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４ 青少年のインターネット利用環境に関する民間機関の取組 
 
情報の自由な流通を 大の特徴とするインターネットの世界において、情報発信者の自由を

奪うこと、また、ユーザーの自由な閲覧を妨げることに対して、フランス政府と事業者はかな

り慎重であり、過去10年以上にわたって、法による規制よりも以下のような自主規制の方向で

努力を重ねている。公安を脅かす恐れのあるサイトとの闘い、未成年者保護、消費者保護など

の観点から官民双方がそれぞれのアプローチでインターネットの安全な枠組み作りを模索して

いる。 
 
a. 家族省と事業者の合意書（2005年11月の合意書） 

家族省が携帯電話事業者団体（association française des opérateurs mobiles：以下、「AFOM」と

いう。）及びプロバイダ事業者団体AFAと取り決めたもので、事業者による無償のフィルタ

リングサービス提供が義務づけられた。AFOMでは、合意書を踏まえて、民間団体「イン

ターネットの権利に関するフォーラム（Forum des droits sur l’Internet：以下、「FDI」という。）」

と協力してコンテンツのカテゴリー基準を策定している。 
 

b. 特定コンテンツとの闘いに関するホスティングサービス・プロバイダ事業者の憲章 
違法情報の通報2004年６月14日、産業担当相の主導でAFA加盟事業者は特定コンテンツとの

闘いを目的とする憲章に署名。これにより、ユーザーは違法コンテンツの存在を所定のフォ

ームを用いて事業者に対し、簡単に通報することができるようになった。事業者は、違法サ

イト通報のためのホットラインを設置して、ユーザーの提供する情報を事業者が警察組織と

連携して処理するという流れを構築してきた。 

 
c. 内務省と事業者の合意書 

サイバー犯罪との闘いに関するデジタル評議会開催（2008年６月10日）にあたり、内務相は

以下の対策措置を発表した。 

・ 人員増加：サイバー犯罪に関する調査員を倍増させる。また、警察組織の情報犯罪専

門調査員（ESCI：Enquêteurs Spécialisés en Criminalité Informatique）及び憲兵隊のデジタ

ルテクノロジー調査員（N’TECH：Enquêteurs en technologie numérique）がよりレベルの

高い内容の研修を受け、サイバー犯罪の取締にあたる。OCLCTIC内に設置されたイン

ターネット犯罪に対する闘いを専門とする部署が調査に関する情報を集中的に受けつ

けて対応する。 
・ 悪意のないハッカー対策として、一般の利益にかなう制裁を用意する。 
・ 児童ポルノサイトについての通報は自動的に所轄当局に通知されていたが、その他の

通報についても自動化。通報窓口に寄せられた情報はすべてOCLCTICのプラットフォ

ームで集中処理する。 
・ 自主規制を基本方針とする。法による規制は技術の進歩に追いつかない。事業者とユー
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ザーが自主的にインターネット倫理を構築していくしかない。消費者、家族、企業、広

