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の調理・販売を目的とする焼酎飲み屋、ビヤホール・カフェ

などの形で運営される営業。 

13.! 「映画及びビデオ物の振興に関する法律」によるビデオ物小劇場
業。 

14.!「有害化学物質管理法」による有毒物営業。ただ、「有害科学物質
管理法」第 20 条第 1 項第 5 号による有毒物使用業の中、有毒物を

直接使用しない場所で行われる営業は除外。 

15.! 会費などを受けたり、有料でマンガが貸与するマンガ貸与業。

16.!青少年有害媒体物及び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に有害と認める営業として、次の基準

により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。 

①青少年有害媒体物、又は青少年有害薬物等を製作・生産・流通す

る営業として、青少年が雇用され働く場合に、青少年有害媒体

物、又は青少年有害薬物等に容易に接触され雇用青少年の健全な

心身に障害を招く恐れがある営業であること。 

②外観上の営業行為が成人・青少年を共に対象としているが、成人

対象の営業が行われ、雇用青少年に有害な働き行為を求める恐れ

がある営業であること。 

出典: 

http://oneclick.law.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=509&ccfNo=11&cciNo=1

&cnpClsNo=1 

（2） 青少年通行禁止区域/青少年通行制限区域 

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

行制限区域をもうけることになった。 

青少年通行禁止区域は、24 時間青少年の通行が禁止されるが、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

止する。 

例えば、ソウル特別市の場合、現在青少年通行禁止区域が 5 箇所、通行制限区域が 

4箇所あるが、そこに対して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を行っている。 

＜写真＞ 

ソウル市東大門区の青少年通行禁止区域 
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出典:http://teen.busan.go.kr/03harmful/02_01.jsp 

 

7．カラオケボックス 

7.1 フランス 

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、又は全項目で言及

したアルコールの提供に関するものが適用される。 

 

7.2 韓国 

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、韓国のカラオケボッ

クスは「青少年出入・雇用禁止店舗」に分類されているが、青少年室を備えているカラ

オケボックス（第 3 条、青少年有害店舗の範囲）の場合は、青少年の出入りが可能にな

る。また「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

を朝 9時～22時に制限している。 

 

出典:http://blog.daum.net/mojjustice/8705703 

 

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

の開店が制限されている。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

の審議が必要になる。 

 

8．通信・インターネット 

8.1 フランス 

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、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
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! 個人情報処理において法規定が遵守されているか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（Commission nationale de l'informatique etdes 

liberté、以下 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（Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection 

des droits sur internet）」は、違法ダウンロードを取り締まる。 

! 国家警察の「情報・通信技術に関連する犯罪対策中央局（Office Central de Lutte 

contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la 

Communication = OCLCTIC）」（後述）は、2009年に設置された通報システム

www.internet-signalement.gouv.fr を運営している。 

! 国家警察の「対人暴力抑止中央局（Office Central pour la Répression des 
Violences aux Personnes = OCRVP）の中に、インターネット上の児童ポルノ、性的

虐待、買春ツアーの撲滅・摘発を任務とする 未成年被害者中央グループ（Groupe 

Central des mineurs victimes = GCMV）」が 2006年設置された（後述）。 

! 国家憲兵隊の「司法調査・文献資料技術部 Service technique de recherches 

judiciaires et de documentation  = STRJD」の「サイバー犯罪対策部（La 

Division Lutte Contre la Cybercriminalité = DLCC）」には、その下部組織とし

て、「デジタル調整支援部門（Département Coordination et Appuis Numériques = 

DCAN）」「インターネット捜査部門（Département Investigations surInternet = 

D2I）」「インターネット上の現象の予防と追跡部門（Département Prévention et 

Suivi des Phénomènes sur Internet = DPSPI）」「インターネット上の未成年者侵

害抑制部門（Département Répression des Atteintes aux Mineurs sur Internet = 

RAMI）」がある。RAMIでは、現場での摘発は行なわず、プロファイリング、被害者

情報や犯罪者情報の収集、インターネット上で監視・犯罪者特定、小児性愛者や未

成年者になりすまして、チャットや SNS で容疑者を探すおとり捜査を行なうことも

ある。実施、を行なっている。2009年には RAM内に「国立児童ポルノ画像分析セン

ター（Centre National d'Analyse des Images de Pédopornographie = CNAIP）」

が設置された（後述）。 

 

に盛り込まれたものに大別できる。その他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、既述の刑法典第 227－22 条、第 227－23 条、第

227－24 条、第 227-26条が挙げられる。規制機関として、以下に挙げるものがある。 

  

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（Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l'économie numérique、以下 LCEN）」第 6 条で規定されている。この

第 6 条は、2011 年 3 月に成立した「治安維持向上計画法（Loi d’orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure）」通称「LOPPSI2」

の第 4 条により改正され、違法コンテンツのブロッキングの義務が課せられている。よ

って、インターネットサービスプロバイダ、ホスティングサービス事業者は、違法コン

テンツについて通知を受けた場合、当局に通報すると同時に、迅速にそのコンテンツへ

のアクセスを遮断する義務が課せられている。 
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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

