委員会の機能） 

 

委員会は、「青少年保護法」第 2条第 2号に該当する定期刊行物の有害性を審議する。[全文

改正 2009.3.25] 

（「青少年保護法」第 2条第 2号中） 

 

- 「新聞などの振興に関する法律」に基づく一般的な日刊新聞（主に政治･経済･社会に関す

る報道･論評や世論を反映している新聞は除く）、特殊日刊新聞（経済･産業･科学･宗教の分

野は除く）、一般週刊新聞（政治･経済分野は除く）、特殊週刊新聞（経済･産業･科学･時事･

宗教の分野は除く）、インターネット新聞（主に政治･経済･社会に関する報道･論評や世論を

反映している新聞は除く）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･宗教の分野は除く）、情報刊行物、電子刊行物、その他の刊行物 

 

- 「出版文化産業振興法」に基づく刊行物、電子出版物及び外国刊行物（上に対応する媒体

物は除く。） 

 

第 19条第 2項（刊行物の有害性審査）  

委員会は、有害刊行物が「青少年保護法」の第 9 条第 1 項のいずれかに該当する場合、青少

年有害刊行物に決定し、その事実を遅滞なく、女性家族部に通報しなければならない。＜改

正 2011.9.15＞ 
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第 19条の 3（意見のお問い合わせ）  

第 1項 第 1号に該当する刊行物の出版社と第 1号･第 2号に該当する外国刊行物を輸入する

者は、その刊行物が有害刊行物、又は「青少年保護法」に基づく青少年有害刊行物に該当す

るかどうかを知ることができない場合は、これを事前確認するために委員会にお問い合わせ

することができる。  

 

1．小説、漫画、写真集及びその他大統領令で定める刊行物 

2．北朝鮮や反国家団体が出版した刊行物（「南北交流協力に関する法律」に基づいて、北朝

鮮から輸入する刊行物は除く）  

 

第 2 項 税関長は輸入される外国刊行物のうち、第 1 項第 1 号、又は第 2 号に該当する刊行

物が有害刊行物に該当するかどうかについて疑問がある場合は、その外国出版物を通関させ

る前に委員会にお問い合わせすることができる。 

 

第 3 項 委員会の委員長が第 1 項、又は第 2 項の規定による連絡を受けた時は、お問い合わ

せをした者にその意見を通知しなければならない。ただし、お問い合わせの刊行物が次の各

号のいずれかに該当する場合、委員会の審議を経て結果を通知しなければならない。  

 

1．「青少年保護法」に基づく青少年有害刊行物に該当するおそれがある刊行物 

2．有害出版物に該当する有害がある刊行物 

 

第 4 項 第 1 項から第 3 項までのお問い合わせ及び審議手続等に関する必要な事項は、文化

体育観光部令で定める。[本条新設 2012.1.26] 

 

青少年有害刊行物とは、青少年に有害な扇情性、暴力性、反社会性などの内容が表現

された刊行物を言う。前述したように、青少年保護法第 9条第 1項に規定されている。 
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1.! 殺傷、暴行、拷問などの場面をリアルで残酷に描写したもの  

2.! 四肢切断など身体損壊シーンをリアルに描写したもの  

3.! 臓器密売、死体遺棄などを具体的に記述したもの  

4.! 児童虐待、人身売買、誘拐などの行為を美化したりリアルに描写したもの  

5.! 暴力行為を興味本位に美化して助長するもの 

6.! 犯罪の手段や方法を具体的に記述して犯罪を助長するもの  

7.! 犯罪を教唆·幇助したり、宣伝·扇動するおそれが著しいもの  

8.! その他の青少年に暴悪性や犯罪の衝動を起こし、青少年の健全な人格形成を阻害するお
それがあるもの 

 

＜扇情性など＞  

青少年に性的衝動や性的羞恥心を刺激する次の各号に該当する内容が表現されている

ものは、青少年有害刊行物と判断する。 !

 

＜暴力·残酷性など＞  

青少年に暴悪性や犯罪の衝動を引き起こす次の各号に該当する内容が表現されている

ものは、青少年有害刊行物と判断する。!

