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第 2 章オランダにおける性表現が青少年に与える影響：対策となる規制等の分析 
 － 欧州連合による法令とオランダの「メディア法」－ 
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1 はじめに 

 

オランダの国における法制度と社会情勢等 

国王がオランダ王国の国家元首であり、ヨーロッパにあるオランダ本土、蘭領アンティル諸島（ボネー

ル、キュラソー、サバ、セント・ユー スタティウス、およびセント・マーティン諸島）およびアルバ島の

３つの領域から成るオランダ王国を治めている。蘭領アンティル諸島とアルバ島にはそれぞれ、君主代理

の総督が置かれており、オランダ閣議は、蘭領アンティル諸島とアルバ島に全権のあるオランダ 内閣と大

臣で構成されており、オランダ王国全領域においての内閣として仕える。  

法律の制定はオランダ閣議により提案され、オランダ議会によって可決される。オランダ王国と蘭領ア

ンティル諸島およびアルバ島との行政関係は、オランダ王国憲章において制定されている。王国は一種の

連邦であるとも考えられる。 

 

人口 16,485,787 人（2009 年現在）  

国土 41,543km2 (日本の約 0.11倍) 

 

憲法による統治制度  

オランダの統治制度は、憲法に基づき次の基本方針が規定されている。 

-君主制  

-代表民主制  

-法治国家（基本的権利を含む）  

-地方分権単一国家  

 

オランダにおける主たる法体制 

· 行政法 

· 市民法（大陸法） 

· 刑法 

· 憲法律 

· EU 法（欧州連合加盟国内の法律と平行して執行される独自の法体系、加盟国の法体系に直接作用） 

· 国際法（法源：条約・慣習国際法・法の一般原則） 

 

社会実態 

大麻の所持・使用（「コーヒーショップ」と呼ばれる限られた店でのみ購入が認められている）、安楽

死の容認がいくつかの欧州諸国と同様に合法化されている。もっとも、大麻も合法というよりは、容認さ

れているといった方が正確であり、一部見直しも検討しているとされる。また安楽死についても依然とし

て見直しの議論が続いている。 

1991 年には刑法が改正され、16歳以上でポルノ出演、性行為が適法とされ、互いの同意があれば 12歳

以上であれば性行為は適法となった。国の許可を得れば管理売春も合法である（「飾り窓」と呼ばれる限

られた地区でのみ合法的な売春が認められている）。売春を国の管理の下で合法化したことで、衛生状態

の向上が図られ、性感染症の感染率は低下し、また税収増加、売春に従事する女性達の保護の充実などが

実現し、国内では評価する声が高い。 
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このようなことから、オランダは世界有数の性の解放区として知られているものの、性犯罪を犯せば容

赦なく逮捕されることは他国となんら変わりがない。またこれら性産業を利用することはそれなりにリス

クを伴うので、自由である一方で自己責任のもと行動しなくてはならない国だと言われている。 

 

ここ数十年の情報通信の急速な発展に伴い、世界のメディア環境は大きな変革を遂げた。デジタル情報

が社会を駆け巡り、移動体通信やインターネットの急速な普及に伴い情報化が著しいスピードで進展して

いる。1980年代には、オランダの電波放送によるマスメディアは、オランダ放送（旧NOS〔Nederlandse Omroep 

Stichting、オランダ放送協会〕、2007 年から NPO〔Nederlandse Publieke Omroep、オランダ公共放送〕）

によるテレビ 3 系統とラジオ 6 系統に限られていた。1980 年代以降は、商業放送局が出現したが、ライ

センスがなければ、配信システムにアクセス出来なかった。今日のデジタル時代においては、視聴覚コン

テンツを配信する方法が多くある。インターネットやモバイルアプリケーションを通して誰もが視聴覚メ

ディアコンテンツを広範囲に、かつ瞬時に配信出来るようになった。マスメディアの情報には、特に未成

年の利用者にとって有害と思われるコンテンツもあり、オランダでも大きな問題となっている。本レポー

トでは、メディアを通じた性表現がオランダの青少年に与えるの影響と、それに対するオランダ政府の法

的政策について報告する。 

 

2 オランダにおける現在の法令：青少年を性の影響から保護する規制 

2.1. オランダ「刑法典」 

2.1.1. オランダ刑法の枠組み（構成） 

オランダ刑法は、犯罪と刑罰を規定した「オランダ刑法典」（以下「刑法典」）及び刑事手続について規定

した「オランダ刑事訴訟法」の 2典に基づく。「刑法典」は次の 3巻による。 

1． 第 1 巻：一般規定（Algemene bepalingen）（課せられた罰の種類と、罰の軽減や加重について定義す

る） 

2． 第 2巻：犯罪（Misdrijven）（第 2巻「犯罪」は第 3巻「違反」より重大なものを指す。本巻は、最大

刑罰を含む、全ての一般的な犯罪が記載され、31章からなる。） 

第 1章：国家の安全保障に関する犯罪（Misdrijven tegen de veiligheid van de staat） 

第 2章：王室の尊厳に関する犯罪（Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid） 

(省中略) 

第 14章：性犯罪に関する犯罪（Misdrijven tegen de zeden） 

(省後略) 

3． 第 3 巻：違反（Overtredingen）（違反の種類を定義する。違反の最高刑には実刑判決がなく 1 年の懲

役があるが、殆どの違反は罰金のみによる） 

 

2.1.2.刑法典第 2巻（犯罪）第 14章（性犯罪） 

2.1.2.1. 第 240a 条（有害な画像）［※1］ 
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原文〔蘭〕：Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt 

gestraft hij die een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding 

waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, 

verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet 

vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar. 

和訳：16歳未満と分かる、または思われる者に有害な画像、物、又は記録媒体を提供、勧誘、又は閲覧さ

せた者は、最高 1年間の拘禁または最高第 4カテゴリ〔20250€〕の罰金によって罰せられる。 

2.1.2.2. 第 240b 条：児童ポルノについて［※2］ 

第１項： 

原文〔蘭〕：Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt 

gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een 

seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, 

is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, 

invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd 

werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.  

和訳：明らかに 18 歳未満の者が関与しているか，関与しているように見える性的行為の画像――または

画像を含むデータ記録媒体――を頒布，提供，公然陳列，制作，輸入，転送，輸出、取得，所持，又は電

子機器や電気通信を利用して、これらの情報にアクセスする者は、最高 4 年間の拘禁または最高第 5カテ

ゴリ〔81000€〕の罰金によって罰せられる。 

第 2項： 

原文〔蘭〕：Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt 

gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een 

beroep of een gewoonte maakt. 

和訳：第 1項で述べてある犯罪を業とする者は最高 8 年間の拘禁または最高第 5カテゴリ〔81000€〕の罰

金によって罰せられる。 

2.1.2.3. 第 248e 条：グルーミングについて［※3］   

原文〔蘭〕：Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een 

communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd 

van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige 

handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die 

persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het 

verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 

geldboete van de vierde categorie. 

