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り、違反・紛争が生じた場合の放映停止には国務院判決が必要であった。同法施行以後、

2008 年にブラックリスト協定が締結された。政府とプロバイダが協力し、インターネッ

ト上において児童ポルノ画面を発信する者がいる場合、プロバイダ94はその発信者をブロ

ッキング対象のブラックリストに載せることができるようになった。2010 年以前、フラ

ンスのすべてのプロバイダはAFAに加盟しており、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いていた。 

現在、審議中の2010年法が成立した場合（後述、2010年２月16日国民議会可決→立

法委員会→上院での可決を経て、成立後15日以内に大統領審書を得た後発効、その後詳

細を規定する施行政令の発令により実質的な発効となる）、同法によりプロバイダは有害

画面を発信・受信する者をブラックリストに記載する義務を負うことになる。すでに児

童ポルノは刑法227-23条に規定されているが、当該立法によりプロバイダに義務が課さ

れ、また個人情報の規定が加わることとなる。 

 

ブラックリストは、OCLCTICの捜査の助けを得た内務省が作成し、省令として発令さ

れる。このリストに従い司法判断を経てサイトのブロッキングが可能になり、該当者は刑

法上の罪に問われ、告訴される。 

 

これに対し、一部のインターネット利用者は自由の侵害に繋がるとして立法反対を表

明している。しかしながら、プロバイダの態度表明については上院又は立法委員会での

公聴会を待つ必要がある。児童ポルノに対する処置に関しては、プロバイダは賛成して

いるが、個人情報詐称に関し、IP 特定はできても、本人確認はパスワード程度しかでき

ないのが現状であり、刑法上の責任まで負うことに対しての態度は不明である。 

 

ウ 行政的措置 

 

物理的媒体に対する監督は以下の行政委員会で行われている。 

・ 児童及び青少年向け出版物監視、監督委員会 

・ 映像媒体監督委員会95 

しかしながら、これらの機関はインターネットには全く対応していない。未成年にと

って有害とみなされた場合、行政当局は禁止措置をとることができる。手順としては上

記委員会の決定に従い、理由を明記したうえで未成年者に対する該当物の提供、供与、

賃貸、売買を禁止する。その場合は、個々の包装に未成年禁止である旨を明記しなけれ

ばならない。また適当な方法によりその決定を広告する。 

 
 
                                                 
94 プロバイダのフランス語は「Fournisseurs d’accès」 
95 性的犯罪防止及び取締に関する1998年6月17日98-467法（改正2007年3月5日法35条）により設けられたもの。 
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エ その他法的措置、罰則 

 

犯罪予防のための2007年３月５日法（後に刑法に挿入され、227-23条となる）96によ

り、暴力的又はポルノグラフィ的性格を有するものならびに人間の尊厳を損なう内容を、

未成年者が閲覧可能な形で売買目的に、 

・ 伝播するために収録、伝達した者 

・ 提供、入手を可能にしたり伝播させた者 

・ 輸出・輸入をする者 

・ 習慣的に閲覧する者 

・ 上記の試みをなす者 

は３年の拘禁刑及び7万5,000ユーロの罰金に処せられる。またこれらの犯罪が電子通信

網を経て犯された場合には懲役７年及び罰金10万ユーロとなる。加えて組織的犯罪の場

合は、懲役10年及び罰金50万ユーロとなる。 

刑法227-23条には2002年改正により電子通信網での犯罪が加わっており、有効な児

童ポルノ取締法として機能している。すでに判例も破棄院（私法 高裁判所）までのも

のを数例数える。 

これらの捜査は、以下で行われる97。 

 

① ジャンダムリー98、STRJD99 

財及び人に危害を及ぼす犯罪の捜査を目的としてインターネット監視を行ってお

り、特に2009年３月からチャット、ニュースグループ、コミュニティー、P to Pな

どにおとり参加することが出来るようになり、危険人物の特定が可能になった。 

 

② ジャンダムリー、IRCGN100 

児童ポルノ画像キャッチソフト等のツールやメソッドを開発しており、このソフ

トを使用することにより、瞬時に画像を閲覧している者のIPが特定できるようにな

った結果、１日２件程度を立件。 

 

