
	  
	  

118	  

Sophie Jehel氏 論評 

パリ第 8大学の准教授（情報・コミュニケーション科学専門） 

 

フランスにおける青少年保護の特色（他国、特に欧州において） 

本書で多くの制度が示されていますが、欧州他国、特にドイツに比べると青少年保護

の為の制度について、フランスは遅れている、不十分だと感じられます。 

その一つとして、優秀な企画やプログラムはたくさん提案されるのに、それを実現さ

せる資金力、人手に乏しく、また政権交代など外部の政治的動向に左右されやすいと言

う難点が克服されていない現状があります。 

 

法規制と実質規制とのギャップ 

法律も文面通りに適用されない、縮小解釈される、施行されないことが少なくありま

せん（訳者注：この現象は青少年保護の分野に限らない）。 

例えば、本書のマスコミ全般、出版、インターネットの項目で示されている、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関わらず、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」は、「3年の禁錮刑、7万 5,000ユーロの

罰金刑」に値すると規定しているが、インターネットにおいては、「18 歳未満閲覧禁止」

と表示するだけで、この条文を遵守していると見なされます。またポップアップ広告に

ついての規制が皆無なので、パソコンを成人と共有している場合など、成人の閲覧履歴

から割り出された青少年に不適切な広告が表示されることは、野放しとなっているのが

現状です。 

 

現行の法規制（公的）及び自主規制の課題点 

前述と重なりますが、法規制とその実施体制とのギャップがあります。また自主規制

に関しては、統制・罰則のシステムがなければ、存在しないも同じだと考えます。 

 

法的な規制が実際の問題の抑止力になっているのか 

効果の程度の問題はあるが、抑止力にはなっていると思います。ただ、1 つの法規制

の効果と言うよりは、相乗効果があってはじめて機能することの方が多く見られます。 

例えば、本書で採り上げている視聴覚高等評議会（CSA）のレイティング・警告マーク

のシステムは、放映時間の制限があってこそ、機能しているのであって、それだけでは
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顕著な効果があるとは考えられません。また子供の部屋にテレビがある場合、効果は低

くなる可能性があるなど、法規制以外の要素に左右される部分も多いと考えます。 

 

青少年の教育課程での規制の認識 

本書で採り上げた、各項目における現状の改善策として、規制に対する教育機関等に

おける啓蒙活動については、消極的であると認識しています。なぜならば、定期的・継

続的に啓蒙活動を行なわない限り、効果が低いと考えられます。現況の啓蒙活動として

（年間 3時間程度）では、青少年の関心を惹き浸透する事は難しいと考えます。 

 

今後の青少年の為の法規制の望ましい在り方とは（制度策定と実施体制） 

本書でも各項目で採り上げられている法規制とその実施体制とのギャップをどう埋め

ていくかが重要であり、当然、法規制が厳しく適用（あるいは解釈）されることが望ま

しいと考えます。 

また「予防」の観点を重視することは重要であり、例えば、警察機構の現状として、

非合法な内容（児童ポルノなど）の取り締りに忙しく、青少年に有害（成人に対しては

合法）な内容にまで手が回らないということが指摘できるので、その改善が必要である

と考えます。 

現在、疎かにされがちである生徒間の「ネットハラスメント」の問題と個人情報の問

題について、迅速な対策、法整備が望まれる非常に重要で緊急性を要すると考えます。 

 