 

＜性犯罪や有害薬物など＞ 

青少年に有害な性犯罪や有害薬物服用·製造及び使用を助長する次の各号に該当する内容

が表現されているものは、青少年有害刊行物に判断する。  

 

1.! 男女の臀部や女性の胸を意図的に露出させたまま扇情的な姿をとったもの 

2.! 男女の性器、局所部位の体毛や肛門（以下、「男女の性器等」という）が露出したり、
透明な衣装などで確実に透けて見えるもの  

3.! 着衣の状態であっても、近接撮影などで、男女の性器などが過度に強調されて輪郭やラ
インが扇情的に明らかになったもの 

4.! 異性、又は同性間の性行為、オーラルセックス、性器の愛撫などの性行為及び類似性行
為を具体的に記述したもの身体の一部、又は性具を用いた自慰行為を直接的かつ具体的

に記述したもの 

5.! 加虐·被虐性倒錯症、乱交、獣姦、窃視症など変態性行為を興味本位に記述したもの 

6.! 性教育などのために必要な場合であっても商業的に性関連の写真、画像、内容、手法な
どを過度に興味本位に過剰に描写·収録したもの 

7.! 男女の性器などを低速に表現して下品なセリフや悪口、わいせつを乱用するもの 

8.! 売春などの違法な性行為を具体的に記述したもの 

9.! 放尿、排泄時の汚物、精液、女性の生理などを極めてリアルに描写して嫌悪感を与える
もの 

10.! 女性の出産、中絶などの医療行為を興味本位に歪ませて、嫌悪感を与えるもの 

11.! 女性を性的対象としてのみ記述したり、商品化して、健全な性意識を歪曲するもの 

12.! 露骨な性的話やわいせつ行為などを具体的に記述した性具の広告を掲載したもの 

13.! 男女オナニーグッズ写真と使い方などを具体的に記述した性具の広告を掲載したもの 

14.! その他の青少年に性的衝動や性的羞恥心を刺激し、青少年の健全な性意識の形成を阻害
するおそれがあるもの 
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1.! 近親相姦など非人間的な性関係を描写したもの  

2.! 尊属･卑属等の殺傷、暴行、虐待など、反人倫的行為を描写したもの  

3.! 師匠や高齢者に対しての殺傷、暴行、虐待行為などを描写したもの  

4.! 妊娠中の女性、子供、障害者に対しての殺傷、暴行、虐待行為などを描写したもの  

5.! 不倫行為などを過度に興味本位に記述して乱れた性生活を助長するもの 

1.! 賭博の方法を具体的に記述するなど射幸心を助長するおそれが著しいもの 

2.! 詐欺、窃盗など違法な行為、方法などを具体的に記述したもの  

3.! 自殺、又は自傷行為を美化したり助長するもの 

4.! 歴史的事実を歪曲したり、国や社会の存立の基本体制を毀損するおそれがあるもの 

5.! 合理的な理由なく性別、宗教、障害、年齢、社会的身分、人種、地域、職業などに、 

悪意を持って差別や卑下したり、これに対する偏見を助長するもの  

6.! その他の青少年の健全な人格と市民意識の形成を阻害するおそれがあるもの 

1.! 青少年を対象とした性的行為を助長するもの 

2.! 児童、又は青少年を性遊戯の対象として描写したもの  

3.! 青少年有害店への青少年の雇用と若者の出入りを助長するもの  

4.! 青少年に青少年性売買など不健全な交際を助長するもの  

5.! 青少年の脱線を興味本位に誇張描写、助長するもの 

6.! 飲酒、喫煙など他の法律で青少年に禁止されている行為を助長するもの 

1.! 強姦、輪姦、性暴行、性拷問などをリアル、又は連続的に描写して性犯罪を助長するも
の 

2.! 性犯罪の方法や手段などを具体的に記述して性犯罪を助長するもの  

3.! 麻薬、向精神薬、その他の有害物質などの効能、製造、購入、使用方法などを具体的に
記述して助長するもの 

 
 

