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３ 青少年のインターネット利用環境に関する制度、法及び政策とその背景 
 

フランスにおけるインターネット上の有害・違法情報対策は非常に早い。2000 年にインタ

ーネットがフランスでも可能になると同時に、成長が見込まれる未来のサービス産業として政

府が振興の先導に立った。過熱的なブームが巻き起こると同時に議論が始まり、2002 年には

インターネット・マルチメディア・パスポート・プログラム（技術習得証書）が開始され、2003

年にはインターネット利用代表部DUI（délégation Usage d’Internet：以下、「DUI」という。）が

設置された。その年の12月には未成年利用者ガイドのサイトが登場した。さらに、2009年に

は上院報告書でも提案されていた、インターネット上での知的財産権保護及び作品伝播に関す

る 高機関（Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection de droits sur Internet）が設け

られた。 

これら一連の動きは、映像メディアの総括的監督局であるCSA において、すでに長く実施

してきたテレビに関する未成年への警告や1946 年以来実施されている未成年向き禁止映像検

閲64の延長線上にある取組と位置づけることができる。 

 

○ インターネット利用代表部（DUI；délégation Usage d’Internet） 

2003 年７月 10 日情報社会に関する省際委員会（ラファラン内閣）においてフランスでの

情報技術導入に関する目標が設定された。65 

2003年12月８日、2003-1168号政令により上記の目標に沿い新技術・研究問題省管轄下に

インターネット利用代表部66が創設され、総代表にはBenoît Sillardが任命された。現政府下で

は国民教育省に所属する。 

目的として以下の項目が掲げられている。 

・ 公的組織のインターネット開発・展開を促進するためにサイトNetPublicを創設、各種サ

ービス、機関に連携する。 

・ 学生や児童をもつ家庭におけるパソコン購入を容易にする措置をとる。 

・ デジタル国土整備開発計画の促進、全国を対象とした新技術伝播網、特に代替コネクシ

ョン（Wi-Fi、Wimax等）の整備拡張、地方自治体啓蒙のための指針を出す（大容量送信

網、公的サービスのインターネットからのアクセス）。 

・ 個人情報の安全確保、未成年の保護。このため欧州Confiance（信頼）プログラムへの参

加、フランス巡回ツアーを組織する。 

・ インターネット指導活動（教育現場）やインターネット・マルチメディア・パスポート・

プログラムを実施する。 

また、同組織の重要な役割としては行政府としてインターネット関連法令等の準備・実施、

首相直轄であるデジタル経済活性問題担当相、インターネット使用促進を進める各省、国民

                                                 
64 フランスには1980年代から現在のインターネットに近い機能をもつ映像の映る電話ミニテルが存在していた。 
65 http://www.recherche.gouv.fr/cisi/2003/index.htm 
66 délégation代表部は庁・局より下位で臨時部局に使用される名称であるが数十年続いているものもある。 
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教育省等とのコーディネーションを行うことが上げられる。67 

 

○ Haute Autorité Internet（インターネット上での知的財産権保護及び作品伝播に関する 高機

関；Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection de droits sur Internet） 

2009年６月13日及び2009年10月28日法により知的所有権の適用範囲はインターネット

上での記載物にまで広げられ、インターネット上での知的所有権侵害に対し、他の知的産物

と同様の罰則が適用されることになった（通称Hadopi法と呼ばれる）。この法は、違法コピー

のダウンロードをした場合、当初は警告メッセージ、次いでプロバイダへのアクセスが遮断

され、悪質な場合（大量のストックやコピーの販売）は罰金刑が科される。 

しかしながら、2010 年８月に第一次警告が発せられる段階にあるにも係らず、３月にはす

でに法の適用を回避する方法が喧伝され、違法ダウンロード作品をストックするサイトが国外

に設けられているとのことである。 

2009年12月29日2009-1773号政令により、Haute Autorité Internetが創設され、警告発信や

禁止命令提訴の監視機関となる予定である。2010年１月８日Marais 女史他８名のメンバーが

任命されたが、施行政令が未発表であり、サイト（設計）入札は2010 年１月末締め切りであ

るため、まだ同機関のサイトは存在していない。 

また、フランス刑法の対象地域はフランス国内又はフランス人が犯人である場合に適用され

るため、違法内容を掲載するサイト運営者が国外である場合、（プロバイダへの禁止命令を裁

判所が出し）フランス人のアクセスを禁止する措置が限度であり、サイト自体の取締は非常に

困難となる。加えて、金銭的損害が生じない限り刑法の適用ができないのが現状である。 

日本語サイトに比べ、英語・フランス語サイトは世界中に散在し、違法サイトもあらゆる種

類にわたり無数に存在する。各種詐欺サイト（結婚詐欺や偽造カード）はEU加盟国周辺（特

にウクライナ、ロシア、バルカン諸国、及びアフリカ）にサイト運営者が居る例が多い。 

 