くは市民全体による対処を目指す。 
・ フランスにおける児童ポルノサイトへのアクセスはブロッキングすることでプロバイ

ダ事業者団体と合意した。法的措置を講じてさらに取締を強化していく予定。特定の技

術的解決を事業者に課すことは避け、事業者が自由に解決方法を選択できるようにする。

技術面と財政面から対策改善を検討するが、ユーザーもこの議論に参加することが望ま

しく、FDIの協力も要請する意向である。取締の主体となるOCLCTICのプラットフォ

ームは、ブラックリスト（2008 年６月時点で 385 件の児童ポルノサイトをリストアッ

プしている）を作成してプロバイダに通知を行い、アクセスを禁止する。つまり国がイ

ンターネット上の児童ポルノサイトの遮断に責任を持つということである。もちろんイ

ンターネットの 大の長所である通信の自由を奪うことなく子どもを保護するという

点が重要であり、児童ポルノサイトに絞ってのブロッキングとなる。フランス国外でホ

スティングされている違法サイトについては、刑事手続きに従い、ユーロポール、イン

ターポールに通知し、国際協力を強化していく。 
 
d. インターネットの権利に関するフォーラムFDIによる勧告 

技術面、法律面からフィルタリング方式を勧告したもの。 
 
（１）青少年のリテラシー能力向上のための活動 
 

インターネットは、青少年の生活において、情報収集知識や社会生活への順応、社交を広

める意味で重要な位置を占めている。インターネットの利用に伴うリスクが社会的に問題視

されてはいるが、有効利用することによる青少年へのメリットも無視できない。インターネ

ットの普及が他の先進諸国に比べ遅れ気味であったためか、フランスでは公的機関がインタ

ーネットの利用促進に非常に積極的である。家族省、内務省、法務省、国民教育省など省庁

レベルの取組のほか、教師や親の運営する民間団体による動きも見られ、官民の双方が独自

の努力を行っている。 
 
家族・メディア教育委員会の2009年報告書で、青少年のインターネット利用を安全なもの

にするために、国と事業者が足並みを揃えてブロッキングや保護ツールを開発・浸透させる

ことは重要であるとしながらも、ユーザーの意識変革や教育の重要性に比べると、規制や技

術面からの対策は副次的なものであると指摘している。この報告書では、メディア教育と未

成年者保護が明確に区別されている。子どもが自分の力で自分を守ることができるよう判断

力を養い、親がこれまでその存在を知らなかった新しいリスクを意識するようになるという

意味で、教育は未成年者の保護に大きく貢献することになり、安全なインターネット利用環

境を補強することにつながるとしている。すなわち、メディア教育は子どもだけでなく親に

も必要とされている。 
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2008年の上院報告書でも同様の提案がなされている。ペアレンタルコントロールのパフォ

ーマンスが向上し、リスク回避が技術的に可能になってきているが、保護者だけでなく有害

情報発信者も現在の技術の進歩のスピードを享受していることを考慮すると、技術的対策だ

けを頼りにしてはいけないと警告している。技術的に子どもを保護することも大切であるが、

それ以上に有効なのは、当事者である子どもと、さらに親に対して予防意識と批判精神を啓

発していくことであると報告書は結んでいる。ここではカナダの視聴覚評議会責任者の「10％

は技術的なツールで、10％は法律と事業者の自主規制で、そして80％は教育でリスクに対処

する」というコメントを引用し、フランスもカナダモデルに倣いたいとの意向を示している。 

 
実際にインターネットをはじめとするメディア教育は活発に行われている。既存のイニシ

アチブとして、多くの団体が独自の活動を行っている。ただし、これらの団体の活動は相互

関連性がなく、連携できていないのが現状である。家族省を中心としてリテラシー教育のガ

イドラインを作成し、一貫性のある教育が広く一般に提供されることが望ましいとされてい

る。この流れから、家族・メディア教育委員会では、関係省庁と民間団体が一堂に会するこ

とのできる機関を設立することを提唱している。 
主要な団体によるリテラシー向上のための活動内容には以下のものがある。 

 
a. 教師向けのメディア教育サポートを行う団体 
・ 教育とメディア連携センター（Centre de liaison de l’Enseignement et des Médias 

d’information：以下、「CLEMI」という。） 
学校教育の各段階（幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校）におけるメディア教

育プログラムの指針を作成したり、児童生徒自身が情報の発信者として番組やサイト

を制作するとともに、学校教育の中にメディアを介した市民教育を取り入れるための

啓発キャンペーン「報道週間（La Semaine de la presse）」を行う（後述）。 
・ EU Teach Today：EUの推進するインターネット利用における市民教育のため、教職員