和訳：電子機器や電気通信を利用して、16 歳未満と知りながら、またはそう思われる者に、猥褻な行為、
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又はその者が関与している性行為の画像の製作を目的に募集を行い、制作する者は、最高 2 年間の拘禁ま

たは最高第 4カテゴリ〔20250€〕の罰金によって罰せられる。 

 

2.2 オランダの「行政法典」の中の「メディア法 2008 年」第 4章：青少年保護 

2.2.1. 第 4.1.条［※4］ 

第１項：  

原文〔蘭〕：Het televisieprogramma-aanbod van de publieke mediadiensten en van commerciële 

mediadiensten bevat geen aanbod dat de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van 

personen jonger dan zestien jaar ernstige schade zou kunnen toebrengen. 

和訳：公共メディアと商業メディアが提供するテレビ番組は、16歳未満の者に対し、身体的、精神的ある

いは性的な成長に極めて有害な情報が含まれていない事。 

 

2.2.2. 第 4.2.条［※5］ 

原文〔蘭〕：2. De regelingen hebben in ieder geval betrekking op: 

2.a. criteria voor de classificatie van aanbod, waaronder in ieder geval de mate waarin: 

4）sprake is van pornografie 

2.b. de tijdstippen van verspreiding van het hiervoor bedoelde aanbod; en 

2.c. de wijze waarop de verspreiding van dit aanbod wordt voorafgegaan door of is voorzien van 

symbolen of waarschuwingen. 

和訳：第 2項  この規定は主に次の事に関する。 

2.a. 番組内容の分類基準 

4）ポルノ場面の出る頻度 

2.b. 上記の番組の放映時間 

2.c. 上記の番組を放映する前に記号又は警告を表示する事 

 

3 欧州評議会「子供の性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」（別称「ランサローテ条約」） 

3.1.ランサローテ条約 

条約は 2007年 10月 25日にスペインのランサローテ島で締結・調印された。欧州評議会の加盟国は全て

条約に署名しオランダでは 2010年 7月 1日からその効力が発生した。 

本条約は、特に青少年を相手にする買春問題に対応するものであるが、第 6章（刑事実体法）の第 20条、

第 21条と第 23条は児童ポルノとグルーミングに関するものである。 

原文：Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and 

Sexual Abuse（Council of Europe Treaty Series〔CETS〕No.201）、Lanzarote Convention 

l 「ランサローテ条約」の原文： 2007年〔英、仏、蘭〕［※6］ 
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l 2009 年 12月 17 日のオランダ議会上院において、「ランサローテ条約」のオランダでの発効日を決定

した。［※7］ 

 

3.1.1. 第 20 条：児童ポルノに関わる犯罪 

1. 各締結国は、違法で故意に行なわれる次の行為が有罪とされる事を保障するため、必要な立法措置、そ

の他の措置をとる。 

a. 児童ポルノを製造する事。 

b. 児童ポルノを提供、又はその利用を可能にする事。 

c. 児童ポルノを頒布又は送信する事。 

d. 自己または他人のために児童ポルノを取得する事。 

e. 児童ポルノを所持する事。 

f. 情報通信技術を通じ、故意に児童ポルノにアクセスする事。 

2. この条の適用上、「児童ポルノ」とは、現実もしくは擬似の露骨な性的行動に従事する子供を視覚的に

描写したあらゆる製品又は主に性的目的で描写した子供の性器のあらゆる表現をいう。 

3. 各締結国は、１ａおよび１ｅの規定の全部又は一部を、次のポルノ的製品の製造および所持について適

用しない権利を留保する事が出来る。 

－ 当該ポルノ的製品が、実際には存在しない子供の擬似描写または写実的画像のみによって構成されてい

るとき。 

－ 関与する子供たちが第 18条第 2項を適用して定められた年齢〔オランダでは 16才〕に達しており、か

つ、当該画像がその同意を得、自分たち自身の私的利用のみを目的として製造および所持されるとき。 

4. 各締結国は、１ｆの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保する事が出来る。 

 

3.1.2. 第 21 条：ポルノ的パフォーマンスへの子供の参加に関わる犯罪 

1． 各締結国は、故意に行なわれる次の行為が有罪とされる事を保障するため、必要な立法措置、その他

の措置をとる。 

1 a. 子供を募集してポルノ的パフォーマンスに参加させる、又は子供をそのようなパフォーマ

ンスに参加させる事。 

1 b. 子供を威迫してポルノ的パフォーマンスに参加させる事、又は当該目的で子供から利益を

得る事もしくはその他の形態により子供を搾取する事。 

1 c. 子供が参加するポルノ的パフォーマンスの場に故意に出席する事。 

2． 各締結国は、子供が 1ａ.または 1ｂ.に一致する形で募集され又は威迫された場合に限り、1ｃ.の規定

を、適用する権利を留保する事が出来る。 

 

3.1.3. 第 23 条：性的目的での子供の勧誘〔グルーミング〕 
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各締結国は、成人が、第 18条第 2項を適用して定められた年齢〔オランダでは 16才〕に達していない

子供に対し、情報通信技術を通じ、（性的虐待に関する）第 18条第１項又は第 20条第１項ａに基づいて定

められたいずれかの罪を犯す目的で募集し、実際に行為につながった場合は有罪とするため、必要な立法

措置その他の措置をとる。 



8 
 

4 オランダの「メディア法」：立法化に至る検討・審議・参考とした調査研究・報告書および影響を受け

た社会情勢等を時系列に紹介。(時系列の為、前後の関係は無し) 

 

1987 年のメディア法 ～「メディア法 2008年」 

1987 年 1967 年からあった「放送法」が「メディア法」に変更された。 

1988 年 1月 1日、メディア法の施行と同時に「メディア委員会」が設立された。 

1989 年 l 欧州連合（EU）により、「国境なきテレビ指令」（Television without Frontier〔TVWF〕）

が採択された。（欧州理事会指令 89/552/EEC 号）それにより、ヨーロッパでテレビの自由

化の方向が定まった。 

l 最初の商業テレビ「RTL 4」が 10月 2日、「RTL-Véronique」の名称で青少年向けの放送局

として開始した。その時点から子供たちのテレビ視聴時間が数ヶ月で 1日あたり 1時間か

ら 2時間に倍増した。(論文 Valkenburg 2005) 

