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第 3章 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） 

 

1．マスコミ全般 

1.1 フランス 

個別項目参照。 

 

1.2 韓国 

青少年有害環境監視団 

青少年を有害環境から保護するため、有害環境への持続的な点検・取締の強化必要だ

と思われ、1998 年から青少年有害環境のため、地域を中心とした民間の有害監視団体系

が構築された。2013 年 8 月現在、全国にはすでに 270 団体があり、主に、薬物、媒体物、

有害店舗など青少年有害環境の監視・摘発などの活動を行っている。 

 

2．出版 

2.1 フランス 

司法省管轄の青少年向け出版物の監視統制委員会（Commission de surveillance et 

de contrôle des publications destinées à l' enfance et à l'adolescence）の委員

に、業界団体である全国出版社組合（Syndicat National de l’Edition=SNE）の代表者

が任命されるなど、民間の参与はあるが、政府による民間機関の自主規制への関与は見

受けられない。 

 

2.2 韓国 

本調査時当該項目に関するものは見受けられない。 

 

3.映画・ビデオ・コンピュータソフト等 

3.1 フランス 

【映画】 

民間の家族擁護団体である全国家族協会連合（Union Nationale des Associations 

Familiales =UNAF）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 = CNC）の映像作品分類委員会（Commission 

de classification des œuvres cinématographiques）の委員の選出について意見表明を

する権限を持つなど、民間の参与はあるが、政府による民間機関の自主規制への関与は

見受けられない。 
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【ゲーム】 

2008 年 11 月 24 日開設の、親や教育関係者を対象にゲームに関する情報を提供するサ

イト PédaGoJeux は、民間業者、民間団体に加えて、家族担当省、国民教育省管轄下のイ

ンターネット利用特別委員会（Délégation aux Usages de l’Internet = DUI）も設立

に関与した。 

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

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

ム流通部門における義務憲章（Charte d'engagement du secteur de la distribution 

des jeux vidéo）」を締結した。 

2014年 4月 15日に下院で可決された、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（Assemblée 

Nationale, Modernisation et simplification des droits dans les domaines de la 

justice et des affaires interieures No. 1808, Amendement No.68）」により、「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条が修正され、娯楽ソフトのパッケージに表示される警告マークに関して、「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」とさ

れた。民間業者が自主的に採用、事実上義務していた PEGIの分類とそれに基づく警告マ

ークが法制化される流れとなった。 

 

3.2 韓国 

本調査時当該項目に関するものは見受けられない。 

 

4.放送 

4.1 フランス 

独立行政法人、視聴覚高等評議会（Conseil supérieur de l’audiovisuel = CSA）の

諮問機関として、民間の非営利団体が採用されるなど、民間側の参与はあるが、政府に

よる民間機関の自主規制への関与は見受けられない。 

 

4.2 韓国 

本調査時当該項目に関するものは見受けられない。 

 

5.広告 

5.1 フランス 
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2010 年 9 月 30 日、デジタル経済担当大臣は、ダイレクト・マーケティングフランス

連合（Union Française du Marketing Direct & Digital）の主唱による、「ターゲット

広告とユーザーの保護に関する憲章」に、業界団体、民間企業と共に署名をした。 

2012 年 3 月 6 日、連帯・社会統合省（現在は厚生省に統合）は、民間の独立機関、広

告業界規制機関（Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité = ARPP）

と広告に関わる各業種団体の代表者との間に、「広告における人物の画像の尊重に関す

る憲章（ Charte sur le respect de l’image de la Personne humaine dans la 

publicité）」を締結した。（具体的に青少年保護に関する項目はなし） 

テレビの広告に関しては、放映前に広告業界規制機関（ARPP）が審査し、放映後は、

視聴覚高等評議会（CSA）が審査する。前者は、意見表明をするだけなのに対し、後者は、

問題があるとされる広告の放映を差し止めることができる。 

 

5.2 韓国 

本調査時当該項目に関するものは見受けられない。 

 

6.興行 

6.1 フランス 

政府による民間機関の自主規制への関与は見受けられない。 

 

6.2 韓国 

本調査時当該項目に関するものは見受けられない。 

 

7.カラオケ 

7.1 フランス 

カラオケボックスは民間機関による自主規制はなし。 

 

