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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 

 

フランスには、日本の「青少年インターネット環境整備法」に該当するような、イン

ターネット上における青少年の保護についてまとめた法律は存在しない。 

 

（１）青少年、その保護者及びその他一般に対する教育・啓発 

ア EUの“Safer Internet Programme”の枠組み 

EUは、インターネットの安心利用に向けた取組“Safer Internet Programme”を推進して

いる。「意識向上活動によって、子供たちがインターネットをより安全に利用し、親・教

師への信頼・信用を形成するように貢献する」ことを目的に、次の４分野のプログラム

が実施されている。 

 

① 違法コンテンツ対策： 

違法コンテンツに対するホットライン“INHOPE” 

② 有害コンテンツへの取組： 

フィルタリングの効果評価と開発支援 

③ 安全な環境の促進： 

政府協同規制機関・自主規制フォーラムの設立支援 

④ 意識向上： 

安全なインターネット利用に関する情報交換支援“Insafe” 

 

フランスでは、“Safer Internet Programme”から資金援助を受け、“Safer Internet France”

を設立し、インターネット利用代表部（Délégation aux usages d'internet：DUI）の庇護のも

とで、以下の３つの機関が具体的な施策を実施している。 

 

Internet Sans Crainte 

Tralalere社によって運営されている啓発団体である。教育現場への介入、通信技

術の進歩に対応したツール（アニメ、ビデオゲーム、ウェブサイトなど）の提供、

インターネットのリスクや課題を中心に青少年への啓発活動を実施している。 

 

Net Ecoute 0800 200 000 

非営利団体 e-Enfanceによって運営されている、青少年保護のためのホットライ

ンである。 

 

Point de Contact 

インターネットアクセスサービスプロバイダ協会（Association des Fournisseurs 
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d'Accès et de Services Internet：AFA）によって運営されている、違法・有害コンテ

ンツのオンライン通報サービスである。 

 

“Safety Internet Day”は、“Safer Internet Programme”にもとづき、インターネットの安

全利用について世界規模で啓発することを目的に、毎年２月に各国で開催される。2014

年２月 11日から開催された“Safety Internet Day 2014356”のテーマは以下のとおりである。 

 

 全国民及びデジタル関係者を総動員して、青少年にとって「優れた」インタ

ーネットとはどうあるべきかを考察する。 

 より安全で、自由で、平等で、統率された、豊かな、参加型の空間とは？ 

 青少年がより優れたデジタル空間で創作活動に参加できる建設的なイニシア

ティブを提唱する。 

 行動、成果……。 

 

2013年２月５日から 28日に実施された“Safety Internet Day 2013357”のフランスにおけ

る開催状況は以下のとおりである。 

 

 全体で 11万 3,000人の青少年が参加した。 

 フランス全土で 875のイベントを開催した（学校・教育施設、公共施設など）。 

 “Internet Sans Crainte”スタッフによるイベントに 1,200人の児童・生徒が参

加した。 

 ８つの施設で「子供の権利青少年大使（Jeunes Ambassadeurs des Droits de 

l'Enfant）」20人が主導する活動に 1,520人の児童が参加した。 

 “Internet Sans Crainte”のウェブサイトに７万 2,000回のアクセスがあった。 

 220の記事で報道された（オンラインを除く）。 

 

イ 公的機関の取組 

 

視聴覚最高評議会（Conseil supérieur de l'audiovisuel：CSA） 

「1986年９月30日付 通信の自由に関する法律第86-1067号（Loi n°86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication）」（以下「視聴覚法」という。）

                                                           
 
356 Internet Sans Crainte, “Safer Internet Day 2014.”： 

http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/safer-internet-day-2014 
357 Internet Sans Crainte, “Safer Internet Day 2013 – Bilan.” 

http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/safer-internet-day-2013-bilan 
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第 3-1条により、「視聴覚通信（communication audiovisuelle）の自由」の行使358を

保障することを目的として設置された放送分野の独立行政機関であり、放送事業

者の取扱の平等、公共放送事業者の独立性と公平性を保障する。また、番組の品

質と多様性、国内の視聴覚制作並びに創造の発展、フランス語及びフランス文化

の擁護と顕彰に留意し、放送事業者の法規制の遵守を監督する任務を担う。CSA

は 2005年から青少年保護キャンペーンとして親（保護者）に向けた意識向上のた

めのスポット広告を放映している。 

 

CSA はインターネットで配信されるすべてのコンテンツを管轄しているわけで

はないが、インターネット上で青少年を保護することを目的とする啓発キャンペ

ーンに積極的に協力している。具体的には以下のような取組を行った。 

 

 2008 年に、ペアレンタルコントロールの利用推進とインターネットの潜

在的危険性について親に注意を促すことを目的とする家族担当閣外大臣

（Secrétariat d’État à la famille）主導の情報キャンペーンに参加した。 

 2009 年に、欧州委員会のインターネットにおける青少年保護プログラム

“Safer Internet”の一環として、サイバーハラスメント対策キャンペーン

に参加した。これに対し、総合チャンネル及び青少年向けの専門チャン

ネルの計 26放送局がキャンペーン・メッセージの放映に無償で協力した。 

 2010 年に、青少年がインターネット上で個人情報を公開することに対し

て問題意識を高めることを目的とする CNiL の啓発キャンペーンに参加

した。CSAの要求に応じて、計 36放送局が２週間にわたるキャンペーン・

メッセージの放映に無償で協力した。 

 

なお、CSA は違法コンテンツの通報ツール、インターネット利用者に対する情

報の提供及び啓発ツールの開発を任務とする“Safer Internet France”プログラムの

運営委員会に参加している。  

                                                           
 
358 フランスでは、「視聴覚法」第１条により、「電子的手段（voie électronique）による公衆向け通信は
自由である」とされ、公衆に対する提供の方法がいかなるものであれ、公衆向けのラジオ又はテレビサ

ービスを提供するすべての通信の自由が保障されている。この自由の行使は、個人の尊厳、他者の自由

と所有権、思想・意見の諸潮流の表現の多元性の尊重、児童と少年の保護、公共秩序、国防上の必要、

公共サービスの要請、通信手段に固有な技術的制約及び視聴覚サービスの視聴覚制作を発展させる必要

性から求められる措置を除き、制限を受けない。 
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情報処理及び自由に関する国家委員会（Commission nationale de l'informatique et des 

libertés：CNiL） 

前述のように、インターネット利用に際した権利と義務に関する情報を提供し、

個人情報保護に関する啓発活動を実施している。 

 

2014年には、CNiL主導で教育界及びデジタル産業界の国内外 42団体が集まり、

“Grande cause nationale 2014”と題したデジタル教育啓発キャンペーン359が開催さ

れる。フランス国民にデジタル教育を提供し、権利と自由を尊重しながらデジタ

ル世界を発展させること、また、デジタル能力の向上と教育ツールを継続的に提

供することによって、フランス国民がデジタル環境を統制し、利用に際して責任

感と自立性を高めることを目的とする。掲げられている提案については、以下の

とおりである。 

 

 デジタル教育に関する全国規模のイベント（デジタル教育デー）の開催。 

 共同プラットフォームによるコンテンツ（用語集など）の無料オンライ

ン提供。 

 ６～12歳を対象とするデジタル教育モジュールの制作。 

 事業主を対象としたデジタル啓発活動の実施。 

 フランス国営テレビ放送局（France Télévisions）との連携による、キャン

ペーン CMの放送。 

 

ウ 民間団体の取組 

 

e-Enfance（http://www.e-enfance.org/） 

2005 年に設立された非営利団体であり、青少年が社会交流や必要な知識を獲得

するための新しいツールとして通信技術（インターネット、携帯電話、オンライ

ンゲーム）を安全に利用できるようにすることを目的にさまざまな活動を行って

いる。政府から公益団体に認定されており、国民教育省と提携して、学校施設に

おいて児童・生徒や教育関係者に対してインターネットの正しい利用方法を説明

し、インターネットが招くリスクから青少年を保護するために、「親（保護者）

が子供を指導し、子供に付き添う」という親の重要な役割を提唱するなどの啓発

活動を展開している。具体的なプログラムやツールは、それぞれ表 27・表 28のと

おりである。 

                                                           
 
359 CNiL, “Education au numérique, grande cause nationale 2014 ?” October 1, 2013.： 

http://www.cnil.fr/les-themes/scolarite-mineurs/article/article/education-au-numerique-grande-cause-nationale-201
4/ 
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2012 年の実績として、３万 5,000 人の児童・生徒、4,500 人の保護者、2,000 人

の教育等関係者が e-Enfance主催の啓発プログラムに参加した。 

 

表 27 e-Enfanceの提供する啓発プログラム 

対象 所要時間 内容 

小学生 １時間 
遊び感覚のアトリエを通じて、インターネット

やデジタルツールを安全に利用する方法を

学ぶ 

中学生 
（第１・第２学年） 

１時間 ネットいじめにどのように対応するか 
１時間 30分～２時間 ネットの正しい利用方法 

中学生 
（第３・第４学年） 

１時間 ネットいじめにどのように対応するか 
１時間 30分～２時間 ネットの正しい利用方法 

高校生 １時間 
ネットいじめにどのように対応するか 
デジタルの痕跡 

教育関係者 ３～７時間 
青少年のネット利用、青少年のネット利用の

管理、インターネット及びデジタルツールの

責任ある利用の促進 

出典：e-Enfanceのウェブサイト360をもとに作成。 

 