③ ジャンダムリー、CNAIP101 

2003年10月から国家警察と共同し、470,000枚にのぼる児童ポルノ画像及び司法

捜査で押収されたビデオからデータベースを作成、分類している。 

                                                 
96 全文は「3-(8)児童ポルノ」にある刑法条項訳を参照。 
97 www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/gendarmerie/presentation/pj/pj/cubercro,oma;oteを参照。 
98 ジャンダムリーは国防省管轄の警察力で憲兵と訳される。歴史的背景を持ち、内務省管轄の国家警察とは別組織である

が、現在重複組織の統一が進行中である。 
99 Service Technique Recherche Judiciaire et Documentation 
100 Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale 
101 Centre National d’Images Pédopornographiques 



 
 

61 
 

 

これらのサイバー捜査官は、2002 年から毎年 30 人ずつジャンダムリーに新設された

フォンテンブロー技術研修部（N-TECH）で教育を受けた後、配属されており、現在サイ

バー捜査に参加する特別捜査官は200人以上にのぼる。 

 

現在進行中の刑法改正案102 

2009年５月27日に政府・内務大臣から提案された「国内安全パフォーマンスのための

計画とオリエンテーション」法案（loi d’orientation et de programmation pour la perfomance）
は現在、国民議会で審議中であり、2010年２月16日に国民議会での採決を通過し、立法

委員会での討議を経て上院採決後、成立の見込みである。 

この法案は初めて、本格的にインターネット上での犯罪を扱った法となる予定であり、

第２章は「サイバー犯罪との闘い」と題されている。その第２条では、新しく「個人情報

又は身元の不正及び虚偽の罪」を規定する。これは刑法222-16 条に規定される「悪意の

度重なる電話発信及び他者の静謐を乱す目的の音響加害」条項の後、222-16-１条として

加わることになる。 

フランスでは有線のインターネット契約（無線接続も付属してはいるが）が大多数で

あるため、プロバイダとの連携が有効である。現状では川上に位置する、（協力国以外の）

海外画像発信者やサイト運営者を取り締まる手段が無いため、中継するプロバイダとの協

力により、フランス国内に居住する違法画像を閲覧する者を川下で取り締まっているとも

言える。 

しかしながら、常時世界中で75万人が児童ポルノサイトに接続しており、毎日226の

児童ポルノ新サイトが誕生103すると言われている現在、公共の場所を含む無線接続が一般

的になり、画像ストックが取締地域外に置かれる状態で、限られた警察力による違法画像

探知でどこまで対応できるかは、未知数である。同法に関しての関連文書はホームページ
104からダウンロードが可能である。 

 

また、同法提案に伴い国民議会に提出された情報報告書（CIOTTI報告書）からサイバ

ー犯罪に関する項目を以下抜粋する。 

 

a. 個人情報不正使用及び虚偽105 

現在審議中の法案における新条項は、エレクトロニクス通信全般（インターネットだ

けでなく携帯電話を含む）に適用されるもので、他者の名誉毀損又は損害を与えること

を目的として個人情報や身元を偽って使用する場合、対象となる。 

                                                 
102 2010年1月27日国民議会登録のE.CIOTTI議員報告書2271号の法案解説参照。 
103 フランス民間テレビ局TF1のインターネット特集番組2010年2月22日放映。 
104 http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp 
105 CIOTTI報告書P.111より引用。 
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適用される処罰は、１年の拘禁及び1万5,000ユーロ以下の罰金で、刑法222-16条「悪