であると認識していた場合、又は違法であることを認識時に、迅速にそのコンテンツへ

のアクセスを遮断するなどの適切な対応を怠った場合には、責任を問われる。 

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義務、必要な

措置を講じる義務がある。それにより、ペアレンタルコントロールソフトウェアなどの

無償提供が義務づけられている。 

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号がある。 

この法律は、EU が発令した、個人情報保護に関する指令、「個人データの取扱いに係

る個人の保護及び当該データの自由流通」に関する 1995年 10月 24日の欧州議会及び欧

州連合理事会の指令 95/46/EC号や「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

号を国内法化するために複数回に渡って改正され、現行法は 2014 年 3 月 19 日改正版で

ある。 

個人情報に関するこれらの規制は、未成年者に限定されたものではなく、広く一般を

対象としている。そのため、「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、啓発を行なっている。 

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及び著作隣接権に

関する 2006年 8月 1日の法律第 2006-961号、通称「DADVSI法」がある。この法律は、

デジタルコンテンツの著作権を保護する仕組みであるデジタル著作権管理（DRM 技術）

の回避を目的としたソフトウェアの改竄等が罰金刑を、及び DRM の回避手段や DRM を削

除したファイル等の提供にも、禁錮刑や罰金刑が科せられるようになった。 

監視機関として、独立行政機関「技術的手段規制機関（Autorité de régulation des 

mesures techniques = ARMT）」が設立された。  

DADVSI 法により、主に違法ダウンロードを助長する行為に対する規制が行なわれたが、

違法ダウンロードを行なうインターネット利用者を対象とする規制が必要とされた。 

そこで、2009 年に、違法ダウンロードの規制とデジタルコンテンツの合法的な提供の

推進を目的とするインターネットにおける創作物の普及及び保護を促進する 2009 年 6 

月 12 日の法律第 2009-669 号、通称「HADOPI1 法」が制定された。しかし、この法律は

憲法院の違憲判決を受け、違憲部分を削る形で公布されたため、削除された部分を補完

する「インターネットにおける文学的及び美術的所有権の刑事上の保護」に関する 2009

年 10月 28日の法律第 2009-1311号 通称「HADOPI2法」が数か月後に、制定された。 
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それにより、「技術的手段規制機関（ARMT）」の権限を拡大する形で、「インターネ

ットにおける著作物の普及及び権利の保護のための高等機関（Haute Autorité pour la 

diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet）」が設立された。 

但し、「DADVSI 法」「HADOPI1 法」「HADOPI2 法」には、未成年者の保護に関する内

容は含まれていない。 

 

＜児童ポルノに対する規制＞ 

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（Loi no 

92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal 

relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes により交付、

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」が廃止され、青少年保護の観点を盛り込んで再編成された。その結果、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）が置かれた。 

1996 年 8 月にベルギーでマルク・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）摘発の「Ado 71」作戦が展開され、誤

認逮捕も含め、多数の逮捕者を出した。その中に教育機関に所属する者がいたことから、

当時国民教育大臣であったセゴレーヌ・ロワイヤルは、学校教育関係者宛てに「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”」を出し、その

中で、教職員の性的暴力が発覚した場合には、同僚による即時告発を義務づけた。 

1997 年、児童ポルノをはじめ性犯罪に対する罰則を強化しようとした性的犯罪防止抑

止及び未成年者保護に関する法案が提出され、翌年「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」が可決される。 

刑法典第 227-23条は、この新法により改正され、以下の点でより厳しい規制となった。

 

 

1996 年 10 月 16 日に発表された、「未成年者及び人間の尊厳の保護に関する緑書」を

受けて、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

（ Recommandation 98/560/CE du Conseil, du 24 septembre 1998, concernant le 

1.! 「ポルノの性質を有する未成年者の画像」に「描写」が追加され、実写だけではな
く、創作も規制対象となる。輸出入も処罰の対象となる。 

2.! 遠距離通信ネットワークを使い、頒布した場合には刑が加重される。 

3.! 被写体が 18歳以上であったことが立証される場合を除いて、その人物が未成年者の

外観を呈する場合も同様の処罰が適用される。 

!
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développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services 

audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux à visant à 

assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la 

dignité humaine）が採決された。 

これは、デジタルメディア（インターネット、デジタルラジオ放送、ビデオゲームな

ど）の発展を受けて、その分野における青少年保護に関して加盟国の自主規制を促した

ものである。この勧告の効果は、2001 年 2 月 27 日の報告書（Rapport d'évaluation de 

la Commission, du 27 février 2001, concernant l'application de la 

recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la protection des mineurs et 

de la dignité humaine）で、提案された措置の実施は、全般的にすでに非常に満足のい

くものであると評価されている。 

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（Décision du Conseil, du 29 mai 2000, relative à la lutte 

contre la pédopornographie sur Internet）」が採択された。 

これは、1997 年の「人身売買と子どもの性的搾取に対する共同行動 97/154/JAI 号

（Action commune 97/154/JAI contre la traite d'êtres humains et l'exploitation 

sexuelle des enfants）」から、特に児童ポルノに焦点を絞ったものであり、また前年

のグローバルネットワーク上の違法・有害コンテンツ対策により、インターネットのよ

り安全な利用を促進するための多年性アクションプラン採択に関する「1999 年 1 月 25

日の欧州連合理事会ならびに欧州議会決定 276/1999/CE 号（Décision No. 276/1999/CE 

du parlement européen et du conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan 

d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus 

sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et 

préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux）」の中でも、特に児童ポルノ対策

を強化するものである。 

この決定は、児童ポルノ的な素材の制作、処理、頒布、所持の予防措置とその対策を

強化し、この分野の違法行為を効果的に摘発、撲滅するために、加盟国は同年 12 月 31

日までに、児童ポルノの頒布が確認された際、インターネット利用者が当局に直接的あ

るいは間接的に通報できるようにする（第 1 条）、加盟国間や欧州刑事警察機構

（Europol）と情報交換などの協力体制を敷く（第 2条）、インターネットサービスプロ

バイダに対して、当局への通報、当該コンテンツをオフラインにし、当局へ提出するた

めに保存する等の義務を課す（第 3 条）、産業界と連携して、児童ポルノの流通を防止、

検出するためのフィルタリングや他の技術的手段の製作を奨励する（第 5 条）などの措

置を講じなければならないとしている。 
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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」が発令された。 