表 28 e-Enfanceの提供する啓発ツール 

媒体 内容 

アニメ 
（iPhone/iPod で無料
ダウンロード） 

次のテーマについて青少年の注意を喚起する。 
オンライン広告、ビデオゲーム・ギャンブルゲーム、過度のネット利用、危

険な出会い、個人情報、インターネット上の危険な行動 

ドラマ 
（YouTubeで配信） 

２人の思春期の子供を持つ家庭で繰り広げられるドラマを通じて次

のテーマについて青少年の注意を喚起する。 
いやがらせ、「セクスティング」、SNS の利用、オンラインゲーム、「ハッピー
スラッピング（Happy Slapping：見知らぬ人に暴行を加える様子を撮影した
映像を公開する行為）」 

保護者向け 
パンフレット 

ビデオゲームに関する情報提供 
ゲーム時間の管理、肯定的側面、適正年齢の確認等など 

年少の子供のインターネット利用に関する情報提供 
心理的圧力、オンラインギャンブルゲーム、ショッキングな画像、個人情報

の濫用、危険な接触、ビデオゲームの過度の使用など 

青少年向け 
パンフレット 

Net Ecoute 0800 200 000 
ネットいじめや個人情報の濫用などの対策として、“Net Ecoute 0800 200 
000”ホットラインの利用を促進する。 

DVD 
（価格：10ユーロ） 

ドラマを通じて、「子供はブログで何をしているのか」「なぜ帰宅直後

に PC に釘付けになるのか」「携帯で何をしているのか」「リスクはある
のか」といった親の質問に答える。フランスの著名な歌手２人（Hélène 
Ségara、Yannick Noah）が出演している。 

出典：e-Enfanceのウェブサイト361をもとに作成。 

                                                           
 
360 e-Enfance, “Sensibilisation aux usages d'internet.”： 

http://www.e-enfance.org/interventions-et-formations.html 
361 e-Enfance, “Supports de prévention.”： http://www.e-enfance.org/supports-de-prevention.html 
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e-Enfance の活動の柱の一つが、ペアレンタルコントロールの普及である。

e-Enfance は親（保護者）に対してペアレンタルコントロールソフトウェアの利用

を推進するとともに、その品質（機能性や便宜性など）の向上を目的に、PC用及

びスマートフォン用のペアレンタルコントロールソフトウェアの品質検査を実施

してきた362。2009年以降は品質検査が実施されていないが、2013年 12月 16日の

ヒアリングによると、予算不足が理由であるという。 

 

なお、e-Enfanceは EUの“Safer Internet Programme”のプログラムの一つである

“Insafe”のメンバーでもあり、EUの枠組みによる啓発活動に参加している。 

 

インターネットアクセスサービスプロバイダ協会（Association des Fournisseurs d'Accès 

et de Services Internet：AFA）  

1997 年に、情報通信産業を代表する組織の構築及び職業倫理の策定を目的とし

て、フランスの主要 ISPの主導により設立された。その任務は、以下のとおりであ

る363。 

 

 経済的・文化的・社会的観点から、インターネットの発展に伴う課題と影響

に取り組むための共通組織を形成する。 

 オンラインサービス及びインターネットネットワークの開発を促進する。 

 オンラインサービス又はインターネットネットワークに関する消費者及び職

業関係者の研修、並びに情報開発を行う。特に、明確な手続きで分かりやす

く簡単にアクセスできるホットラインを設置・運営する（インターネットの

違法・有害コンテンツの通報システム）。 

 政府その他関係団体と協力し、インターネット及び通信ネットワーク分野に

おける公益問題に関する協議及び提携を推進する。 

 “INHOPE”ネットワークのもとで、国際協力体制に参加し、その発展に貢献

する。 

 訴訟によって、参加 ISPの集団的利益を弁護する。 

 フランス語の普及を目的として、フランスと他国間の文化交流の発展を推進

する。 

 

AFAの主な活動は、表 29のとおりである。なお、毎年２月には“Safety Internet 

Day”に参加している。 

                                                           
 
362 e-Enfance, “Tests e-enfance des logiciels de contrôle parental gratuits.”： 

http://www.e-enfance.org/tests-eenfance-des-logiciels-de-controle-parental-gratuits_a-82.html 
363 AFA, “Nos missions.”： http://www.afa-france.com/missions.html 
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表 29 AFAの沿革と活動内容 

年 活動内容 

1998年 児童ポルノや人種差別コンテンツの通報ツール“Point de Contact364”を設立した。 

1999年 インターネット・ホットラインの国際組織“INHOPE”の設立に参加した。 

2004年 

産業担当大臣の主導により、「悪質なコンテンツ対策憲章（後述）」に署名した。2004

年制定の「デジタル（経済）信頼法」（後述）により、プロバイダに違法・有害コンテン

ツの通報が義務付けられ、“Point de Contact”の対象範囲が児童ポルノと人種差別に加え

て、暴力の扇動、爆弾製造、テロリズム、自殺の教唆、戦争犯罪の擁護などすべての違法・

有害コンテンツに拡大し、その役割が強化される。 

2005年 非営利団体「Signal Spam」の設立に加わる。 

2006年 

インターネット利用におけるリスク対策について、子供と親を対象にした啓発キャンペー

ンを開始した。７～11 歳の子供とその親を対象に、ゲーム感覚でインターネットの知識

を学ぶことのできるウェブサイト“Permis de Bonne Conduite365”を開設した。 

2009年 “Point de Contact”のモバイルサイトを開設した。 

2011年 
PCにインストールして利用する“Point de Contact”ソフトウェアを開発した。 

“Permis de Bonne Conduite”の７～15歳を対象とする新バージョンを開発した。 

出典：AFAの小冊子366をもとに作成。 

 

フランス通信事業者連盟（Fédération Française des Télécoms：FFTélécoms） 

2007年に、電子通信事業者及び電子通信事業者団体により、「フランス通信事業

者連盟」が結成された367。 

2011年には、「移動体事業者団体（Association française des opérateurs mobiles：

AFOM）」と合併している。AFOM は、2002 年にフランスの３大携帯電話事業者

（Orange、SFR、Bouygues Telecom）の主導によって設立され、携帯電話事業の発

展と、携帯電話に関する課題（盗難対策、市場拡大、健康問題、障害者の利用、

農村地域等の携帯電話網の拡大など）に取り組むことを任務としていた。2004 年

には、AFA と共に家族担当省との合意書に署名し、民間団体「インターネットの

権利に関するフォーラム」と協力してコンテンツのカテゴリー基準の策定を行っ

た。 
 

フランス通信事業者連盟は、社会、環境、市民及び企業に対する責任と革新的

な産業を促進し、電子通信事業の経済的利益を保護し、全国及び国際レベルで電

気通信事業者のイメージアップを図っていくことを任務としている。 
                                                           
 
364 Point de Contanct (AFA), “Qui sommes-nous?”： http://www.pointdecontact.net/qui_sommes_nous 
365 AFA, “Passe ton permis web – Quizz AFA.”： http://www.passe-ton-permis-web.com/ 
366 AFA, “Leaflet,” 2011.： http://www.afa-france.com/wa_files/Leaflet_AFA_2011.pdf 
367 FFTélécoms： http://www.fftelecoms.org/ 
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青少年の安全利用促進のための啓発活動にも取り組んでおり、2014年には CNiL

の主導によるデジタル教育啓発キャンペーン“Grande cause nationale”に参加する。 

 

エ 学校・教育機関における枠組み 

教育・情報メディア連携センター（Centre de liaison de l’Enseignement et des Médias 

d'information：CLEMI； http://www.clemi.org/） 

1983 年に、児童・生徒に対してメディア使用に関する教育を浸透させることを

目的として設立された368。教職員と情報産業の連携を図りつつ、フランスの教育

課程にメディア教育プログラムを組み込むことを提案し、教職員に対しては研修

やアドバイスを行っている。 

また、学校教育の各段階（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校）に

おける教科別メディア利用の指針プログラムを策定することや、児童・生徒が自

ら情報の発信者として番組やウェブサイトの制作を行うことなどを支援している。 

学校教育にメディアを介した教育を取り入れるための啓発キャンペーン「学校

における出版・メディア週間（Semaine de la presse et des médias dans l’école369）」

を毎年３月に開催している。同キャンペーンは、児童・生徒にメディアの仕組み

を理解させ、批判的精神や判断力を育成し、時事問題への関心を高めることを目

的としている。CLEMI の支援（テーマの提案、アイディアやノウハウの提供）の

もとに、学校の教職員が自発的に参加して、学校内での独自のメディア教育啓発

プログラムを策定・実施する。また、さまざまなメディア（テレビ、ラジオ、新

聞、雑誌）も参加し、児童・生徒を対象としたプログラムを提供することで学校

に協力する。 

第 25回を迎える 2014年は、３月 24日から 29日までフランス全土で開催され、

約 1,900 のメディアがパートナーとして参加した。2014 年は「一つの情報、複数

の媒体（Une info, des supports）」をテーマに掲げ、「情報配信の条件」や「情報

がどこから来るのか」「情報媒体・形態の多様化」などについて考察された。 

2012年のキャンペーン370は、３月 19日から 24日まで開催された。参加者は、

メディア 1,905団体（出版 689社、その他 1,216社）、教育機関 １万 5,000校（内、

小学校 3,902校、中学校 5,663校、高等学校 1,894校、専門学校 1,392校）、児童・

生徒 334万 6,459人、教職員 22万 2,221人に上る371。  

                                                           
 
368「2007年３月 28日デクレ第 2007-474号（Décret n°2007-474 du 28 mars 2007）」に規定されている。 
369 Ministère de l'éducation nationale, “MENE1319549C,” September 12, 2013.： 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73567 
370 2013年 12月現在、2013年の報告書はまだ公開されていない。 
371 CLEMI, “23e semaine de la presse et des médias dans l'école 19-24 mars 2012: Rapport national,” Octobeer, 