意の電話発信」と同様である。上記新条項が加わることで、既存の条項は222-16-２条と

222-16-3条の後に挿入される。 

また、新条項は法人に対して（つまりサイト運営者又はプロバイダ）の罰則適用も規

定しており、個人に対する罰金の５倍、7万5,000ユーロの罰金となる。 

現行の規定では金銭的損害が生じない限り犯罪とはされていないが、SNS等での個人

情報を不正使用する行為や名誉毀損となる行為をした場合、犯罪となる。同様に刑法

131-39条の適用も問題となる。つまり、同条の適用される犯罪を目的とした場合は解散、

直接・間接の企業活動遂行上犯罪行為が行われた場合、臨時又は 終的な活動禁止、司

法監視措置、公的入札市場から除外される。 

同条項を刑法に加えることにより、現在まで、刑法上の適用条項が無く、盲点となっ

ていた名誉毀損でもなく信書の侵害でもない不正行為への適用が可能となる。同時にメ

ールアドレスの不正使用、ニセメール発信、本人の承諾なしの参加行為等も取締の対象

となる。 

近の判例として、2009 年１月20 日破棄院は他者のメールアドレスを不正に使用し

た場合、刑法434-23条に規定される身元詐称に該当する、としているが、別件の判決で

は被害者に何等の経済的、法的被害がない場合は刑法上の罪を構成しない、とされた。

今回の改正により、経済的被害がない場合でも犯罪となるわけである。 

 

b. 「個人情報」の概念106 

個人情報の取扱に対し、個人を保護する1995年10月24日付け欧州指令は、個人情報

を「個人を識別できるか、識別する可能性のある情報」と定義する。ここでいう「識別

できる」とは、個人に直結する ID番号や単数あるいは複数の特定要素を含み、直接又は

間接に識別することに繋がる、物理的、生理学的、精神的、経済的、文化、又は、社会

的特徴を指す。 

これは個人の自由と基本権利、なかでも私生活の保護を目的とした非常に広義な個人

情報の定義である。 

上記指令第29条により結成されたワーキング・グループは2007年６月20日意見書４

/2007 で、「IP アドレスはプロバイダにより個人を特定できる可能性があるところから、

個人を識別できる情報」であるとされた（ただし、インターネットカフェや公共接続を

除く）。 

 

c. 児童ポルノ画像に対する取組107 

犯罪予防に関する 2007 年３月５日法など、児童ポルノの画像製作や閲覧、単純所持、

収録の犯罪行為に対しては取締の立法措置は充実したものとなっている。 
                                                 
106 CIOTTI報告書P.111より引用。 
107 CIOTTI報告書P.120より引用。 
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また、2000年５月15日2000-405号政令により内務省、国家警察管轄下に設立された

OCLTICはジャンダムリー、財務省関税・間接税局とも連携しつつ、インターネット上で

の犯罪捜査に特化、特に児童ポルノ捜索を目的に設立された組織である。司法当局の依頼

による捜査、通告・告発された場合の立証活動のみでなく、情報収集・分析を利用し関連

各省への情報提供も行い、反対に各省は企業秘密を尊重しつつも民間機関の関連情報を遅

滞なく、OCLTIC に伝達する（同所内の特別部署に関しては前述）。なお、同部署はます

ます重要になる通信情報技術に関する捜査の国際協力に係る部署でもあり、フランスを代

表し、国際会議等にも参加する。 

 

（３）関連民間団体に対する支援108 

前述のとおり、フランスにおけるインターネット振興は 90 年代後半から政府主導ですす

められてきた。立ち上がり期において民間企業のサイトは売上に直接関係ないと見られ、非

常に消極的であったため、政府機関、公的組織が率先してサイト構築を図った経緯がある。

従って、直接的な財政支援の名目ではなかったとしても、政府の IT政策すべてが支援策だっ

たともいえる。E－政府に近づいてきた現在、課題は教育分野への導入となっている。 

 
ア 立法促進の諮問機関 

 

・ インターネット権利フォーラム（Forum des droits sur l’Internet） 

法律家、国会議員、利用者代表、プロバイダで構成される1901年法に基づく任意

団体で、現在インターネット関連法に関する も活発な諮問機関となっている。 

 

イ 事業者団体 

 

・ プロバイダ協会（AFA：Association des Fournisseurs d’Accès） 

1997 年設立の1901 年法による任意団体である。フランスにおけるプロバイダーサ

ービスを提供している以下の各社と地方自治体が加盟している。109（Aricia、Azuria、
Bouygues-Telecom、DartyBox、GougleGoogle France、Mana、Can’L、Orange、SFR） 
携帯電話事業は ARCEP のライセンス制で 2010 年現在４社のみであり、すべてイン

ターネット・プロバイダでもある。 

 