向けにアドバイスを行うもの。 
 

b. インターネット使用上の権利と義務についての情報提供ページを提供している機関 
・ CSA 
・ FDI 

 
c. インターネット使用上の権利と義務についての情報提供ページ 

・ 情報と自由のための全国委員会（CNIL：Commission nationale de l' informatique et des 
libertés） 

・ 全国視聴覚研究所（INA：Institut national de l’audiovisuel） 
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d. 子ども及び親のためのインターネット利用ガイド 
・ DUI(Délégation aux usages de l’internet) 

青少年の正しいインターネット利用啓発のための全国プログラム（Programme national 
de sensibilisation des jeunes aux bons usages de l'Internet）として、ポータルサイト

（http://www.internetsanscrainte.fr/）に、子どもと親それぞれを対象としたインターネット

利用上のエチケット集を掲載するほか、啓発キャンペーンも活発に行っており、2010 年

２月の国際的な啓発キャンペーン「Safer Internet Day」にも参加している。７歳〜12歳用

と12歳〜17歳用のページがあり、年齢に合わせて子どもの興味を誘う仕掛けを工夫して

いる。 

・ EU Kids Online 
・ 民間団体Action Innocence、 e-prevention、 e-enfance 

 
一例として、メディア教育プログラムを教師向けに提案する CLEMI が行っている啓

発キャンペーン「報道週間（La Semaine de la presse）」を以下に紹介する。 
 
CLEMI は国民教育省の所轄で仏教育資料センター（CNDP：Centre national de 

documentation pédagogique）の一部門である。1983年以来、児童・生徒にメディア使用に

おける市民教育を浸透させることを目的として、教職員と情報産業の連携を図りつつ、

フランスの教育カリキュラム内にメディア教育プログラムを提案し、教職員に対し研修

やアドバイスを行っている。この中で、CLEMI は学校教育の各段階（幼稚園、小学校、

中学校、高校、専門学校）での教科別のメディア利用指針プログラムを作成している。

これによると、小学校の段階から市民教育の一環としてインターネット利用に関連した

リスクについて学ぶことを推奨している。中学では、研究発表や授業の準備のための情

報収集のためのインターネット利用の仕方、インターネット以外の媒体との平行利用、

広告や画像の分析などがこれに加わる。 
児童・生徒にメディアの成り立ちを理解させ、批判精神や判断力を育て、時事問題へ

の関心を刺激することを狙いとして、CLEMIでは毎年３月にメディア教育啓発運動「報

道週間／学校の中のメディア（Semaine de la presse et des médias dans l’école）」を開催して

いる。2010年は「だれが情報を作っている？（Qui fait l’info?）」をテーマに３月22日か

ら27日まで開催される。今年の開催で第21回目を迎える。 
これは、CLEMIの提案するテーマをヒントに、学校の教職員が自発的に参加し、学校

内で独自のメディア教育啓発プログラムを組み実施するもので、各学校でのプログラム

内容の立案や実施にあたり、CLEMI が教師へプログラム作成のアイデアやノウハウを提

供してサポートを行う。また、様々なメディア（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、プロバ

イダ）も参加し、児童・生徒向けのプログラムを提供し、学校に協力する。 
CLEMI では、科目を問わず幼稚園から大学入学直前までのあらゆる学年の教職員にこ

のプログラムへの参加を呼びかけている。プログラムに登録すると、CLEMI からプログ
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ラムと登録時に教師が選択した無料の教材（雑誌、新聞、登録制のインターネットサイト