（１）青少年、その保護者及びその他一般に対する教育・啓発 

 

フランスにおける教育現場への新情報技術導入も前述 DUI 創設とともに政府主導で進め

られた。2004年１月には指導をする立場の指導員・教師達への「インターネット利用と未成

年者保護」に関する通達が出され、各校での同様の内容に関する措置、講習会を通してより

未成年者への有害・違法サイトへのアクセス防止や監督をより強化する方法を指示している。 

○ 教育現場におけるインターネット・ガイダンス：未成年保護についての注意事項 

2004年2月18日付けで官報に掲載された2004-035号通達 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm 
このガイダンスは、通知情報網の利用の仕方が中心で、不適切なサイトを発見した場合、

                                                 
67 http://delegation.internet.gouv.fr/ 
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適切なサイトであるにもかかわらずブロッキングされていてアクセスができない場合、教室

で複数の生徒が不適切なサイトを閲覧しているのを発見した場合、メディアからの説明要求

がある場合、違法なサイトを発見した場合の手引きである。 

また、デジタル・デバイドの解消が叫ばれ、インターネットを導入した教育システムを開

発すべく、educnet サイトが設けられた。教育現場でのインターネット利用ガイダンス68や未

成年者保護プログラム69を初めとした各種ガイダンスが編集されている。2009年度（及び2010

年３月まで）だけでも十指に余るガイダンスがアップされ、毎年改定版も出ているが、フラ

ンスではハードウェアが追いついていないのが現状である。各種ガイドは2009/2010 年分の

み、主要なものは以下である。 

 
2010年度70 

・ 障害者教育への情報通信技術利用：2010年1月報道集（Les TIC au service des handicapés : 
revue de presse - janvier 2010 - le 06/01/2010） 

http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/janvier-2010/les-tic-au-service-des-
handicapes-revue-de-presse-janvier-2010/?searchterm=guide%20internet 

・ 2010年版 Safer Internet Day（Édition 2010 du Safer Internet Day - le 04/02/2010） 
http://www.educnet.education.fr/actualites/archives/fevrier-2010/edition-2010-du-safer-internet-da
y 

・ インターネット法的視点（Aspects juridiques - le 08/02/2010） 
http://www.educnet.education.fr/dossier/travail-apprentissage-collaboratifs/outils-collaboratifs-ens
eignement/utiliser-les-blogs/aspects-juridiques/?searchterm=guide%20internet 

・ 教師のためのインターネット法律ガイド（Guides juridiques - le 12/02/2010 ） 
http://www.educnet.education.fr/arts/actualites/guides-juridiques/?searchterm=guide%20internet 

・ オルレアン・ツール、ランス、ブザンソン、ベルサイユ学視官区における情報通信技術

施設ガイド 

（Guide d'équipement de l'académie d'Orléans-Tours - le 20/02/2010） 
http://www.educnet.education.fr/technocol/nouveaux_programmes/docs-pour-guides-dequipeme
nt/guide-dequipement-de-lacademie-dorleans-tours/view?searchterm=guide%20internet 
（Guide d'équipement de l'Académie de Reims - le 13/02/2010） 
http://www.educnet.education.fr/technocol/nouveaux_programmes/docs-pour-guides-dequipeme
nt/guide-dequipement-de-lacademie-de-reims/view?searchterm=guide%20internet 
（Guide d'équipement de l'Académie de Besançon - le 13/02/2010） 

                                                 
68 http://www.educnet.education.fr/technique/acces-internet 
69 http://www.educnet.education.fr/services/accompagnement/securite/guide_securite 
70 日付表記は日/月/年の順である。また、各種ガイドはhttp://www.educnet.education.fr/より閲覧できる。 



 
 

46 
 

http://www.educnet.education.fr/technocol/nouveaux_programmes/docs-pour-guides-dequipeme
nt/guides-dequipement-de-lacademies-de-besancon/view?searchterm=guide%20internet 
（Guide d'équipement de l'Académie de Versailles - le 13/02/2010） 
http://www.educnet.education.fr/technocol/nouveaux_programmes/docs-pour-guides-dequipeme
nt/guide-dequipement-de-lacademie-de-versailles/view?searchterm=guide%20internet 

