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第Ⅱ部 調査結果のまとめ 
 
１ 青少年のインターネット利用環境に関する実態 

 
（１）青少年の定義 
 

フランスでは「enfant」と「jeune」という言葉が「青少年」という意味を表すが、どちら

も社会学的な概念であり、法律上の定義はない。対象とする範囲は一定しないため「～歳以

下」等の但し書きが必要となる。法律の条文では、「enfant」と「jeune」はどちらも使用され

るが、それがどの年齢を指すかの定義はない。 

「enfant」は、「年かさのいかない子ども」を指すこともあれば、18歳未満の未成年と同義

語とされることもある。司法当局において「enfant」は「未成年者」と同義語であり、「少年

裁判所（Tribunal pour Enfants）」は18歳未満を対象としている。また、少年担当判事（Juge des 
Enfants）は18 歳までの未成年の保護と犯罪を取り扱う。ただし、保護に関する限り「18歳

以上22歳未満」まで対処する。この場合、年齢層には「若い成人（jeunes majeurs）」という

言葉が充てられている。一方、「子どもの擁護者（Defenseur des Enfants）」も、児童の権利条

約に従い０歳から18歳未満の子どもをカバーしている。 

「jeune」については、０歳以上 18 歳未満としている統計もあるが、この定義は広く共有

されているわけではない。スポーツ・市民活動省の説明によると、一般的には、 も広い定

義で11～30歳未満、普通は16～26歳未満を「jeune」ととらえている。また、2009年に発表

された青少年向け施策に関する上院報告書「フランス、若者という切り札：若者の未来」の

中では、客観的な定義が存在しないとしながらも、「青少年期（jeunesse）」を 16～25 歳と設

定している。その理由として、「青少年期は子どもから大人への移行期間」として、「親の保

護を受ける存在が自立するまでの時期」として捉えるとの説明が見られる。自立した大人の

定義として、 

① 一定の職業を持っていること 

② 独立した住居に住んでいること 

③ 収入があること 

④ 配偶者（又はパートナー）や子どもと所帯を形成していること 

の４点をあげている。つまり、概ね16歳未満を子ども「enfant」、16～25歳を「jeune」とし

て、前者を親の保護下にある幼少期、後者を自立に向かう移行期として区別している。 

これ以外に、「adolescent」という「思春期の子ども」を指す言葉がフランスでは日常的に

使われる。WHOの定義では、10～14歳を思春期前期、15～19歳を思春期、20～24歳を思春

期後期としているが、フランスの国民は「adolescent」を「大人になる前の子ども」として漠

然ととらえている。 
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日本語 フランス語 定義 

「少年」 

「子ども」 
enfants 

定義はない。18 歳未満の未成年と同義

語のこともある。 

「青年」 

「青少年」 
jeunes 

定義はない。法律は、オンブズマンの「青

少年全国評議会」のメンバーの年齢を16

歳以上28歳未満としている。 

「青少年」 
enfants et 

jeunes 
定義はない。  

「未成年」 mineurs 
０歳以上18歳未満。唯一法的に定義され

ている言葉である。  

 

本稿で使用した資料の中では、上記４語（「enfant」「jeune」「adolescent」「mineur」）が（同

一の資料の中でも）混在しており、区別はなされていない。いずれも親の保護を要するとい

う点で共通しているが、青少年にとって有害とみなされ法的取り締まりの対象となる事柄に

関する内容については「未成年者（mineur）」と記載されていることが多い。 

青少年を対象としたインターネット規制に関する法規は現時点では存在しない。インター

ネット関連法規の中で唯一年齢を明示しているのは刑法で、未成年者（mineur）をモデルと

したポルノ画像の禁止、及び未成年者（mineur）の目に触れる可能性のある有害情報の流布

の禁止に関する記述が見られる。現在、児童ポルノ画像を掲載するサイトの禁止について法

制化が進められており、2010 年２月 16 日、下院の第一読会にて国内安全措置指針・計画法

案（LOPPSI2：Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure）に

この条項（第４条）が盛り込まれて可決されたところである。この法案でも、青少年の保護

という場合に用いられているのは上述の刑法の定義（「未成年者」）である。 

 

（２）青少年の閲覧が望ましくないとされている情報（有害情報）及び違法とされている情報（違

法情報）の現状 

 