2012.： 
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/46535/download_fichier_fr_rapport_de_la_23e_semaine_de_la_pres
se.pdf 
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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策 

ア フィルタリング 

（ア）背景 

EUレベルでは、1998年に「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（Recommandation 

98/560/CE du Conseil, du 24 septembre 1998, concernant le développement de la compétitivité de 

l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres 

nationaux à visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la 

dignité humaine）」が採決された。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・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

ついて、以下のように各国の自主規制を促した372。 

 

 未成年者及び人間の尊厳の保護を目的に、関係者（利用者、消費者、企業及

び政府）の参加を促進し、自主的な対策、特にサービスプロバイダによる自

主規制の設定を奨励する。 

 テレビ放送事業者が、視聴者への情報提供や未成年者保護のための新しい施

策を自主的に講じるよう奨励する。 

 オンラインサービスにおいて、違法コンテンツに関する苦情処理や国家当局

への通報によって、人間の尊厳を侵害する違法コンテンツへの対策を講じる。

また、国家間の協力体制を構築する。 

 未成年者が自らの責任でインターネット上の情報・視聴覚サービスを利用で

きるように、特に保護者、教育者及び教師に対して未成年者保護の新しい手

段やサービスに関する情報を提供することで、啓発活動を促進する。 

 

2004年６月 14日に、AFA（インターネットアクセスサービスプロバイダ協会）が「特

殊コンテンツ対策におけるオンラインホスティングサービス及びインターネットアクセ

スサービス事業者憲章（Charte des prestataires de services d'hébergement en ligne et d'accès à 

Internet en matière de lutte contre certains contenus spécifiques373）」を発表し、ICRA374無料フ

ィルタリングソフトウェアに加えて、ソフトウェア会社と提携して、ペアレンタルコン

トロールソフトウェアを有償又は無償でインターネット利用者に提供すること、各社ポ

                                                           
 
372 European Union, “Protection des mineurs et de la dignité humaine (recommandation de 1998).”： 

http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24030b_fr.htm 
373 AFA, “Charte des prestataires de services d'hébergement en ligne et d'accès à Internet en matière de lutte 

contre certains contenus spécifiques,” June 14, 2004.：ttp://www.afa-france.com/charte_contenusodieux.html 
374 Internet Content Rating Association（ICRA）は、現在の Family Online Safety Institute（FOSI）である。
「平成 24年度報告書」38頁を参照。 
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ータルサイトに AFA が運営する違法・有害コンテンツの通報ホットライン“Point de 

Contact”へのリンクを貼ることが規定された。 

 

2004 年に制定された「デジタル経済における信頼のための 2004 年６月 21 日法律第

2004-575号（Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique：

LCEN）」（以下、「デジタル経済（信頼）法」という。）第６条の規定にもとづき、2005年

家族会議（Conférence de la famille 2005）375が、ISPに対してフィルタリングソフトウェア

の提供を義務付けたため、ペアレンタルコントロールソフトウェアが市場に出回ってい

た。しかし、大部分のソフトが有料である、契約料金に含まれているフィルタリングの

品質に問題がある、簡単に設定を解除できる等、多くの問題点があった。 

 

そこで、同年 11月 16日、AFAと家族担当省（Ministère de la Famille）との間で合意書376

が交わされ、2006 年以降のペアレンタルコントロールソフトウェアの無償提供、アップ

デート及び性能評価、当該ソフトウェアの使用を促進する啓発活動の実施について規定

された。 

 

2006年には、「未成年者及び人間の尊厳の保護及び反論権に関する 2006年 12月 20日

付欧州評議会勧告（Recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 

décembre 2006, sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en 

liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information 

en ligne）377」が採決され、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、児童がショッキングなコンテンツを閲覧することを回避で

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、①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（最新かつ使いやすいフィル

タリングシステムの提供、ウェブサイト内容の評価・分離システムの提供）、②レイティ

ングシステムの利便性の向上が求められた。 

 

                                                           
 
375 Joël Thoraval et al. / Ministère des Solidarités, de la Santé et de la famille, Délégation interministérielle à la 

famille, “Protection de l'enfant et les usages de l'internet: Conférence de la famille 2005,” May, 2005.： 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000312/0000.pdf 

376 AFA, “Contrôle parental sur l'Internet : les engagements des fournisseurs d'accès Internet,” November 16, 
2005.： http://www.afa-france.com/AccordAFAFamille.pdf 

377 European Union, “Protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et 
d'information (recommandation de 2006).”： 
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24030a_fr.htm 
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2004年２月 11日にインターネット権利フォーラム（Forum des droits sur l'Internet）378が

発表した勧告書379では、未成年者がインターネットで閲覧することのできる有害コンテ

ンツに対する法令の適用区分を明確にし（特に「刑法典」第 227-24条）、関係者（サービ

スプロバイダ及び政府諸官庁）に対して必要な施策を提案した。携帯電話によるインタ

ーネット利用が普及しつつあったという状況を受けて、プロバイダ、携帯機器製造業者

及びフィルタリングソフトウェア業者がモバイル媒体に適応した新しいペアレンタルコ

ントロールツールを開発することを奨励した。 

2005年１月 25日に同フォーラムが発表した勧告書380では、インターネットの児童ポル

ノサイトの氾濫や、未成年者に対する性的侵害を狙ったインターネットの利用が顕著で

ある実態が明らかにされ、インターネットの利用に関する青少年教育及び関係者の啓発

活動の重要性が強調された。 

さらに、2008年 10月に同フォーラムが発表した勧告書381では、ISPが児童ポルノサイ

トのフィルタリングを設定する際の必要条件に関する考察を取りまとめた。 

 

2012年３月に CSA（視聴覚最高評議会）が発表した『視聴覚メディアとインターネッ

トが融合する時代の未成年者保護報告書（La protection des mineurs à l'heure de la 

convergence des médias audiovisuels et d'Internet）』382では、複数の媒体（テレビ、ビデオゲ

ーム、インターネット、モバイルネットワークなど）にコンテンツが併存する現在のメ

ディア環境において、現行の仕組みでは同一のコンテンツであっても媒体によって規制

を受ける場合と受けない場合があるため、青少年保護の観点からも異なる媒体で一貫し

た施策を適用できるような国家機関を創設することが推奨された。 

 

（イ）経緯383 

1996年に、「電気通信規制 1996年７月 26日法律第 96-659号（Loi n°96-659 du 26 juillet 

1996 de réglementation des télécommunications）」第 15条によって、「視聴覚法」が改正（第

43-1条、第 43-2条、第 43-3条の追加）された。第 43-1条では、「通信サービス又は視聴
                                                           
 
378 2000年に「非営利団体に関する 1901年法」にもとづき設立された。法律家、国会議員、利用者団
体及びプロバイダが構成しており、インターネットに関する諮問機関として活動するが、財源の 80％を
占めていた政府からの交付金が打ち切られたことを受けて、2010年 12月 31日に解散した。 

379 Forum des droits sur l'internet, “Les Enfants du Net (I): l'exposition des mineurs aux contenus préjudiciables 
sur l'internet,” February 11, 2004.： 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000066/0000.pdf 

380 Le Forum des droits sur l'internet, “Les Enfants du Net - II: Pédo-pornographie et pédophilie sur l'internet,” 
January 25, 2005.”： http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-enfance2-20050125.pdf 

381 Le Forum des droits sur l'internet, “Les Enfants du Net – III: Conditions nécessaires à la mise en place du 
filtrage des sites pédopornographiques par les FAI,” October 29, 2008.： 
http://www.foruminternet.org/IMG/pdf/reco-enfantsIII_finale.pdf 

382 CSA, “La protection des mineurs à l'heure de la convergence des médias audiovisuels et d'internet,” March, 
2012.： http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportCSA.pdf 

383 JETRO「フランスにおける青少年保護のためのインターネット規制と運用」（2012 年３月）：
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000913/fr_youth_internet.pdf 
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覚通信サービスを提供する者（プロバイダ）は、アクセスを制限又は選択できる技術的

手段を顧客に提案しなければならない」と規定され、フィルタリングソフトウェアの導

入が義務付けられた。 

しかし、同法第 43-2条が CSAに対して倫理遵守勧告や検察への通告を行う「データ通

信最高委員会（Comité supérieur de la télématique）」の設置、第 43-3条が違法コンテンツに

対するプロバイダの免責を規定したが、両条項は「1996 年７月 23 日憲法評議会決議第

96-378号（Décision n°96-378 DC du 23 juillet 1996384）」第 25項により違憲と判断され、フ

ィルタリングソフトの実際の普及には至らなかった。 

 

「視聴覚法」を改正する「2000年８月１日法律第 2000-719号（Loi n°2000-719 du 1er août 

2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication）」第

１条 及び 2004年制定の「デジタル経済（信頼）法」第６条は、「公衆向けオンライン通

信サービス接続提供事業者（personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de 

communication au public en ligne）」、いわゆる ISP385は、接続を制限又は選択できる技術的

手段をインターネット利用者に通知し、少なくともその一つを提案しなければならない

と規定し、フィルタリングソフトウェアの提供が義務付けられた。 

 

 

（ウ）インターネット接続可能端末ごとのフィルタリング状況等 

a PC 

（a）ISPによるフィルタリングサービス 

2013年 12月現在、各 ISPが無料のフィルタリングソフトウェアを提供している。ソフ

トウェアの基本機能は、2005年 11月 16日に AFAと家族担当省との間で締結された合意

書の規定に準拠している。その規定は、以下のとおりである。 

 