・ インターネット習得マニュアル（Manuel de Maîtrise de l'Internet - le 01/03/2010） 
http://www.educnet.education.fr/dossier/education-aux-medias/sites-pour-eduquer-a-l-internet/asp
ects-methodologiques/manuel-de-maitrise-de-linternet/?searchterm=guide%20internet 
 

2009年度 

・ 学校でのメール利用、外国語学習、スパム、インターネットセキュリティガイド（La 
messagerie électronique - le 15/01/2009） 

・ ガイド（Guides - le 20/02/2009） 
http://www.educnet.education.fr/dossier/handicap/bibliographie/scolarisation-des-eleves-handicap
es/guides/?searchterm=guide%20internet 

・ 農村地帯でのデジタル・スクール計画（École numérique rurale - le 31/03/2009） 
http://www.educnet.education.fr/primaire/ecole-numerique-rurale/telechargement/?searchterm=gu
ide%20internet 

・ インターネット上の情報を批判的に見ることを生徒に教える（Pour apprendre aux élèves à 
avoir un regard critique sur l’information trouvée sur Internet - le 13/05/2009） 
http://www.educnet.education.fr/cdi/pedago/usagessimples/critique/?searchterm=guide%20intern
et 

・ 文書ソフトウェア学習法、キーワードの選び方、文献選択、文字作成法、など（Apprendre 
à utiliser le logiciel documentaire - le 13/05/2009） 
http://www.educnet.education.fr/cdi/pedago/usagessimples/logicieldoc/?searchterm=guide%20int
ernet 

・ 障害者生徒のアクセス、視聴覚障害に適用した教育システムが学級への統合を促す

（Accessibilité des élèves handicapés - le 20/05/2009） 
http://www.educnet.education.fr/secondaire/usages/integration/eleves-handicapes/?searchterm=gu
ide%20internet 

・ 教授法的観点（Du point de vue pédagogique - le 17/06/2009） 
http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/phenomene/aspects-educatifs/pedagogie/?sea
rchterm=guide%20internet 

・ 安全にインターネットにアクセスをするための実用ガイド：緊急時の対応、責任、技術

的手段、監督、ソリューション．．．（Guide pratique - le 27/07/2009） 
http://www.educnet.education.fr/legamedia/guide/securite/guide_securite/?searchterm=guide%20i
nternet 
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・ インターネット利用憲章：監督と罰則、内規、伝播と周知、インターネットの枠組み法

（Chartes d'usage - le 27/07/2009） 
http://www.educnet.education.fr/legamedia/guide/securite/chartes/?searchterm=guide%20internet 

・ 通信情報技術の教育利用（Autour des usages TICE - le 06/08/2009） 
http://www.educnet.education.fr/svt/les-tice-au-college-et-au-lycee/vos-services/?searchterm=guid
e%20internet 

・ インターネット職への進路ガイド総合サイト（Le portail des métiers de l'internet - le 
28/08/2009） 
http://www.educnet.education.fr/actualites/archives/juillet-aout-2009/le-portail-des-metiers-de-lint
ernet/?searchterm=guide%20internet 

・ メディア教育ガイド（Education aux médias - le 26/10/2009） 
http://www.educnet.education.fr/dossier/education-aux-medias/bibliographie-webographie/ouvrag
es/education-aux-medias/?searchterm=guide%20internet 

・ ブログ－メリットとリスク－：ブログの教育的活用法（nomique, social et Les blogs - le 
15/01/2009 ） 

・ インターネットに関する経済社会環境審議会（フランス議会の諮問機関）勧告

（Recommandations du CESE - le 12/05/2009 ） 
http://www.educnet.education.fr/dossier/travail-apprentissage-collaboratifs/culture-numerique/poli
tiques/recommandations-du-cese/?searchterm=guide%20internet 

・ ENR教育ガイド（Guide de formation ENR - le 23/10/2009） 
http://www.educnet.education.fr/primaire/ecole-numerique-rurale/guide-de-formation-enr/view?s
earchterm=guide%20internet 

・ 文化系と技術系のデジタル教育、情報通信技術を集団教育や個人学習に導入するには

（L'enseignement des lettres et les technologies numériques - le 30/10/2009） 
http://www.educnet.education.fr/lettres/pratiques5675/tic/les-tic-en-lettres/?searchterm=guide%20
internet 

・ ブログの法律的視点（Aspects juridiques des blogs - le 22/11/2009） 
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/methodologie/regles/aspects-juridiques-des-bl
ogs/?searchterm=guide%20internet 