＜健全な倫理観阻害など＞ 

青少年の健全な倫理観を阻害する次の各号に該当する内容が表現されているものは、青

少年有害刊行物に判断する。  

 

＜反社会性、非倫理性など＞ 

青少年の健全な人格と市民意識の形成を阻害する次の各号に該当する内容が表現されて

いるものは、青少年有害刊行物と判断する。  

 

＜青少年有害行為など＞ 

青少年に有害な行為などを具体的かつ写実的に示す次の各号に該当する内容が表現され

ているものは、青少年有害刊行物と判断する。  

 

 青少年有害媒体物から青少年を保護するために、青少年有害表示の義務、包装の義務、

表示･包装の棄損禁止、販売禁止、区分･分離などを義務付けている。 
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青少年有害媒体物には、青少年に有害な媒体物であることを示す表示をしなければなら

ず、新聞 雑誌などの青少年有害媒体物は、包装する必要がある。また青少年有害媒体

物を販売 レンタル 配布したり、視聴 観覧 利用に提供する者は、その相手方の年

齢を確認し、青少年にこれらを提供してはいけない。 

次の区分に応じた者は、青少年有害媒体物に対して青少年に有害なものであることを示

す表示（以下「青少年有害表示」と言う）をしなければならない。ただし、他の法令で

青少年有害表示をしなければならない物を別に定めた場合には、当該法令の法定に従う 

（「青少年保護法」第 13条第 1項）。 

 

表 1-3 青少年有害表示義務者 

区分 有害表示義務者 

「映画やビデオ物の振興に関する法律」に基

づく映画  

「映画やビデオ物の振興に関する法律」第 2

条第 9号に応じた映画上映業者 

 

※第 2 条第 9 号：映画上映業者とは、映画上

映を業とする者 

「映画やビデオ物の振興に関する法律」に基

づくビデオ物 

ビデオ物を製作・輸入・複製した者、又は提

供する者 

「ゲーム産業振興に関する法律」に基づくゲ

ーム物 

ゲーム物を製作・輸入・複製した者、又は提

供する者 

「音楽産業振興に関する法律」に基づく音

盤、音楽ファイル、音楽映像物及び音楽ビデ

オファイル 

音盤、音楽ファイル、音楽映像物及び音楽ビ

デオファイルを製作・輸入・複製した者、又

は提供する者 

「電気通信事業法」に基づく電気通信による

符号·文言·音響、又は映像情報  

符号·文言·音響、又は映像情報を提供する者 

「放送法」に基づく放送番組 「放送法」第 2 条第 3 号の規定による放送事

業者 

 

※第 2 条第 3 号：①地上波放送事業者：地上

波放送事業をするために規定により許可を受

けた者、②総合有線放送事業者：総合有線放

送事業をするために規定により許可を受けた

者、③衛星放送事業者：衛星放送事業をする

ために許可を受けた者、④放送チャンネル使

用事業者：放送チャンネル使用事業をするた

めに規定により登録をしたり、承認を得た

者、⑤共同体ラジオ放送事業者：空中線電力

10 ワット以下で公益目的でのラジオ放送を

するために規定により許可を受けた者 

広告宣伝物の中、刊行物に含まれている物  刊行物の表示義務者 

「新聞などの振興に関する法律」に基づく新

聞、インターネット新聞  

「新聞などの振興に関する法律」第 2 条第 7

号による発行者 

 

※第 2 条第 7 号：「発行者」とは、新聞を発

行したり、インターネット新聞を電子的に発

行する代表者をいう。 

「雑誌などの定期刊行物の振興に関する法 雑誌、情報刊行物、電子刊行物、その他の刊
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律」に基づく雑誌、情報刊行物、電子刊行

物、その他の刊行物 

行物を製作・輸入・発行した者、又は提供す

る者  

「出版文化産業振興法」に基づく刊行物、電

子出版物、外国刊行物 

刊行物、電子出版物、外国刊行物を製作・輸

入・発行した者、又は提供する者  

出典：探しやすい生活法令情報 青少年有害媒体物からの保護、「青少年保護法」第 13条第

1項 青少年有害表示義務 ＜改正 2013.3.22＞ 

 