この法令により、国家警察本部刑事局（ Direction centrale de la police 

judiciaire = DCPJ）の管轄下に、情報・通信技術に関連する犯罪対策中央局（Office 

central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information 

et de la communication = 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。 

この機関は警察、憲兵隊、税関、経済財務省の競争・消費・詐欺防止総局（Direction 

Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraude 、

以下 DGCCRF）を統合して組織された省庁間連絡機関で、フランス国内での活動のほか、

ホスト国が外国であるものについては、国際刑事警察機構（Interpol）を通じて、ホス

ト国の司法当局へ通報するなどの国際的な協力も行なっている。 

［背景：2001 年 1 月にウトロー事件が発覚、ペドフィル（小児性愛者）犯罪を厳しく 

取り締まる傾向が顕著になる］ 

2001 年 11 月 23 日、欧州評議会で「サイバー犯罪に関する条約（Convention sur la 

cybercriminalité）」が採択された（発効は、批准国数の条件を満たした 2004 年 7 月 1

日）。この条約は、コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯

罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、外国から不正なア

クセスなどが行われた場合の犯罪人引渡し等に関する国際協力、加盟国の間で協力して

データの保存や提供が行なえるような法律を整備すること等を規定している。 

インターネット上の児童ポルノは第 9 条で、サイバー犯罪の一形態として取りあげら

れている。 

第 9 条「児童ポルノに関する違反行為」では、コンピュータ・システムを利用して、

児童ポルノを製作、提供、頒布、送信、取得、保有することを、締約国が自国の刑法で

違反行為として裁くことができるために、必要な立法その他の措置を講じるように規定

している。また「児童ポルノ」とは、「あからさまな性的行為を行なう未成年者、未成

年者の外観を呈する者、未成年者の写実的な描写」と定義している。 

これを受けて、フランスでは 2002 年 3 月、刑法典第第 227-23 条が改正され、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された。 

2004年 1月 20日、「児童の性的搾取及び児童ポルノ対策に関する 2003年 12月 22日

の欧州連合理事会枠組決定 2004/68/JAI 号」が公布された。これによって、1997 年の

「人身売買と子どもの性的搾取に対する共同行動 97/154/JAI号」は廃止され、「人身売

買対策に関する 2002年 7月 19日の欧州連合理事会の枠組決定 2002/629/JAI号」とこの

枠組決定に置き換えられた。 



!
!

*!!

フランスでは、刑法典第第 227-23 条が 2 度改正され、枠組決定の第 5 条に合わせて

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

された。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なった。 

2005 年 3 月、フランス西部アンジェの重罪裁判所において、子供への性的虐待の裁判

が始まった。逮捕者は被害者の肉親を含む 23～73 歳の 66 人、被害者は事件当時 6 カ月

～12歳の 45人という異例の規模で、メディアにも大きく取り上げられた。 

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条は改正され、刑が加重された。 

頒布目的での児童ポルノ画像・描写の作成、保存、伝播に対する刑罰は、3 年の禁錮

刑と 45,000ユーロの罰金から、5年の禁錮刑と 75,000ユーロの罰金となった。 

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は、5 年の

禁錮刑と 75,000ユーロの罰金から、7年の禁錮刑と 100,000ユーロの罰金となった。 

2006 年、「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」が設置された。

OCRVP の内部組織として、未成年被害者中央チーム（Groupe central des mineurs 

victimes = 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 International Child 

Sexual Exploitation Image Database（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に当たってい

る。 

また OCRVP は、「全国性犯罪者・暴力犯罪者の司法情報ファイル（ Fichier 

judiciaire national automatisé des auteurs d'Infractions sexuelles ou violentes、

以下 FIJAIS）」の管理にも携わっている。FIJAISは、「犯罪の進化に司法を適応させる

ための 2004年 3月 9日の法律第 2004-204号」第 48条により、全国性犯罪者の司法情報

ファイルとして導入、刑事訴訟法典に組み込まれた（第 706-47 条、第 706-53-1 条から

第 706-53-12条）。翌 2005年の「2005年 12月 13日の法律（Loi du 13 décembre 2005 

sur la récidive des infractions pénales）」により、現在の名称となった。 

この FIJAIS 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）を行なった者が、再度同じ犯罪を繰り返さないようにする

こと、及びそのような犯罪を行なった者の身元確認、位置確認を容易にすることを目的
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としている。遡及的適用が認められており、犯罪、又は刑の宣告が､同法律の公布以前で

あっても行為者は登録される。 

このデータベースには、未成年加害者も含む、有罪判決を受けた者、教育的制裁ある

いは刑事示談（※）の対象になった者、証拠不十分で公訴棄却あるいは免訴された者、

精神障害を理由に刑事上責任がなく無罪とされた者の、氏名、住所等が記録されている。

登録された者は、毎年、住居証明を書留によって提出（重罪あるいは 10年以上の禁錮刑

に相当する軽罪を犯した者は、半年ごとに自ら出頭して提出、再犯の危険性が高いと判

断された場合は毎月提出）、転居した場合には 15日以内に変更届を提出が義務付けられ、

不遵守の場合には、2年の禁錮刑と 30,000ユーロの罰金が科せられる。 

 

（※）1999 年に刑事訴訟を効果的にするための 1999 年 6 月 23 日の法律第 99-515 号に

より導入された制度。通常 5 年以上の禁錮刑に当たる罪を犯した場合で、加害者が成年

（未成年者の場合は法定代理人の承認が必要）であり、罪を認めている場合に適用され

る。検事正が決定する代替刑で、追訴の代わりに、社会奉仕活動、研修参加、罰金刑な

どの義務が課される。 

 