・ ブログ・ポッドキャスト法律ガイド（Vous utilisez des podcasts et des blogs, ou bien vous en 
créez. Quels sont vos droits ? - le 23/11/2009） 
http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/novembre-2009/vous-utilisez-des-po
dcasts-et-des-blogs-ou-bien-vous-en-creez-quels-sont-vos-droits/?searchterm=guide%20internet 

 
このように数多くのガイドが発表されてはいるが、フランスは教育現場へのインターネッ

ト導入が欧州でも もおくれているグループに入る（27カ国中24位）国である。 
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全国共通プログラムの作成、指導及び教師（すべて公務員）の人事管理は国民教育省が管

轄、リセ（中・高校：Lyceé）の設置・維持は各州（地域圏）が管轄、コレージュ（中学校）

の設置・維持は県が管轄、小学校の設置・維持は地方自治体市町村が管轄するため、ハード

ウェア設置状況は各地方自治体の財政、責任者の関心度等、地域により非常な差が生じる。71 

中学校においてインターネットの危険を教える法案（VANNSON 議員提出）は2007年12

月５日に国民議会に提出されたが、未だ院内委員会の審議過程を終えていない。 

これらの努力にもかかわらず、新通信技術とフランス人の生活に関する経済省、ARCEP
共同委託研究の調査結果によると、学校でのインターネット接続は限られており、毎日接続

する人はごく僅かであることを示している。 

 
 

表 ３-１ 学校・職場におけるインターネット接続できる環境72 

 12-17歳 18歳以上学生 勤労者 

2003年6月 72％ 56％ 31％ 

2004年6月 79％ 64％ 38％ 

2005年6月 74％ 56％ 37％ 

2006年6月 79％ 47％ 39％ 

2007年6月 83％ 60％ 44％ 

2008年6月 84％ 60％ 39％ 

2009年6月 80％ 55％ 48％ 

 
 
表３－２を見ると、学校で接続している割合は非常に低く、学校におけるパソコンやイン

ターネット使用はあくまでも学習の道具とされている様子が窺われる。 
 

                                                 
71 無料の教科書がわりに小学校生徒全員にパソコンを配布し、ペーパーレスとなった自治体もある。 
72 出典は新通信技術とフランス人の生活に関する経済省、ARCEP共同委託研究「フランス人の生活状況と意識2009年調

査ｐ86による。 
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表 ３-２ 学校・職場においてインターネットへの接続を毎日している73 

 12-17歳 18歳以上学生 勤労者 

2004年6月 2％ 13％ 15％ 

2005年6月 2％ 8％ 18％ 

2006年6月 4％ 12％ 22％ 

2007年6月 3％ 10％ 24％ 

2008年6月 4％ 12％ 24％ 

2009年6月 5％ 19％ 29％ 

 

 
欧州の中でもデジタル化においては 後列にある現状を打開すべく、2010年２月15日、フ

ランス教育へのデジタル導入に関して首相からの委託を受け、Fourgours 議員の率いる国民議

会ミッションが報告書を提出した74。 

この報告書には、2012年を目標として、12の優先目標が定められている。 

① 100％の学校を大容量送信網に繋ぎ、デジタル黒板を導入する。 

② 教育者の新規採用分から情報技術知識試験を加える。現在の国民教育予算 20％を新採用

者優先でデジタル教育ならびに教授法にあてる。2010 年末までに6,000 人のデジタル大

使を養成する。オンライン・ヘルプサービスの新サイトAidoticeを創設し、技術援助を与

える。 

③ デジタル・リソースを充実させる。デジタル教科書の開発、教育ツールへの付加価値税を

5.5％に下げるなど財政的援助を強化する。 

④ デジタル･スペースを充実させる。家庭・教室の連絡簿をデジタル化する。 

⑤ 語学と科学実験へのデジタル導入を優先させる。ウェブカム利用のネイティブ指導による

語学学習、理科奨励により科学分野へ進路誘導する。 

⑥ 将来性のある職業への進路を促す。小学校からキーボードに慣れる、中高校に情報技術の

時間を設ける。 

⑦ 創造性を刺激し、自己への自信を確立し、落ちこぼれを防ぐ。 

⑧ 自己責任を自覚するデジタル教育を導入することにより、未来の社会への準備をする。各

高校にコミュニケーション・スペースを設け、共同教育の社会ネットワークを網羅すると

ともに生徒に技術援助を与える。 

⑨ 家庭でのアクセスを促し、学習支援を与える。充実した教育内容をもつ学校にデジタル教

育ラベルを付与する。 

⑩ 教育指導者、校長へのデジタル研修の充実を急ぎ、学校の自立を支援する。 

                                                 
73 新通信技術とフランス人の生活に関する経済省、ARCEP共同委託研究「フランス人の生活状況と意識2009年調査ｐ89

による。 
74 http://www.education.gouv.fr/cid50588/reussir-l-ecole-numerique.html 
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⑪ デジタル教育法や研究開発を促進する。国/地方自治体共同で全国的な機構を設立する。 