刑法第227-23条において、青少年の閲覧が望ましくないとされている違法情報に関して、

同法第227-24条においてその定義と処罰が規定されている。これによると、違法情報とは媒

体が何であれ未成年者をモデルに児童ポルノ画像を掲載したものとされており、５年の禁固

刑及び７万 5,000 ユーロの罰金の対象となる。特定の読者やユーザーを前提にしたものでな

く、電子媒体で無差別にこうした情報を流布した場合には、７年の禁固刑及び10万ユーロの

罰金の対象となり、インターネットの公共性を考慮し加重される。こうした児童ポルノ関連

サイトは、目的を持って検索しなければ見つからないことが多いため、青少年が閲覧するこ

とは稀と思われるが、偶然出会ってしまう可能性がないとは言えない。 

青少年の閲覧が望ましくないとされている有害情報については、媒体や流通方法を問わず、
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人間の尊厳を深刻に蹂躙するようなもの、暴力、ポルノが、未成年者の目に触れる可能性があ

る場合には違法であると規定されている。つまり、インターネット上にこうした「成人にとっ

ては合法であるが未成年者に有害な」情報を流すという行為は、未成年者が閲覧する可能性が

あるという意味において違法であり、３年の禁固刑及び７万5,000ユーロの罰金の対象となる。 

 

フランスでは、情報通信技術関連犯罪対策中央局（Office central de lutte contre la criminalité liée 
aux technologies de l’information et de la communication：以下、「OCLCTIC」という。）が違法ある

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を受付け、処理にあたっている。

この機関は警察及び憲兵隊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、国際的な協力も行っている。通報窓口として、ホームページ1を運営しており、インタ

ーネット上のあらゆる違法行為の受付処理を行っている。ここには、職業団体や民間から寄せ

られたあらゆるサイバー犯罪に関する情報が集められるが、未成年者にとって悪影響を与える

内容についての情報は多い。特に、誰の目にも明らかな犯罪行為である児童ポルノ関連のコン

テンツの通報は、通報件数の９割以上を占める。2006年９月から2007年９月の１年間で、処

理された通報は２万件に上った。そのうち12.5％は国内外における調査へと発展した。 

クリスチャン・アグルム局長の2008年５月時点の発表によると、2007年の受付事案の内訳

は以下のとおりである（表１－１）。 

 

                                                 
1 www.internet-signalement.gouv.fr 
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表 １-１ 2007年のOCLCTIC受付事案の内訳2 

カテゴリー 内容 件数 

人道に反する犯罪 17

人種・種族・宗教的差別 297

性的嗜好に対する差別 3

戦争・反人道的犯罪の擁護 30

外国人に対する誹謗中傷と差別 324

差別 

小計 671

児童ポルノ画像・動画 12,917

P 2 P3 児童ポルノ 427

暴力・ポルノ・人間的尊厳の蹂躙に関わる画像 105

性的誘引（grooming）／露出症的行為 64

違法養子縁組 2

薬物使用・取引の誘引行為 3

その他の犯罪遂行への誘引行為 1

（ウェブカメラを介した）性的暴力 2

未成年者に対する違法行為 

小計 13,521

公権力・特定住民に対する武装の呼びかけ 1
過激派 

小計 1

爆発物製造技法の公開 3

武装騒乱の直接的煽動 1都市暴力 

小計 4

テロ行為の煽動と擁護 2

テロ目的での脅迫行為 5テロ 

小計 7

タバコの闇取引 1

偽造 1

薬物取引 1
違法取引 

小計 3

プログラム提供 5データ処理システム侵害 

データ処理システム侵入 1

                                                 
2 出典はOCLCTICによる。 
3 P2P（ピアツーピア）とは、ネットワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続し、データを送受信する通信

方式。 
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カテゴリー 内容 件数 

小計 6

情報の不法入手・無断使用 1
プライバシー侵害 

小計 1

実際の暴力画像（snuff movies、happy slapping） 6

身分の違法使用 1人身犯罪 

小計 7

公務員への侮蔑 2

国家元首への攻撃 1

外国の国家元首・外交官への侮蔑及び攻撃 1
国家犯罪 

小計 4

自殺の直接的誘引 2

自殺の擁護 5自殺の勧奨 

小計 7

支払詐欺プログラム提供 2

フィッシングサイト 3

違法な募金行為 2
経済・金融面の違法行為 

小計 7

動物への暴力 1
動物への残虐行為 

小計 1

その他の違法行為 14

スパム（児童ポルノ関連を除く） 70

生命の危険に関するもの（自殺や暴力の予告） 5

オンライン詐欺 17

誹謗中傷（外国人に対するものを除く） 12

理由なし 107

その他 

小計 225

総計 14,465

 