1990 年 l 1 月 26 日、オランダは、1989 年に国際連合総会で定められた「児童の権利に関する〔国

際〕条約」（Convention on the Rights of the Child に署名し、9月から効力が発生した。

本条約の第 34条により、締約国はあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護す

る事を約束する。その中の（c）には「 わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使

用すること」（ポルノ）とある。 

l 「任天堂ゲームボーイ」の家庭用ビデオゲーム機が欧州市場で販売され、ビデオゲーム「ド

ンキーコング」が前例のない大流行になった。この時点から青少年がビデオゲームに親し

む時間が大幅に増えた。その後市場において、ゲームソフトウェアーの中に不適切な物も

市場に出回るようになった。 

1995 年 l インターネットの発展に伴い、インターネットというメディアが小児性愛者によって児童

性的虐待画像の配信・交換に使われるようになったことから、1995年に入ってドイツや英

国においてインターネット上での児童性的虐待を防ぐ取組みが始まった。 

l 2 月、オランダ議会下院が政府に対して、児童ポルノに関する「刑法典」の第 240b 条の改

正を提案した。規定の目的（性的虐待に対する児童の保護）と一致するような変更を要請

した。（議会通知 kst-23682-5 号） 

1996 年 l 「刑法典」第 240b条の最高 3カ月の拘禁から最高 4 年間の拘禁へ改正された。 

l 6 月、オランダで最初の児童ポルノホットライン「Meldpunt Kinderporno op Internet」［※

8］このホットラインは、当時の法務大臣の批准による、インターネット上の児童ポルノの

画像・動画に対する一般からの苦情を受けている正式な組織である。オランダの警察と連

携する、児童ポルノを扱う唯一の組織である。（現在、オランダ安全保障法務省と欧州委員

会の補助金、及び個人や法人からの寄付によって援助されている） 

1997 年 l 1 月に、オランダ議会下院の会議議会で、政党の CDA（Christen Democratisch Appèl、キ

リスト教民主アピール）が、公序良俗に反する「セックスを載せた広告ポスター」につい
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て法務大臣に質問した。法務大臣は、公序良俗に反するものであり、「刑法典」第 240条と

関わる問題だと認める。（議会通知 ah-tk-19961997-654 号） 

l 3 月、オランダ議会下院が政府に対し、「視聴覚メディアの有害な影響に対する青少年保護」

のために、「刑法典」第 240a 条の改正を提案した。ここで重要な防止対策として、メディ

ア商品の分類基準（内容、年齢）及びその他の製品情報についての規制及び苦情を報告で

きるシステムを構築することを要請している。(議会通知 kst-25266-1～kst-25266-4 号)  

l 10 月、健康福祉スポーツ大臣、教育文化科学大臣と法務大臣から議会下院長への通知の中

で「メディア委員会は、欧州への責務に基づいて、メディア法から生じる特定の監視タス

クに関して年次報告書で報告する事」とある。（議会通知 kst-25266-4 号） 

1998 年 欧州連合では、「視聴覚及びオンライン情報サービス産業の競争に係る未成年者及び人間の尊厳

の保護に関する 1998年９月 24日付欧州評議会勧告（Council Recommendation〔98/560/EC〕 of 

24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual 

and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving 

a comparable and effective level of protection of minors and human dignity）」が採択さ

れた。これは、電子メディア（インターネット、デジタル放送、ビデオゲームなど）の著しい

発展を受けて、EUレベルでインターネット上の視聴覚と情報サービスに言及した最初の文書で

あり、すべての電子メディアにおける青少年保護に関する自主規制を促した。 

1999 年 l 視聴覚メディアを分類するオランダ研究所「NICAM」（Nederlands Instituut voor 

Classificatie van Audiovisuele Media）が設立された。 

l 11 月、NICAM がオランダ放送協会「NOS」（Nederlandse Omroep Stichting）にテレビ視聴

実態調査を依頼。その中で、4才～15才の青少年の親と保護者 407人に彼らがテレビ番組、

映画、コンピュータゲームについてどのような情報詳細が望ましいと思っているのか問う

た。 

l 11 月 23 日、欧州各国で児童ポルノホットラインの必要性が認識されている動きにより、

欧州委員会の「より安全なインターネット行動計画（Safer Internet Action Plan）」のも

と、INHOPE（International Association of Internet Hotlines /インターネットにおけ

るホットラインの国際的な連合組織）がオランダで設立された。INHOPE は、各国のホット

ラインの間の協力を促進し、インターネット上の児童ポルノを撲滅し、青少年をネット上

の違法・有害情報から守ることを目的としている。 

2000 年 5 月の議会の通知に含まれる内容：視覚メディアの望ましくない表現に関する「メディア法」

と「刑法典」のいくつかの条文の改正及び NICAM による規定をより厳しくする事に関する議会

の通知が発行された。（議会通知 kst 25266-6 号） 

2001 年 l 2 月 22日、NICAMは映画、テレビ番組、映像作品を対象とする「Kijkwijzer」（「賢く観る」

あるいは「視聴指針」を意味する）システムを立ち上げ、公式に導入する。「刑法典」第
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240a 条の改正により、Kijkwijzer は法的側面を持ち、その法律に違反した場合は罰金や懲

役に罰せられる。（議会通知 ah-tk-20002001-1417 号） 

2002 年 l 10 月、法律上、ポルノ画像の製作に参加する許容年齢は 18 才以上となり、仮想児童ポル

ノが罰せられるようになった。（参考文：Stb. 2002, 388） 

2003 年 l Nikken 博士が NICAMに依頼され、「Computerspellen in het gezin」（家庭用のビデオゲー

ムに関する縦断研究の論文）を執筆する。（ISBN 90-77392-01-7）Nikken (2003).  

概略：2002年春に視聴実態調査研究所 Intomartによりインター ネットパネルから収集し

たデータの結果に基づいた研究論文である。対象者は、親 765人と 8才～18才の青少年で、

コンピュータゲームの所有と利用、そのゲームの影響、その有害影響に関する情報の必要

性、青少年のゲーム利用に対する親の指導などに関して問うた。。アンケート調査の結果に

より、親の視点、青少年の視点や両者の視点の比較が紹介され、結論では筆者が青少年へ

のゲームの影響と問題点、及び保護者の指導の限界について述べている。(本論文で保護者

の適切な指導や、Kijkwijzerと PEGI分類システムの必要性が強調されている） 

l 4 月、EU圏内を中心にヨーロッパの国を対象にしたコンピュータゲームのレイティング審

査を実施する機関 PEGI（Pan European Game Information、汎欧州ゲーム情報）が設立さ

れた。オランダでは NICAMが PEGIの審査における法的権限が付与されている。 

l 11 月、健康福祉スポーツ大臣から議会下院長への通知の中で、政府は有害なオーディオビ

ジュアル製品に対する青少年保護のシステムとして中心的役割を果たしている NICAM を自

主規制機関として評価した。（議会通知 kst-29326-1 号） 

2004 年 2003 年 12 月 22 日に欧州連合理事会で採択された「児童の性的搾取及び児童ポ ルノとの闘い

に関する理事会枠組決定」（Council Framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on 

combating the sexual exploitation of children and child pornography、以下 「児童性的

搾取枠組決定」）が公布され、各加盟国において必要な法整備が進められる。本決定は、児童の

性的搾取及び児童ポルノ対策全 13条からなる理事会決定で、指定された行為に対して加盟国が

1～3 年の禁固刑以上で処罰するというものであった。（理事会枠組決定 2004/68/JHA 号） 

2005 年 l 2 月、教育文化科学省(OCW)と健康福祉スポーツ省(VWS)の事務次官及び内務・王国政務大

臣が「青少年・暴力・メディア委員会」（Commissie Jeugd, Geweld en Media）を設立す

る。この委員会は教育文化科学省(OCW)と健康福祉スポーツ省(VWS)に、青少年に対するメ

ディアの有害な影響を防止するための提案を行う役割を担う。 

l 5 月、「青少年・暴力・メディア委員会」（Commissie Jeugd, Geweld en Media）が Valkenburg

博士に、青少年に有害なメディアの影響を社会的に抑える方法について論文の執筆を依頼

した。 

l 7 月、Valkenburg 博士が研究論文「Schadelijke media en Weerbare Jeugd – Een 

beleidsvisie 2005-2010」（有害なメディアから防御可能な青少年：2005 年-2010 年の教
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育指導方針）を提出する。 