⑫ デジタルの重要さと教育者の役割をマスコミにアピールする。 

 

なお、すでに国民教育省主導で、幼稚園から大学まで教育へのデジタル導入５プログラム

が実施され、現在進行中である。 

 

・ インフラとサービス 

・ デジタル・リソース 

・ デジタル技術研修と援助 

・ 利用の促進（小、中高、大学に分かれる） 

・ クオリティー、ウオッチング、伝播、学際的協力 

 

全国の教師は（公私立を問わず）すべて国民教育省に属する公務員であるので、同省管轄

の教師育成プログラムにデジタル全般を導入することには時間がかかると思われるが、効果的

であろう。しかしながら、小学校施設予算は、地方自治体（市町村）、中高校（リセ）は州の

管轄であり、すでに大きな地域格差が生じているのも事実である。 

 

○ 家族団体 

フランスにおける家族政策の歴史は古く、19世紀には既に家族団体が誕生しており、戦前

の左翼政権、戦中のヴィッシー政権、第二次世界大戦後の左翼政権と継続的に家族政策を重視

してきた過去を持つ。これら歴代政府では政策の立案決定の対話相手として、家族団体が労働

問題における労働組合と同等の位置をもつため、現在もインターネットからの有害情報排除を

含む、児童保護に関する政策全般に関し、政府に提案をすることを使命・任務としていた。現

政府では、労働・雇用省管轄下に家族・連帯庁（Sécretariat d’Etat chargé de question de la Famille et 
la Solidalité）がおかれている。 

また、毎年全国家族会議（Etats Généreaux de la famille：大革命前夜に行われた三部会に因み

命名されているもの、今年度は「子供のための～」と題されている）が開催され、政府と各家

族団体との意見交流、政策発表の場となっており、今年度のテーマは、以下のとおりであった。 

 

メインテーマ：子供の幸せを至上命令として 

・ 危険に曝されている子供達を発見し、救済するためには情報の県レベルでの集中管理を進

め、現在68ある情報センターを全国（100県）に拡げる。効果的であることが明らかに

なった誘拐・失踪緊急速報を更に充実させる。 

・ 福祉現場での労働条件の改善。経済危機により急増する貧困・困窮者にどう対応してい

くか。 

・ 「親の役割」の理解を深める。家族の絆を強めることが社会団結力の根源である。 

・ 貧困にどう対処するか。貧困に陥る原因の追究。学校において、児童との接触により



 
 

51 
 

感知するためには。増える家族ホームレスへの対処 

・ 危険な遊びの防止。毎年11～13歳の児童15～20人の死亡者を出す、危険な遊びに対し、

すべての関係者の意識を喚起し、学校でも防止する策を考える。 

 

この全国会議で政府と並ぶ主役ともなり、数多くある家族団体を全国的に連合した全国組織

にUNAS（Union Française de Associations Familiales）がある。1945年３月３日オルドナンス（行

政立法）により設けられ、1975年法により全国的な代表団体に認定された。現在、全国の8,000

家族団体が加盟している。www.unaf.frから加盟団体リストへのアクセス可能。法形態として

は1901年法に従う任意団体である。 

 