ただし、ユーザーが通報をためらったり、通報サイトを知らなかったりして、通報に至らな

いケースもあるため、当局では、この統計数字は違法情報の６割程度に過ぎないと見ている。 

 

2008 年に発表された上院報告書「ニューメディアの青少年への影響に関する報告書

（RAPPORT D’INFORMATION）」では、子どもの発達と人格形成のプロセスに画像の与える影
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響は大きいとして、インターネット上の暴力とポルノ画像の氾濫に懸念を示している。理解不

能な画像に直面した子どもが自己を防衛しようとして通常とは異なる反応を示すのは心理学的

に自然なことであり、安定した世界観の形成のために暴力を肯定するような情報や悲観的な将

来像、あまりに攻撃的あるいは性的な行為の許容はマイナスとなると指摘している。 

 

ア 暴力画像 

 

青少年の暴力行為は30 年来増加を続けており、1990 年代には、フランス社会ではテレ

ビで放映される暴力場面の青少年への影響が取沙汰された。 

2002年６月５日、ナント（Nantes）近郊で17歳の少年が15歳の友人をナイフで刺すと

いう事件が起こった。加害者の少年は即座に逮捕されたが、ホラー映画「スクリーム」（ウ

ェス・クレイヴン監督、1996年）を事件の直前に観賞して殺人の衝動に駆られたと供述し

たことが注目された。暴力シーンは映画に限らず、インターネット、ビデオゲーム、携帯

電話など様々な媒体に溢れており、暴力的な画像と青少年における暴力の相関を示そうと

する研究報告は多い。 

 

（上記研究報告の代表例） 

・ テレビによる暴力（Jean Cluzel, Télé-violence, 1978） 
http://www.amazon.fr/T%C3%A9l%C3%A9-violence-Jean-Cluzel/dp/2259003354 

・ 暴力のエスカレート（Divina Frau-Meigs, Sophie Jehel, Les écrans de la violence, 1997）  
http://www.decitre.fr/livres/LES-ECRANS-DE-LA-VIOLENCE.aspx/9782717833492 
http://www.scienceshumaines.com/-0ales-ecrans-de-la-violence-enjeux-economiques-et-respons
abilites-sociales-0a_fr_9958.html 

・ 子どもへの影響力（Serge Tisseron, Enfants sous influence, 2000） 
http://www.amazon.fr/Enfants-sous-influence-rendent-ils-violents/dp/2264037814, 
http://www.parutions.com/pages/1-85-427-3701.html 
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/educatif/suggestions/livres/enfants_sous_infl
uence.cfm 

・ テレビによる暴力（Blandine Kriegel, Violence à la television） 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/024000584/index.shtml 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000584/0000.pdf 
 

以上はフランスの研究報告だが、その他の国でも同様の研究は存在している。 



 
 
9 

 

（カナダ、米国等の代表例） 

・ 子どもに及ぶメディア暴力の影響（Hearold, Effects of media violence on children, Canada） 
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/mediavio.pdf 

・ 攻撃的なテレビ暴力の影響（Bushman and Huesmann, Effects of televised violence on 
aggression） 
http://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=moifZwJHunsC&oi=fnd&pg=PA223&dq=bushm
an+huesmann+violence+2001&ots=wgg5hvqhfN&sig=5F1-sYWRAD2f9nMvjU6xUKPIcLA
#v=onepage&q=&f=false 

・ 児童の攻撃性と暴力：心理学的アプローチ（Moeller, Youth aggression and violence: 
psychological approach , 2001） 
http://books.google.fr/books?id=7MGXsBw7Ik4C&pg=PA134&lpg=PA134&dq=hogben+viol
ence+1998&source=bl&ots=DWhwu1jIHQ&sig=R3Daiq3SsVJRYs2OSdA5tAS31kA&hl=en
&ei=gWqwS7iwKoT00gT5usWHDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0C
A0Q6AEwAQ#v=onepage&q=hogben%20violence%201998&f=false  

・ 制約のない社会交流における視聴者の攻撃性におよぶメディア暴力の影響（Wood, 
Wong and Chachere, Effects of media violence on viewers' aggression in unconstrained social 
interaction, 1991） 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1829535 

・ 暴力的ビデオゲームの影響力（Anderson, An update on the effects of playing violent video 
games, 2003） 
http://medi506.pbworks.com/f/sdarticle-4.pdf 