青少年有害表示義務者は、「青少年保護法」第 21条第 2項の規定による青少年有害媒

体物の告示がある場合は、遅滞なく「青少年保護法施行令」の法定により、誰でも簡単

に分かるように青少年有害表示をする必要がある（「青少年保護法施行令」第 13 条第 1

項及び別表 4）。 

 

表 1-4 媒体物の種類に応じた青少年有害表示方法 

区分 表示文言 表示方法 

映画 19歳未満観覧不可 - 表示文言は、一方が 400mm 以上、片方

が 100mm 以上である赤の長方形の中に白

文字で記載する。 

  

- 表示は、その映画の上映館のチケット

売り場と出入口にする。 

ビデオ物 19歳未満視聴不可 - 表示文言は、一方が 60mm 以上、片方が

15mm 以上である赤の長方形の中に白文字

で記載する。  

 

- 表示は、その媒体物に表示する。  

 

- プログラムが始まる前に、「このプロ

グラムは、19 歳未満の青少年の視聴がで

きません。」という字幕の表示をする。 

ゲーム物 19歳未満利用不可 - 表示文言は、一方が 60mm 以上、片方が

15mm 以上である赤の長方形の中に白文字

で記載する。 

 

- 表示は、その媒体物に表示する。  

 

- プログラムが始まる前に、「このプロ

グラムは、19 歳未満の青少年の利用がで

きません。」という字幕の表示をする。 

音盤、音楽映像物 19歳未満聴取不可 - 表示文言は、一方が 60mm 以上、片方が

15mm 以上である赤の長方形の中に白文字

で記載する。 

 

- 表示は、その媒体物に表示する。  

 

- プログラムが始まる前に、「このプロ

グラムは、19 歳未満の青少年の視聴がで

きません。」という字幕の表示をする。 

音楽ファイル、音楽映像 19歳未満利用不可 - プログラムが始まる前に、「このプロ
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ファイル 

 

グラムは、19 歳未満の青少年の利用がで

きません。」という字幕の表示をする。 

符号・文言・音響、又は

映像情報 

19歳未満利用不可 - プログラムが始まる前に、「このプロ

グラムは、19 歳未満の青少年の利用がで

きません。」という字幕の表示をする。 

放 送 番 組 

（ラジオ番組は除く） 

19歳未満視聴不可 - プログラムが始まる前に、「このプロ

グラムは、19 歳未満の青少年の視聴がで

きません。」という字幕の表示をする。 

 

- 放送中には、直径 20mm 以上で、赤色の

枠線の太さが 3mm 以上の大きさの円形の

マークの中に「19」という数字を白地に

黒で記載し、画面の右上に表示する。 

新聞 19歳未満購読不可 - 表示文言は、一方が 60mm 以上、片方が

15mm 以上である赤の長方形の中に白文字

で記載する。 

 

- 表示は、その媒体物の表紙と裏表紙の

右上にある。 

インターネット新聞 19歳未満利用不可 - プログラムが始まる前に、「このプロ

グラムは、19 歳未満の青少年の利用がで

きません。」という字幕の表示をする。 

雑誌、情報刊行物及びそ

の他の刊行物 

19歳未満購読不可 - 表示文言は、一方が 60mm 以上、片方が

15mm 以上である赤の長方形の中に白文字

で記載する。 

 

- 表示は、その媒体物の表紙と裏表紙の

右上にある。 

刊行物及び外国刊行物 19歳未満購読不可 - 表示文言は、一方が 60mm 以上、片方が

15mm 以上である赤の長方形の中に白文字

で記載する。 

 

- 表示は、その媒体物の表紙と裏表紙の

右上にある。 

電子刊行物及び電子出版

物 

19歳未満利用不可 - プログラムが始まる前に、「このプロ

グラムは、19 歳未満の青少年の利用がで

きません。」という字幕の表示をする。 

広告宣伝物中刊行物に含

まれる物 

19歳未満購読不可 - 表示文言は、一方が 60mm 以上、片方が

15mm 以上である赤の長方形の中に白文字

で記載する。 

 