へのアクセスなど）が送られてくる。登録を行った学校は、こうした教材で独自に啓発プ

ログラムを作成し、その中でこの啓発キャンペーンに協賛する報道関係者を学校に招待し

て講演や催し物を企画することもできる。 
2009年、この啓発キャンペーンに参加した学校は全国で１万5,265校、教職員の参加は

42万3,216名、参加した生徒数は478万120名であった。メディアからは1,944団体の参加が

あった。携帯電話事業者団体（AFOM）もこのキャンペーンには参加しており、特に青少

年向けに携帯電話の利用についての情報提供を行っている。全国視聴覚研究所（INA）も、

「一つの情報、複数のメディア（Une info，des médias）」というテーマで、同一情報が異

なる媒体（テレビ、ラジオ、インターネットなど）でどのように扱われているかを比較す

るプログラムを制作してキャンペーンに参加した。 
 
（２）ウェブサイト運営者に対するガイドライン策定 
 

自由な情報の流通、そして表現の自由を尊重して、メディア全般に対して国が規制を課す

ことはタブー視されている。メディアごとに設置された監視機関による「事後」規制によっ

て監視するという基本姿勢は一貫しており、情報発信者の自主規制が主体となっている。情

報発信者に事前に内容に関するガイドラインを提供するという動きは見られない。ただし、

インターネットに関しては、現時点で独自の監視機関が設置されておらず、複数の監視機関

を統合したより包括的な監視体制が望まれている。 
まず、青少年にとって有害な情報及び画像に関する従来のメディアにおける規制について

整理しておく。 
未成年者の保護を目的としたメディア規制としては、法的には刑法第227-24条において、

「いかなる方法でも、いかなる媒体でも、人間の尊厳を深刻に蹂躙するような、暴力あるい

はポルノの性質を持つメッセージを製造・輸送・流布すること、つまりこうしたメッセージ

の取引をすることは、それが未成年者に見られたり認められたりする可能性がある場合には

禁止される」との規定が見られる。 
従来、未成年者を有害情報から保護するための方策は、媒体によってそれぞれ個別に講じ

られ、監視機関は、以下に見られるように、媒体により異なっている。 
 

・ テレビ：CSA 視聴覚高等評議会。現在はインターネット上のテレビ、ラジオ番組の監視

も包括的に行うようになった。 
・ 映画：映画作品分類委員会（La commission de classification des oeuvres cinématographiques） 
・ 出版物：児童・青少年向け出版物監視・検査委員会（La commission chargée de la surveillance 

et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence） 
・ ビデオ媒体検査委員会（La commission de contrôle des supports video） 

一貫性のある規制を実施することができるよう、以上４つの監視機関を一本化することが
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望ましいと考えられている。以下、テレビ、映画、出版物及びインターネットコンテンツに

対する監視体制について説明する。 
 

a. CSAによるテレビ番組監視体制 
CSA では、インターネット上のテレビ、ラジオ番組の監視を行っているが、その基本

姿勢は以下の３点に要約される。 
 
① 通信の自由を重視し、事前の検閲は存在しない。不適切な表現が見られた場合、制裁

を伴う事後検査が行われる。 
② CSA の規制を原則とする。番組カテゴリー、放映時間帯についての決定権限は CSA

にある。試写にあたるテレビ局内の専門委員会が番組カテゴリー、分割方式、時間

帯を決定する。 
③ CSA は番組制作者の責任範囲や対策実施に関する決定を行う権限を持つ。ちなみに

CSAの介入とは別に、テレビ局でも自主規制があり、視聴者向けに独自に注意喚起

を行っている。 
 

CSAの役割は1986年９月30日付法で規定されている。この第15条では視聴覚分野に

おける未成年者向けの措置に関して言及されている。これによると、CSA は「視聴者に

提供する番組の中で児童保護と人間の尊厳の尊重が遵守されているかを監視する」義務

があるとされている。 
CSA では、若年層向けに以下の４種類の注意喚起ロゴを用意し、番組の内容に応じて

テレビ画面の右下に表示を行うよう勧告している。 
 

・ 10歳未満には不向き 

・ 12歳未満には不向き 

・ 16歳未満には不向き 

・ 18歳未満には禁止 

 
放映にあたり、試写委員会が組織され、暴力表現、性表現、テーマの難解さ等の度合い

に応じてカテゴリーが決定される。この決定をもとに、テレビ局が実際にロゴを表示する

という流れとなる。 
テレビ番組はすべて局の検査を受けている。注意マークをつけるかどうかの統一基準は

存在しないが、概ね以下の原則が守られている。 
 
・ 若者にショックを与える、あるいは混乱を招くシーンが含まれる。 
→子ども向け番組としては放映できないが、（子どもが在宅しないと考えられる）日中

は放映可。 
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・ 12 歳未満の子どもの判断を混乱させるおそれがある。特に、暴力表現や性表現があか