 フィルタ基準として「児童」「青少年」「大人」の３種類を設定すること。 

 「児童」向けは、ホワイトリストのウェブサイトのみアクセスが可能である。 

 「青少年」向けは、意味解析検索（有害語彙の検出機能）を伴うブラックリ

ストにもとづいて違法・有害とされるウェブサイトを除き、すべてのコンテ

ンツにアクセスが可能である。 

 「大人」向けは、ペアレンタルコントロールを一切機能させない。 

 ホワイトリスト及びブラックリストの追加・削除を可能とすること。 

 利用管理ソフトウェア（ウェブサイト閲覧履歴、個人情報送信ブロッキング、

                                                           
 
384 “Conseil Contitutionnel – Décision no 96-378 DC du 23 juillet 1996.”： 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173875 
385 フランスでは、「インターネットアクセスプロバイダ（Fournisseur d'accès à internet：FAI）」という。 
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接続時間数制限、接続時間帯設定など）も無償で提供すること。 

 

また、フィルタリングソフトウェアは、チャット、フォーラム及びビデオや音楽のダ

ウンロードのフィルタリングも可能である。 

 

ISPは検索エンジン（MSN、Yahoo!、Google）におけるポルノサイトのフィルタリング

も提供している。 

 

フランスにおける主要 ISPは、Orange（2013年３月 31日時点、市場シェア 41.1％、契

約者数 990万人）、Free（同、22.5％、546万人）、SFR（同、21.2％、513万人）、Bouygues

（同、7.8％、189万人）である386。 

 

以下、上記 ISP等が提供している PC用フィルタリングソフトウェアについて、個別に

紹介する。 

 

Orange 

Orange のフィルタリングソフトソフトウェアは無償で提供されており、ウェブ

ページのコンテンツをフィルタリングし、青少年の閲覧が望ましくないウェブサ

イトへの接続をブロックすることができる。ブロッキングは、禁止サイトリスト

をもとに自動的に行われ、親（保護者）の判断でリストへの追加・削除が可能で

ある。また、子供のインターネット接続時間や接続可能時間帯を設定したり、子

供の閲覧履歴を確認したりできる。 

フィルタリングソフトウェアが有効であるときには、画面のタスクバーにアイ

コンが表示される。また、マルチユーザーモードに設定して各利用者がアカウン

トを作成すると、アカウント別にフィルタリング基準の設定が可能となる。 

                                                           
 
386 Aude Fredouelle (Journal du Net), “Parts de marché du haut et très haut débit en France,” June 3, 2013.： 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/part-de-marche-haut-et-tres-haut-debit-en-france.shtml 
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表 30 Orangeの年齢別フィルタリング基準（デフォルト設定） 

年齢 設定内容 

３歳以上 
６歳未満 

すべての自由検索がブロッキングされる。子供は、親が作成

したリストのウェブサイトのみ閲覧できる。 

６歳以上 
９歳未満 

検索が可能なカテゴリー（検索エンジン、ポータルサイト、

芸術、ゲーム、スポーツ、情報処理・テクノロジー、宗教及

び教育）に限定される。親の判断で検索可能なカテゴリーの

内容を変更できる。 

９歳以上 
13歳未満 

禁止カテゴリー（危険な行動、ポルノ、悪質、暴力、SNS及

びインスタントメッセージ）を除き、自由にインターネット

を利用できる。 

13歳以上 
18歳未満 

禁止カテゴリー（危険な行動、ポルノ、悪質及び暴力）を除

き、自由にインターネットを利用できる。 

18歳以上 
自由にインターネットを利用できる。禁止カテゴリーの設定

は親の判断による。 

出典：Orangeのウェブサイト387をもとに作成。 

 

Free 

Freeは、“Free Angel”というフィルタリングソフトウェアを無償で提供してい

る。同ソフトウェアは、「児童（enfant）」と「青少年（adolescent）」の２つのプロ

フィールを設定すると、対応するフィルター基準に従って、子供が有害なウェブ

サイトを閲覧してしまうリスクを低減する。また、インターネット接続可能時間

帯を設定することによって子供の利用時間を制限したり、個人情報フィルタを設

定することによって名前、住所及び電話番号などの個人情報の通信を防止したり

することができる。さらに、子供が閲覧したサイトの履歴を参照することも可能

である。 

 

表 31 Freeのプロフィール別フィルタリング基準（デフォルト設定） 

プロフィール 設定内容 

児童 

（enfant） 

子供向け検索エンジン（www.BabyGo.fr）を利用してホワイトリ

ストのみにアクセスする検索を可能とする。 

青少年 

（adolescent） 

ショッキングなコンテンツなどを含む禁止リストを除き、イン

ターネットで提供されるすべてのコンテンツにアクセスでき

る。 

出典：Freeのウェブサイト388をもとに作成。 

                                                           
 
387 Orange, “Présentation du Contrôle Parental d'Orange.”： 

http://assistance.orange.fr/presentation-du-controle-parental-d-orange-754.php#haut_page 
388 Free, “Free Angel, numéro 1 des logiciels gratuits de contrôle parental.”： 

http://www.free.fr/adsl/pages/informations-legales/protection-de-l-enfance/free-angel.html 
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SFR 

SFR はフィルタリングソフトウェアを無償で提供しており、プロフィール別の

フィルタリング基準を設定できる。また、親（保護者）はフィルタリングカテゴ

リーの選択、プロトコルフィルタ（P2P、チャットなど）の設定、ファイルフィル

タリングの設定、ブラックリスト及びホワイトリストのカスタマイズが可能であ

る。さらに、インターネット接続可能時間帯を設定することもできるが、公衆 Wi-Fi

による接続には対応していない。 

 

表 32 SFRのプロフィール別フィルタリング基準（デフォルト設定） 

プロフィール 設定内容 

児童 

（enfant） 

児童向けポータルサイト389のホワイトリストコンテンツのみ

にアクセスできる。 

青少年 

（adolescent） 
ブラックリストのコンテンツを除き、自由にアクセスできる。 

パーソナライズ 

（personnalisé） 
個人に合わせたフィルタ基準を作成する。 

成人 

（adulte） 
フィルタリングを一切行わない。 

出典：SFRのウェブサイト390をもとに作成。 

 

Numéricable 

ケーブル通信事業者である Numéricableは、インターネット上の児童保護を専門とする

Xooloo社が設計したフィルタリングソフトウェア“Xooloo”を無償で提供している391。

「児童（enfant）」「青少年（adolescent）」「成人（adulte）」の年齢層別のフィルタ基準が

設けられている。 

 

2010年１月に、フランス規格協会（Association française de normalisation：AFNOR）が

「インターネットアクセスプロバイダによって提供されたペアレンタルコントロールソ

リューション成果（Performance des solutions de contrôle parental proposées par les FAI）」と

題する実験にもとづく規格を発表した。同規格は、関係するパートナーとの協議を経て、

担当省の主導により策定され、ユーザーのプロフィールに応じてペアレンタルコントロ

ールが満たさなければならない客観的基準を定めており、ペアレンタルコントロールソ

フトウェアの定期的試験の際の評価に利用されている。 

                                                           
 
389 SFR, “Le portail enfant.”： 

http://assistance.sfr.fr/internet_offre-services/securite/securite-presentaion-portail-enfant/fc-3211-61292 
390 SFR, “Présentation du Contrôle Parental.”： 

http://assistance.sfr.fr/internet_offre-services/securite/presentation-controle-parental/fc-3211-61253 
391 Xooloo： http://www.xooloo.fr/index.php 
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ただし、同規格が適用されるのは、有線インターネット接続のみである392。したがっ

て、ブラウザ以外のクライアントソフトウェアを必要とするインターネットアプリケー

ションのほか、電子メール、インスタントメッセンジャー、その他アプリケーション（オ

ンラインゲーム）には適用されない。また、携帯電話によるインターネットアクセスコ

ントロールについては、技術的制約を受けるため、同規格の適用範囲内ではない。 

e-Enfance は公的援助を受けて、インターネットプロバイダが無償で提供するペアレン

タルコントロールソフトウェアの品質検査を実施している。最新のものでは、2008 年に

実施した結果がウェブサイトに公表されている（表 33参照）。 

 

表 33 e-Enfanceによるペアレンタルコントロールソフトウェアの品質検査の結果 

（2008年） 

プロバイダ 

青少年向け 
ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ 
（ﾌﾞﾗｯｸﾘｽﾄ） 
の品質 

児童向け 
ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ 
（ﾎﾜｲﾄﾘｽﾄ） 
の品質 

ﾍﾟｱﾚﾝﾀﾙ 
ｺﾝﾄﾛｰﾙの 
利便性 
及び機能性 

評価 
（10点
満点） 

備考 

Numéricable 良い 良い 大変良い 8.9 
ペアレンタルコントロールソフトウェア評価で

顕著な改善が見られ、前回の最下位から最

高位にランクアップ。 

Orange ふつう 悪い 大変良い 7.6 

Orange のフィルタリングはポルノサイト及び
オンラインギャンブルサイトでは有効である

が、麻薬や暴力サイトには不十分である。

児童向けフィルタリング（ホワイトリスト）は悪

化している。 

SFR ふつう 悪い 大変良い 7.2 

教育的観点（保護者への情報提供、使い

やすさ）からは優れたソフトであるが、青少

年向け・児童向けともにフィルタリングの品

質を改善する必要がある。 

Alice ふつう以下 悪い 大変良い 7.0 

オンラインゲーム及び麻薬においては、青

少年向けフィルタリング（ブラックリスト）の改

善がみられるが、全体的に不十分である。

児童向けフィルタリング（ホワイトリスト）の品

質は期待を下回っている。 

Free ふつう 大変悪い 良い 6.7 

青少年向けフィルタリング（ブラックリスト）の

オンラインゲーム及びポルトサイトに対する

品質は大きく改善されたが、児童向けフィ

ルタリング（ホワイトリスト）の BabyGo には大
きな問題がある。 

出典：e-Enfanceのウェブサイト393をもとに作成。 

                                                           
 