- 表示は、その媒体物の表紙と裏表紙の

右上にある。 

「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] 

 

ただし、表示文言及び表示方法の場合、「ゲーム産業振興に関する法律」、「映画・

ビデオ物の振興に関する法律」、「音楽産業振興に関する法律」、「情報通信網利用促
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進及び情報保護などに関する法律施行令」、その他の法令で青少年有害媒体物の表示に

関する事項を別に定めた場合は、当該法令の法定に従う。 

青少年有害媒体物は、包装する必要がある。この場合、媒体物の特性により、包裝す

ることができない物は、包裝に準ずる保護措置を設けて実施しなければならない（「青

少年保護法」第 14条第 1項）。  

包装する必要がある青少年有害媒体物は、次のいずれかに該当するものとする。ただ

し、その媒体物をレンタルし、返してもらう物に関しては適用されない（「青少年保護

法施行令」第 14条第 1項）。  

 

 

 

 

 

 

青少年有害媒体物を包装する必要がある義務者は、これを発行、製作·輸入した者であ

る（「青少年保護法施行令」第 14条第 2項）。  

包装義務者は、「青少年保護法」第 21条の規定による青少年有害媒体物の告示がある

場合に、遅滞なく青少年有害媒体物を包装しなければならない（「青少年保護法施行令」

第 14条第 3項）。  

青少年有害媒体物の包装は、包装に使用された用紙等を剥がす、又は棄損せずに、そ

の内容を閲覧することができない方法である必要がある。この場合、青少年保護委員会

及び各審議機関が媒体物の表紙が「青少年保護法」第 9 条の規定による審議基準に基づ

いて、青少年に有害なものと別に決定して女性家族部長官が告示する媒体物には、表題

を除く表紙の内容が見えないように不透明な用紙を使用して包装しなければならない

（青少年保護法施行令」第 14条第 4項）。  

包装されていない青少年有害媒体物を流通の目的で所持している者は、包装義務者に

遅滞なく包装をすることを要求するか、直接包装をして流通させることができる（「青

少年保護法施行令」第 14条第 5項）。  

青少年有害媒体物は、青少年に流通が許可されている媒体物と区分·分離しないで販売

やレンタルのために展示又は、陳列してはいけない（「青少年保護法」第 17条第 1項）。 

1.! 「新聞などの振興に関する法律」に基づく一般日刊新聞（主に政治·経済·社会に関する
報道·論評及び世論を反映している新聞は除く）、特殊日刊新聞（経済·産業·科学·宗教

分野は除く）、一般週刊新聞（政治·経済分野は除く）、特殊週刊新聞（経済·産業·科

学·時事·宗教分野は除く）  

2.! 「雑誌など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）、情報刊行物及びその他の刊行物  

3.! 「出版文化産業振興法」に基づく刊行物及び外国刊行物（上記 1と 2に対応する媒体物

は除く） 
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青少年有害媒体物として次の媒体物は、自動機械装置、又は無人販売装置を通して流

通させる目的で展示又は、陳列してはいけない（「青少年保護法」第 17条第 2項本文）。 

 

 

ただし、次のいずれかに該当する場合には、青少年有害媒体物を自動機械装置、又は

無人販売装置を通して展示したり、陳列することができる（「青少年保護法」第 17条第

2項）。  

 

 

青少年有害媒体物を区分·分離すべき者は、青少年有害媒体物が区分・分離された場所、

又は施設には、次の方法で青少年に対してその媒体物の販売やレンタルが禁止されたこ

とを示す表示を貼付する必要がある（「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）。 

 