_____________________ 

Sophie Jehel氏の活動 

社会経済学教授資格者（アグレジェ） 

博士論文：情報・コミュニケーション科学専攻「子ども、保護者、メディアとリスク社会」

（パリ第 2大学より博士論文賞受賞） 

様々な次元におけるメディアと子どもの関係、メディアによる社会化、メディアにおける教

育、青少年保護、メディアにおける子どもの権利、メディア規制などのテーマについての著

作、寄稿、講演多数。 

「Internet sans Crainte」プログラムの委員（2012 年）、視聴覚高等評議会（CSA）の専門

家コレージュのメンバー（2010年 6月より、CSAには 1997年より参与）、家族省の「メディ

アにおける家族、教育委員会の委員」（2009年）など歴任。 

欧州委員会の「Safer Internet」プログラムのフランスメンバーでもある。公聴会で公述人

として選任される機会も多い。 

NPO 法人の共同体「Collectif Interassociatif Enfance et Media （CIEM）」の創立メンバ

ーで、学術委員会の委員（2001年~）。 

NPO法人「Enjeux e-Médias（CEMEA）」の学術評議会委員。 
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李忠植氏 論評 

現在 Varagi（社会的企業）CSR事業部部長 

環境財団 環境教育関連 企画チーム長 韓国環境運動連合 企画調整チーム長 

 

韓国における青少年保護の特色として	  

韓国の青少年保護法が定めた有害環境の中、海外に比べて大きく違う点があるとした

ら、青少年のインターネット中毒問題が挙げられます。本書でも採り上げられているよ

うに、青少年のインターネット依存それ自体だけでも問題です。プライベートではもち

ろん、学校や家にいるほとんどの時間でもコンピューター、スマートフォンをインター

ネットに接続し、接続していないと不安感を感じるのが現状です。	  
また、過度のインターネット利用により様々な問題が出ていますが、その一つが電子

掲示板や SNS における悪口回答やイジメ問題です。最近は、カカオトークやラインなど
のチャット空間で、いじめの対象となる学生をチャットグループに招待し、悪口を言っ

たり、攻撃をしたりすることにより、最終的には自殺する事件も起こっています。	  
現場の対応策として、学校では指導を主に取組が実施されています。例えば、学校で

はスマートフォンの使用を禁止・自制することを求めたり、多くの小学校では登校後は

スマートフォンを先生に預けます。またカカオトークやラインなどの APP を使用しない

ように教育したり、先生もライン友になったりします。しかし、これは政策だけでは対

応が難しい問題であると思います。	  
その他に、ゲーム依存、ゲームアイテムの過剰購入、有害環境へのアクセス、芸能界

への過度の執着、など様々な問題が派生しています。これは、世界一インターネットの

接続が早いなど韓国のインターネット産業の活動とも関連する問題だと思われます。イ

ンターネットインフラが構築されているので、様々な社会問題も同時に出ているのだと

思います。本書で書かれている現状の取組に更なる対策と教育の徹底が今後必須となる

でしょう。	  
	  
法規制と実質規制とのギャップとして現実の問題	  

本書の第一章で、韓国の青少年保護関連インターネット政策でも採り上げられている

2011 年 5 月導入されたゲームシャットダウン制度を例に説明しますと、実施期間中に、

青少年たちが親の住民登録証番号を利用しゲームをする内容の報道があります。法律の

趣旨には充分に賛同するが、実施にあたって、結局は青少年のインターネットゲーム接

続を有効に遮断することができなかったというのが一般的な認識です。	  
	  
現行の法規制（公的）及び自主規制の課題点について	  

本書において、報告書の各項目の核となる青少年保護法が記載されておりますが、現
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在、韓国の青少年保護法は、法律が定めた有害環境に対する防御的、規制的な政策によ