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

までの「遠距離通信ネットワーク」から「電子通信ネットワーク）」に表記が変更され

た。また第 227-24条で規定される違法行為、「出版、放送の手段を用いて、青少年に有

害なメッセージを作成、転送、頒布、またそれで経済活動をすること」にインターネッ

トも手段のひとつとして追加された。 

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

ノを常習的に閲覧することが処罰の対象となると付け加えられた。 

更に、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条が新たに制定された。 

また「犯罪予防に関する 2007年 3月 5日の法律 2007-297号」の第 35条により制定さ

れた、刑事訴訟法典（Code de procédure pénale）の第 706-35-1 条と第 706-47-3 条の

規定により、前述の「対人暴力抑止対策中央局（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

（cyberpatrouilles）を設置、偽名を使って小児性愛者や未成年者になりすます、おと

り捜査を実施することもある。 

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

（ Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels）」が調印された。 
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この条約では、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を募集す

る際には、前科がないこと、児童が性的搾取や性的虐待の被害者であると信ずるに足り

る理由がある場合には、その状況を管轄当局に通報できるように研修、啓発すること

（第 5 条）や、児童や一般に対して啓発キャンペーンを行ない、特に学校教育の一環で、

児童が「性的搾取及び性的虐待のリスク」について、又は身を守る方法についての知識

を得るようにすること、なかでも「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」ことが強調されている（第 6、7、8条）。 

また児童ポルノを「現実にあるいは疑似的に、あからさまな性的行為に従事する児童

を視覚的に描写したあらゆる素材、又は子供の性器を主として性的目的で描写したあら

ゆる表現」と定義した上で、その製作、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を用いて児童ポルノに故意にアクセスすることを違法行為と

規定している（第 20条）。加えて、ポルノ的なショーに参加させるために児童を募集す

ること、参加するように促すこと、参加を強制すること、またそこから利益を得ること、

目的を知りながら故意にショーに出席することを違法行為と規定している（第 21条）。 

これらの違反行為の未遂や共犯も処罰する措置を講じるように各締約国に義務づけてい

る（第 24条）。 

その他、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など被害者の保護と支援の社会的プ

ログラムを構築すること（第 11～14 条）、締約国間での裁判権を設定について（第 25

条）、法人の責任について（第 26条）などが規定されている。 

2009年には、「ある種の情報犯罪の抑制と児童ポルノ対策に関する 2009年 3月 30日

のアレテ」が発令され、国家憲兵隊の司法調査・文献資料技術部サイバー犯罪対策部の

「インターネット上の未成年者侵害抑制部門（RAMI）」に「国立児童ポルノ画像分析セ

ンター（Centre National d'Analyse des Images de Pédopornographie = CNAIP）」が

設置された。 

2011年、欧州委員会は、2004年に公布された「児童の性的搾取及び児童ポルノ対策に

関する 2003年 12月 22日の欧州連合理事会枠組決定 2004/68/JAI号」を強化する修正案

を、欧州議会と欧州連合理事会に 2010年 3月提出した。修正案は採択され、「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」が公布、同日施行された。この指令は、加盟国が国内法化するべき処罰

対象とその処罰内容を規定しており、各加盟国は 2013年 12月 18日までに、指令の内容

を国内法化することが義務付けられた。 
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! 1998年、児童ポルノや人種差別コンテンツなど違法・有害コンテンツの通報ツール

「Point de Contact（www.pointdecontact.net）」を設立。 

! 通報があった場合、まず発信元サイトを確認し、違法性の判断をし、違法であると
判断された場合、コンテンツの IPアドレス等地理的位置を確認し、「情報・通信技

術に関連する犯罪対策中央局（OCLCTIC）」に通報する、という流れを取る。 

! フランスをホスト国とするコンテンツや AFAの会員がホストであるコンテンツにつ

いては、関係するホスティングサービス事業者に通知、ホスティングサービス事業

者は違法コンテンツを削除。 

! フランス以外の国をホスト国とするコンテンツについては、児童ポルノの場合は 

INHOPE加盟国当局に URLアドレスを通知、児童ポルノ以外のコンテンツについて

は、OCLCTICを介して Interpolに通知。 

! 1999年、国際規模のインターネット・ホットライン「INHOPE」の設立に参加。 
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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、

刑法典第 227-22条、第 227-23条、第 227-27条、第 227-27-2条が改正された。 

これにより、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

の処罰がより厳しくなった（第 227-22 条）。15 歳未満の未成年者の児童ポルノに対し

ては、頒布の目的を伴っていなくても、作成、保存、伝播の禁止、また対価を払って児

童ポルノを閲覧することも禁止された（第 227-23 条）。15 歳以上の未成年者に対する

性的侵害が、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

された場合や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の処罰

が重くなり（第 227-27 条）、性的侵害の未遂も同様に処罰されることとなった（第

227-27-2条）。 

 

＜民間による規制＞ 

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を敷くと共に、無料でのフィルタリングソフト提供が義務となっ

ている 

インターネットアクセスサービスプロバイダ協会（Association des Fournisseurs 

d'Accès et de Services Interne = AFA）は、1996 年設立のインターネット業者協会

（Association française des professionnels de l'internet = AFPI）と 1997 年設立

のインターネット及びオンラインサービスプロバイダ協会が合併してできた ISP 業界団

体で、2014 年 10 月現在のメンバーは、Orange、Bouygues Telecom、SFR、Microsoft 

France、Google France、Mana、Lebara Mobile、Can'l、Facebook Franceである。 

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その目的としており、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することを任務としている。 
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2004年 6月 14日、違法コンテンツに対する通報システムを確立し、その情報を管轄当局

に通知する義務を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に

課す「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）」制定に先駆ける形で、「悪質コンテンツ対策憲章」を制定。通報システムの設

置とフィルタリングソフト提供、司法当局への協力を義務づけている。 

 