ウ メディア・教育団体 

 

・ e-enfance協会 

・ 協会集団 

                                                 
108 家族団体に関しては「3（1）青少年、その保護者及びその他一般に対する教育・啓発」の項を参照。 
109 http://www.afa-france.com/membres.html 
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・ 子供とメディアの協会集団（CIEM：Collectif Interassociatif pour Enfance Média）メ

ディアに関して考える教育、家族協会の集まり。加盟協会リストは巻末に収録し

ている。 

 
（４）ウェブサイト運営者等が青少年による有害情報の閲覧を制限する措置などを取った場合に

おける民事責任の制限 

 

現在審議中の 2010 年法には「プロバイダ及びサイト運営者は、利用者が違法サイトにア

クセスすることを阻止する義務を負う」ことにより偶然の閲覧を阻止する条項が挿入された

ため、2004年６月21日法の改正に繋がる。 

法案では、プロバイダ及びサイト運営者は、掲載又はストックするすべての情報の全体監

督義務はないものの、ある種の犯罪、特に刑法227-23条に規定される児童ポルノ映像の伝播

取締に協力する。 

法案第４項は、「閲覧する者が、この種のデータであることを識別できるよう明確に表示

し、容易にアクセスできるメカニズムを設けなければならない。また、前項に規定された違

法行為ならびにこのサービス受信者を即座に当局へ通知するとともに、これらの違法取締情

報を公にする義務を負う。」 

加えて法案では、 

・ FAI は 227-23 条違反の内務省令により指定されるサイト内容への利用者のアクセスを

即時禁止する義務を負う。 

・ このFAIに対する義務の施行詳細、特に財政的な追加負担等は政令により規定される。 

とあり、法案可決後、施行政令により今後規定される。しかしながら、該当するサイトリス

トは常時更新される必要があるであろう。 

 

なお、電気通信郵便法典L32-３-３条にはプロバイダの民事責任の制限が規定されている

が、新法案により画像ブロッキングが義務となった場合、プロバイダに刑事責任が生じる。

従って、2010年以降改正されるものと思われる。 

 

広告に関しても暴力画面、過激な性的描写、小児性愛、差別、危険思想を含む場合、CSA
の対象年齢表示や、傾向（性的、暴力的）表示の対象となる。また、ユーザーからの自主的

な通告対象ともなる。前述「パフォーマンス向上のオリエンテーション計画」法案には広告

に対する特別な記述はないものの、サイト運営者ではなく、広告収入には直接関係の無いプ

ロバイダ義務となるため、当然ブロッキング対象となると思われる。現在はサイト運営者と

CSAの協定に基づく自主規制である。 
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（５）青少年による携帯電話の所持・利用の制限 

 

ア 一般家庭での携帯電話使用 

 

上院報告書でとりあげられている原典は全国家族協会連合（UNAF110）が発注した、12

～17歳までの500人を対象に2009年９月に実施したTNS-Sofres 社の電話による聞取り

調査である。若者と携帯電話を始めとするマルチメディア媒体に関しては、 も詳細に

して 新の調査である。 

 
 

表 ３-７ 自宅にある、家族の誰かが所有している111 

自宅でコンピューターからインターネットへのアクセスができる 96％ 

MP３を持っている 85％ 

デジタルカメラを持っている 85％ 

携帯電話を持っている 84％ 

ゲーム機を持っている 83％ 

インターネット接続の３G携帯電話を持っている 42％ 

ipod Touchを持っている 16％ 

 
 
内、個人的に所有しているのが29％、使用用途と少々矛盾し（インターネットを利用

すると答えたのは12～19％、毎日するのは数％）少々高すぎると思われる（電話による

質問であり、多少見栄も含まれていると思われる）。 

 

イ 青少年の携帯電話利用数・利用率 

 