らさまで、かつ繰り返し現れる。 

→番組は22時以降に放映される。映画専門局やペイテレビなどは異なる基準があるた

め、20時30分以降に放映されることもある。 

・ 16 歳未満の子どもの判断を混乱させるおそれがある。特に、エロチックな番組、圧倒

的な暴力シーンがある番組。 

→22時30分以降の放映となる。 

・ 成人向け番組（18 歳以下禁止映画、ポルノ、激しい暴力シーンのある番組、心身の発

達に有害と思われる番組）。 

→特定局（映画専門局やペイテレビなど）でのみ放映。未成年者の目に触れないよう、

０～５時の時間帯に放映となる。 

 
青少年やその親の注意をひき適切な番組を選べるよう、視聴者向けの注意喚起ロゴは有

益であると考えられるが、こうした表示を行うことにより逆効果となる（子どもが子ども

向けでない番組に興味を持つ）場合もあるため、表示方法についてはさらに検討の必要が

ある。 
 

b. 映画の監視体制 
映画作品分類委員会は、映画作品全般に対し、公開前に事前の検査を行い、その結果を

文化省に報告し、カテゴリーを提案する。同委員会は、行政代表、映画関係者、青少年問

題の有識者からなる。カテゴリーの分類については、低学年の子どもに対する配慮が少な

く、「10歳以下禁止」というカテゴリーがない点が懸念されている。 
 
c. 出版物の監視体制 

出版物の監視として、法務省の所轄である児童・青少年向け出版物監視・検査委員会

が事後検査を行っている。ビデオ媒体については、性的違法行為防止と未成年者保護に

関する1998年６月17日法に基づいて創設されたビデオ媒体検査委員会が検査を行って

いる。 
 

d. インターネットコンテンツの監視機関 
インターネットコンテンツの監視機関は存在しない。監視を違法コンテンツに関する

通報制度137に頼っているのが現状である。 
 

媒体によって、利用者の状況は異なっている。例えば、家族や友人と映画を観る時と、

自室で、１人で同じ映画のビデオを観る時とではその効果は異なる。監視機関が媒体ご

                                                 
137 「4‐(5)青少年に対して危険性があるインターネット上の情報についての相談や苦情受付などの活動」を参照。 
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とに存在するのは利用者に与える効果が媒体により異なっているためであるという理屈

には適っている。ただし、未成年者が書店では成人向け雑誌を購入できない一方で、成

人映画のビデオは入手可能であり、映画館では12 歳未満禁止／16 歳未満禁止などの年

齢制限があっても、同じ映画のビデオは購入にあたって年齢制限が存在しないという矛

盾が生じている。こうした事実を考慮して、各監視機関が共通の分類基準を持つ必要が

あると指摘されている。 

ただし、従来のメディア監視体制の枠内で実施されてきた児童保護対策をインターネ

ット媒体の情報にそのまま適用することはきわめて難しい。一般ユーザーの提供するイ

ンターネットコンテンツや動画共有サイトに対しては、提供者の責任を追及することは

現時点では非常に困難であり、こうしたコンテンツについては検査による監視ではなく、

刑法に規定された制裁によるコントロールに頼っているのが現状である。インターネッ

トが他の媒体と異なり無法地帯となっていることへの批判は多い。違法サイトへのアク

セス禁止措置が講じられたことで状況は一歩前進したが、青少年保護の観点から、さら

に法的・技術的な対策措置を検討することが今後の課題となっている。 

 
（３）インターネット上の情報の分類（レイティング・ゾーニングなど） 
 

フランス独自のレイティング・ゾーニングシステムは見当たらないが、ウェブ上にはレイ

ティングを行っている以下の団体のサイトが存在している。 
 

・ ICRA（Internet Content Rating Association） 
・ SafeSurf 
・ RSACi（Recreational Software Advisory Council） 
・ ESRBi（Entertainment Software Rating Board） 
・ TRUSTe 
 