制定当時に署名した企業は、以下の通り。 

Club-Internet T-Online France、Neuf Telecom（後に SFRに買収）、AOL France（後に

Noosに買収）、Tiscali France（後に Freeに買収）、Noos（現 Numericable）、

Aricia、SFR-Cegetel、Yahoo ! France、Mobius、NC Numericable（現 Numericable）、

MSN France、Wanadoo France（現 Orange）、UPC France（後に Noosと合併） 

その一環として、青少年保護に関する対策は以下のものがある。 

 

AFA は、フランス国内の非営利団体との結びつきも強く、Pédagojeux、Calysto、 

Together against cybercrime International（ TAC）、 ECPAT France（ End Child 

Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes）

など連携している。 

欧州連合が主唱する、インターネットのより安全な利用を促進するアクションプラン

「Safer Internet Programme」（※）の一環として、ネットワーク「InSafe」が設立さ

れ、AFA は、青少年向け教育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、後述する非営利団体

e-Enfance、とともにそのメンバーになっている。 

 

（※）違法情報対策（違法コンテンツに関するホットライン、ヘルプライン）、有害情

報対策（フィルタリング、レイティングの効果の評価、活用推進、開発支援）、安全な

環境の促進（政府協同規制機関・自主規制の促進）、意識向上（インターネット安全な

利用に関する啓発活動、情報交換の支援）の 4つの分野を対策推進の対象としている。 

 

民間非営利団体でインターネット上の青少年保護に取り組む団体は以下に示す様に数

多くある。 

 

＜e-Enfance＞ 

2005 年設立の民間非営利団体、公益団体に認定されている。青少年がインターネット、

携帯電話、オンラインゲーム等の新しい通信技術を安全に利用できるようにすることを

目的としている。 

 

＜Innocence en Danger＞  
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1999 年設立の非営利団体。あらゆる形態の性的侵害からの児童保護を目的に、児童と

その保護者の啓発、被害者とその家族の支援、ケア、無料法律相談などの活動を行なっ

ている。 

 

＜Action Innocence＞ 

1999 年スイスでインターネット上のリスクから児童を保護することを目的として設立

された非営利団体。フランス支部は 2003年に設立。 

 

＜Terre des homes＞ 

スイスに 1960年に子供の人権を守ることを趣旨として設立された児童保護団体。フラ

ンス支部は 1963年に設立。 

 

＜Calysto＞ 

2003 年設立の非営利団体。デジタルツールに悪の烙印を押して禁止するよりは、教育

して責任ある利用を促進する目的で、デジタル時代をよりよく生きるための

「Génération Numérique」作戦を展開、インターネット、情報・通信技術の利用に関す

るリスクと課題について、一般、特に家族、児童、思春期青少年に対する支援、研修、

情報提供とアドバイスを行なっている。 

その他、La Voix de l’Enfant、ECPAT France、APEV、L’Ange Bleu、など多数。 

欧州の官民の連携団体にインターネット上の児童の商業的性的搾取撲滅のための欧州

金融同盟（European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation 

of Children Online = EFC）がある。 

この同盟はイギリス警察の「児童搾取対策オンライン保護センター（ Child 

Exploitation and Online Protection Centre = CEOP）」の主導のもと、2009 年に発足、

警察機構（Europol、オランダ警察、イタリア警察など）、欧州司法機構（Eurojust）、

IT民間企業（Google、Microsoftなど）、金融関連企業（Visa、Master Card、ペイパル、

Western Union など）、国際組織団体・市民団体（INHOPE、Mission Children Europe、

Internet Watch Foundation、ICMEC など）が連携して、児童ポルノに関するオンライン

決済のフローを追うことで、インターネット上の児童虐待行為を国際規模で捜査し、犠

牲者や犯罪者の特定、摘発することを目的とする。 

現在は Europol の European Cybercrime Centre （EC3）が指揮を取り、Missing 

Children Europeがコーディネーターを務めている。 

 

8.2 韓国 
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通信・インターネットに関する規制としては、「情報通信網利用促進及び情報保護な

どに関する法律」がある。この法律は情報通信網の利用促進、利用者の個人情報保護、

健全かつ安全な利用環境をつくることにより国民生活の向上と公共福利の増進に寄与す

ることを目的としている。法律の第 44条の 7では「違法情報の流通禁止等」を規制して

いる。 

 

「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」第 44条 7における違法情報規定 

項目 主要内容  

第 1号（わいせつ）  わいせつな符号、文言、音響、画像、又は映像を配布、販

売、賃貸するか、公然と展示する内容の情報  

第 2号（名誉毀損）  他人を誹謗中傷する目的で、公然と事実、又は虚偽の事実

を明らかにし、他人の名誉を毀損する内容の情報  

第 3号（サイバーストーキ 

ング）  

恐怖心、又は不安感を誘発する符号、文言、音響、画像、

又は映像を相手に繰り返し伝わるようにする内容の情報  

第 4号（ハッキング、ウィ 

ルスの流布）  

正当な事由なく、情報通信システム、データ、又はプログ

ラムなどを損壊、滅失、変更、偽造、又はその運用を妨害

する内容の情報  

第 5号（青少年有害媒体物 

表示義務の違反）  

「青少年保護法」による青少年有害媒体物で、相手の年齢

確認、表示義務などの法令による義務を履行せず、営利を

目的として提供する内容の情報  

第 6号（賭博などの射幸行 

為）  

法令により禁止される射幸行為に該当する内容の情報  

第 7号（国家機密の漏洩）  法令により分類された秘密など国家機密を漏洩する内容の

情報  

第 8号（「国家保安法」の 

違反）  

国家保安法で禁止する行為を遂行する内容の情報  

第 9号（犯罪関連情報）  その他犯罪を目的とするか、犯罪の教示、又は幇助する内

容の情報  

 