図３－３を見ると、フランスにおいて携帯電話が普及し始めたのは2000年以降である。

携帯電話端末は未だ2.5世代が主流である。ブルーベリーの３G携帯電話が発売されたの

が2007年秋、ｉphoneが2008年４月であり、Orange（フランス・テレコム）の独占契約

であるところから非常に高価であったため、ビジネスパーソンのステイタスシンボルと

なっており、若年者には手の届かないものであった。ARCEPの再三の警告に従い、他社

の発売が可能になるとともに価格低下（2009年末、単体での購入500ユーロ、通信契約

と共に購入する場合100ユーロ）に伴い急激な増加を見たのは2009年クリスマスからで

あり、統計は未だ集計段階にあると思われる。 

                                                 
110 Union Nationale des Associations Familiales 
111 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
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図 ３-３ 携帯電話普及率112 
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前世代ではあるが携帯電話に関しては2009年９月にはフランスの中学生では半数が、

高校生はほぼ全員が携帯電話を所持していることになる。「TNS-Sofres」のマルチメディ

ア調査によると、以下のような結果が出ている。 

 

2009年９月時点で、12～17歳の73％が携帯電話を所有している。また、各年齢層で女

子の所有率が高いことがわかる（図３－４、図３－５）。 

 

 
図 ３-４ 携帯電話の所有状況（男女別）113 

70%

77%

男子
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112 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ｐ

10を参考に作成した。2003年まで対象は18歳以上、2003年以降は対象12歳以上。 
113 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
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図 ３-５ 携帯電話の所有状況（年齢別）114 
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携帯電話を所有していると回答した者に、使い始めたのは何歳ころかを尋ねたところ、

14歳（男子：60％、女子：72％）、15歳（男子：79％、女子89％）が6～8割台となって

いる（図３－６）。 

 
 

図 ３-６ 携帯電話を所有しはじめた年齢115 
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一方、携帯電話を所有していないと回答した人に、携帯電話を持たない理由を尋ねた

ところ、８割近くが「親が反対するから（男子：41％、女子57％）」「親子で持たないこ

とで意見一致（男子：47％、女子：40％）」と回答している（図３－７）。 

 
 
 
 
 
                                                 
114 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
115 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
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図 ３-７ 携帯電話を持たない理由116 
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また、携帯電話の使用用途について尋ねたところ、「音楽を聴く（88％）」、「写真を撮

る・送る（86％）」が８割台となっている（図３－８）。 

 
 

図 ３-８ 携帯電話の用途117 
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携帯電話で もしないことについて尋ねたところ、すべての項目に対し、８～９割が「全

く使用しない」と回答している（図３－９）。 

                                                 
116 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
117 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
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図 ３-９ もしないこと118 
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ウ 学校における携帯使用 

 

小中高の各学校において校則で規制するところもあるが、一般には普通の授業時には問題

とはみなされていないのが現状である。試験時にはカンニング防止のため一定箇所に集めら

れ、使用できない措置がとられるところが多い。ちなみに、授業中のおしゃべり、集中度は

日本に比べ平均的にはるかに低いのが現状。学校に外部から進入する者による構内での暴力
119や、生徒同士の暴力の方が現在議論されている教育問題の中心である。 

 
 
 
 

                                                 
118 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
119 現在パリ郊外の高校に外部の若者が侵入、学生を死傷させて逃亡した事件の後、警備員の倍増を求めて教師が1週間

にわたりストをしている。生徒1,000人、敷地40ヘクタール、警備員3人。 
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図 ３-１０ 学校内における携帯電話の使用120 
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図 ３-１１ 中学と高校の違い121 
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図 ３-１２ 携帯電話の没収や盗難122 
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120 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
121 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
122 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 

高校生93% 
中学生58%

高校生93% 
中学生58%

高校生93% 
中学生58%

使用する内

高校生19% 
中学生36% 
女子29% 
男子21% 

使用する内

16-17歳26% 
12-13歳17% 
女子18% 
男子25% 



 
 

71 
 

（６）ネットいじめ 
フランス語の「いじめ」に相当することばは、Souffre-douleur123、tête de turc、Bonnet d’Ane

（劣等生を意味する。一番出来ない生徒に紙帽子を被せ揶揄したことに由来する）、Bizutage
（学校、集団での通過儀礼的新入りいじめ）等、昔から存在し、現象としても無いわけでは