・ その他 
http://www.extension.iastate.edu/families/media/pages/qa.bushman.html 
http://www.acrwebsite.org/volumes/v36/NAACR_v36_244.pdf 

 
画像の内容と現実の暴力行為との関連を客観的に証明することは難しいが、画像と暴力

行為は何らかの関連性があるのではないかと懸念する声は多い。目にした暴力行為をその

まま模倣する人は少数ではあるが、物事の解決を暴力に頼る、他者を見て覚えた行動をそ

のまま繰り返す、紋切型の反応しかできない、興奮しやすいなどの短絡的かつ攻撃的な性

格の若者が増えていると考えられている。 
 
2002年３月29日の科学専門誌「サイエンス（Science）」では、４～６歳の時期に１日３

時間以上テレビを見た子どもは、成長するにつれ暴力的になり、またこの傾向は思春期の

男子と成人した女子において著しいとの結果を発表している。上院報告書では、これは視

聴覚的な虐待と言ってよく、公的に厳しく制限するべきであると提案している。現在、15

～25 歳の若者のテレビ視聴時間は減少の一途を辿っていることを考慮すると、その他の媒

体、特にインターネットのコンテンツに規制を加える必要があるとしている。 
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インターネット上の暴力画像に関する調査は、テレビにおけるそれよりもかなり少ない

が、ネット上の画像に起因すると見られる暴力行為が多発していることは事実である。例

えば、2007年９月23日にフィンランドで発生した発砲事件で、加害者はインターネットで

カメラにピストルをつきつける動画を見ていたという報道も記憶に新しい。インターネッ

ト上のこうした暴力的な画像の特徴として、テレビ画像と比較すると、 

① ショッキングな画像を１人で見ることが多い。 

② 画像に反応して行動を起こす時も単独であることが多い。 

の２点があげられる。 

 

また、テレビで見られる内容はインターネットの動画投稿サイトやダウンロードでも見

ることができるが、重要なのはテレビでは見られない画像がインターネット上では見られ

るという点である。例えば、テレビでは放映が禁止されているきわめて残虐な画像（処刑

の場面、殺傷シーンなど）もネット上の違法サイトでは閲覧可能である。ネットサーフを

している子どもがこうした画像に遭遇してしまうこともある。世論調査会社「Ifop」の2005

年のアンケート調査においても、３人のうち１人の子どもが、図らずもショッキングな内

容を目にしたことがあると回答している。 

 

ビデオゲームについても同様で、暴力的な場面の青少年への悪影響が懸念されている。

2002年４月26日にドイツの中学校で発生した殺傷事件（19歳の少年が教師と生徒16人を

殺害）では、加害者がゲーム愛好者であったことからゲームとこの殺人行為との関連性が

注目され、ドイツ国内では特定のビデオゲームの販売に大きく制限が設けられた。 

 

暴力的な画像が子どもに与える影響として、2008 年の上院報告書では以下の２点を強調

している。 

① 暴力的な映像を見慣れた子どもは、容易に暴力をふるうようになる。 

② 同時に、暴力的な画像は子どもが現実世界に目を向け、考えるためのきっかけとなる

こともある。その結果、子どもは恐ろしい現実に不安を抱いて集団に埋もれることを

好むようになることがあり脆弱になる。子ども向けでない画像を見ることで、「大人

に守ってほしい」という依存傾向が強くなる。 

 

また、暴力シーンが子どもの人格形成に与える深刻な影響を考慮し、状況を改善するた

めに以下の２点を提案している。 

① 時事報道における映像は、テレビ、インターネットの別にかかわらず、子どもへの配

慮が重要である。衝撃的な画像については、ニュースの出所、その事件の原因と結果

を明確に説明する必要がある。 

② 衝撃的な画像を子どもが見る可能性がある時、家族がその場に一緒にいることが重要
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である。同じ画像でも、子どもがたった１人でそれを見る場合と、家族と一緒の場合

とでは反応が異なる。 

 

イ ポルノ 

 