現在フランスには1901年法協会Associationと呼ばれる任意団体が111万存在する。この法

形態は非常に簡易でありながら幅広い活動が可能であるところから、家族団体・児童保護団体

もそのほとんどは協会の形を選んでいる。その大きな理由のひとつは法人格を所有するところ

から、裁判提訴が可能になることであろう。 

 
1901年法アソシエーション（任意団体）とは 

２人以上の発起人（会長及び経理担当）が目的を明記した定款、発起人の氏名、生年月日、

国籍、及び本部の所在地を現地の県庁（Prefecture）に届出し、僅かな登録料を支払い、官報に

掲載されるだけで利益を配分しないこと（利益は上げても配分しないことであり、非営利、無

償を意味しない。）を前提として、法人格を有する協会が誕生する（1901年法１-５条）。こう

して設立された協会は、事前の許認可の必要はなく、訴訟、有償の動産不動産賃貸・購入、贈

与、補助金を受けることができる。ただし、会費は年16ユーロを超えないものとする（６条）。 

協会は定款で禁止される以外のすべての民事行為を遂行することができる（11条）。 

定款は非常に短く（実質的に20条に満たない）単純、明快で柔軟性に富んでいるところか

ら、ありとあらゆる目的、規模の任意団体に利用される。 

会長は無報酬を原則とするが経費は協会負担とすることができる。また協会が雇用する場合

は一般企業同様、私法・労働法に準じる。 

2007年度版Association統計（管轄は保健、青年スポーツ及びアソシエーション省）による

と、2005年の総数1,100,000協会、内訳は以下のとおりである。 

 

 

慈善・人道的活動 40,800

福祉・保健関連 123,800

権利擁護 170,700

教育・社会復帰援助 44,800

スポーツ 264,700
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文化活動 204,800

レジャー 196,100

経済目的 40,600

その他 13,700

合計 1,100,000

 
 
家族団体、児童保護団体はこの権利擁護を定款に掲げる協会に含まれるが、これら団体の

歴史は古く、平均存続年数は38年である。 

会計記録をとることは義務となっているが、監査は税務署ではなく、会計検査院の管轄で

ある。しかしながら、100万を超える数の協会をすべて監査することは物理的に不可能である。

また、会員の年会費は上限16ユーロと定められているため、寄付や助成金が不可欠となるが、

協会の決算記録が公表されることは少なく、公開されている資料としては保健、青年スポーツ

及びアソシエーション省の以下の資金源調査が参考となるであろう（表３－３、表３－４、表

３－５）。 

 
 

表 ３-３ 活動分野別、任意団体予算75 

（単位：100万ユーロ） 

 従業員を雇用する団体 無雇用の団体 

慈善・人道的活動 

福祉・保健関連 

権利擁護 

教育・社会復帰援助 

スポーツ 

文化活動 

レジャー 

経済目的 

その他 

564.9

1237.8

797.0

313.6

3701.0

1665.3

2094.9

342.0

155.0

2098.3 

20278.4 

1813.4 

8564.8 

5077.5 

3878.0 

3170.1 

3482.0 

157.2 

 10871.5 48519.7 

 

                                                 
75 出典は「CNRS調査2005-2006」による。 
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表 ３-４ 任意団体における公的資金と民間資金76 

 公的資金源 民間資金源 

慈善・人道的活動 

福祉・保健関連 

権利擁護 

教育・社会復帰援助 

スポーツ 

文化活動 

レジャー 

経済目的 

その他 

40.8％ 

66.7％ 

38.8％ 

47.6％ 

33.4％ 

47.2％ 

36.2％ 

48.5％ 

24.7％ 

59.2％ 

33.2％ 

16.2％ 

52.4％ 

66.7％ 

52.7％ 

63.7％ 

51.5％ 

75.4％ 

合計 50.7％ 49.3％ 

 
 

表 ３-５ 任意団体における公的資金と民間資金の出資割合77 

 無雇用の団体 有雇用の団体 全体の割合 

民間資金 

 内、会費・拠出金 

   寄付金 

   活動からの売上 

73.5％ 

25.8％

9.7％

38.0％

43.8％ 

9.0％

3.8％

31.0％

49.3％ 

12.1％ 

4.9％ 

32.3％ 

公的資金（補助金、助成金） 

 内、市町村 

   県 

   州 

   国 

   欧州 

   公的組織 

   その他 

26.5％ 

17.9％

3.4％

1.3％

1.2％

0.2％

0.6％

1.9％

56.2％ 

13.3％

11.5％

4.1％

14.7％

1.1％

8.4％

3.1％

50.7％ 

14.1％ 

10.0％ 

3.5％ 

12.2％ 

0.9％ 

7.0％ 

3.0％ 

合計（単位：100万ユーロ） 10,871.5 48,519.7 59,391.2 

 

                                                 
76 出典は「CNRS調査2005-2006」による。 
77 出典は「CNRS調査2005-2006」による。 
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（２）インターネット上の違法・有害情報に対するフィルタリング等の閲覧防止施策 

 

ア フィルタリング 

 