表 1-5 青少年保護法施行令 

区分 表示文言 表示方法 

音盤·音楽映像物販売店 19歳未満  

購入不可 

表示文言は、一方が 400 ㎜以

上、片方が 100 ㎜以上の赤の

長方形の中に白文字で記載す

る。 

ビデオ物販売店 

漫画販売店 

刊行物、電子出版物、外国刊

行物、定期刊行物販売店 

ビデオ物レンタル店 19歳未満  

レンタル不可 漫画レンタル店 

刊行物、電子出版物、外国刊

行物、定期刊行物レンタル店 

※ 表示文言及び表示方法の場合、他の法令で別に定めた場合は、当該法令の法定に従う。 

刊行物倫理委員会 規定及び法律 

1.! 自動機械装置や無人販売装置を設置する者がこれを利用する青少年の青少年有害媒体物
の購入行為などを抑制することができる場合 

2.! 青少年の出入·雇用禁止店舗内に設置する場合  

1.! 「映画・ビデオ物の振興に関する法律」に基づく映画及びビデオ物  

2.! 「ゲーム産業振興に関する法律」に基づくゲーム物  

3.! 「音楽産業振興に関する法律」に基づく音盤、音楽ファイル、音楽映像物及び音楽映像
ファイル  

4.! 「新聞などの振興に関する法律」に基づく一般日刊新聞（主に政治·経済·社会に関する
報道·論評及び世論を反映している新聞は除く）、特殊日刊新聞（経済·産業·科学·宗教

分野は除く）、一般週刊新聞（政治·経済分野は除く）、特殊週刊新聞（経済·産業·科

学·時事·宗教分野は除く）、インターネット新聞（主に政治·経済·社会に関する報道·

論評や世論を反映している新聞は除く）及びインターネットニュースサービス  

5.! 「雑誌など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）、情報刊行物、電子刊行物、その他の刊行物  

6.! 「出版文化産業振興法」に基づく刊行物、電子出版物及び外国刊行物（上記 4及び 5に

対応する媒体物は除く） 
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http://www.kpec.or.kr/kpec/archives/kpec_lawList.do?board_id=87 

出版文化産業振興法 

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=150713&efYd=20140729#0000 

青少年保護法 http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=142641&efYd=20140807#0000 

韓国刊行物倫理委員会 審議対象及び審議基準 

http://www.kpec.or.kr/kpec/deliberation/kpec_deliberate_target.do 

探しやすい生活法令情報 青少年有害媒体物からの保護 

http://oneclick.law.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=509&ccfNo=10&cciNo=1

&cnpClsNo=2&menuType=cnpcls 

 

3．映画・ビデオ・コンピュータソフト等 

3.1 フランス 

フランスでは、文化省管轄の公共行政機関、国立映画・映像センター（Centre 

national du cinéma et de l'image animée、以下 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。具体的には、以下が挙げられる。 

 

  

映画に関する任務には、映画館業務の認可、作品への上映ビザの発行、レイティング

の指定も含まれる。 

フランスで映画を上映するには、2009 年に制定された映画・映像法典 L211-1 条の規

定に則って、CNC から発行される上映ビザ（visa d'exploitation）を取得が義務付けら

れ、配給会社は各種証明書類を提出し、CNC の映像作品分類委員会（Commission de 

classification des œuvres cinématographiques）で審議にかけられる。 

なお、CNC の映像作品分類委員会の機能は、「映画産業法典」第 19~22 条の適用と映

画作品の分類に関する 1990年 2月 23日のデクレ 90-174号で規定される。※「映画産業

法典」は 2010年 6月 4日、当デクレに統合廃止。 

鑑賞について予告編を含む映画作品は以下のように分類される。  

1.! 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の企画・
製作・配給の支援・助成。!

2.! 映画産業、視聴覚、ビデオ、及びマルチメディアのあらゆる媒体における、規制に関す
るリサーチと関連法令の立法参画、またその適用について監視。!

3.! 映画、視聴覚、ビデオ、及びマルチメディア作品の促進と普及のための施策を推進。!
また各種関連団体と連帯し、フランス作品の海外進出を促進。!

4.! 映画・視聴覚産業が、文化的発展、また地域経済の発展の中心となるよう地方自治体、
国と協力。!

5.! 文化省とともに、映画・視聴覚産業に関するヨーロッパレベル、又は国際レベルの政策
を多国間で施行できるよう交渉。!