インターネットには性的な画像が溢れている。特に、児童ポルノ画像が、こうした性的嗜

好を持つ者だけでなく、誰もがアクセスしうるインターネットの世界で流通していること

は、深刻な問題である。 

児童ポルノサイトへのアクセスは多い。ノルウェーの警察当局は2007年、ノルウェー国

内で 500 万件のアクセスが試みられたと発表した。英国とノルウェーでは、当局がブラッ

クリストを作成して児童ポルノサイトへのアクセスを禁止している。フランスでも2008年

６月より外国のサイトも含めてこの種のサイトへのアクセスを禁止している。 

児童ポルノサイトは、こうした嗜好を持つ者が探索しなければ見つからないことが多いが、

ポルノサイトへのアクセスは比較的容易であり、未成年者への好ましくない影響が懸念さ

れている。全世界のフランス語圏のポルノサイト数は約 200 万件と見られており、そのう

ち約 100 万件がフランスのものであるとされている。検索エンジンで何気なく検索してヒ

ットするサイトの30～40％は性的な内容のもので、ポルノサイトの数の多さを察すること

ができる。ポルノサイトにアクセスする場合、警告メッセージが出るが、これは単に形式

的なものに過ぎず、「あなたは 18 歳以上ですか」との質問に「はい」と回答しさえすれば

アクセスは可能となっている。青少年が偶然そこに行き当たることもありうる。例えば、

フィルタリングなしのグーグルで、女性の名前「クララ」をキーワードに検索すると、検

索結果の１ページ目の14件のうち４件はアダルトサイトである。女性の名前をキーワード

にしたためとはいえ、この割合は高く、青少年が偶然こうしたサイトに行き当たることは

多いと考えられる。ちなみに、この名前は2007年に生まれた女児につけられた名前の中で

５番目に多い名前であった。フィルタリングソフトを使用しても検索結果は大きくは変わ

らない。 

 

さらに、ポルノサイトではポップアップウィンドウ多用による宣伝広告が夥しく多いう

えに、広告料アップのためにクリックを誘う仕掛け、トップページの差し替えなど、サイ

トの構成そのものに特徴がある。 

また、テレビでは見られないような、きわめて暴力的な内容が掲載されていることもあ

る。テレビで放映される内容についての監視機関である視聴覚高等評議会（Conseil supérieur 
de l’audiovisuel4：以下、「CSA」という。）は、インターネット上のテレビ番組の監視も行っ

ているが、そのコントロールが正常に機能しているかどうか疑問視されている。 

ポルノ画像を１人で見たことのある子どもの数は急増している。中にはポルノ画像が原

                                                 
4 http://www.csa.fr/ 
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因で問題行動を起こしたとされる子どもの例が報告されている。さらに、「家族で」ポルノ

を見ているときに性的暴力や強姦行為が発生したケースもある。集団による強姦行為がポ

ルノ映画のシナリオのとおりに行われるという事件も発生している。こうした画像に子ど

もが触れることにより、以下の危険性があると指摘されている。 

① ポルノ画像の中で見た行為を実生活において異性に対する行為のモデルとしてしまう

危険性。 

② 男性は強姦者、女性は被害者という先入観を植え付けられ、男女間に強制をともなう

関係が刷り込まれる危険性。 

 

携帯電話によるインターネット利用が普及するにつれて、事態はますます悪化する恐れ

がある。グーグルの調査では、従来のネットワークに比べて、携帯電話によるポルノ関連

の通信は倍増すると予測されており、公的機関による規制が望まれるところである。ちな

みに、CSAでは、ポルノ画像の宣伝にショートメッセージサービス（Short Message Service：
以下、「SMS」という。）を使用することを禁止している。 

 
ウ その他の有害情報 

 

暴力とポルノのほかに、インターネットの弊害として、宣伝広告の過多、個人情報の露出、

情報の氾濫と偏りなどがあげられている。賭博、麻薬についても青少年が遭遇しうる危険と

して認識されてはいるが、その他のリスクに比べると、インターネットと関連づけて議論さ

れることは少ないようである。 

 

（ア）宣伝広告の過多 

 

インターネット世代はブランド世代でもある。世論調査会社「TNS Media Intelligence」
の2004年の調査によると、買物でブランドやメーカーを重視する若者は多く、11～14歳

では62％、15～17歳では65％、18～19歳では70％が「ブランドを考慮する」と回答して

いる。若年層の嗜好は変わりやすいため、広告会社ではこの年代層をターゲットに活発な

マーケティングを行っている。インターネット上では、ユーザーに商品等を紹介あるいは

推奨してもらい、「口コミ」で宣伝させるというバイラルマーケティングや、消費者自身

が意見をフィードバックすることで商品開発に参加するという新しいビジネス手法が一

般化している。「Ipsos」の2006年の調査によると、フランスの30歳未満の若者の41％は、

「意見や感想を述べることによってブランドに影響を与えることができる」と考えており、

こうした新しい広告ビジネスに積極的に参加していることが分かる。企業にとって若者は

有望な消費者であるとともに宣伝面からも注目すべき存在となり、格好のターゲットとな

っている。 

広告は若者の消費行動に強い影響を与えている。2006 年４月７日の「Fashion Daily 
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News」によると、12歳以上の90％が「自分の好きなものを買う」と回答し、親の84％も