（ア）背景 

青少年保護の観点から、一部の映像を成人向けとして分類する動きは1949年の（過

激、直接的な性的表現を含む）成人映画検閲から始まった。テレビジョンの発達と一

般家庭への普及に伴いCSA78（Conseil Supérieur de l’Audiovisuel）が創設され、1986年9

月30日法によりテレビ放送にも成年・未成年向けを区別し、22時30分以前を家族向

け番組時間、成人向け放映はそれ以降の時間帯にのみ許可することになった。1995年、

暴力的内容の番組を制限する協定を番組提供局と締結するに至った79。1996年11月18

日からは番組の対象年齢表示が始まり、番組制作側の内容と放送時間帯への配慮、親

の自覚を促す結果を生んだ。1998年には全チャンネル共通となり、2000年からは衛星

放送やケーブル放送にも適用されることになった。2002年からは10歳、12歳、16歳、

18 歳と細分された対象年齢や、傾向（性的、暴力的）表示がされることになった。こ

の表示分類は各界代表者で構成される映像作品分類行政委員会（Commission de 
classification des oeuvres cinématographiques ）により区分される。また、CSAは事後監督

機関であるが、紛争調停機関でもあり、調停が不調に終わる場合、国務院（公法系

高裁判所）に問題の番組の中止・停止を提訴することもできる。地上波デジタル放送

も当然 CSA の監督下に置かれる。また2008 年には３歳以下の幼児を対象としたテレ

ビ番組を好ましくないものとの勧告を出している。 

こうした対象別表示をインターネットや携帯電話にも適用する動きから、フランス

におけるフィルタリングは始まった。 

 

（イ）経緯 

2004年７月９日法は電気通信及び映像サービス（携帯電話及びADSL経由インター

ネット・ラジオ・テレビも含まれる）はCSAへの届出又は協定締結が義務となった。 

・ 2004年12月15日、CSA は暴力的、性的な内容の番組伝播及び販売を指導し、

未成年のアクセスを制限する勧告を発表。 

・ 2005 年６月７日、CSA への届出又は協定を締結する番組制作者に対し若年者向

け及び傾向別表示をすることを勧告。 

・ 2006年７月４日、劇場映画又はオンデマンド以外のテレビ、ビデオゲーム、電話

及びインターネットにおける未成年者への制限を指導する勧告を発表。 

CSAの動きに対応し、DUIインターネット利用代表部も早期から未成年者保護に対

                                                 
78 前身機関はCNCL（Commission nationale de la communication et des libertés）。 
79 この頃から暴力的内容のビデオ（後にはDVD）やゲームも問題視されるようになった。性的表現は芸術とされる限り

日本・アメリカに比べ許容度は非常に高い。 



 
 

55 
 

する取組を開始し、サイト80が創設され、ガイダンスが発信されている。両親向けとジ

ュニア向け、ジュニア用のページに分かれる。 

 

2005年にDUIの主導で行われたフィルタリングソフトのテストでは、ポルノ映像の

フィルタリング、無害情報の禁止解除、通信アプリケーション81のコントロール効果が

テストされ、それぞれの項目ごとに結果が公表されている82。また、同サイトからは違

法内容通報ページにリンクすることができ、利用者側から不適切、違法と思われる内

容を通報することができる83。 

また、2006年からはフランスのすべてのプロバイダは無料でフィルタリングソフト

を提供、未成年者保護サイト「e enfance」から提供するソフトがダウンロード可能であ

る84。 

 

（ウ）インターネット使用とフィルタリングの現状85 

 

a インターネットの使用 

新通信技術とフランス人の生活に関する経済省、ARCEP共同委託研究「フランス

人の生活状況と意識 2009 年調査」86は、2003 年から継続的に行われているアンケー

ト調査である。対象となる数は少ない（12～17 歳の調査対象は 208 人）ものの、フ

ランス人の生活傾向と意識の変化が明白に現れている点は、特に興味深い。調査対象

となった人の３分の２は家庭でインターネットを利用している（図３－１）。 

                                                 
80 http://www.mineurs.fr/index.htm 
81 メール、チャット、P to P、インスタントメッセージ等。 
82 http://www.pointdecontact.net/ 
83 2007年の通報詳細に関しては表1-1を参照。2005年以降に関しては「3（2）フィルタリングソフト」の項を参照。 
84 http://www.e-enfance.org/enfant-internet.php?page=4&article=59 
85 「1.青少年のインターネット利用環境に関する実態」と内容が重複する箇所があります。 
86 http://www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/rapports/09/0912etudecredoccgietarcep.pdf 
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図 ３-１ 家庭でのインターネット接続による利用87 
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年齢別の利用状況を見ると（図３－２）、年齢が下がるほど家庭での利用が高い。