なく、特にBizutage は禁止法124まで出されているが消滅していない。日仏の間には、学級制

度や文化の違いが見られる（落第や飛び級が当たり前であり、年齢差は大きく、クラス編成

は常に流動的、国籍や髪肌色も千差万別、50％以上は婚外子）。 
フランスの自殺者は多く、職場での自殺は社会問題となっているが125、現在 も問題視さ

れているのは、2010 年始めの１ヶ月半で10人の死者を出した小中学生を中心とした危険な

あそび（マフラー頸絞めや一時的な意識不明による恍惚感を得るあそび）による事故死であ

る。刑法改正に結びつく前述インターネット上での画像ブロッキング措置も危険なあそびを

誘発するサイトにも適用される模様である。 

また、現状では携帯電話やインターネットが日本ほど浸透していないため、クラス集団の

なかで特定生徒に集中した攻撃が少ない。しかしながら、携帯電話やインターネットによる

「嫌がらせ」の始まりと思われる兆候は出始めている。「TNS-Sofres」のマルチメディア調査

によると、以下のような結果が出ている。 
 
 

図 ３-１３ 携帯電話での嫌がらせや悪ふざけ126 
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123 http://fr.wikipedia.org/wiki/Souffre-douleur 
124 ビズタージ禁止法1998年６月17日法、刑法225-16-１条に挿入済 
125 フランステレコム社では20人以上が職場の悩みで自殺、ルノーでも続発している。 
126 全国家族協会連合（UNAF）が発注したTNS-Sofres調査（2009年）を参考に作成した。 
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（７）児童買春等の青少年を性的行為に誘引する行為に対する取組 
 

現在１万8,000人と推測されるフランスでの（男女半々）売春者のうち３分の１、つまり

6,000 人が未成年である。また未成年の３分の２は東欧、アフリカの外国籍を有していると

推定される127。成年の売春者の場合、売春をすること自体は犯罪ではないため、法で禁じら

れている売春斡旋者（人身売買網が絡んでいる場合が多い）や客引きは刑法違反として警察

の取締の対象となる。未成年（と思われる場合、身分証明書を有している方が稀であるので

警察で調書は取られても否定すれば不起訴となる）で保護者不明の場合は県、児童福祉課の

保護措置が取られる128。フランスにおいての児童保護政策の歴史は古く、大革命に遡ること

ができるが、現在の法制は国連児童憲章の調印・批准後の国内法化が基礎となっている。 

 
1949 年の世界人権宣言に続き、国連児童権利憲章が採用されたのが 1959 年、ニューヨー

ク条約として1989年11月20日に調印・批准され、フランスで1990年９月２日から発効し、

国内法化された（次いで2000 年５月25 日２付属文書追加され、フランスは2003 年２月５

日批准）。これらの内容は、以下のとおりである。 

 

・ 児童人身売買・児童買春ならびに児童ポルノの禁止と刑法による取締、被害者の保護を

定めたもので、126カ国により調印され、2002年１月18日発効。 

・ 武力紛争に児童を参加させない条約は120カ国により調印され、2002年２月12日発効。 

 
さらに、犯罪予防のための2007年３月５日法により、児童保護措置の定義と目的が明確に

され、刑法 227 条に挿入され、以下のとおり、未成年保護の項目が大幅に増加した。以来、

児童保護組織の中心となるのは県の児童福祉課であり、司法は付属的役割を果たすことにな

る。また同法では18歳から21歳までの成人も保護者が不在の場合は未成年者と同様の保護

を与えることとしている。 

 
a. 虐待行為の一部としての売春 

児童買春及び児童に対する性的行為は、未成年に対する虐待行為として位置づけられ、

医師、教育関係者、ソーシャルワーカーが、女性・未成年・高齢者・障害者への虐待行

為を発見した場合と同様、司法（共和国検事）に通告する義務を負い、被害者は保護さ

れる。 
 
b. 世界保健機構による性的虐待の定義129 

児童に対する性的搾取（exploitation sexuelle）とは、成人又は齢上の者が、性的満足を

                                                 
127 2010年3月11日放映「France2 Envoye Special」より引用した。 
128 各県により詳細は異なるが、県福祉予算による未成年保護施設や里親への預かり措置、通学への便宜が図られる。 
129 Psydoc-France：http://psydoc-fr.broca.inserm.fr より引用した。 
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得るための行為であり、以下のことを指す。 
・ 物理的な接触なしの行為：露出症、窃視症、猥褻な雑言 
・ 暴力を伴わない性的接触：生殖器、性感帯への接触 
・ 暴力を伴う性的接触：性的乱暴、強姦 
・ 不健全な態度 