子どもの選択を認めている。また、「TNS Media Intelligence」の2006年の調査によると、

２～７歳の子どもの92％は買物時に食品メーカーを指定し、41％は何を買うかを自分で決

めると回答している。化粧品に関しては、家庭内消費の52％が子どもの選択に任されてお

り、子どもの70％は５つ以上のメーカーの化粧品を使っていると回答している。 

 

広告は子どもの食生活にも影響を及ぼしており、広告に起因する肥満を指摘する声もあ

る。消費者団体「UFCク・ショワジール（UFC - Que choisir）」では、10カ国（米国、オー

ストラリア、欧州８カ国）のテレビのコマーシャルを分析し、12歳以下の子どもにどのよ

うな影響を与えているか調査を行った。その結果、食品に関するコマーシャルは全体の38

～84％を占め、そのうち糖分や脂肪分の多い食品のコマーシャルの割合と児童の肥満の割

合には相関関係があるとして、宣伝広告のメッセージはもとより、広告の量にも問題があ

ることを指摘している。 

 

経験が浅く物事を鵜呑みにしがちな未成年者を直接のターゲットとする広告は、広告業

界で自主規制してはいるが、フランスでは法的規制が存在しない。他の欧州諸国のように

未成年者の保護を目的とした広告規制を望む声も多い。 

 
（イ）個人情報の無防備な露出 
 

プライベートな情報や画像がネット上に流出することは日常茶飯事である。高校生に学

校の教師の点数をつけさせて実名入りで公表するサイトもあれば、高校生が自身のブログ

に学校の教師やクラスメートの写真を掲載しているものも数多くある。こうした個人情報

はコントロールすることが難しい。こうした情報があまりに多いため、求人を行う雇用主

が、採用しようとしている候補者の素顔を知るためにインターネットのソーシャルネット

ワーキングサービス（Social Networking Service：以下、「SNS」という。）や検索エンジン

を利用することもあるという。 
未成年者の場合、個人情報の保護はきわめて重要である。テレビでは、CSA が以下の

ような未成年者保護対策措置を講じている。未成年者のテレビ出演にあたり、放送局側が

本人とその親に出演同意を得た場合には、その番組のテーマとタイトル及び目的を事前に

知らせておき、子どもの年齢に適合した条件で撮影を行い本人に不都合が生じる可能性が

ある場合には、その身元を明らかにしてはならないという義務を放送局に課している。こ

れは、出版の自由に関する1881年７月29日法第39条第２項5の措置に則ったもので、特

に子どもの親あるいは保護者が自殺者や何らかの事件の被害者、被告人である場合におけ

る未成年者の身元の保護が義務づけられている。未成年者の身元の公表はそう簡単に行っ

                                                 
5 出版の自由に関する1881年７月29日法（Loi du 29 juillet 1881,sur la liberte de la presse）
（http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20100317） 
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てはならないという視聴覚監視機関のこの原則と、インターネット上で見られる未成年者

の個人情報の氾濫は明らかに反している。 

 

テレビと異なり、インターネットの場合は情報の提供者数が多く、また SNS における

個人情報をどこまで保護すればよいのかについての法規定が存在しないことから規制が

難しい。未成年者が自身の情報を無防備に露出したことにより事件が発生するというリス

クも高い。英国では、ウィンドウズ・ライブメッセンジャー（旧称MSNメッセンジャー）

でのコミュニケーションの５％がトラブルへと発展しているという調査結果もある6。マイ

クロソフト社ではこうした状況を憂慮してチャットルームを一旦閉鎖し、ペアレンタルコ

ントロールシステムを設置すればアクティブ設定となる措置を取ったこともある。 

 

悪意のあるユーザーが SNS やブログなどで未成年者の身元や連絡先を知ってコンタク

トをとって実際に会うこともあり、こうしたコンタクトが事件に発展することもあり、イ

ンスタントメッセージには親の許可がない限り画像を用いないなど、未成年者の身元を明

かさないためのガイドラインが必要ではないかと考えられている。 

 