り構成されていますが、更に積極的、予防的な政策も平行して実施する必要があると私

は考えます。	  
今後はインターネットによる娯楽性、関係性、自己表現性などが更に強調される時代

になると見えますが、これによる依存証、過度な表現、攻撃、イジメなどの問題も現在

よりたくさん出てくると思われます。また有害媒体物、店舗なども社会環境の変化によ

り、法律の抜け穴をつきやすくなる為、本書で記載されている現況の防御的、規制的な

政策だけでは、このような環境の変化に適応することが難しい現状があります。青少年

たちがこのような環境におかれても自ら判断・防衛できる力を養う為の政策的な支援を

今後していく必要があると思います。	  
青少年の有害環境へのアクセス遮断のため、成人認証制度など様々な措置を講じてき

ましたが、実際には成果を上げる事ができていません。いつでも有害環境にアクセスで

き、反対に青少年たちが望んでなくても、インターネット上には扇情性、暴力性などの

強い広告物が氾濫しているのが現状です。従って、インターネット上で氾濫するこれら

の有害媒体物から青少年を保護する為の更なる実質的な対策が必須と考えます。	  
 	  
法的な規制が実際の問題の抑止力になっているのか、青少年の教育課程での規制の認識	  

韓国における青少年問題の最大の要因は、入試を目的とした教育問題にあると言えま

す。学校の教育が、形式化、官僚化になるにつれ、人的教育より知識教育に偏り、学校

教育自体が様々な問題を引き起こしています。それらが、現在増えている青少年犯罪、

非行などの主な要因ともいえます。学校が入試学院になってしまい、学生同士の競争が

激しく、そのような環境で多くの学生たちに疎外感、剥奪感をもたらし、最終的には青

少年犯罪につながると推測できます。	  
青少年政策研究院の最新のある調査によると、韓国の「社会的相互作用力量」すなわ

ち共に助け合って生きていきる能力は 36 の調査国の中、35 位だそうです。これについ

て、教育専門家たちは、競争が激しいイ入試教育が学生の人的成長を妨げていると判断

しています。	  
この入試を目的とした教育制度による青少年問題は計量化することは不可能ですが、

教育現場では、青少年の健康や薬物などに関する最小限の教育さえ実施できないのが現

状です。教育現場における専門教師の付属はもちろん、これに関する授業配分が全くで

きていないので、今後も様々な青少年問題が出てくると考えられます。	  
	  
今後の青少年の為の法規制の望ましい在り方とは？（制度策定と実施体制）	  

本書の第一章、第二章の興行の項目で採り上げられております、「青少年雇用禁止店舗」

については、現在法規制では雇用の有害性にのみ焦点が当てられており、青少年勤労の
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保護には焦点が当てられていません。今後は、青少年の勤労権の保障、勤労現場におけ

る青少年の権利を積極的に保護できる法制度を具体的に定める必要があると思います。	  
青少年保護政策の発展のため、一番優先的な課題は社会の青少年に対する認識の転換で

す。青少年は保護を受ける未成熟な世代だけではないと考え、自らの潜在力を発揮して

いく重要な未来世代である。既成世代の価値観と基準だけにより青少年育成・保護を実

施することでなく、青少年政策により国の未来作りを導き出す必要があります。従い、

青少年の保護、育成・福祉・人権・社会参加など全体の政策を総括でき、統合的に調整

できる行政機関が必要だと思います。	  
本書で詳細が示されているように、現在、青少年行政業務は、女性家族部が重要な位

置づけとなり、他、内務部、教育部、体育部、文化部、保健福祉家族部、及び、総理室

傘下に委員会などに分散されています。これらの行政機能を効果的に発揮するためには、

統合した行政機関が今後必要になると考えます。	  
	  
_____________________ 

李 忠植氏の略歴 

日本筑波大学 環境科学研究科 修士 

韓国祥明大学 経営学 博士課程 修了 

現在株式会社 Varagiは、韓国トヨタ自動車の社会貢献パートナーとして主に、環境教育、 

交通安全分野などの事業を展開している。 
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パク スレン（Suryon Park）氏 論評 

中央日報経済部門産業部 IT記者 

 