アクセス頻度に関して言えば12～17歳も18～39歳年代と同様、ほぼ毎日アクセスす

る者が多数をしめる（表３－６）。ただし、調査は 200 人足らずを対象としている点

に注意が必要である。 

 
 

図 ３-２ 家庭でのインターネット接続による利用（年齢別）88 

 

 

                                                 
87 出典は「CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français »」による。 
88 出典は「CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », juin 2009.」による。 
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表 ３-６ 自分からアクセスする頻度89 

 毎日 週1-2回 稀 合計 

性別 男性 

女性 

75 

68 

14 

15 

11 

17 

100 

100 

年齢別 12-17歳 

18-24歳 

25-39歳 

40-49歳 

60-69歳 

70歳以上 

77 

89 

81 

62 

59 

48 

17 

（10） 

12 

18G 

（16） 

（12） 

（6） 

（2） 

（7） 

21 

25 

（40） 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

調査対象全員 71 15 14 100 

 

 

この結果と対象的なのは、上院情報報告書90である。引用されている青少年への影

響を警告する数字は興味深い。上院報告書の原資料であるTNS-Sofres調査91によると、

以下のような結果が出ている。 

 

・10～17歳の96％、6～17歳の77％は毎日インターネットサーフをしている。 

・１人でインターネット使用を始めるのは８歳から。 

・18歳以下の70％はMSNでチャットをしたことがある。 

・72％の両親は子供が１人でチャットすることを認めている。 

・46％の両親は無害だと思っている。 

・97％の両親はフィルタリングソフトの存在を知っている。 

・51％は改善の余地があると思っている。 

・40％はソフトをインストールしている。 

・43％は無駄とあきらめている。 

 

つまり、フィルタリングがあることは知っているが、ほとんどの親は子供が１人

でサーフやチャットをすることを認めており、半数はソフトを利用するが、半数はイ

ンストールしても無駄だろうと考えている。同様に、上院報告書に引用されている

2007年末のIpsos世論調査においても、15～17歳の大多数がインターネットを使用し、

親の 52％は不適切なサイトがあることを承知している。親の 61％はフィルタリング

ソフトの充実が重要だと、57％は容易で使い勝手のよいソフトに関する情報が必要だ

                                                 
89 出典は「CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », juin 2009.」による。カッコ内は少数であるので

注意を要する。 
90 Rapport d'information sur l'impact des nouveaux medias sur la jeunesse,2008 
91 数字は上院報告書37ページから引用。http://www.senat.fr/rap/r08-046/r08-0461.pdf  
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と感じている（＝つまり現在は使用していない）。 

 

b フィルタリング 

DUIのページで2005年に行われた、有償・無償のフィルタリングソフトを対象と

したテスト実施後、Action innocenceが運営する別途サイト（Filtra）が設けられ、毎年

２月にテストが更新され、４月に発表される92。 

2010 年２月（2009 年４月公表のフィルタリングテスト）現在、サイトには80 種

類のテスト結果が公表され、上位４製品は以下のとおりである（フランスの公共機関

が商品名を明らかにしたテスト結果を発表するのは非常に稀な例である）。 

 

１． Parental Filter ２ 
２． ZoneAlarm Internet Security Suite2009 
３． Bleur Coat K９ Protection 
４． Trend Micro Internet Security 2009 
 

e-enfance協会でもフィルタリング・ソフトウェアを調査し、ホームページ93でその

結果を紹介している。情報をダウンロードすることも可能である。 

 

子供とメディアの協会団体（CIEM：Collectif Interassociatif pour Enfance Média）が

2007年９月25日に2,231人の子供を持つ親にアンケートをとった結果、10人に７人

は子供に１人でインターネットを使用することを認め、10 人に６人はフィルタリン

グソフトを入れていなかった。 

しかしながら、キーワードによるフィルタリングは偶発的な映像の閲覧を阻止す

ることは困難であり、現状に則しているとは言いがたい。 

 

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 ブロッキング協定 

 

犯罪予防のための 2007 年３月５日法施行以前においても、CSA と映像事業者との協

定に基づきブロッキングがなされていたが、これは自主的な双務契約に基づくものであ

                                                 
92 サイトにはテスト内容、テスト結果が掲載されている。http://www.filtra.info/f/web/index.aspx 
DUIのサイトには現在も2005年のテスト結果が表示されており、フィルタリングテストの新しいサイト（Filtra）へのリ

ンクは張られていない。なお、テストを行うメンバーは同じである。 
93 http://www.e-enfance.org/enfant-internet.php?page=4&article=59 