6.! 文化遺産として映画、視聴覚、ビデオ、及びマルチメディア作品の収集、保存、保管。 
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1.! 一般向け（全ての年齢層が鑑賞可能） 

2.! 12歳未満の入場・鑑賞を禁止 

3.! 16歳未満の入場・鑑賞を禁止 

4.! 18歳未満の入場・鑑賞を禁止 

5.! 上映の全面禁止 

 

入場に年齢制限を設ける場合、その旨を明記した警告ポスターを掲示しなければなら

ない。違反した場合、違警罪 5 級として、映画館の責任者には 1,500 ユーロ以下の罰金

が科せられる。映画館の責任者は、入場・鑑賞を禁止されている年齢の未成年者を入場

させた場合も同様に処罰される。当該未成年者を入場させた入館担当者、また当該未成

年者を同伴した者も同様に処罰される。入館担当者は、未成年者の年齢が入場・鑑賞可

能な年齢に達していないと判断される場合、写真付きの身分証明書の提示を要求しなけ

ればならない。（未成年の映画館入場に関する 1992年 5月 15日のデクレ 92-445号） 

更に、1975年 12月 30 日の法律第 75-1278号 11条（最終改正 2009 年 7月 26 日）に

より、「ポルノグラフィー、又は暴力教唆」として分類される作品（通称 classement 

X ）については、18 歳未満の入場・鑑賞禁止措置に加えて、特定の映画館でのみ上映が

許可（現在 1 館のみ）されている。但し、上映館は課税率が高く設定され、各種助成金

の対象外とされる。1996 年以来、事実上このカテゴリーに分類される映画作品はなかっ

たが、2009年、Ovidie、Jack Tylerk監督『Histoires de sexe（s） 』が指定された。 

映画・映像法典 L211-1 条（Code du cinéma et de l'image animée, Article L211-1）

は、2009 年 7 月 24 日のオルドナンス 2009-901 号をもって、刑法典 227-24 条に協調す

る目的で制定された。 

「映画の公開は、文化省が発行する上映ビザの取得によって決定され、児童・青少年保

護、人間の尊厳の観点から判断される。拒否及び条件付きになることもある」と規定さ

れている。 

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

（Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression 

des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs）｣の第 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・売買を煽動する内容により、青少年に脅威」とな

る場合には、「未成年者に提案、贈与、貸与、販売すること」及び「未成年が禁止され

ている場所以外での宣伝をすること」は禁止されている。2007 年の改正では、「アナロ
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グ、又はデジタル方式で電子的に読み取るプロセスで記録されたドキュメント」とより

広範囲の記録媒体を指す表記に変わった。 

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を示し、同法律 33 条で規定される

措置を管轄する行政当局 2008年 6月 24日のデクレ 2008-601号で、適用される警告マー

クについて明確に規定した。 

しかし、第 2 条で規定された警告マークの認可を担当すると規定された、評議会はほ

とんど機能せず、2014年 2月 17日のデクレ 2014-132号により廃止される。また媒体に

表示する警告の分類を決めるのは、出版者、あるいは出版者がいない場合には、フラン

スでの流通を担当する販売業者としたため、 公的権力は、刑事訴追によって、あるいは

行政命令による未成年者への提供禁止によってのみ、事後に介入するだけで、事前の監

視機関はなく、事実上、自主規制となっている。 

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採用されて

いることが多い（以下、「民間」の項目参照）。 

 