7.2 韓国 

本調査時当該項目に関するものは見受けられない。 

 

8.通信・インターネット 

8.1 フランス 

2011 年 6 月 6 日、e-Enfance と国民教育省は、情報処理及び自由に関する全国委員会

（CNIL）及び Facebookの代表者立ち会いのもと、「ソーシャルネットワークの利用を介

した生徒間のいじめ予防・対策についての条約（Convention Cadre visant à prevénir 
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et à traiter le harcelement à l’école accomplis à travers l’usage des réseaux 

sociaux）」を締結した。 

 

2007 年以降、国家憲兵隊の「サイバー犯罪対策部（La Division Lutte Contre la 

Cybercriminalité = DLCC）」は、非営利団体 Action Innocence フランス支部と協力体

制を築いており、Action Innocence が開発した「AntiPedoFiles」（児童ポルノのデー

タベース、P2P上の児童ポルノファイルを探索するソフトウェア）を導入している。 

家族担当省は、2005 年以降、非営利団体 Calysto の開催する、生徒とその保護者、教

育関係者に対する啓発運動「教育施設全国ツアー」を支援している。 

インターネットのより安全な利用を促進する欧州委員会のアクションプラン「Safer 

Internet Programme」は、フランスでは、国民教育省傘下のインターネット利用代表部

（Délégation aux usages d'internet = DUI）が主軸となり、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」、ホットライン「Net Ecoute」を運営する非営利団体 e-

Enfance、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 Internet= AFA）が運営する違法・有害コンテ 

ンツのオンライン通報サービス「Point de Contact」をコーディネートしている。 

また非営利団体 e-Enfance によって運営されている、青少年保護のためのホットライ

ン「Net Ecoute」は、上述の国民教育省・インターネット利用代表部（Délégation aux 

usages d'internet = DUI）に加えて、厚生省、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）」、財務省傘下

のオンラインゲーム規制機関（Autorité de régulation des jeux en ligne = ARJEL）

と協力体制にある。 

 

8.2 韓国 

1）社団法人・父母情報監視団（http://www.cyberparents.or.kr） 

青少年の父母、教師、及び機関を対象にして、インターネット網が発達する韓国にお

いて青少年を有害情報からどのようにして保護するかについて教育・啓発活動を行って

いる組織である。 

 

2）韓国インターネット企業協会（http://www.kinternet.org/）  

社団法人韓国インターネット企業協会（会長：朴・ジュマン）は国内インターネット

関連の代表企業で構成された非営利団体であり、現在グーグルコリア、ダウムコミュニ
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ケーション、ヤフーコリア、イーベイコリア、SK コミュニケーションズ、KT、NHN など、

150社余りの会員社が加入している。 

 

3）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である。 

 

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

2009 年に設立された韓国無線インターネット産業連合会（MOIBA）は、無線インター

ネット政策、自律規制、標準化、海外進出支援などに取り組む組織である。自律規制と

しては、コンテンツ内容の不法有害性について事前審議、移動通信社 3 社の内部ポータ

ルサイト（NATE, SHOW, OZ-Lite）のコンテンツ有害性、不当マーケティング行為などに

ついてモニターリング及び事後対策などがある。 

 

5）違法、青少年有害情報通報センター（http://www.singo.or.kr/） 

当該センターは、放送通信審議委員会の附設機構で、違法、青少年有害情報通報の受

付及び処理、結果通知機関として関連被害の相談と自動通報プログラムである「インタ

ーネットパランセ」を普及・運営している。 

 

6）インターネット中毒対応センター（https://www.iapc.or.kr） 

韓国情報化振興院の傘下に設けられ、予防教育、家庭訪問相談、キャンペーンなどを

通じ、インターネット・スマートフォン中毒問題の予防・解消に取り組んでいる。 

その他に、国としても、全国 194 の青少年福祉相談センターを主に、インターネット

中毒の予防や解消に取り組んでいる。相談だけではなく、青少年を対象にした 11 泊 12

日の治癒キャンプ「RESCUEスクール」を運営し、今まで計 24回を開催している。 

 

9.インターネットカフェ 

9.1 フランス 

民間機関による自主規制はなし。 

 

9.2 韓国 

10.の携帯電話に準ずる 

 