概略：本論文は当時（2005 年）の、青少年に対するメディア業界の有害な影響の根源の分

析から始まり、それが青少年に有害なメディアに対する政策の再審理を促している。本論

文では有害な影響の根源として①マスメディアの商業化、②社会的交流（social 

interaction）のためのメディア利用の増加、③個人のプロフィールを紹介するときに使

用するメディアの最近の傾向、④親の監視外のメディア利用が可能にする青少年の高めら

れたプライバシー、⑤デジタルメディアの、フィクションとノンフィクションの混同と⑥

青少年の間での「マルチタスキング」（multitasking）が増大している現象が取り上げら

れている。その有害な影響の根源は青少年保護と関係のある、親・教育者・（NICAMに通じ

る）オーディオビジュアル業界・オランダ政府の 4者に影響を及ぼす。最後に、学校にお

けるメディア教育の指導方針の再審理、及び現在と将来の、青少年とメディア影響に関す

る研究計画は各分野の研究者が協力する必要性と、政府は青少年保護及び、メディア化さ

れた社会の中で、青少年がメディアに関する十分な知識を得られる教育を開発すべきであ

ると述べる。 

2006 年 l 2005 年後半～2006 年初め、ロッテルダムで青少年による幾つかの集団レイプ事件があっ

た。（議会通知 TK 2005-2006, 1252-1253 号） 

l 4 月の議会で、上記の集団レイプ事件を含む「十代の青少年のセックスの増加」に関する

議論があり、法務大臣は青少年の性的行動の新たな傾向に関する調査をさせる事を約束し

た。（議会通知 TK 2005-2006, 1252-1253 号） 

l 6 月、首相は、オランダ政府政策の科学委員会（Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid〔蘭〕、Netherlands Scientific Council for Government Policy（英）、

以下「WRR委員会」）による 2005年 2月の報告書第 71号「Focus op functies: uitdagingen 

voor een toekomstbestendig mediabeleid」（機能の焦点：将来を見据えたメディア政策の

課題）に対応し、その大筋に同意した。 

WRR-報告書の概略：デジタル化、商品化及び国際化されたメディア市場は、サービス提供者

と利用者の双方に大きな影響がある。従って、21 世紀のメディア政策は広範かつ社会的な

機能に基づく必要がある。技術的な普及方法ではなく、内容が重要である。開発の速度と最

終的なイメージがどうなるか計れないので、政府はメディア政策の高い基準が望まれる。政

府は青少年に特別な注意を払わなければならない。青少年は有害な視聴覚メディアから保護

されなければならない。先ずは、親と教育者が青少年の閲覧する物に対する責任を持ってい

る。それを NICAMの Kijkwijzerと PEGIを通してやっている。WRR委員会は、メディアに関

しては政府の政策より、将来的には欧州レベルや世界レベルでやるべきではないかと考えて

いる。（議会通知 Kabinetsreactie_WRR_rapport_71_Focus_op_functies） 

l 12 月、欧州議会と欧州連合理事会により「視聴覚と情報サービス産業における未成年者保
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護と人間の尊厳と反論権に関する勧告（Recommendation of 20 December 2006 of the 

European parliament and the Council on the protection of minors andhuman dignity and 

the right of reply）」が制定された。児童のインターネット利用に対する教育とその振興

のための施策を発展させる必要性や、児童が衝撃的なコンテンツを閲覧する事を回避でき

るシステムの設置に際してのインターネットプロバイダの関与が強調された。特に、イン

ターネット事業者の自主的な対応として、各加盟国規制機関と協力して、違法・有害情報

に対するフィルタリングシステム等の提供を促進、及びレイティングシステムの利便性の

向上が求められた。（Official Journal L378 of 27.12.2006） 

2007 年 l 5 月のオランダ議会下院で法務大臣、教育文化科学省と経済省の事務次官は、「未成年者と

のネット上のセックス（seks met minderjarigen op en rond het internet）」及びオンラ

イン上の児童ポルノの苦情届出システム「Meldpunt Kinderporno op Internet」による児

童ポルノの苦情の増加に関する質問に答弁した。オランダ国家警察（Korps Landelijke 

Politiediensten〔KLPD〕）の児童ポルノ防止チーム（Team Bestrijding Kinderpornografie）

の数字によると、2004 年に Web カムを通して行われた児童ポルノ犯罪の届出 15、2005 年

に 117 と 2006 年に 200 以上に昇ったので、児童ポルノ防止は、本年オランダの検察庁

（Openbaar Ministerie〔蘭〕、Public Prosecutor's Office〔英〕、警察大臣と国家警察が

開始したサイバー犯罪防止計画（National Cyber Crime Infrastructure programme）に取

り込まれた。（議会通知 KVR28658 号） 

l 法務省は 2006年 4月の議会の答弁に基づき、性に関するオランダのナレッジ・センター

Rutgers Nisso Groep〔RNG〕に上記の議会のテーマ「十代の青少年のセックスの増加」に

ついて研究調査を依頼し、2007 年に研究論文「Tienerseks（十代のセックス）」（Graaf, H. 

de, Höing, M., Zaagsma, M., Vanwesenbeeck, I.）がオランダの安全保障・法務省

（Ministerie van Veiligheid en Justitie）の科学研究資料センター（Wetenschappelijk 

Onderzoek en Documentatie Centrum〔WODC〕）により発行された。 

概略：本研究は、青少年の性的行動の新たな傾向と、その増加の可能性についてどこまで認

識されているかの洞察を提供する事を目的とし、従来、その影響やリスクについてどのよう

な研究が行われたかが調査された。性的行動の新たな傾向は、例えばグループセックス、イ

ンターネット上のセックスやインターネットを通じてのセックスである。本研究の結果によ

り、政府がいずれかの政策調整を開始する事が出来るとされる。集団レイプに関する研究は

司法精神医学センター（Forensic Psychiatric Center）De Waag とオランダの犯罪学・法

執行研究所（Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement）の研

究者との協力で行われた。Web カムセックスやグループセックスという、新しい性的行動現

象の急激な増加は、性的モラルの混乱と共に、急激に性化されてきたメディアの影響を受け

ている可能性があると推測されている。本研究では、青少年のインターネット利用の増加は、
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明らかにセックスと関連するサイバー犯罪（ネット犯罪）の増加に繋がっているが、メディ