（ウ）情報の氾濫と偏り 

 

インターネットを介して伝わる情報は、まずその雑多性に特色がある。インターネット

上において、特定の情報に向かって探索するのではなく、脈絡なく存在する夥しい量の情

報を物色するという行動は、青少年に限らず、あらゆる年齢層のインターネットユーザー

に見られるものである。こうした情報の氾濫を前に、正しい情報を選びとっていく判断力

がますます必要となるが、若年層のユーザーは、情報源や情報の根拠に無頓着であること

が多く、さらにインターネット上の情報発信者は中立的・客観的であるとは言い難く、混

乱や曲解を招きがちである。 

 

（３）青少年のインターネット利用数・利用率 

 

フランスでは、フランステレコムの提供するミニテル7の普及のために他の先進諸国に比べ

てインターネットの浸透が遅れたと言われているが、現在インターネットは日常生活に定着

しており、もはや「ミニテルかインターネットか」といった議論はされなくなった。政府系

の生活環境調査機関である生活環境調査観察研究所（Centre de Recherche pour l’Etude et 
l’Observation des Conditions de Vie：以下、「CREDOC」という。）が2009年に実施したアンケ

ート調査「フランス社会における情報コミュニケーションテクノロジーの普及（La diffusion 

                                                 
6 2008年５月15日付けル・フィガロ（Le Figaro）紙 
7 電話回線を通じて情報を送受信することができるコンピューター端末で、80～90年代に電話加入者に無償で配布されて

いた。キャプテンシステムの端末に相当。 
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des technologies de l’information et de la communication dans la société française）」によると、フラン

スの12歳以上のインターネット人口は3,700万人に上る。自宅でインターネットを利用する

人の割合は、人口全体の67％で、前年比６ポイントの上昇を示し、プライベートでインター

ネットを利用する人は依然として増加を続けていることが分かる（表１－２）。 

 
 

表 １-２ 自宅でインターネットに接続している人の割合（％）8 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008～2009年の推移

人口全体に対し 31 36 40 45 55 61 67 ＋6 

男性 34 39 42 47 56 64 70 ＋6 
性別 

女性 28 34 38 43 54 59 65 ＋6 

12～17歳 40 49 55 66 72 89 84 -5 

18～24歳 40 44 47 53 64 80 80 - 

25～39歳 38 46 51 59 67 73 80 +7 

40～59歳 36 43 47 50 62 66 75 +9 

60～69歳 13 18 17 21 40 37 58 +21 

年齢 

70歳以上 5 5 7 6 11 14 18 +4 

 

 

自宅でのインターネット利用に加えて、職場や学校、友人宅などでの利用を加えるとこ

の割合はさらに高くなり、人口全体に対するインターネットユーザーの割合は70％に達す

る。 

この中で、青少年9のインターネットユーザーの割合は、自宅での利用が約８割、その他

の場所での利用も含めると９割以上で、他の年齢層に比べてインターネットの定着が も

著しい年齢層である（表１－３）。 

 

                                                 
8 出典は生活環境調査観察研究所（CREDOC）「Conditions de vie et Aspirations des Français」による。 
9 12～24歳を指す。 
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表 １-３ 人口に対するインターネットユーザーの割合（％）10 

 2006 2007 2008 2009 2008～2009年の推移 

人口全体に対し 55 62 63 70 +7 

男性 61 65 66 75 +9 
性別 

女性 50 59 60 65 +5 

12～17歳 95 93 98 97 -1 

18～24歳 81 84 88 94 +6 

25～39歳 74 79 82 89 +7 

40～59歳 52 62 62 74 +12 

60～69歳 20 33 32 50 +18 

年齢 

70歳以上 5 9 12 13 +1 

 

 

2008年の上院報告書によると、インターネットや携帯電話の利用者の約３分の１は16～

24歳の若者（この年齢層は人口全体の13％を占めるにすぎない）である。インターネット

利用の頻度については、「毎日」が12～17歳では77％、18～24歳では89％であった（表１

－４）。 

 

 

表 １-４ インターネットアクセスの頻度11 

 毎日 週１～2回 それ以下 

全体12に対して（％） 71 15 14 

男性 75 14 11 
性別 

女性 68 15 17 

12～17歳 77 17 6 

18～24歳 89 10 2 

25～39歳 81 12 7 

40～59歳 62 18 21 

60～69歳 59 16 25 

年齢 

70歳以上 48 12 40 

 

 