10.携帯電話 
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10.1 フランス 

2007 年 1 月 31 日、家族担当省は、フランス携帯電話事業者協会（Association 

française des opérateurs mobile = AFOM）と、違法コンテンツならびに“デリケート”

なコンテンツ（合法ではあるが、特定の利用者にとっては有害と見なされるコンテンツ）

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）」を締結した。 

 

10.2 韓国 

1.サイバー見守り連合会行政安全部と 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。 

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 

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、 

Infoluttion zero、tacteen 明日、ピラミート青少年連合会、PTA 情報監視団、韓国

サイバー監視団、韓国青少年育成回、YMCA、青少年保護連盟 

事業者団体：韓国無線インターネット連合会（http://www.moiba.or.kr/） 

 

活動成果 

2009 年に設立された韓国無線インターネット産業連合会（MOIBA）は、無線インター

ネット政策、自律規制、標準化、海外進出支援などに取り組む組織である。自律規制と

しては、コンテンツ内容の不法有害性について事前審議、移動通信社 3 社の内部ポータ

ルサイト（NATE, SHOW, OZ-Lite）のコンテンツ有害性、不当マーケティング行為などに

ついてモニタリング及び事後対策などがある。 

 

出典:https://ko-kr.facebook.com/youthsafeonline?ref=stream 

 

2.京畿サイバー安心ゾーン放送通信委員会、京畿道、京畿道教育庁、韓国情報化振興

院、（社）韓国無線インターネット産業連合会（MOIBA）が、青少年スマートフォン有害

情報遮断及び京畿道内の青少年をスマートフォン中毒から保護するため、2013 年 6 月、

「京畿サイバー安心ゾーン」協約を締結。スタート時に、41 の学校が京畿サイバー安心

ゾーンモデル学校となり、スマートフォン中毒相談管理プログラムを普及し、このプロ

グラムを通じ教師は、青少年のスマートフォン利用現状を参考に相談により、学生のス
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マートフォン中毒状態を診断できる。また過度の使用が疑われる学生には、両親の関心

と指導管理を要請、又はインターネット中毒対応センターのような専門相談機関の相談

を受けるように措置を講じることができる。2014 年には京畿道内の全ての学校に普及す

る予定。 

 

出典：http://www.ebuzz.co.kr/news/article.html?id=20131021800011 

 

3.I smart keeper（http://www.bloter.net/archives/199838） 

ソウル市教育庁が 2013年から学校に普及しようとするスマートフォン APP。2013年には

11 の学校で試験的に行われて、今年は希望する学校を対象に拡大する予定。具体的には、

学生のスマートフォン APP インストールなどの権限を学校に与える APP として、学生の

携帯に I smart keeperという APPをインストールさせることで、学校は学生のスマート

フォンの APP 使用を遮断することができる。例えば、カカオストーリー、フェースブッ

ク、Twitterなど SNS、又はゲーム、更には通話も学校の許可が必要となる。 

当該団体は学生の人権を侵害するとの問題提起を持続的に受けて、2014 年 7 月 2 日、

青少年人権活動団体「アナスロ」は、ソウル市教育庁に I smart keeper政策についての

情報公開を要請した。7 月 16 日、ソウル市教育庁の回答書は「2014 年以後、I smart 

keeperへの予算計上が無く、I smart keeper事業を現在は廃止する予定」とした。 

 

4．スマート保安官これは、SKテレコム、KT、LGUプラス（モバイル通信会社）と（社）

韓国無線インターネット産業連合会（MOIBA）が共に開発したサービスで、放送通信審議

委員会、女性家族部などの不法・有害媒体情報を共有している。 

スマート保安官は、スマートフォン上の淫乱、暴力など不法・有害情報（APP、インタ

ーネットサイト）を遮断することで、子どもを保護し、親が子どもの正しいスマートフ

ォン使用を指導・管理できるサービス。 

特徴としては、親子が共にインストールすることで、有害情報遮断以外に、親は子ど

ものスマートフォン使用状況を把握・管理することができる。 

その他に、SKテレコムの「スマートアイコーチ」、KT社の「オルレ子どもフォン安心

サービス」、LGU プラス社の「子どもフォン守り」などもスマート保安官と類似した機

能を提供する。 

 

出典:http://ss.moiba.or.kr/smartKeeper/serviceIntro.do 
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