これらのサイトは、技術的には同じスタンダード（PICS：インターネットコンテンツセレ

クションプラットフォーム）を用いている。オンラインのコンテンツ分類方法は多様である。

テレビ番組や映画の分類方法に類似したもの（「万人向け」「16 歳以上向け」等）もあれば、

独自のコードを適用しているものもあるが、インターネットソフトとフィルタリングソフト

を併用して不適切と判断するサイトを遮断するものが大部分である。 
未成年者の保護を目的に、親へのアドバイスを行うサイト（公立学校、民間団体）では、

一般的に、ICRA及びSafeSurfが推奨されていることが多いようである。 
 

（例）ICRA（Internet Content Rating Association） 

ICRA は、子どもと家族が安全にインターネットを利用することを目指す国際的な非営利



 
 

85 
 

団体FOSI（Family Online Safety Institute）の一部門で、1999年にイギリスの IWF（Internet Watch 
Foundation）、アメリカの RASC（Recreational Software Advisory Council）、ドイツの ECO
（Electronic Commerce Forum）の３つの非営利組織が共同で設立した。子どもが安全にインタ

ーネットを利用できるようにコンテンツのレイティングを行い、親が子どものインターネッ

ト利用を管理することができるようにフィルタリングを行うことを推進している。2002年に

はフィルタリングソフト ICRAを発表した。 
ICRA は、インターネット上のコンテンツの自由な流れを妨げることなく同時に、子ども

にとって有害となる情報を排除するためには、自主規制が も望ましいという理念のもとに

ウェブサイトのレイティングを行っている。レイティングにあたり、鍵となるのは「ICRAア

ンケート」と呼ばれる質問票である。質問票のキーワードの主立ったものは以下のとおりで

ある。 
 

・ 裸体の有無 
・ 性的なコンテンツの有無 
・ 暴力の描写 
・ 使用されている言語レベル 
・ ユーザーが提供するコンテンツの有無、その度合い 
・ 賭博、薬物、アルコールなど、潜在的に有害なコンテンツの描写 

 
ウェブサイトの運営者はこれらの一連の質問に対して、サイト内にこのような要素が存在

するかどうかをチェックし、その結果がラベルとしてサイトに付与される。フィルタリング

ソフトを導入しているユーザー（特に子どもの親）は、このラベルの情報に基づいてウェブ

サイトの閲覧あるいは閲覧制限が可能になる。重要なのは、ICRAではなくウェブサイトの運

営者自身が ICRAのラベリングシステムを使用してレイティングを行うという点である。 
ラベリングシステムの中でサイトの記述に用いられる語彙は、中立的かつ客観的となるよ

う配慮されている。2005年にはウェブサイトだけでなく、より広範なデジタルコンテンツを対

象に改善が加えられた。 
 
（４）ウェブサイト運営者とコンテンツ掲載者、フィルタリング提供事業者等における民事紛争

の解決活動 
 

電気通信事業者は、通常はインターネットユーザー向けの苦情受付窓口を設置している。

ユーザーからの相談や苦情は、この窓口からカスタマーサポートサービス窓口あるいは法務

サービスに伝達されて処理されることになる。ここで問題の解決に至らなかった場合、ユー

ザーは消費者団体や消費者保護監督機関である競争・消費・不正取引取締総局138（Direction 

                                                 
138 消費者保護を担当する行政機関。 
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générale de la concurrence， de la consommation et de la répression des frauds：以下、「DGCCRF」
という。）に報告、相談する。あるいは、インターネットの権利に関するフォーラム（FDI）
に連絡し、必要に応じて調停サービスを受けることができる。事業者側も、社内で解決でき