 
c. 未成年に対する性的虐待130 

インターネットが一般化する以前に、フランスにける性的虐待が既に大きな問題となっ

ていたことは、国立児童オブサバトリーODAS（Obervatoire National de ｌ‘Enfance en 
Danger、現在のサイトに統計は掲載されていないため、以下少々古いものである）の運営

する全国虐待児童電話受付（SNATEM）によりまとめられた性的虐待を受けた数が、1995

年 5,500 件、2001 年 5,900 件であったことからも明白である131。当時、児童に対する虐

待は虐待総数の３分の１を占め、継続的な上昇傾向にあった。また、被害者の年齢は明

らかな低下傾向にあり、９歳が45％、３～６歳が22％であり、乳児にまで性的被害が発

見された。132 

 
d. 未成年に対する未成年の虐待（学校内暴力） 

未成年が未成年に性的な暴力行為をすることは定期的に増加しており、SNATEM133の

2001年電話受付では以下の被害を訴えていた。 

 

 性的に曖昧な態度 性的接触 強姦 

幼稚園 3% 19.4% 11.9% 

小学校 6% 23.9% 7.5% 

中学校 1.5% 14.9% 7.5% 

高校 0% 3% 1.5% 

 
e. 成人が加害者で、未成年者を被害者とした性犯罪 

 

・ 刑法227-22-１条 

2007年３月５日法の未成年保護に関する項目は刑法227条に挿入されたが、227-22-

１条では、「電気通信手段を使用して 15 歳以下の未成年者、もしくは未成年と称する

                                                 
130 Psydoc-France：http://psydoc-fr.broca.inserm.fr より引用した。 
131 しかしながら、虐待行為に分類される性的接触をされたとして告発された教師が無実を主張し、自殺した例を始め、

児童が集団売春強制を受けたと主張し、十数人が逮捕され、裁判の結果全く事実無根であった例など問題も多く残る。 
132 家庭内での性的虐待（近親相姦）も多く、刑法227-26、227-27条に罰則が規定される。現在ドイツ（その前年はアメ

リカ）カトリック教会を揺るがしているスキャンダルを始めとして、歴史的に幼児性愛者は圧倒的に中高年男性であり、

被害者にも男子が多いのはヨーロッパの特徴ではなかろうか。 
133 Service National D’Accueil Telephonique pour l’enfance Maltraitee：http://www.allo119.gouv.fr/ 



 
 

74 
 

者に対し、性的提案がなされた場合は、懲役２年及び３万ユーロ以下の罰金に処する」

とされ、実行が伴った場合は、懲役５年及び罰金７万5,000ユーロとなる。 

 
・ 刑法227-25条 

成人により、暴力、拘束、恐喝を伴わない15歳以下の未成年に対し性的行為が行

われた場合は、懲役５年及び罰金７万5,000ユーロとする。 

 

・ 刑法227-26条 

刑法227-25条に規定される15歳以下の未成年に対する性的行為が、その未成年

者の親権者又は保護者により行われた場合は懲役10年及び罰金15万ユーロとする。 

 

・ 刑法227-27条 

結婚により、15歳以上の未成年者が暴力、拘束、恐喝を伴わない性的被害を受け

た場合は懲役２年及び罰金３万ユーロ134とする。 

 

・ 刑法227-27-１条 

フランス国籍を有する者又はフランス国内に居住する者が外国において刑法

227-22 条、227-23 条、227-25～27条に該当する行為を行った場合、フランス法が

適用される。 

 

f. 未成年者性犯罪：加害者が未成年である犯罪の場合 

未成年の犯罪に関しては10 歳、13歳、16歳が区切りとなり、以下が適用される。 

 

 