韓国における青少年有害環境の問題 

本報告書のインターネットの項目でも大きく採り上げられているが、2014 年、韓国で

は「ゲーム」と「モバイル機器」が子ども・青少年に与える影響とそれを予防する対策

について社会的に熱く議論された。振り返ってみれば、4 月には数年間議論されてきた

ゲームシャットダウン制度が憲法裁判所の合憲判定が下された。また国会では「ゲーム

中毒法」やインターネットゲーム中毒治癒及び予防関連法案などが相次いで発議され、

青少年に有害はサイバー環境の主な要因としてゲームが「指名」された。 

しかし、韓国のゲーム産業が世界的に認知されている中で、ゲーム産業界からの反発

も大変強かった。とりわけ、現政権の大統領選挙時のマニフェストと国政課題と選定さ

れた「クリエイティブエコノミー」の代表的な産業である IT産業において、ゲーム産業

の占める割合と象徴性などの関係から、与党、政府内においてもゲーム中毒法の立法化

には、かなりプレッシャーがあったと考えられる。 

また、最近は幼児の時期からスマホなどのモバイル機器に露出される「デジタルネイ

ティブ」が増えていることから、青少年有害環境に対する社会的な懸念と議論がさらに

広くされている。モバイル機器による子ども・青少年のインターネット接続時間がます

ます長くなっているからである。 

 

現在の青少年有害関連規制について 

現在、韓国政府は子ども・青少年のサイバー有害環境に対して多様な規制と予防対策

を打ち出している。報告書にも書かれている通りに、メディア別に委員会を設け、政府

と民間が共にコンテンツの等級を定めたり、青少年のインターネットの利用時間を制限

したりしているが、これらの対策はすでに限界に達している。例えば、ゲームシャット

ダウン制度でも、親の住民証の番号により接続する場合には、防ぐことができないし、

また国内にサーバーがあるゲームだけが制限対象になるので、海外にサーバーのあるグ

ローバルゲーム企業と国内企業との逆差別の問題も深刻になっている。実効性がない制

度は、有名無実に過ぎない。 

インターネット、モバイルなどの中毒問題については、官民共に「インターネット保

安官」などの保護対策をとったが、接続を遮断する防衛的な手段がほとんどで、本対策

も限界に来ている。普通にニュースサイトにアクセスだけで、青少年に有害な成人用広

告物があふれている。 

世界最大スマホ保持率（76％、2013 年）を維持している環境で、子ども・青少年が随
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時に、モバイルアプリケーションに接続し、マルチメディアコンテンツを利用している。

青少年の教育より、保護者に子どものインターネット・モバイル利用について教育する

ことがより急務ではないかと思われる。 

 

今後の提言 

SNS によりコミュニケーション・ネットワークに全く違和感を持たない世代に対して、

デジタル機器とコンテンツをよく活用し自ら制御できる能力を持つことの重要性を認識

するように育てることが大事である。今の IT技術の発展を考慮した場合、一部コンテン

ツに対し子ども・青少年のアクセスを遮断したり、極端の事例に限って治癒を行うこと

だけでは、この世代を保護することができない。学校教育などを含め、多様なルートに

より正しいデジタル利用習慣を教え、活用する方法に転換する必要がある。 

特定の部署がコントロールタワーになって解決できることではないと考える。現在、

サイバー関連青少年政策が、いくつかの部署に分かれていることは大きな問題だろう。

総理室が全体の方向を定め、教育、福祉、家族、文化、産業など、多様な分野から同時

にデジタルネイティブ世代のため、対策を講じる必要がある。すでにサイバーはオフラ

インと離れているバーチャルの世界ではなく、オンラインとオフライン自体がつながっ

て我々の生活の一部になっているからである。 

 

_____________________ 

パク スレン（Suryon Park）氏の活動 

中央日報経済部門産業部 IT記者 

 

2004 年、梨花女子大學校・言論情報学科卒業。2005 年 2 月に中央日報に入社。2011 年まで

中央日報社会部教育担当記者として、ソウル市教育庁および教育科学技術部に出入り記者団

の一員として活躍。2013年から現在まで、中央日報経済部門産業部 IT記者として活動。 

著書：2013年 『文章を書く私の原則』 

受賞：2013年 第 10回今年の女性記者賞 
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