ア利用と性的行動の関係は相関関係であり、因果関係の実証的証拠はないとされている。 

l 10 月、「ランサローテ条約」条約が 2007年 10月 25日にスペインのランサローテ島で締結・

調印された。欧州評議会の加盟国は全てが条約に署名した。本条約は、特に青少年を相手

にする買春問題に対応するものであるが、第 6章（刑事実体法）の中には児童ポルノとグ

ルーミングに関する条がある。オランダでは、ランサローテ条約により 2010 年 1 月 1 日

からグルーミングと児童ポルノが犯罪とされている〔「刑法典」第 248e条・第 240b条〕。 

l 12 月、欧州連合域内におけるコンテンツ規制の共通基準を定めた「視聴覚メディアサービ

ス（Audiovisual Media Service〔AVMS〕）指令」が採択された。同指令は欧州のコンテン

ツレイヤーの規制枠組みを通信・放送の融合に対応させるため、1989年の「TVWF 指令」を

全面的に改正するものであり、2005年に欧州委員会により提出されて以来審議が続けられ

てきたものである。新指令は 2009 年末までに国内法化を終えるよう規定されており、加

盟国では放送関係法の改正が順次行われている。 

新指令の概要：伝統的 TV 放送に加えて、ダウンロード可能なサービス、オンデマンドな

ど他の視聴覚メディアのコンテンツ領域を一体的に規制する。この指令についは、ニュー

メディアについて規定している部分が注目されている。新指令の目的の中には未成年者や

消費者の保護がある。 

2008 年 12 月に、複雑化した旧法を整理し、デジタル融合環境にふさわしい現代的法制にする目的で法

改正が行われ、1987年のメディア法が改正され、「2008 年メディア法」（Mediawet 2008 / Media 

Act 2008）に変更された。 

 

5 オランダのメディア委員会 

法令の遵守を監督するのはメディア委員会 (Commissariaat voor de Media〔CvdM〕/ Dutch Media 

Authority)である。メディア委員会は、1988年 1月 1日、行政法であるメディア法の施行と同時に設立さ

れ、公共放送・商業放送・ケーブルテレビの規制監督を行う政府の独立規制監督機関である。 

メディア委員会は、教育文化科学大臣により指名された監査役会が率いる。この監査役会の構成は会長

1名と監査役 2名で、その任期は 5年となっており、職員が 50名程従事している。独立規制監督機関とし

て決定権を有しているが、その内容は教育文化科学省の事務次官に報告する義務がある。メディア委員会

の運営資金はメディアのための政府予算（Mediabegroting）、及び商業メディア機関が支払う監督料によっ

てまかなわれている。 

 

5.1. メディア委員会の任務 

メディア委員会の任務は次の 7点を含む。 

1. 商業放送事業者への免許付与及びその事業者がメディア法を順守しているかを監督 
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2. 商業放送事業者へ公共放送関連政策や法的な義務に関する情報提供 

3. 教育文化科学大臣への意見書の提出  

4. 番組や映画のコンテンツ規制、広告規制、TVプログラム要件や形式要件の監督や欧州政策番組の編

成比率義務の監督（コンテンツの監督は、番組の放送後に行われる。ラジオやテレビなどの番組紹介等の

印刷媒体のコンテンツに対する事前審査は検閲にあたり、憲法上これを禁止していることから、政府やメ

ディア委員会においても実施することはできない。プログラムの形式と内容については各放送局が責任を

もって構成することとなる。） 

5. オランダ視聴覚メディア分類研究所「NICAM」の監督（NICAMについては後述する） 

6. 毎年、教育文化科学大臣へオランダ国内のメディア市場の状態に関する「メディアモニター報告書

（Mediamonitor）」で報告する事（その報告書は公共放送事業者の財政管理、雑誌、テレビ、ラジオとイン

ターネット上の情報提供者に関する現行情報を含む）  

7.  著書の販売価格の監督 

 

5.2. メディア委員会の権限 

メディア法の順守を監視するために、メディア委員会は次の権限がある。 

1．最高 225000€の罰金を科す事 

2．放送時間を削減又は停止させる事 

3．放送免許を取り消す事 

4．事前の支払いを停止する事 

5．科料を科す事 

 

6  「メディア法 2008 年」に関わる法的な規定 

2007 年、欧州連合の「視聴覚メディアサービス指令」により、複雑化した旧法を整理し、2008年 12月

に、デジタル融合環境にふさわしい現代的法制にする目的で法改正が行われ、「メディア法 2008年」が成

立した。それにより、公共放送の任務に、インターネット、デジタル専門チャンネル、携帯端末向け放送

（配信）のサービスなども含まれる事になった。 

 

6.1. 「メディア法 2008 年」の構成 

第 1章 定義と範囲（Begripsbepalingen  en reikwijdte） 

第 2章 公共メディアサービス（Publieke diensten） 

第 3章  商業放送サービス（Commerciële omroepdiensten） 

第 4章 青少年保護（Bescherming jeugdigen） 

第 5章  社会に特に重要な行事 (Evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving) 

第 6章  政党、政府、及び有限の放送サービス、放送局、放送ネットワークと周波数空間に関する特別条

項（Bijzondere bepalingen over politieke partijen, overheid, beperkte omroepdiensten, omroepzenders, 
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omroepnetwerken en frequentieruimte） 

 

6.2.  「メディア法 2008 年」における「有害メディア」 

2008 年に施行された「メディア法 2008年」では、「青少年保護」を目的として、視聴覚メディアにおけ

るポルノシーンや暴力などの「極めて有害」なメディア情報から未成年者を保護しなければならないとさ

れた。そのためには、欧州連合による「視聴覚メディアサービス指令」で述べられている「極めて有害」

という表現について明確な定義を定める必要が生じた。 

メディア委員会が監督しているオランダ視聴覚メディア分類研究所「NICAM」は後述する「有害メディア」

から青少年を保護する映像作品分類システム「Kijkwijzer」を構築し、青少年保護に関して重要かつ中心

的な役割を果たしている。 

 

6.2．1 視聴覚メディア分類研究所「NICAM」 

オランダ視聴覚メディア分類研究所「NICAM」（Nederlands Instituut voor Classificatie van 

Audiovisuele Media / Netherlands Institute for the Classification of Audio-visual Media〕は、メ

ディア委員会の監督による、有害な視聴覚メディア製品から青少年を保護するための中心的役割を果たし

ている自主規制機関である。同研究所は、広く産業界によって受け入れられ、約 1000 の企業や団体が直接、

または組織を通し間接的に NICAM に所属している。 

2001年2月6日に健康福祉スポーツ省(VWS)、教育文化科学省(OCW)と法務省から公式に認可されたNICAM

は、映画・テレビ番組・映像作品の視聴適正年齢や、有害コンテンツの有無を判定する「Kijkwijzer」（「賢

く観る」あるいは「視聴指針」を意味する）システム（詳しくは後述する）を構築し、広く一般に導入さ

れた。「刑法典」第 240a条の改正により、Kijkwijzer は法的効力を持つこととされ、2001年 2月 22日か

らその効力を発することとなった。 

NICAM は、オランダ国内の公共及び民間放送団体、コンピュータゲーム販売業者、映画・映像作品製作

者、映像作品販売店・小売業者などその全てを監督する機関となった。NICAM は、映画やテレビの分野を

ほぼ全体的にカバーしているが、全ての団体等に加盟を強制する権限は認めていない。 

 