392 CSA, “La protection des mineurs à l'heure de la convergence des médias audiovisuels et d'internet - - 

Document de réflexion,” March 21, 2012, p.11.： 
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/La-protection-des-mineurs-a-l-heure-de-la-convergen
ce-des-medias-audiovisuels-et-d-internet-Document-de-reflexion 

393 e-Enfance, “Tests e-enfance des logiciels de contrôle parental gratuits.”： 
http://www.e-enfance.org/tests-eenfance-des-logiciels-de-controle-parental-gratuits_a-82.html 
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（b）ソフトウェアによるフィルタリング 

非営利団体 Action Innocence394が、市販のフィルタリングソフトウェアの品質検査を実

施し、ウェブサイト395で結果を公開している。検査対象基準は、個人向けであること、

ブラックリストが所有者のリンクから 100％又は複数のブラックリストから構成されて

いること、インターネットブラウザで表示されるコンテンツをフィルタリングできるこ

とである。公表されている最新の検査結果（2013年 12月）は、表 34のとおりである。 

 

b スマートフォン 

2004 年制定の「デジタル経済（信頼）法」第６条の規定を受けて、2006 年１月 10 日

に AFOM（現 AFA）が、違法コンテンツ対策を目的とする「モバイルマルチメディアコ

ンテンツに関する取組憲章（Charte d'engagements des Opérateurs sur le contenu multimédia 

mobile396）」を締結した。主な規定内容は、以下のとおりである。 

 

 携帯電話事業者は、携帯電話加入者に対して青少年用のフィルタリングツー

ルを無償提供する。 

 携帯電話事業者は、携帯電話利用者が青少年の場合にはフィルタリングサー

ビスの利用を奨励する。 

 携帯電話事業者は、関係者（行政機関、家族団体及び独立機関など）と協力

して、モバイルマルチメディアコンテンツのレイティング及び適用規則を定

める。 

 携帯電話事業者は、違法コンテンツ対策を強化するために通報システムを定

期的に改善するよう努める。 

 

また、同憲章は携帯電話事業者が提供するフィルタリングソフトウェアが最低限満た

すべき機能について、以下のように規定している。 

 

 サービスセンターに電話するだけで機能が有効となる（特別な操作を必要と

しない）。 

 青少年にとって有害となるコンテンツへのアクセスを制限する。 

 出会い系サイトへのアクセスを制限する。 

 携帯電話事業者とサービス編集者は、リンクの契約をしていないコンテンツ

へのアクセスを制限する。  
                                                           
 
394 インターネットの青少年保護を目的に 1999年にスイス、2003年にフランスで設立された民間公益

団体。 
395 Filtra, “Test contrôles parentaux.”： http://www.filtra.info/test-controles-parentaux/ 
396 AFOM, “Charte d'engagements des opérateurs sur le contenu multimedia mobile.”： 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/charte_engagement.pdf 
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表 34 Action Innocenceによるフィルタリングソフトウェア品質検査の結果  上位４位

（2013年 12月） 

ソフト名 
評価（６点満点） 

対応 OS 対応機能 
全体 ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ 利便性 ｵﾌﾟｼｮﾝ 

Parental Filter 2 5.4 5.3 6.0 6.0 
Windows 

iOS 
Android 

○プログラムブロッキング 
○個人情報保護 
○ホワイトリスト・ブラックリ

ストの個人対応 
○利用時間帯制限 
○キーワードの個人対応 
○閲覧履歴 

AVG Family 
Safety 

5.4 5.5 6.0 4.0 
Windows 

iOS 

○プログラムブロッキング 
×個人情報保護 
○ホワイトリスト・ブラックリ

ストの個人対応 
○利用時間帯制限 
×キーワードの個人対応 
○閲覧履歴 

Xooloo Contrôle 
Parental 

5.3 5.2 6.0 5.0 
Windows 

Mac 
Android 

○プログラムブロッキング 
×個人情報保護 
○ホワイトリスト・ブラックリ

ストの個人対応 
○利用時間帯制限 
○キーワードの個人対応 
○閲覧履歴 

ZoneAlarm Internet 
Security Suite 

5.2 5.5 4.0 4.0 Windows 

○プログラムブロッキング 
○個人情報保護 
○ホワイトリスト・ブラックリ

ストの個人対応 
×利用時間帯制限 
×キーワードの個人対応 
○閲覧履歴 

出典：Filtraの資料397をもとに作成。  

                                                           
 
397 Filtra (Action Innocence), “Récapitulatif résultats Filtra – Action Innocence – Décembre 2013.”： 

http://www.filtra.info/fileadmin/user_upload/Grille_2013.pdf 
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（a）移動体通信事業者の提供するフィルタリングサービス 

フランスにおける主要な移動体通信事業者は、Orange（2013年３月 31日時点、市場シ

ェア 36.4％、契約者数 2,680万人）、SFR（同、26.3％、1,682万人）、Bouygues Telecom（同、

17.63％、1,127万人）、Free（同、9.5％、600万人）である398。 

 

上位２社（Orange 及び SFR）が提供している携帯電話用フィルタリングサービスにつ

いて、以下に記述する。なお、いずれのモバイルペアレンタルコントロールについても、

Wi-Fiネットワークや Blackberryでは機能しない。 

 

Orange 

Orange が無料で提供しているモバイルペアレンタルコントロール（contrôle 

parental mobile）は、モバイルインターネット、TVコール（appels visio）、Orange

のモバイルテレビの利用に際して青少年に有害な情報を含むコンテンツへのアク

セスを制限できる。 

 

表 35 フランスの Orangeの提供するペアレンタルコントロールサービス 

コントロール対象 コントロール内容 

モバイルインターネット 
2G/3G 回線で接続可能なセンシティブなウェブサイト（性的、チ

ャット、ブログ、出会い系など）をブロックする。 

TVコール 
プレミアムレート番号や不適切なコンテンツへの発信をブロック

する。 

モバイルテレビ 

午後 10 時 30 分から午前５時までのテレビへのアクセスをブロッ

クする（ただし、Orange が提供するアプリ以外でのアクセスにつ

いては対応していない）。 

出典：Orangeのウェブサイト399をもとに作成。 

 

モバイルペアレンタルコントロールは、たえず更新されるブラックリストとそ

れを補完する意味解析エンジン（moteur d'analyse sémantique）によって機能する。

意味解析エンジンとは、未成年者にとってセンシティブなキーワード（単語、単

語グループ、表現）を標定し、それらを含むウェブページの表示を禁止すること

によって自動的にアクセスをブロックする。 

                                                           
 
398 Aude Fredouelle (Journal du Net), “Parts de marché des opérateurs mobile en France,” June 3, 2013.： 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/parts-de-marche-du-mobile-en-france.shtml 
399 Orange, “Sécuriser le mobile de vos enfants avec le contrôle parental mobile.”： 

http://assistance.orange.fr/securiser-le-mobile-de-vos-enfants-avec-le-controle-parental-mobile-1788.php 
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SFR 

SFR が無償で提供しているペアレンタルコントロールサービスは、移動体通信

（GSM/EDGE/3G+）回線でアクセスできるセンシティブなコンテンツ（ポルノ、

出会い系など）を含むウェブサイトへのアクセスをブロックできる。子供の年齢

によってセンシティブなコンテンツが異なることから、２レベルのペアレンタル

コントロールを用意している。 

 

表 36 フランスの SFRの提供するペアレンタルコントロールサービス 

レベル 設定内容 

ふつう 

禁止サイトを除き、インターネットへのアクセスは制限され

ない。 

禁止サイト：出会い系、性的、暴力、アダルトサイト 

許可サイトのカテゴリー： 

チャット、インスタントメッセージ、ブログ、SNS、

電子メール（Gmail、Yahoo!など）、ビデオ共有サイ

ト、検索エンジン（Google、Bingなど）、マーケット

プレイス（Google Play、iTunes Storeなど）、児童向

けポータルサイト、TVサイト 

強度 

「年齢制限なし（tout public）」のコンテンツのみアクセスで

きる。 

禁止サイト： 

出会い系、性的、暴力、アダルトサイト、チャット、

インスタントメッセージ、ブログ、SNS、電子メール、

ビデオ共有サイト、検索エンジン、マーケットプレイ

ス 

出典：SFRのウェブサイト400をもとに作成。 

 

なお、モバイルペアレンタルコントロールは Wi-Fiネットワークでは機能しない。

また、Blackberryの機種では機能しない。 

 

（b）アプリケーションフィルタリング（アプリケーションにおける有害

情報の閲覧を制限する措置） 

e-Enfanceは、iPhone及び iPodに対応している市販のペアレンタルコントロールアプリ

ケーションの品質検査を実施しており、利便性・信頼性の高いソフトをウェブサイトで

紹介している。  

                                                           
 
400 SFR, “Contrôle parental mobile.”： http://www.sfr.fr/securite-sante/controle-parental/mobile/ 
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表 37 e-Enfanceによる iPhone・ iPod Touchに対応しているペアレンタルコントロールア

プリケーションの品質検査の結果（2010年３月 18日時点） 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ名 料金 
年齢別 
ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ 