なかったケースについてはFDIに調停を依頼する。 
 
FDIでは2004年９月より、インターネット利用に関連する紛争における調停サービスを開

始してユーザーをサポートしている。技術的なサポートは事業者が引き受けるため対象外で

あり、あくまで法的側面からのサービスとなっている。消費者と企業間の係争、個人間の係

争として、特に、公序良俗に反するコンテンツに関する紛争（例えば、児童ポルノ関連コン

テンツの削除、虚偽の広告の削除など）への対応が多い。 
FDI の提供する調停サービスは、刑事訴訟以外の手続きにおいて当事者間の話し合いに基

づく友好的な解決を目指すものであり、サービス開始に先立ち、１年間の実験期間を経て導

入に至った。この実験期間で、発生した紛争の75％が和解に至っており、当事者間の取り決

め事項の９割は遵守されている。 
 
2006 年には調停サービスに関する取りまとめ報告が行われている。サービス開始以来、

5,400 件の調停申請があり、そのうちの 3,200 件を実際に処理している。解決に至ったケー

スは全体の89％に上る。受付事案全体の97％が電子商取引に関するもので、商品を受け取ら

なかった、商品の瑕疵などの理由があげられている。また、プロバイダへの苦情ではインタ

ーネット解約依頼をしたにもかかわらず料金が口座から引き落とされていたというトラブル

が多かった。このサービスは、ユーザーに好意的に受け止められており、利用者の73％のユ

ーザーが満足しているとのアンケート結果がある。 

2006年６月以降、インターネットネーミング調整全国協会（AFNIC：Association française 
pour le nommage Internet en cooperationcoopération）と連携し、ドメインネームに関する係争処

理も行っている。 
 
（５）青少年に対して危険性があるインターネット上の情報についての相談や苦情受付などの活

動 
 

内務省とデジタル経済担当省の主導により、青少年のインターネット利用に関する家族か

らの相談窓口として、2008年12月１日より電話相談ホットライン「Net Ecoute（0820 200 000）」

が開設された。窓口では、青少年とその家族のインターネット利用に関する疑問や相談に応

じ、ペアレンタルコントロールソフトのインストールのサポートも行う。また、インターネ

ットや携帯電話の使用方法に関するアドバイスや、オンラインゲームの過度の利用や賭博サ

イトに関するトラブルへの対処及びアドバイスも行っている。さらに、実際にインターネッ

トを介してトラブル（ハラスメント、幼児性愛者からのコンタクト等）に遭遇した人へのカ

ウンセリングサービスも提供している。窓口で対応するのは「e-enfance」のスタッフである。 
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2004年のデジタル経済法（2007年改正）は、インターネット事業者に「人間の尊厳を蹂躙