情報通信網を通じて流通する違法・有害情報から児童・青少年を保護するため、この

法律は第 41条により、①内容選別ソフトウェアの開発及び普及、②青少年保護のための

技術開発及び普及、③青少年保護のための教育及び広報などを整備するように規定して

いる。また情報通信網における青少年有害情報から児童・青少年を保護するため、第 42

条の 3 により情報通信サービスの提供者に青少年保護責任者を指定するよう義務化して

いる。 

同法の施行令第 25 条により、①前年度末時点で直前 3 カ月間の一日平均利用者が 10

万名以上、②情報サービス部門における前年度売上額が 10億ウォン以上、③「青少年保

護法」による青少年有害媒体物を提供、又は媒介する情報通信サービス提供者は青少年

保護責任者を指定するよう義務化している。  

通信審議は「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」の第 44条の 7の規

定による違法情報を対象に行われる。わいせつ・扇情的、名誉毀損、恐怖心、不安感の
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誘発、ハッキング、射幸行為、国家機密漏洩、国家保安法違反、犯罪教示・幇助などに

関する違法情報が審議の対象となる。放送通信委員会はこのような違法情報に対し、放

送通信審議委員会の審議を経て情報通信サービス提供者に該当違法情報の取り扱いを拒

否・停止、又は制限するよう命じることができる。 

通信審議の対象は情報通信網を利用し、符号・文字・音声・動画などの形態で公開・

流通される違法情報と有害情報である。放送通信審議委員会の有害情報審議チームによ

る審議対象に該当する情報は「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」の

第 44条の 7による違法情報と青少年に有害な情報などの審議が必要と認められる情報で

ある。 

 

（1）インターネット内容等級制  

放送通信審議委員会が主導して実施する公的な通信審議制度の他に、自主的な内容規

制として「インターネット内容等級制」がある。このサービスは放送通信審議委員会が

2001 年 9 月に開発・導入し現在まで提供している。インターネット内容等級サービス

（safeNet）は（1）情報提供者が自社のコンテンツを放送通信審議委員会が提示した等

級基準によって分類して表示するもの、（2）わいせつ・暴力などのインターネット有害

情報に関する認証機関（放送通信審議委員会）が提供するもの、（3）このような等級内

容を選別できるソフトウェアの設置と使用により構成される。これにより無害な情報は

アクセスを許容され、児童・青少年に有害な等級をもつ情報のアクセスは遮断されるよ

うになる。 

インターネット内容等級制の等級分類基準は、大きく分けて暴力、セックス、露出、

俗語、麻薬使用助長、武器使用助長、賭博、飲酒助長、喫煙助長などがある。登録方法

としては、①自律等級サービス（Self Rating System）、即ち情報提供者自らがインタ

ーネット等級サービスホームページ（http://www.safenet.ne.kr/）上で、上記の基準に

よって自社の情報を 5 等級（0～4 級）に分けて登録することができる。②「第 3 者等級

表示（3rd Party Labeling System）」とは第 3者、すなわち政府、又は関連認証機関が

海外のわいせつ・暴力などに対してインターネット有害情報等級を表示し、それをデー

タベース化して構築し、情報利用者に提供することを意味する。  

放送通信審議委員会は、情報利用者が容易に内容を選別できるよう計 14個のフィルタ

リングソフトウェアを提供している。このようなソフトウェアの累積配布件数は 2002年

から 2012年まで約 302万件に上り、学生全体における普及率は 42.8％に上っている。 

等級基準による年齢別区分は映画や放送などの既存の他媒体が利用しており、実際に

は内容選別ソフトウェアを管理する父兄や教師などの青少年保護者が、情報解読能力が
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低いという点を考慮して年齢別（学年別）に容易に情報を選択できるよう基準を提示し

て勧奨している。 

 

（2）青少年保護関連インターネット政策  

＜シャットダウン制（shutdown）＞  

シャットダウン制とは、16 歳未満の青少年に深夜時間のインターネットゲームの提供

を制限する制度で、青少年のインターネットゲーム中毒を予防するために整備された。

利用時間を定めたことにより、シンデレラ法とも呼ばれる。2011 年 5 月 19 日に導入さ

れた青少年保護法改正案により新設された条項（第 23条の 3）であり、2011年 11月 20

日から施行された。指導期間を経て 2012年から取締りを実施した。シャットダウン制の

骨子は、「16歳未満の青少年に午前 0時から 6時までの深夜 6時間の間にインターネッ

トゲームの提供を制限する」ということである。 

インターネットゲームを提供する業者は、年齢と本人認証によってこの時間帯の青少

年のゲーム利用を強制的に遮断しなければならない。この制度はインターネットを利用

する PCオンラインゲームと CDを通じてアクセスする PCパッケージゲームにおいて優先

的に適用される。スマートフォンやタブレット PCを通じたモバイルゲームの場合、青少

年が現時点でモバイル機器をそれほど携帯していないことから深刻な中毒の恐れがない

という意見を反映し、2年間適用を猶予した。  

 

＜クーリングオフ制（Cooling Off）＞  

青少年のゲーム中毒予防のため、教育科学技術部が作ったゲーム制限制度である。青

少年利用者がゲームを始めてから 2 時間が経つと自動的にゲームが終了し、10 分後 1 回

に限り再接続が可能となり、ゲームを始めてから 1 時間経過すると周期的に注意警告文

を表示させるという方法が検討され、2012 年 2 月に議員立法が検討された。ただ、すで

に導入されたシャットダウン制への業界の強い反発もあり、立法できずに終わった。 

  