6.2．2 Kijkwijzer 分類システム 

Kijkwijzerは、映画、DVD やテレビにおいて放映される内容に特定年齢未満の青少年に有害な場面が含

まれている場合に、事前にその有害とされる理由についてアイコンにより親や保護者に対し知らせるシス

テムである。表示されるアイコンは、年齢制限分類（年齢制限無し、6才、9才、12才と 16才）と内容分

類（暴力、恐怖感、セックス、差別、麻薬・アルコール、荒い言葉遣い）であり、年齢制限分類と内容分

類の双方がアイコンで同時に表示される仕組みとなっている。この年齢制限の分類等のシステムは、「刑法

典」第 240a条により、法的拘束力を持ち、その法律に違反した場合は罰金や懲役に科される。 

Kijkwijzerは、青少年に有害な情報を含んでいることを、アイコンにより保護者等に知らせるシステム

であるが、映画やテレビ番組作品の構成や青少年に理解できる内容であるかについては検討していない。
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例えば、ある記録映画は、有害な場面が含まれていないことから、「年齢制限無し」のアイコンが表示され

たとしても、内容が難解であり、実は児童が視聴するには不向きなものも存在する。映画やテレビ番組作

品の構成や内容に関しては親の判断に委ねられており、青少年に閲覧させるか否かは親が責任を負うこと

となる。 

 オランダでは、Kijkwijzer の分類システムを、DVD、テレビ番組や映画など、ほぼ全ての視聴覚メディ

ア製品で採用している。テレビのニュースやライブショーに限っては、事前に分類することができないた

め、Kijkwijzer の分類システムは採用されていない。但し、ライブショーの場合は、放送時間帯を考慮し、

ニュースの場合は、放送内容に衝撃的なシーンがある場合、それを視聴者に事前に周知しなければならな

い。 

 Kijkwijzerのアイコンは、放送ガイド、映画館内、映画情報ガイド、映画情報ウェブサイト、映画の広

告やポスター、及び DVD のパッケージに記載されている。（ゲームソフトにおいては、汎欧州ゲーム情報

「PEGI」により Kijkwijzer と同様な区分警告を実施しており、詳しくは後述する）また、アイコンはテレ

ビ番組が放送される前に画面にも表示され、テレビ番組や映画を閲覧中でも、Kijkwijzer の情報を

（「Textpagina 282」という）テキストページによって確認できるようになっている。 

 

Kijkwijzer の苦情管理システム 
 NICAM に所属している全ての業者や組織は、NICAMが定めた「一般規則」に従い、自社が制作した視聴覚

製品について、Kijkwijzer の分類基準に基づいてアイコンを表示する義務がある。一般人がこの表示義務

が履行されていないと認めた場合、それを知った日から 2週間以内に文書、電子メールまたは NICAM のサ

イトのオンライン苦情申立書によりNICAMに苦情を申し立てる事が出来る。苦情の申し立てを受けたNICAM 

は、苦情を受けた製品について Kijkwijzerの基準を満たしているか否かを確認し、基準を満たしていない

と判断した場合、所属する業者等に対し、3日以内に分類アイコンを訂正を求めるとともに、テレビ番組

の場合は、放送時間帯の変更を求める。要請した分類アイコンや放送時間帯の変更が 3日以内に履行され

ない場合、NICAM に設置されている「苦情検討委員会」において審査されることとなる。この「苦情検討

委員会」において判断された結果について、不服がある場合には当該業者は、「苦情検討委員会」の審判を

受けた日から４週間以内に「控訴委員会」（審判委員会）に控訴することができ、その場合苦情を申し立て

た者と、苦情を受けた業者の両者が「控訴委員会」が開催する公聴会において、双方の意見を陳述し「控

訴委員会」は「苦情検討委員会」の決定の取り消しや確定を判断する仕組みとなっている。 

 

KIJKWIJER の分類アイコン［※9］ 

 = 年齢制限無し   = 暴力 

 =  6 歳以下の子供に注意   = 恐怖感 
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 = ９歳以下の子供に注意   = セックス 

 =  12歳以下の子供に注意（午後 8時以降）   = 人種差別を含む差別 

 =  16 歳以下の子供に注意（午後 10時以

降） 

  = 麻薬とアルコール 

  
  =  荒い言葉遣い 

Kijkwijzerによる警告表示の例を以下のとおり 2つ例示する。 

例 1 ［※10］ 

 

この表示例は、「セックス」の場面を有害と認めたので、年齢制限は 16才以下の子供に注意という表示が

なされ性表現の場面があることから、16才以下の青少年に不適切なので、ご注意くださいという注意を促

している。 

アイコンの表示は一度に３つまで表示が可能となっている。 

例 2 ［※11］ 

 

この表示例は、「暴力」と「恐怖感」「年齢制限は 12才以下」という表示であり暴力の表現と恐ろしい場面

があり、12才以下の青少年に不適切なので、ご注意くださいという注意を促している。 

 

6.2．3 PEGI 分類システム 

2003 年に「PEGI」（Pan European Game Information、汎欧州ゲーム情報）というゲーム分類システムが

ゲームメーカーの団体であるヨーロッパ・インタラクティヴ・ソフトウェア連盟（Interactive Software 

Federation of Europe〔ISFE〕) により作られ導入されることとなった。現在、EU圏内を中心にヨーロッ

パの 29ヶ国においてこのシステムが導入されており、オランダの NICAMとイギリスの Video Standards 

Council (VSC)の両者が PEGI 分類システムの管理者となっている。 

ゲームの場合には、マイクロソフト、任天堂とソニーといった主なコンソールメーカーのゲームのほか、
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ヨーロッパやアメリカの主な出版社の PCゲームが全て PEGI認証を受けているため、一般に販売されてい

るゲームで、PEGI の分類システムが導入されていないゲームは非常に稀となっている。ゲームの場合、対

象年齢制限の警告マークはパッケージ表面と裏面に、内容別警告マークはパッケージの裏面に表示されて

いる。PEGIによる対象年齢分類は 3才、7才、12才、16才と 18才に分類され、未成年を保護する目的の

ためゲームの対象年齢の適合性に関する基準を示している。但し、Kijkwijzer と同じように、PEGIの年齢

制限分類はゲームの性質や青少年が理解できる内容であるかについては検討していない。そのため、年齢

制限が3才以上として表示されている場合でも、3才以上の児童にも難し過ぎるゲームである場合がある。 

オランダの法律（「刑法典」第 240a条）によると、ゲームに表示されている年齢制限未満の者にゲーム

を販売する行為は禁止されており、青少年の年齢が判断できない場合は、販売店やレンタル店の担当者が

年齢を確認し、場合によりゲームの販売又はレンタルを拒否する事が出来る。特に 16才と 18才の年齢制

限のゲームの場合は身分証などにより厳しいチェックがなされる。 

年齢制限のアドバイスに同意出来ない場合は、NICAM の「苦情検討委員会」に訴える事が出来る。提起さ

れた苦情が正当と判断され、業者が違反していた場合は多額の罰金が課せられる。
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PEGI の分類アイコン 