ｶﾃｺﾞﾘｰ別

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ 
時間帯 
制限 

閲覧 
履歴 

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ 
品質 
（20点 
満点） 

ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝ

ｸﾞ品質 
（5点 
満点） 

コメント 

mobicip 
Premium 

年額 
8.99 
ﾕｰﾛ 

○ ○ × ○ 18 5 
管理用ﾍﾟｰｼﾞが便

利。 

iNet 
SafetyBubble 

15.99 
ﾕｰﾛ 

× ○ × ○ 12 5 

有効だが画像をﾌﾞﾛ

ｯｸしない。 
Google ｾｰﾌｻｰﾁを
ｵﾝにする必要があ

る。 

mobicip 
3.99 
ﾕｰﾛ 

○ × × × 18 5 

快適で使いやす

い。 
小学生・中学生・高

校生別のﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ

が可能。 

iWonder Surf 
Pro 

無料 × × × × 5 2 

複雑。 iWonder Surf 
Pro+ 
年間契約 

年額 
21.99 
ﾕｰﾛ 

× × × ○ 5 2 

SmartWeb 
mobile 

2.39 
ﾕｰﾛ 

○ × ○ ○ 1 1 

有効でない。 
５歳以上、12歳以
上はすべてﾌﾞﾛｯｸ

するため、利用不

可。 
15歳以上は性的の
みﾌﾞﾛｯｸ。 

bsecure 無料 × × × × 5 3 

ﾎﾟﾙﾉのみﾌﾞﾛｯｸ。 
ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定では、

Google画像検索は
制限される。 

B.O.B 
5.49 
ﾕｰﾛ 

× × × ○ － 3 
12歳未満のみ便
利。 
許可URLのみ接続
可能。 

B.O.B Junior 
1.59 
ﾕｰﾛ 

× × × ○ － 3 

B.O.B Lite 無料 × × × ○ － 3 

weblinks 
2.39 
ﾕｰﾛ 

× × × × － 4 
許可ﾘｽﾄの作成が

必要。 

webipot lite 無料 × × × × － 2 12歳未満に限定。 
広告、検索ｴﾝｼﾞﾝ、

SNS をﾌﾞﾛｯｸク。 webipot 
0.79 
ﾕｰﾛ 

× × × ◯ － 2 

注：ソフトの使用言語はすべて英語。 
出典：e-Enfanceの比較表401をもとに作成。  

                                                           
 
401 e-Enfance, “Contrôle parental sur iPhone et iPod Touch / 18 mars 2010.”： 

http://www.e-enfance.org/protection-enfance/cp_iphone.pdf 
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（エ）新たなインターネット接続方法に対するフィルタリング状況 

a 無線 LAN 

2013年に、調査会社の Olfeo社が、公衆無線 LANを利用した際の、①利用者の接続情

報の認証及び保存、②接続条件及び個人情報処理に関する利用者への情報提供、③青少

年保護を目的とする違法コンテンツのフィルタリング状況等の実態調査を実施した。調

査の対象となった公共の場は、行政機関、交通機関（空港、駅、地下鉄など）、美術館・

博物館、ショッピングセンター、公共空間（公園、広場、庭園など）、イベント会場（会

議）、観光地（ホテル、休暇宿泊所など）、図書館・マルチメディアライブラリー、飲食

店（バー、喫茶店、レストランなど）である。 

Olfeo は上述の公共の場で、違法コンテンツのフィルタリング状況を確認するために、

種類別にそれぞれ 10のウェブサイトで違法コンテンツの接続がブロックされるかどうか

をテストした。結果として、公衆無線 LAN提供者の平均 48％が青少年に有害とされるポ

ルノコンテンツをブロックするが、児童ポルノサイトのブロック率は９％であることが

分かった。最も多くブロッキングがかかったコンテンツは、①ポルノコンテンツ、②薬

物の促販、③身体的・精神的侵害であった（図 98参照）。 

 

 

図 98 フランスの公衆無線 LAN利用時のコンテンツ別ブロッキング状況（2013年） 

 
出典：Olfeoの調査報告書402をもとに作成。  

                                                           
 
402 OLFEO, “Etude Olfeo 2013 – Accès Wifi visiteurs,” September, 2013.： 

http://www.olfeo.com/sites/olfeo/files/pdf/etude-olfeo-2013-acces-wifi-visiteurs.pdf 
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また、公衆無線 LAN提供者のフィルタリングシステムを設定した場合には、ポルノサ

イトの 75％がブロックされるが、25％は不明ウェブサイトとして接続できた。このため、

ブラックリストを使用したフィルタリングが完全ではなく、児童ポルノや著作権侵害に

関してはブラックリストが機能しないことが明らかとなった（図 99 参照）。さらに、公

衆無線 LAN提供者の８％はフィルタリングの品質が低く、フィルタリング効果が低いこ

とが確認された。 

 

図 99 フランスにおける公衆無線 LAN利用時のフィルタリングシステム設定下の 

コンテンツ別ブロッキング状況（2013年） 

 
出典：Olfeoの調査報告書403をもとに作成。 

 

利用場所別では、行政機関、美術館、飲食店（バー、喫茶、レストラン）のフィルタ

リング機能は高い一方、公共空間（公園、広場、庭園など）やイベント会場（会議）で

はほとんど機能していなかった（図 100参照）。  

                                                           
 
403 同上。 
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図 100 フランスにおける公衆無線 LAN利用時の利用場所別ブロッキング状況（2013年） 

 
出典：Olfeoの調査報告書404をもとに作成。 

 

また、公衆無線 LAN提供者の 97％は、公衆無線 LANに接続する際に利用者の年齢確

認を実施していない405。したがって、公衆無線 LAN利用時の未成年者保護に対する認識

は低いといえる。 

 

イ ブロッキング 

2000年に「視聴覚法」を改正する「2000年８月１日法律第 2000-719号（Loi n°2000-719 

du 1er août 2000 modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication）」によって追加された第 43-7条において、「私信以外のオンライン通信サ

ービスへのアクセスを提供する個人又は法人（プロバイダ）は、アクセスを制限又は選

択できる技術的手段を通知し、少なくとも一つは提案しなければならない」と規定され

た。 

また、同様に追加された第 43-8条において、「信号、文書、画像及びあらゆる性質のメ

ッセージを公衆に提供するために、直接かつ永続的に有償又は無償で保管する個人又は

法人（つまり、ホスティングサービス事業者）は、司法当局より命令を受けたにもかか

わらず、画像や音声などの問題となるコンテンツへのアクセスを防止するために速やか

に対処しなかった場合にかぎり、刑事・民事責任を負うものとする」と規定され、ホス

ティングサービス事業者の刑事・民事責任が制限された。 

 

2004年に制定された「デジタル経済（信頼）法」第６条２において、「ホスティングサ

ービス事業者が画像や音声等の違法性を知らなかった場合、又は違法性に気づいて速や

かにそのデータを除去、又はアクセスを不可能にした場合、民事・刑事責任は問われな
                                                           
 
404 同上。 
405 同上。 
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いもとのとする」と規定し、プロバイダに通報措置を講じるように義務付けた。なお、

同法は、EUの「域内市場における情報社会サービスの法的側面、特に電子商取引の法的

側面に関する 2000年６月８日欧州議会及び理事会指令 2000/31/EC（Directive 2000/31/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 

intérieur406、通称「電子商取引指令」）及び「2002 年電子通信プライバシー指令」を国内

法化したものである。 

 

2011年には、「国内安全の成果のための方針及び計画の2011年 3月14日法律第2011-267

号（LOPPSI）」第４条によって「デジタル経済（信頼）法」第６条が改正され、外国にホ

スティングされている児童ポルノ対策として、プロバイダに対し児童ポルノサイトのブ

ロッキングを義務付けた。ブロッキングは国家警察の「情報技術通信に関する犯罪対策

中央局（Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la 

communication：OCLCTIC）」からのブラックリストにもとづいて行われる。施行令につ

いては、別途規定されることになっている。 

また、同改正により、外国のホスティングサーバーを含め、ISPを通じて、児童ポルノ

サイトをブロッキングできることが規定された。 

 

「LOPPSI」第４条は、児童ポルノの性質を有する未成年者の画像及び描写からインタ

ーネット利用者を保護するための措置を導入するものである。ISP に対して、内務省

（Ministère de l'Intérieur）によって指定される違法コンテンツを含むウェブサイトへのア

クセスを遅滞なく防止することを義務付けている。 

具体的な適用条件（ブロッキングの技術的条件及び追加費用補償など）については、

デクレによって規定されることが同法同条に定められているが、2013年 12月現在もまだ

施行に至っていない。 

 

内務省は、経済・財務省（Ministère de l'Économie et des Finances）及び生産再建省（Ministère 

du Redressement productif）・中小企業・イノベーション・デジタル経済担当と緊密な提携

を図り、児童ポルノ画像からインターネット利用者を保護するための技術的・金銭的条

件について、2011年後半に関係者（AFA、FAI協会、Orange、SFR、Free）との協議を開

始した。国会の法案審議の際には、違法コンテンツの閲覧防止のために効率的な対策を

講じる必要性に対して異議はないとしながらも、市民のインターネット活動の自由を擁

護する観点から懸念が表明された。 

 
                                                           
 
406 European Union, “EUR-Lex – 32000L0031.”： 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:fr:HTML 
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「LOPPSI」第４条に関する 2011年３月 10日憲法評議会決議では、児童ポルノ画像が

配信された場合には、インターネット利用者を保護するという目的で、当該のオンライ

ン公衆通信サービスへのアクセスを制限する権力を行政当局にのみ与えるが、行政当局

の決定に対して関係者は司法当局に提訴することができるという条項が加えられた。こ

の条件によって、1789年の「人間と市民の権利の宣言（la Déclaration des droits de l'homme 

et du citoyen de 1789）」第 11条の「伝達の自由の保護と公の秩序の保護」という、憲法的

価値を有する目的との間に不均衡は認められないと判断された407。なぜならば、フラン

スでは司法当局のみが自由を制限する措置を命じることができるためである。 

 