＜インターネットグリーン認証制＞ 

インターネットグリーン認証制とは、インターネット中毒を予防するため、サイトに

「グリーンインターネット認証」マークを付与する制度である。2014 年 6 月から施行さ

れたこの制度の所管部署は未来創造科学部（委託先：韓国情報化振興院）で、「国家情

報化基本法」（第 30 条の 3）により未来創造科学部長官は、インターネット中毒予防及

び解消に必要な措置をした情報通信サービスに対し「グリーンインターネット認証」を

することができる。認証を受けるため、情報通信サービス提供者は未来創造科学部長官

に「グリーンインターネット認証」を申請し、認証期間は 2年間になる。 
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9．インターネットカフェ・まんが喫茶 

9.1 フランス 

フランスには、まんが喫茶はほとんどないので、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述べる。 

フランスには、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（Code des postes et des communications électroniques）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になっている。したがって、ホテルや飲食店、大学、図書館な

どの施設と区別されていない。 

青少年保護に関する法規制もなく、不適切と判断されるコンテンツへのアクセス制限

は、既述の刑法典第 227-24条に則った措置を講じなければならないが、具体的な個別の

規制はなく、経営者の判断による自主規制となっている。  

犯罪予防あるいは司法上の調査の目的で、郵便・電子通信法典の第 34－1 条により、IP

アドレスや接続時間などのトラフィックデータは、最長 1 年間保存されなければならな

い。経営者が利用者に身元証の提示を求める義務はないが、利用者登録という形で記録

することはでき、その場合の保存期間は 1年間である。 

 

出典：独立行政機関、情報処理及び自由に関する全国委員会（CNIL）ホームページより 

 

英国のロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（London School of Economics and 

Political Science : LSE）が手がける、EU25 か国の子どもとその親のインターネット

の利用と安全性について調査する「EU Kids Online プロジェクト」の一環として、フラ

ンスでは 2010 年 9～16 歳の児童 1,000 人とその親を対象に実施されたが、2012 年に発

表された報告書「インターネット上の子供へのリスクとセキュリティ：フランスの報告

書（Risques et sécurité des enfants sur Internet : rapport pour la France）」で

は、インターネットの利用場所として、インターネットカフェを挙げた児童は、3％しか

いなかったように、規制の対象としての優先順位は高くないようである。 

 

9.2 韓国 

（1）インターネットカフェ 

「ゲーム産業振興に関する法律施行令」の第 16条により、インターネットカフェの営業

時間及び青少年の出入時間が制限されている。 
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1.! 一般ゲーム提供者、複合流通ゲーム提供者の営業時間は、午前 9時から午後 12時まで

にする。但し、全体利用可ゲーム物1だけを提供する営業者は営業時間の制限を受けな

い。 

2.! 青少年ゲーム提供者の営業時間は午前 9時から午後 12時までとする。ただ、青少年ゲ

ーム提供者の中、ゲーム利用により獲得した結果物（法第 28条第 3号但し書きにより

提供する景品を含む）の提供が可能は全体利用可ゲーム物の台数及び設置面積が全体

の台数及び設置面積の 100分の 20を超えない場合には、営業時間の制限を受けない。 

3. 上記 1.及び 2.以外のゲーム物関連事業者は営業時間の制限を受けない。

1.! 青少年ゲーム提供者、複合流通ゲーム提供者（「青少年保護法施行令」第 5条第 1項

第 2号但し書きにより青少年の出入が許可される場合だけに該当する）、インターネ

ットコンピューターゲーム施設提供者の青少年出入時間は午前 9時から午後 10時迄に

する。但し、青少年が親権者・後見人・教師、又は職場の監督者、その他該当青少年

を保護・監督にできる実質的な地位にあるものが同伴する場合には、青少年出入時間

外にも青少年を出入させることが可能である。 

3.! 1. 以外のゲーム物関連事業者は青少年出入時間の適用を受けない。

＜営業時間＞ 

＜青少年の出入時間＞ 

（2）まんが店舗 

まんが店舗は、日本のまんが喫茶とは少し概念が違い、漫画を貸与している店舗、又

は販売している店舗を指している。 

＜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 条の規定により、学校施設（保

育園、幼稚園、大学除外）より 200 メートル離れる必要がある。更には、学校施設より

離れていても、学院がある場合には、管轄教育区長の審議を受ける必要がある。また相

対浄化区域内（学校施設より直線距離 200 メートル以内の地域の中、絶対浄化区域を除

外した地域）に開業した場合には、市民からの要請が提起された場合には、廃業しなけ

ればならない。 

＜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

入が禁止されている。この場合、青少年とは 18 歳未満、又は高校在校生を含めるので、 

19歳以上の場合でも高校在校生の場合には、青少年の扱いになる。 

10．携帯電話・PHS 
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10.1 フランス 

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（Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes、以下 ARCEP）が管轄す

る。 

ARCEP は、産業省の電気通信担当大臣によって承認された場合に限り、法的枠組みの

中で、すべての事業者に適用する全般的な義務を規定することができ、不遵守の場合に

は制裁を加えることができる。主な任務は、全国周波数庁（Agence Nationale des 

Frequences、以下 ANFR）から分配された周波数の割当、市場状況、財政状況を検討、周

波数使用料や周波数管理料収入額を調整、料金水準算定に必要な指数を決定することで、

青少年保護に関する規制は担わない。 

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」の規制対象とされる。 

「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（Code de l'éducation）」第 L511-5 条が制定され、幼稚園・小学校・中学

校において、校則で定められた場所で授業中に児童・生徒が携帯電話を使用することは

禁じられている。 

インターネット利用特別委員会（Délégation aux Usages de l’Interneti、以下 DUI）

は、デジタル経済担当省と高等教育・研究省と共同で、モバイルデバイスを対象とする

ポータルサイト「Proxima Mobile」を設置、また「Proxima Mobile」ラベルを発行し、

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している。 

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）」の監督下にある。 

 