PEGI の年齢制限アイコンの解釈 

 

PEGI 3：このゲームの内容は、すべての年齢層に適していると考えられている。コミカル

な内容の一部の暴力が許容される。画面上の人物は、完全に幻想に基づいている人物であ

り、子供が現実の人々に関連できない。ゲームは、若い子供たちが恐れる音や画像及び悪

い言葉遣いが含まれてはいけない。 

 

 

PEGI 7：通常 PEGI 3に入っている全てのゲームだが、幾つかの恐ろしいシーンや音を含む

ものとして分類されている。 

 

PEGI 12：この年齢層のためのゲームはファンタジーの人物に対して向けられた少しリアル

な暴力及び・又は現実的な人物や動物に対して向けられる非リアルな暴力、及び裸をより

明確に見せるビデオゲームが含まれている。少し悪い言葉遣いが許されているが、卑猥な

言葉を含んではいけない。 

 

PEGI 16：この分類アイコンは、実際の生活の中にもありえるレベルに達した暴力や性的行

為の画像が含まれているとき使用されている。この年齢層の青少年は、より乱暴な言葉遣

い、タバコ・薬物使用や犯罪行為の現実的な表現に応じる方法を知っている者と思われる。 

 

PEGI 18：この分類アイコンは、酷い暴力、及び（又は）特定の暴力の種類が含まれている

ゲームに使用される。酷い暴力というのは、多くの場合非常に主観的なので、解釈するに

最も困難であるが、通常、視聴者に嫌悪感を与える暴力のことを指す。 

PEGI の内容別アイコンの解釈 

 

 

暴力：暴力の場面がある。 

 

 

荒い言葉遣い：人を罵る言葉及び（又は）人を蔑む言葉 

 

 

恐怖感：幼い子供には怖い場面がある。 

 

 

セックス：性交及び（又は）性的表現がある。 

 

 

麻薬：麻薬の服用及び（又は）飲酒の場面がある。 

 

 

人種差別：人種差別の言葉遣い及び（又は）それを勧める場面がある。 

 

 

ギャンブル：カジノやギャンブルの場面やギャンブルの利用方法やそれを勧める場面があ

る。 

 

 

オンラインゲーム：オンライン上で他人とゲームする。 

 

7  これまでの流れ 

オランダでは、青少年を有害メディアの影響から保護するため、「メディア委員会」が監督する、オラン

ダ視聴覚メディア分類研究所「NICAM」が導入した、映画、テレビ番組、映像作品の視聴適正年齢や、有害
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コンテンツの有無を判定するシステム「Kijkwijzer」が大きな役割を果たしている。2001年 2月 22日「刑

法典」第 240a条の改正により、法的効力を持つことになった。 

啓蒙活動 

 2009年 10月、法務大臣が政府と民間団体の長期的契約（Convenant〔蘭〕、Agreement〔英〕)に署名し、

それにより 2009年 10月～2012年 3月の間、NICAM と法務省の主催により「Buro240a」1という、刑法典第

240a 条を広く国民に知らせるキャンペーンを展開した。キャンペーンでは、政府や業者の「有害なメディ

ア表現に対する青少年保護」を中心として取り上げるとともに、法的な側面も強調された。特に 16才以下

の青少年を保護するため、本契約では Kijkwijzerと PEGI の年齢制限がより厳格に遵守されるように、大

手企業と契約している。例えば、インターネット上の販売業者は、映画やゲームが紹介されているサイト

に NICAM の分類アイコンの注釈を表で表示するとともに、インターネット販売時にもそのアイコンを使用

するなどである。法務省はネットによる販売時に購入者の年齢チェックが確実にできる方法について調査

させる事としている。また、販売店・ビデオ店・図書館などの担当者の全てが特別な資格を有する必要が

あり、この資格は法律で定められた事項を習熟している証明となる。資格を取得するためのテストはオン

ライン（www.buro240a.nl）を通して 15分程度でダウンロードすることが出来る。本キャンペーンにより

次の標語（ロゴ）2が広く配布された。 

 

 広く国民に「青少年を有害メディアの影響から保護する」意識を持たせるために、様々な啓蒙活動が行

われており、2016年 2月 9日、「Safer Internet Day 2016」（インターネット安全デー2016年）（＊）の一

環として、「青少年、セックスとインターネット」をテーマとしたシンポジウム〔symposium Jongeren, Seks 

& Internet〕が開催された。青少年やその保護者など 200 名程度が参加し、セックスとインターネットを

テーマにしたインタラクティブな講義が行われた。 

Kijkwijzer の利用 

2001年 2月 22日、Kijkwijzer 分類システムが導入された映画が初上映され、15年後の現在では、5万

点以上の映画、テレビシリーズや番組が Kijkwijzer の分類システムを導入している。Kijkwijzer は特に

成長過程の青少年を抱える親のために役立っている。GfK（マーケティングリサーチの企業）が 2015年 12

月に実施した調査から次の結果が明らかになっている。3 

• 親の 91%が Kijkwijzerの情報を利用している：20%（よく）、36%（しばしば）と 35%（たまに） 

• ６才～９才の子供がいる親の 98%が Kijkwijzerの情報を利用している。 

                                                   
1 www.buro240a.nl 
2 訳：「衝撃的な映画とゲーム」正しい年齢に注意（PAS OP）しよう！若すぎる？「ダメ」販売となる。 
3 サイト Kijkwijzer（タブ）Actueel〔最新ニュース〕より（ http://www.kijkwijzer.nl/actueel） 
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• 親の 96%が Kijkwijzerの分類システムは有意義であると思っている  

• 親の 90%が Kijkwijzerの視聴アドバイスは信頼できると思っている  

• 親の 83%が内容分類のアイコンが年齢制限分類アイコンと一緒に表示されている事は有意義であると思

っている。 

• 内容分類アイコンの意味の認識率が高い。 

• 2013 年に比べて Kijkwijzer の利用頻度は増えている。 

児童ポルノのホットライン 

1996 年に設立された児童ポルノのホットライン「Meldpunt kinderporno」の相談件数が著しく増加傾向

にあるが、その理由は 15年間でインターネット上に児童ポルノが増加したということに加え、Meldpunt 

kinderpornoの認知度が高まったことも要因と考えられる。4 

 