AFA は、「LOPPSI」第４条によって児童ポルノサイトのブロッキングの義務が課せら

れたことに対して、「ISP が違法ウェブサイトをブロッキングするよりも、ホスティング

サービス事業者が違法ウェブサイトを削除することが最も有効である」と指摘している。

「コンテンツがブロッキングされても、インターネット上にコンテンツは存在し、一時

的にアクセスが不可能になるにすぎず、ブロックされたコンテンツの著作者は、別のド

メイン名又は別の URLでウェブサイトをホスティングすることができる。さらに、イン

ターネット利用者は、“anonymiseur408”を介して匿名でウェブサイトへのアクセスを要求

して制限対象でない DNS（ドメインネーム）を使用することができるほか、インターネ

ットのパラメーター設定を変更することによって、国外の ISPの DNSを使用することも

可能である。また、P2P409ネットワークでは、ブロッキングによって児童ポルノコンテン

ツの配信を妨げることはできない。」という見解を示している410。 

 

「“PHAROS（通報調整・分析・検証・方針プラットフォーム）”と称するシステムの創

設に関する 2009年６月 16日アレテ（Délibération n°2013-223 du 18 juillet 2013 portant avis 

sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé 

“PHAROS” (plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des 

signalements)411）」を修正するアレテ案に関する答申をめぐって行われた、2013年７月 18

                                                           
 
407 Sénat, “Décret d'application de l'article 4 de la loi LOPPSI 2.”： 

http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120801413.html 
408 anonymiseur は、訪問しようとしているページとユーザーの間に入って、インターネットプロバイ
ダのユーザーを匿名化することによって、プライバシーに関する問題が漏れないようにするサービスで

ある。ユーザーが anonymiseur.comに URLを入力すると、anonymiseur.comがユーザーの代わりにサイト
に接続してページを表示する仕組みである。 

409 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を指
す。 

410 AFA, “LOPPSI 2 et blocage de la pédo-pornographie : une solution d’ultime recours pour l’AFA,” March 3, 
2013.： http://www.afa-france.com/p_loppsi2_afa.html 

411 アレテ（arrêté）とは、１人又は複数の大臣（大臣アレテ、共同大臣アレテ）、若しくは他の行政庁
（県知事アレテ、市町村長アレテなど）が発する一般的又は個別な効力範囲をもつ執行的決定をいう。 
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日審議412の内容は以下のとおりである。 

 

 「「LOPPSI」第４条によって改正された「デジタル経済（信頼）法」第６

条 I-7 において、インターネットサービスプロバイダに対して児童ポルノ

サイトへのアクセスを遅滞なく防止する義務が課せられた。OCLCTIC が

PHAROSシステムより受信した通報情報にもとづき、ブロッキングの電子

アドレス（ブラックリスト）を作成し、ISP に通知することでブロッキン

グが実施されるが、具体的なブロッキングの条件及びブロッキングによっ

て発生する追加費用の補償条件などを定める適用デクレがいまだに公布さ

れていない。「デジタル経済（信頼）法」第６条 I-7の規定では、児童ポル

ノに関しては ISP のみが OCLCTIC のブラックリストの受取人となってお

り、ホスティングサービス事業者はその対象ではない。しかし、ホスティ

ングサービス事業者は第６条 I-3 の規定により、違法コンテンツを知らさ

れた場合にコンテンツを削除することが義務付けられていることから、

PHAROSデータの受取人の資格がある。 

法案審議委員会は、ホスティングサービス事業者と ISPに通知する情報

を法令において区別することを内務省に提案するが、内務省では通知され

る情報の性質及び受取人について明確にする必要はないとの見解を示す。 

また、インターネット詐欺において無料電子メッセンジャーサービスが

利用されることから、電子アドレスに関する情報は「郵便電子通信法典」

第 L32 条 15 に規定される電子通信事業者413に対しても通知する必要性が

明らかとなっている。したがって、PHAROSデータの受取人として電子通

信事業者を規定するようにアレテ改正法案が審議中である。」 

 

ウ 行政的措置 

2004年に制定された「デジタル経済（信頼）法」は、EUの「電子商取引指令」を国内

法化したものである。電子通信は自由であるが、この自由の行使は人間の尊厳を遵守す

るために必要な範囲に制限されることを規定している。 

同法第６条 Iの規定では、ISP及びホスティングサービス事業者に対して、伝送又は保

存するコンテンツを監視すべき、また、違法行為を示す事実や状況を追及すべき一般的

                                                           
 
412 “Délibération n° 2013-223 du 18 juillet 2013 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 juin 

2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de 
recoupement et d'orientation des signalements) (demande d'avis n° 13012064) | Legifrance.”： 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=358B1748763A4F738BD1CCC16844A3D4.tpdjo05v_3?
cidTexte=JORFTEXT000028054770&dateTexte=20131011 

413 「郵便電子通信法典（Code des postes et des communications électroniques）」第 L32条 15において、
事業者（opérateur）とは、公衆向け電子通信ネットワークを運用する、若しくは電子通信サービスを公
衆に提供する自然人又は法人を指すと規定されている。 
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な義務を課さない。しかし、同条において、ISP及びホスティングサービス事業者は、「出

版の自由に関する 1881年７月 29日法律」第 24条、「刑法典」第 227-23条及び第 227-24

条に該当する違反行為を防止するための対策に協力することが義務付けられている。し

たがって、インターネット利用者が違法行為を簡単に通報できるシステムを設置し、通

報された違法行為を所轄当局に速やかに通知しなければならない。 

「刑法典」第 227-23 条に該当する未成年者の画像又は描写の配信を防止する必要性が

生じた場合には、行政当局が、違反対象となる公衆オンライン通信サービスの電子アド

レスを ISP及びホストサービス事業者に通知し、通知を受けたら遅延なくアクセスを防止

することが義務付けられている。 

また、インターネット利用者は、違法コンテンツを削除するために、裁判所に提訴す

ることができる。 

 

【ISP及びホスティング事業者に関する規定（第６条 I）】 

 違反・有害コンテンツの頒布を防止するための対策に協力する。 

 インターネット利用者が違反・有害コンテンツを通報できる仕組みの設定を

行う。 

 違反・有害コンテンツを所轄当局へ迅速に通知する。 

 インターネット上の違法活動に対する防止策の広報活動を行う。 

 通報システムを設置することによって違法なオンラインギャンブルを防止す

るための対策に協力する。 

 

【ISPに関する規定】 

 ペアレンタルコントロールシステムについて契約者に通知し、その利用を提

案する（第６条 I-1）。 

 行政当局から児童ポルノサイトの電子アドレスの通知を受けたとき、遅延な

くそれへのアクセスを防止する（第６条 I-7）。 

 

【ホスティングサービス事業者に関する規定】 

 サービスの受取人の要請によって保存された情報の違法性を知った場合には、

迅速にその情報を削除又はアクセスを不可能にする（「デジタル経済（信頼）

法」第６条 1-2、1-3）。 

 

ホスティング事業者は通報によって、コンテンツの明らかな違法性及び正確な位置情

報を知った時点で、コンテンツを速やかに削除しなければならない。 

 

コンテンツに関わる係争に関しては、原則、「郵便電子通信法典」第 L32-3-3 条の規定
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により、電子通信ネットワーク上でコンテンツを伝送する者（ホスティングサービス業

者）又は電子通信ネットワークへのアクセスを提供する者（インターネットサービスプ

ロバイダ）は、コンテンツを自ら発信しないこと、コンテンツの受信者を選択しないこ

と、コンテンツを選択又は変更しないことを条件に、伝送されたコンテンツに対して民

事責任又は刑事責任を問われない。 

さらに、2004年制定の「デジタル経済（信頼）法」第６条 I-7の規定により、ホスティ

ングサービス事業者及び ISPは、伝送又は保存する情報を監視したり、違法行為を示す事

実や状況を追及したりすることを義務付けられていない。しかし、違反行為を防止する

ための対策に協力することが義務付けられる。ただし、同法第６条 I-8により、司法当局

は、急速審理又は申請にもとづいて、公衆オンライン通信サービスのコンテンツによっ

て引き起こされる損害を予防したり停止したりするために適したあらゆる措置をホステ

ィングサービス事業者又は ISPに命じることができる。 

 

エ その他法的措置、罰則 

 

不正オンライン宝くじ・カジノ・ギャンブルサイトのブロッキング 

不正なオンラインギャンブルは、「オンラインカジノ・ギャンブル部門の自由競

争化及び調整に関する 2010年５月 12日法律第 2010-476号」第 61条及びその適用

規定を定めた「無許可のオンライン宝くじ・カジノ・ギャンブルを提供する活動

へのアクセス停止の条件に関する 2011年 12月 30日デクレ第 2011-2122号」によ

って規制されている。 

パリ大審裁判所（tribunal de grande instance de Paris）裁判長によって下される「無

許可のオンラインカジノ・ギャンブルを提供するウェブサイトへのアクセスの停

止命令」に従って、ISP及びホスティングサービス事業者は、DNSによるブロッキ

ングを実施しなければならない。DNSブロッキングによって発生する追加費用（ブ

ロッキング義務の遂行に必要な追加的な DNSサーバの取得など）については、オ

ンライン規制局（Autorité de régulation des jeux en ligne：ARJEL）に費用の詳細を示

す書類を提出すると、産業・エネルギー・技術審議会（Conseil général de l'industrie, 

de l'énergie et des technologies：CGIET）の書類審査の結果を受けて、ARJELが正当

と認められた追加費用に相当する補償を支払うことになっている。 

 