＜民間による規制＞ 

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、制限措置を変更させる

事例がある。 

例えば、ユダヤ・キリスト教の価値観を社会生活のあらゆる面に推進する目的の団体

Promouvoirは、映像作品分類委員会が指定した『ニンフォマニア（原題 Nymphomaniac）』

のレイティングに異議をとなえて裁判所に訴え、パリ行政裁判所は、禁止対象年齢を前

編に関しては 12 歳未満から 16 歳未満に、後編に関しては 16 歳未満から 18 歳未満に引

き上げる判決をそれぞれ下した（2014年 1月 28日、2月 5日）。同団体は、同性愛をテ

ーマにした『アデル、ブルーは熱い色（原題：La Vie d'Adèle）』に対しても、映像作

品分類委員会の 12 歳未満鑑賞禁止レイティングに対して、対象年齢を 18 歳未満まで引

き上げるように裁判手続きを取ったが、手続き開始が遅れたため、訴えは退けられた。 

［その他の過去の事例：『ベーゼモワ（原題：Baise-Moi）』2000 年、『ケンパーク

（原題：Ken Park）』2002年、『アンチクライスト（原題：Antichrist）』2009年など］ 

他にも、キリスト教原理主義団体の Civitasや Agrif（Alliance générale contre le 

racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne）が、反キリス

ト教的テーマ（同性愛、ジェンダー問題や性生活など）を主題にした映画に関して、上

映禁止や禁止対象年齢の引き上げを働きかけることがある。 
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家族擁護団体である全国家族協会連合（UNAF）は、映像作品分類委員会の委員の選出

について意見表明をする権限を持つなど、 規制に関与している。 

ゲームソフトに関しては、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（Interactive Software Federation of Europe、以下 ISFE）が設立

した、汎ヨーロッパゲーム情報（Pan European Game Information 、以下 PEGI）のレイ

ティングシステムが採用されている。このシステムは自主規制に基づくものであり、法

的強制力はないが、ソニーや任天堂、マイクロソフトと いった主なコンソールメーカー

に支持され、またほとんどの小売業者はソフトが PEGI認証を受けていることを要求する

ため、現況では義務と見なされている。 

対象年齢別の警告マークをパッケージ表面と裏面に、内容別警告マークをパッケージ

の裏面に表示する。 

 

全ての年齢向け 

 

本来ならば、分類「3」と見なせるものの、潜在的に恐怖を与える恐ろしい

シーンやサウンドが含まれるゲーム。 

 

非現実的なキャラクターに対する写実的な暴力や、現実的な人間や実在す

る動物に対する非写実的な暴力が含まれるゲーム。ある程度写実的な裸体

描写が含まれるゲーム。粗野な性質は軽度でなくてはならず、性的な侮蔑

を含んではならない。 

 

現実世界で見受けられるレベルの暴力や性的接触の描写を含むゲーム。こ

の年齢層の青少年は、より粗野な言葉づかい、たばこや薬物使用に関する

概念や、犯罪行為の描写などに対応ができるだろうと見なされている。 

 

成人対象。激しい暴力の描写、また暴力に特有の要素（流血など）を含む

ゲーム。激しい暴力、というのは、主観的であるため、定義するのは難し

いが、一般的に見ている者に不快感を与えるものを示す。  

 

野卑な言葉づかい 下品な表現が含まれる 

 

差別 差別につながる可能性がある画像や要素が含ま

れる 
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麻薬・薬物 薬物使用を描写あるいは関与する内容 

 

恐怖 年少の子供を怖がらせる可能性 

 

ギャンブル ギャンブルを煽動する、あるいはルールについ

て教えるゲーム 

 

性表現 裸体描写、性的行為あるいは性的な暗示ほのめ

かしが含まれる 

 

暴力 暴力的なシーンが含まれる 

 

オンライン オンラインでプレイできるゲーム 

 

また娯楽ソフトウェア出版者組合（ Syndicat des Editeurs de Logiciels de 

Loisirs 、以下 SELL）は、1995 年の創立以来、2003 年に汎ヨーロッパゲーム情報

（PEGI）のレイティングシステムが確立されるまで、「全ての年齢層向け」「12 歳以上」

「16 歳以上」「18 未満禁止」の 4 カテゴリーの分類を設定し使用してきた。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て、その普及に務めてきた。 

2014年 4月 15日、下院は、ビデオゲームや DVD、Blu-Rayに使用される年齢別の警告

マークが決められている方法を変更するという政府の修正案、司法及び内務の分野にお

ける法律の近代化と簡略化についての下院修正案 68号を可決。「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」の第 32条を書き

換える形で、娯楽ソフトはパッケージに、年齢別の警告マークに加えて青少年に脅威と

なる内容も表示すること、表示される警告マークに関しては、「誰からも効果的で判読

しやすいと認められている、現行の実践を正式なものとする」ことを法制化する方向を
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