1996 年当時は、オランダにおいては、児童ポルノのホットライン「Meldpunt kinderporno」が唯一のホ

ットラインであったが、その後、あらゆる組織や機関のイニシアチブがあり、21世紀に入ってから、様々

なサイトが登場した。（その中のよく取り上げられているサイトは末尾の表に示す） 

オランダの研究機関 

Rutgers WPF（性に関する知識研究センター）5は様々な性的健全に関する研究結果として報告書の中で

「事実と数字」(feiten en cijfers)と言う項目で「青少年と〔性表現の閲覧を含む〕オンラインセックス」

というテーマを掲げ、末尾に示す様その実態情報をインフォグラフィックで発表した。6 

Nederlands Jeugdinstituut（NJi）〔オランダ青少年研究所〕は、青少年に関わる問題に関する情報を集

積し普及する、独立した非営利機関である。情報ニーズに科学的研究の成果を結びつけ、政策・プログラ

ム・実施について助言を行う。海外の専門家や知識センター、研究所と情報交換をし、オランダ国内のサ

ービスと政策を向上させ、国際的発展にも貢献している。資金は健康福祉スポーツ省から得ている。協力

者は 140名程いる。特に Chapter 1 の研究論文でも紹介し、又メデイア委員会の要請でメデイア法におけ

る立法化に向けた基礎的な調査研究を行っている Nikken 博士は、この研究機関で青少年、メディアとメデ

                                                   
4 2009 年次報告書「Meldpunt Kinderporno op internet」Jaarverslag 2009. 
5 健康福祉スポーツ省及び国民宝くじなどの資金ファンドから補助金を受けている機関 
6「Seks onder je 25ste.」(Graaf, H. 2012)と「Seks & Cybersafety」(2012)  
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ィア教育の専門家としてシニアアドバイザー(senior adviseur)の一人として席をおく者である。本研究所

の主たる目的は、青少年やその保護者に対するサービスの質と有効性を高める事によって、青少年の適切

な発達を促進する事である。 

 

8  おわりに 

デジタル技術の発展と、インターネットの急速な普及によって青少年を取り巻く環境は激変した。デジ

タル技術の発展とインターネットの普及は利便性をもたらしたが、その反面、青少年にとって「有害なメ

ディア」へのアクセスも容易になった。青少年の成長過程において、性に目覚めることは当たり前の事で

ありこれら性情報を簡単に探せるのはインターネットである。インターネットツールを利用して青少年の

プライバシーの範囲は広くなり、子供がネットなどを目の届かない場所で利用している状況を不安に思っ

ている保護者は少なくない。親を対象とした子供への有害メデイア環境の影響を防止するためのサイトで

も、多くアドバイスされているのは、ネットの利用を禁止するのではなく、「子供と話し合う」という事で

ある。リスク（性的セルフィーをネットに載せる結果など）や危険（その後の悩みなど）に関して青少年

に認識させるのは性教育であり、メディア教育でもある。学校での性的メディア教育も重要とされている。

インタラクティブな劇場又は映画などは、その後の会話の教育材料として効果的で、心理学者などの専門

家に勧められている。親、保護者及び教育者が及ばない部分については、政府及び視聴覚メディア業者に

青少年保護の責任がある。 

近年のオランダにおいては、2008年に大幅に改正した「メディア法 2008」が成立し、メディア委員会、

やその監督下にある NICAM の存在が大きく、メディア分類システム Kijkwijzer の導入、企業と政府との連

携も果たしている。また、専門の研究者の間での連携も進み、政策への助言を行い、議会で研究論文が取

り上げられる機会が増えたことから、今後「青少年に有害なメディアの影響からの保護」について、柔軟

で迅速な対応が取られるであろうと専門家は見ている。 

―――――――――――――――― 

1． 関連 URL リスト 

※1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelXIV/Artikel240a/  

※2 http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelXIV/Artikel240b/ 

※3 http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelXIV/Artikel248e/ 

※4 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025028&hoofdstuk=4&z=2015-11-01&g=2015-11-01  

※5 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025028&hoofdstuk=4&artikel=4.2&z=2015-11-01&g=201

5-11-01  

※6 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2008-58.html 

※7 https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20091228/publicatie_inwerkingtreding_3/document3/f

=/vicneu6xploj.pdf 
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※8 https://www.meldpunt-kinderporno.nl/  

※9 http://www.kijkwijzer.nl/about-kijkwijzer  

※10 http://www.kijkwijzer.nl/classification/page146.html  

※11 http://www.kijkwijzer.nl/classification/page146.html  
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2．参考 URL 

l オランダの法律を閲覧できるサイト： 

http://wetten.overheid.nl/zoeken 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 

l メディア委員会：http://www.cvdm.nl/ 

l NICAM/Kijkwijzer: http://www.kijkwijzer.nl/ 

 

3．オランダ語用語一覧 

日本語 オランダ語 英語 

議会 Staten-Generaal States General 

議会上院 Eerste Kamer First Chamber or Senate 

議会下院 Tweede Kamer House of Representatives 

議会通知 Kamerstuk  

オランダ検察庁 Openbaar Ministerie（OM） Public Prosecutor's Office 

教育文化科学省（文科省） Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (OCW) 

Ministry of Education, Culture 

and Science 

安全保障法務省 Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministry of Security and Justice 

メディア法 Mediawet Media Act 

メディア決定 Mediabesluit Media Decision 

メディア委員会 Commissariaat voor de Media (CvdM) Dutch Media Authority 

オランダ放送協会 Nederlandse Omroep Stichting (NOS） Dutch Broadcasting Foundation 

オランダ公共放送 Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Dutch Public Broadcasting 

（欧州連合における）指令 Europese Richtlijn European Directive 

（欧州連合における）勧告 Europese Aambeveling European Recommendation 

（欧州連合における）決定 Europees Besluit European Decision 

欧州連合（国際連合総会） Europese Unie European Union 

欧州議会 Europees Parlement European Parliament 

閣僚理事会（欧州連合理事

会） 

Raad van de Europese Unie Council of the EU / the Council 

欧州理事会 Europese Raad European Council 

欧州委員会 Europese Commissie European Commission 

欧州評議会 Raad van Europa Council of Europe 
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4． 現在のホットライン（相談や苦情を扱う） 

サイト 内容解釈 

www.helpwanted.nl 青少年の性表現が配信・配布されている場合 

青少年向けのホットライン 

www.meldpuntcybercrime.nl 児童ポルノの苦情などを匿名で知らせる警察ホットライン 

www.mediaopvoeding.nl Nikken 博士などの様々な分野の専門家が親の質問に答える。 

（性やポルノに関する項目がある） 

www.ouders.nl 親・保護者向けのサイト（項目「性」がある） 

www.sense.info セックスに関する、10代向けのサイト（健康福祉スポーツ省による） 

www.yoursafetynet.nl インターネットの安全な利用法を教える青少年と保護者向けサイト 

www.mediawijzer.net  メディア知識に関する記事・論文などを取り上げているサイト（セックス

というテーマもよく出る） 

www.vraaghetdepolitie.nl （訳：「警察に聞いてみて」）警察の援助が必要の場合 

www.bureaujeugdenmedia.nl 青少年とメディアに関するサイト 

www.inhope.org オランダが含まれる国際ホットライン 

www.mijnkindonline.nl （訳：うちの子がオンライン中）様々なテーマについて情報を調べられる

親向けのサイト。（「セックス」項目がある） 

5．Rutgersの研究結果「事実と数字」(feiten en cijfers)より 

（http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/jeugd-en-seks-online/de-feiten-beeld-

over-jeugd-en-seks-online） 

「De feiten in beeld over jeugd en seks online（表にした青少年とセックスの事実）」 

 