＜民間による規制＞ 

2002 年、携帯電話事業の発展と、それに関する課題に取り組むことを目的に、フラン

スの 3 大携帯電話事業者 Orange、SFR、Bouygues Telecom によって「フランス携帯電話

事業者協会（Association française des opérateurs mobile = AFOM）」が設立された。

2005年には仮想移動体通信事業者 9社が加盟。 

2011 年、France Telecom、Bouygues Telecom、SFR、Neuf-Cegetel、Numericable、 

COLT、Iliad（Free の親会社）の電子通信事業者 7 社により 2007 年に設立された、フラ

ンス通信事業者連盟（Fédération Française des Télécoms = FFTélécoms）が AFOMを吸

収合併、移動通信事業に特化した「モバイル組合（Collège Mobile）」を内部に設立。 
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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っていくことを任務としている。 

青少年の安全利用促進のための啓発活動にも取り組んでおり、2014 年には「情報処理

及び自由に関する全国委員会（CNIL）」の主導によるデジタル教育啓発キャンペーン

"Grande cause nationale"に参加する。 

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（Loi 

n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique = 

LCEN）」第 6 条の規定を受けて、2007 年 1 月 31 日、AFOM（後に FFTélécoms）と家族省

の間で、“デリケート”なコンテンツ対策について「モバイルマルチメディアコンテン

ツに関する事業者の取組憲章（Charte d'engagements des Opérateurs sur le contenu 

multimédia mobile）」が締結された。これによって、携帯電話事業者は、携帯電話加入

者に対して青少年用のフィルタリングツールを無償提供、利用者が青少年の場合にはフ

ィルタリングサービスの利用を奨励すること、行政機関、独立行政機関、公益非営利団

体と協力して、モバイルマルチメディアコンテンツのレイティングならびにその適用規

則を定めること、違法コンテンツ対策を強化するために通報システムを定期的に改善す

るよう努めることが規定された。また携帯電話事業者が提供するフィルタリングソフト

ウェアが最低限満たすべき機能として、特別な操作を必要とせず、サービスセンターに

電話するだけで機能が有効となること、青少年にとって有害となるコンテンツ及び出会

い系サイトへのアクセスを制限すること、携帯電話事業者とサービス編集者は、リンク

の契約をしていないコンテンツへのアクセスを制限することを規定した。 

 

10.2 韓国 

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した為、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

な遮断対策を講じることになった。 

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し、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力を入れることになった。 

 

出典:http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=59626 
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その後、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す

ることになったが、その一つが本人認証を強化することである。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）が

強化するように定められた。（出典：スマートフォン拡散による青少年保護の研究.pdf

参考資料 韓国語）放送通信審議委員会は、スマートフォン保有・及び利用年齢代が下

がっていることを勘案し、子ども・青少年保護にむけた不法・有害 APP 規制を強化する

方針で、更には不法・有害 APP 遮断と拡散防止の実効性を高めるためには、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することになった。 

 

出典： 

http://nollywood.newsis.com/article/view.htm?ar_id=NISX20140326_0012812673&cID=

10201&pID=10200 

 

本人認証の画面 

 
 

スマートフォン APPにおける、放送通信委員会の青少年有害媒体決定数は、2012年 99

点から 2013 年 206 点に増えた。2014 年の 1 月～3 月までは、82 点が有害媒体物と決定

され、すでに前年度の 40％になり、毎年持続的に増えることになった。 

 

出典： 

http://nollywood.newsis.com/article/view.htm?ar_id=NISX20140326_0012812673&cID=

10201&pID=10200 

 

（1）法律と規制機関 

＜未成年者の携帯購入について＞ 

19 歳未満の未成年者（「民法」第 4 条）が携帯電話に加入する場合には、法定代理人

の同意が必要になり（「民法」第 5 条第 1 項）、これに違反する行為は取消しすること
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ができる（「民法」第 5 条第 2 項）。未成年者の携帯購入に具体的に必要な書類などは、

通信会社それぞれが若干違っているが、法定代理人の同伴がなくても購入できる会社も

ある。 

 

出典: 

http://www.uplus.co.kr/css/csin/csin/RetrieveUbDnJcStore.hpi#sectionbookmark2 

 

＜青少年有害情報について＞ 

「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） 

放送通信委員会は情報通信網を通じ流通する、淫乱・暴力情報等青少年に有害な情報

（以下、青少年有害情報という）から青少年の保護するため、次の各号の施策を用意す

る。 

 

内容選別ソフトウェアの開発 

青少年保護のための技術開発及び普及 

青少年保護のための教育及び広報 

その他、青少年保護のため、大統領令が定める事項 

 

放送通信委員会は、第 1 項の規定による施策を進めるにあたり「放送通信委員会の設

置及び運営に関する法律」第 18 条による放送通信審議委員会（以下、審議委員会とす

る）、情報通信サービス提供者団体・利用者団体、その他関連専門機関が実施する青少

年保護活動を支援することができる。 

 

第 42条（青少年有害媒体物の表示） 

電気通信事業者の電気通信役務を利用し、一般に公開することを目的に状況を提供す

るもの（以下「情報提供者」という）の中、「青少年保護法」第 7 条第 3 号の規定によ

る媒体物として、同法代 2 条第 3 号の規定による青少年有害媒体物を提供しようとする

ものは、大統領令規定の表示方法に従い、その情報が青少年有害物であることを表示し

なければならない。 

 

第 42条の 2（青少年有害媒体物の広告禁止） 

何人も「青少年保護法」第 7 条第 4 号の規定による媒体物として、情報通信網を利用

し符号・文字・音声・画像、又は映像などの形態により、同法第 2 条第 3 号の規定によ
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る青少年有害媒体物を広告する情報を、同法第 2 条第 1 号による青少年に転送、又は青

少年アクセスを禁止する措置なしで公開、又は展示してはならない。 

 

（2）規制機関 

「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、規制機関である放送通信

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、

審議し決定する。 

!  
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