未成年の犯罪135 

  留置・拘留 

軽犯罪 16歳以上 16歳以下の一時拘留136は不可 

罰則７年以下の刑に相当する犯罪の場合１ヶ月＋１ヶ

月、罰則７年以上の場合延長を含め１年まで 

犯罪 13～16歳 

16歳以上 

６ヶ月＋６ヶ月 

延長を含め２年まで 

 
 
                                                 
134 モスリム（イスラム教信者）に多い未成年者の強制結婚に適用される。 
135 出典は、フランスにおける犯罪と軽犯罪－内務省、国立犯罪オブサバトリー2008 年版（ｐ116）による。

http://www.inhes.interieur.gouv.fr/ 
136 Détention preventive：未決勾留を指す。 
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また未成年者の犯罪の場合、児童裁判所、児童裁判官が取扱い、刑事訴訟法にも未成年

者の取扱いは数々の特別条項が設けられ、指定収容刑務所、受刑中の学習や性的被害者と

ならぬよう配慮がなされている。13歳から18歳の軽犯罪に対しては代替刑（市民研修と

呼ばれる講習と奉仕）を適用することができる（R131-35条）。 

 

（８）児童ポルノ 

 

成人用ポルノグラフィには全く制約はないが、前項の性犯罪同様、2007年３月５日法の未

成年保護に関する項目は刑法 227 条に挿入されたが、なかでも刑法 227-23 条は児童ポルノ

を対象とする。条文の全文は以下のとおりであり、以前の条項（2004年6月21日法）に比

べ罰則が重くなるとともに、「電気通信手段」による伝播が明確に対象として規定され、映

像を貯蔵するだけでなく、「習慣的に閲覧する者」に対する罰則が加わった。 

・ 伝播する目的で未成年者の映像収録又は映像を伝達し、特に映像又はその代表するもの

がポルノグラフィック的性格を有する場合、懲役５年及び罰金７万5,000ユーロとする。 

・ いかなる手段であれ、これらの映像又はその代表するものを提供したり、入手可能にし

たり、伝播させた者、輸出・輸入をする者、他者に輸出・輸入させる者も同様の罰則が

科される。 

・ 電気通信手段により、不特定多数を対象に未成年の映像又はその代表を伝播するため使

用された場合には、懲役７年及び罰金10万ユーロが科される（同行為を試みた場合も

同様の罰則が科される）。 

・ 公共に呈される通信網により提供され、該当する映像又はその代表するものを、習慣的

に閲覧する者は、その手段如何を問わず懲役２年及び罰金３万ユーロが科される。 

・ 本条項に規定される罰則は、組織的になされた場合、懲役10年及び50万ユーロに引き

上げられる。 

・ ポルノグラフィ的性格の映像が未成年と見られる場合、収録又は映像定着時の年齢が

18歳であることが証明されない限り、本条項が適用される。 

 
ポルノグラフィ一般に関して 

フランスにもpornographieの定義ならびに刑法上の規定が1994年まで、公序良俗を冒涜す

る罪Outrage aux bonnes moeursとして刑法283条にあったが、現在は削除され当該条項は記

載されていない。 

現在の刑法では、ポルノは未成年者の閲覧に対してのみ犯罪となる。 

従って、雑誌・DVD は過激な表現の表紙などを隠すか本体をビニールで覆い、販売時に

は購入者の年齢を確認する。また、ポルノ映画は有料放送でのみ放映が許可され、アクセス

にはコード打ち込みで原則保護されている。（しかし、実際には貧困地帯で未成年者間に流

通するDVDが、インターネットに増して影響している） 

フランスはピューリタン的なアメリカとも日本（日本はポルノにおける性器の露出を禁止
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している国として中国と並んで、自由の無い国として例にあげられる）とも全く違った社会

風土であり、「表現の自由」の方が重視されていると言ってもよい。また、もう一つ考えら

れる要因は、北欧（特にデンマーク、スウェーデンではまったく無規制、ドイツやオランダ

も性的な事物に対して非常に寛容）ではポルノグラフィは禁じられておらず、1992年統一議

定書締結後、EU 内での物の人との移動がさらに自由になり、フランスだけ規制しても無意

味になったこともある。 

 