                                                 
10 出典は生活環境調査観察研究所（CREDOC）「Conditions de vie et Aspirations des Français」による。 
11 出典は生活環境調査観察研究所（CREDOC）「Conditions de vie et Aspirations des Français,juin 2009」による。 
12 自宅でインターネットに接続する人全体を指す。 
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同報告書では、ゲーム、テレビとともに、インターネットは若年層にとってなくてはなら

ないものとなり、余暇の過ごし方として外出やスポーツに次いで好まれていると報告されて

いる。 

「Ipsos」のアンケート調査では、15～25歳の若者の61％が、 も好きな余暇の過ごし方

として、インターネットをあげており、社会学的に見てもインターネットが若者の生活様式

に大きな変化をもたらしていることが分かる。 

 

また、「CREDOC」が2006年に実施した調査によると、12～15歳のインターネット利用

時間は１週間に平均12時間となっている。インターネット専門誌「Le Journal du Net」が2006

年に実施した別の調査では、13～24歳のインターネット利用時間は月に平均32時間との結

果が出ている。年齢別にさらに詳しく見ると、13歳未満が10時間11分、13～17歳が32時

間39分、18～24歳が32時間46分、と年齢が上がるにつれ利用時間も多くなっている。13

歳未満とそれ以上とでは利用時間が大きく異なり、親と一緒ではなく自分自身のイニシアチ

ブでインターネットを利用し始める年齢がこのあたりであることが推測できる。 

インターネットを利用する子どもの保護を目的とした民間団体「e-enfance」が2008年11

月に６～18歳の子どもを持つ親を対象に実施した調査によると、インターネットの使用開始

年齢はますます低下しており、６～８歳の子どもの44％が、そして11歳未満の子どもの70％

が家族と一緒にインターネットを利用している。子どもが１人でインターネットを利用して

いると答えた親は、11歳未満の子どもを持つ親の約３分の１にとどまっている。 

アクセス内容別に見ると、情報収集のための利用が も多い。９～17 歳の子ども 500 人

を対象に「Ipsos」が 2009 年に実施した調査では、90％の子どもが「情報収集に使う」と回

答している。ただし、これは趣味の情報収集だけでなく、学校の課題や宿題のための利用も

含まれており、子どもが好きな内容であるとは言い切れない。 

 

インターネットは、若年層において、友人とのコミュニケーションの手段として多く利用

されている。 

表１－５は「CREDOC」が2009 年に実施した調査における、インターネットにアクセス

することが社会生活を営むうえでユーザーにとって重要かどうかの質問に対する年齢層別

の回答である。インターネットアクセスの重要性は低年齢ほど高く、利便性や交遊の面でイ

ンターネットがなくてはならない世代であると言える。 
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表 １-５ 「あなたにとって、インターネットは社会に溶け込むうえで･･･」13 

  どちらかといえば重要 どちらかといえば重要でない 

男性 54 46 
性別 

女性 53 47 

12～17歳 75 25 

18～24歳 64 36 

25～39歳 59 41 

40～59歳 53 46 

60～69歳 41 59 

年齢 

70歳以上 33 65 

 

 

「Trend Micro」が2009年４月にフランスで1,000人の親子を対象に実施した調査による

と、インターネット上で も多く利用するものとしてチャットをあげた人は、12～18歳の子

どもでは全体の45％に上り、学校の勉強のための情報収集（18.4％）を大きく上回った。次

いで、MySpaceやFacebookなどのSNSが15.2％、メールが12.9％という結果が出ている。

アンケートに答えた子どもの年齢に関係なくチャットが も多い。ここ数年でSNS利用は急

激に増加しており、子どもの年齢が高くなるほどその割合も高くなっている。また、「Ipsos」
の2009年の調査では、全体の80％の子ども14がインスタントメッセージを好んで使うと回答

している。特に青少年の間で特徴的なのは、ブログ、SNS、オンラインゲームで、特にSNS
の利用はここ数年で飛躍的に伸びている。 

 
ア ブログ 

 

また、フランスではブログの普及率がきわめて高い（表１－６）が、これは若年層の

40％がブログを持っているということに起因する。フランスでは約 1,000 万件のブログ

が存在すると言われるが、そのうち80％は青少年のものである15。 

 

                                                 
13 出典は生活環境調査観察研究所（CREDOC）「Conditions de vie et Aspirations des Français,juin 2009」による。 
14 9～17歳を指す。 
15 家族・メディア教育委員会報告書（2009）による。 