する」コンテンツを当局に通報する義務を課している。青少年に対して危険性のあるコンテ

ンツについては、一般からの通報ポータルサイトが設置され、事業者が通報の内容を確認し

た後に、違法と判断された場合には警察に通報するという流れが確立された。通報受付サイ

トには、内務省が運営するもの（www.internet-signalement.gouv.fr）と、事業者が運営するもの

がある。以下、AFAが運営する通報サイト「Point de contact」を紹介する。 
 

AFA Point de contact 
AFA （プロバイダ事業者団体）では、そのホームページ上に「コンタクトポイントPoint de 

contact」（http://www.pointdecontact.net/）というユーザー向けの窓口を 1998 年以来設置してお

り、インターネット上で違法情報や不適切な情報に遭遇したときにとるべき行動についての

アドバイスを行っている。AFAの創設直後に設置されたこの窓口では、ユーザーが事業者や

行政当局に苦情や通報を行う場合の手続きの方法を掲載し、情報提供やアドバイスを行って

いる。設置当初は、児童ポルノと人種差別を特に重視していたが、徐々に守備範囲を広げて、

現在では様々な不適切情報への対処にあたっている。 
通報の対象がAFA加盟事業者である場合には、事業者と被契約者間の契約内容を踏まえた

上で苦情報告の内容を吟味してのアドバイスとなる。その結果、事業者が特定コンテンツの

削除を許可したり、被契約者との契約を解除したりすることもある。 
この窓口ページでは、「人間の尊厳を蹂躙する」以下のコンテンツを対象に通報を呼びかけ

ている。 
 

・ 児童ポルノ（刑法第227-23条）：未成年者のポルノ画像 

・ 人種差別又は性差別：戦争犯罪・人類に対する犯罪・売国行為の勧奨に関するもの

（1881年７月29日付け法第24条第５項）、身分や種族・国家・人種・宗教への帰属

又は非帰属を理由に特定の人物又は集団への差別・憎悪・暴力を挑発するもの（同上

第24条第８項）、性別・性的嗜好・障害を理由に特定の人物又は集団への差別・憎悪・

暴力を挑発するもの（同上第24条第９項）、人類に対する犯罪への異議申し立て（同

上第24条第２項）、特定人種への誹謗中傷（同上第32、33条） 

・ 人に対する犯罪行為／軽犯罪行為（同上第24条第１項）：人に対する犯罪行為／軽犯

罪行為を挑発あるいは擁護するもの 

・ テロ（刑法第421-１条から第422-７条、同第322-６-１条、1881年７月29日付け法

第24条第６項、）：テロ行為の挑発や擁護、一般大衆に危険物製造を可能にするもの 

・ 自殺幇助（刑法第223-13、14条）：他人に自殺を挑発するもの、自殺のための方法や

製品を推奨するもの 

・ 未成年者が見たり見かけたりする可能性のあるショッキングなコンテンツ（デジタル

経済法を改正する2007年３月５日付け法、刑法第227-24条） 
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また、より効率的な対応を行うため、国際インターネットホットライン協会（INHOPE：

International Association of Internet Hotlines）に加盟してフランス国内だけでなく、国際的なネッ

トワークを構築している。現在 INHOPEは、欧州25カ国と日本、韓国、米国、オーストラリ

ア、台湾などの事業者団体からなり、その活動財源として欧州委員会からの補助も得ている。 
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図 ４-１ 通報時のフォーム 

 
通報後の流れ 
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AFAの2010年２月３日の発表によると、2009年のPoint de contactで受付けた通報は7,627

件（サイト数でいうと4,573件）に上り、2008年の3,359件に比べ36％の大幅増加となって

いる。これは、違法コンテンツの通報窓口がユーザー間で定着しつつあることを示すポジテ

ィブな数字であるとAFAでは受止めている。このうち、児童ポルノ関連コンテンツに関する

通報件数は、2008年の1,171件に対し987件と、15％の減少を示し、2008年６月以降内務省

と事業者の連携により実施されている児童ポルノ関連サイトへのアクセス禁止措置が功を奏

していると考えられる。通報のあった事案のうち、未成年者が容易にアクセスできるアダル

トサイト数は1,700件で、前年比30.7％の増加となっている。暴力又は自殺を推奨するコン

テンツについては294件の通報があり、31件のサイトが確認され、前年比210％の増加とな

った。テロ関連コンテンツに関する通報数は50 件で、12 件のサイトが確認された（前年比

50％の増加）。人種差別に関する通報数は1,247件で、240件のサイトが確認された（前年比

38.6％の増加）。こうした違法サイトの通報の増加については、OCLCTICでも「インターネ

ットユーザーの社会意識が高まったことによる通報数の増加は歓迎すべきことだ」とこうし

た通報サイトの存在を評価している139。 

                                                 
139 AFAコンタクトポイント年次報告（2009年）http://www.afa-france.com/p_bilan_2009_pointdecontact.html 