知的所有権を侵害するウェブサイトのブロッキング 

「知的財産法典」第 L336-2条によって規制されている。 

大審裁判所は、オンラインによる公衆通信サービスのコンテンツによってもた

らされる著作権又は著作隣接権の侵害に対して、急速審理の形式で、保護される

著作物の権利所有者の要請にもとづき、著作権又は著作隣接権の侵害を防止した

り停止したりするために適したあらゆる措置を命じることができる。 
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消費者保護にもとづくブロッキング 

2014 年３月現在、国会審議中の消費に関する法案（projet de relatif à la 

consommation）第 25条では、司法当局に対して、急速審理、若しくはホスティン

グサービス事業者又は ISPに対する申請により、公衆オンライン通信サービスコン

テンツによってもたらされる損害を防止したり停止したりするために適した措置

を命じるように要求することができる。 

また、同法案は、消費者保護に関わる命令を遵守しない場合には、フランス競

争・消費・不正抑止総局（Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et 

de la Répression des Fraudes：DGCCRF）が行政罰を下すことができるように所掌権

限を強化している。公衆オンライン通信サービスのコンテンツによって生じる損

害を防止したり停止したりするために適したあらゆる措置を命じることを目的に、

急速審理の形式も含めて、裁判所に提訴する権利を認めることによって、電子商

取引分野における権限を強化する狙いもある。 

 

売買春あっせんサイトのブロッキング（案） 

2013 年 11 月に国民議会で審議された「買春システム防止策を強化する法律案

（Projet de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnnel）」では、ISPに対し

て、外国にホスティングされた売買春あっせんサイトをブロッキングする義務を

課すことを規定する条項が含まれていた414。 

この条項に対して、政府のデジタル部門における諮問機関である「国家デジタ

ル審議会（Conseil National du Numérique：CNN）」は、表現及び通信の基本的権利

に反していること、司法当局が介入せずに行政当局が講じる電子アドレスのフィ

ルタリング措置は反生産的（contre-productif）であることを理由として、同条項に

対して否定的な見解を表明した。これを受けて、最終的には同条項は法案から削

除された。したがって、現状では当該サイトに対するブロッキングは実施されて

いない。  

                                                           
 
414 Assemblée nationale, “Texte adopté n° 252 – Proposition de loi renforçant la lutte contre le système 

prostitutionnel”： http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0252.asp 
清田雄治「フランスにおける個人情報保護法制と第三者機関：CNIL による治安・警察ファイルに対す
る統制」： http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-23/kiyota.pdf 
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（３）関連民間団体に対する支援 

ア 立法促進の諮問機関 

 

インターネット利用代表部（Délégation aux usages d'internet：DUI） 

新技術担当省415の管轄下において、インターネット関連事業者の支援、国民へ

のインターネット技術の普及、公的組織のインターネット展開の促進を目的に、

「2003年 12月８日デクレ第 2003-1168号」によって設立された。主な任務は同デ

クレ第２条に規定され、以下のとおりである。 

 

 インターネット・マルチメディア等の普及に係る中央行政機関や公共機

関による施策の調和を図る。 

 インターネット・マルチメディア等の普及を促進することを目的とする

中央行政機関や国の地方出先機関、地方公共団体、民間団体からの諮問

に答える。 

 既存のアクセスポイントを調査し、そのロケーション情報などを提供す

る。 

 オンラインサービスを充実させ、インターネット・マルチメディア等の

利用に関する情報を提供し、公的及び民間の関係者の円滑な情報交換を

促進する。 

 

また、EUの“Safer Internet Programme”のフランス拠点として、“Internet Sans 

Crainte”を支援し、インターネット利用における青少年保護を目的とする啓発活動

を促進している。 

 

権利擁護機関（Défenseur des droits； http://www.defenseurdesdroits.fr/） 

2008年７月 23日のフランス憲法改正（Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 

2008 de modernisation des institutions de la Ve République portant création d'un 

Défenseur des droits dans l'article 71-1 de la Constitution）でその設置が憲法に明記され、

その後、「権利擁護機関に関する 2011 年３月 29 日組織法律第 2011-333 号（Loi 

organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits）」及び「2011年

３月 29日法第 2011-334号（Loi n°2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des 

droits）」によって設立された独立機関である。設置に伴い、従来の共和国あっせん

官（Médiateur de la République）、高等差別禁止平等対策機関（Haute Autorité de Lutte 

contre les Discriminations et pour l'Egalité：HALDE）、安全保障関連職業倫理国家委員
                                                           
 
415 現政府では高等教育・研究省（Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche） 及び 生産再
建省の管轄下に置かれている。 
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会（Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité：CNDS）、子供擁護機関

（Défenseur des enfants）が廃止され、権利擁護機関がその機能を引き継いだ。 

 

権利擁護機関の主な任務は、①行政機関との関係における個人の権利と自由の

擁護、②人種差別対策及び平等の促進、③安全保障関連業務に従事する者の倫理

遵守の監視、④子供の権利の擁護である。 

 

子供の権利の擁護416については、各地に計 450 人の擁護官を配置し、子供の権

利に関する情報提供や助言、苦情受付などを行っている。また、年に一回、子供

の権利に関する報告書を共和国大統領、国民議会議長、元老院議長に提出し、改

善点などの提案を行っている。インターネット利用における青少年保護について

は、2012年に報告書『子供とディスプレイ：デジタル世界で育つこと』を発表し、

「ビデオゲームで流されるショッキングな広告から子供を保護するための法整備」

「オンラインギャンブルゲームサイトに 18歳未満の参加禁止を伝える広告導入の

義務化」「警察官及び憲兵隊を対象とする、未成年者が加害者又は被害者となるサ

イバー犯罪に関連する研修の強化」「インターネット利用における青少年保護を目

的に官民一体となって一貫した施策を実施するために関係機関・団体をとりまと

める組織の設置」などを提案している。 

 

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

2004 年にインターネットに関する係争を解決する非営利団体として設立され、

法律家、国会議員、利用者代表、インターネットプロバイダをメンバーにインタ

ーネット関連法における諮問機関の役割を担っていた。財源の 80%を政府からの

交付金が占めていたが、2011 年度の予算で政府からの交付金が打ち切られたこと

を受けて 2010年 12月 31日に解散することになった417。  

                                                           
 
416 Le Défenseur des Droits, “La Défense des droits de l'enfant.”： 

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant 
417 Arnaud Devillard (01net) “Le Forum des droits sur l’Internet se dissout (MAJ),” December 7, 2010.： 

http://www.01net.com/editorial/523506/le-forum-des-droits-sur-l-internet-se-dissout-(maj)/ 
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イ 事業者団体 

 

インターネットアクセスサービスプロバイダ協会（Association des Fournisseurs d'Accès 

et de Services Internet：AFA）  

1997年に ISPを構成員として設立された非営利団体である。2004年に産業担当

大臣と「悪質なコンテンツ対策憲章」に署名し、2005 年には家族担当大臣と「ペ

アレンタルコントロールソフトの無償提供を規定する合意書」に署名するなど、

政府並びにその他関係団体と協力し、インターネット及び通信ネットワーク分野

における公益問題に取り組んでいる。また、1998 年に児童ポルノや人種差別コン

テンツを通報するツール“Point de Contact”を設置し、国家警察の刑事司法警察局

（DCPJ）情報技術通信に関する犯罪対策中央局（OCLCTIC）及び国際組織 INHOPE

へ情報提供を行っている。 

 

ウ メディア・教育団体 

 

e-Enfance 

2005 年に設立された非営利団体であり、政府より公益団体に認定され、国民教

育省と提携して学校施設で児童・生徒や教育関係者にインターネット利用におけ

る青少年保護のための啓発活動を実施している。 

2011年、国民教育省と e-Enfanceは「ソーシャルネットワークを通じたネットい

じめ対策に関する協約（Convention cadre visant à prévenir et à traiter le harcèlement à 

l'école accompli à travers l'usage des réseaux sociaux）」を締結した。この協約において、

e-Enfanceは国民教育省より交付金の支給を受けて、ホットライン“Net Ecoute 0800 

200 000”を設置し、ネットいじめの被害者、家族、教育関係者のそれぞれに適応

した心理面や法律面でサポートすることが規定された。 

 

PédaGoJeux（http://www.pedagojeux.fr/） 

2008 年 12月に以下の計 10の組織によって設置されたウェブサイトであり、親

や教育関係者を対象にビデオゲームに関する広範な情報を提供している。 

 

 家族担当省 

 インターネット利用代表部（DUI） 

 “Internet Sans Crainte” 

 インターネット権利フォーラム（FDI） 

 全国家族協会連合（Union Nationale des Associations Familiales：UNAF） 

 “Action Innocence” 
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 娯楽ソフト出版組合（Syndicat des éditeurs de logiciels des loisirs：SELL） 

 マイクロソフト 

 青少年向け出版社が運営するポータルサイト“Vos questions de parents” 

 ゲーム情報サイト“JeuxOnLine” 

 

2012年 12月 13日には、家族担当大臣（Secretariat d'Etat chargé de la Famille）と、

ビデオゲーム販売事業者５社、娯楽ソフト出版組合（SELL）、全国家族協会連合

（UNAF）との間で憲章418が締結され、「ビデオゲーム販売員の研修を強化する」、

「コンテンツの対象年齢を示すレイティングシステム PEGIの普及と遵守を促進す

る」、「ビデオゲームパッケージにコンテンツの対象年齢を明記する」などが規定

された。 

 

 

（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 

 

ア ホスティングサービス事業者 

インターネット上の違法・有害情報に対するホスティングサービス事業者の民事責任

は、EU の「電子商取引指令」第 14 条により制限される。サービスの受取人より提供さ

れた情報の保存から成るサービスにおいて、ホスティングサービス事業者は、①損害賠

償の請求に関する非合法な行為又は情報を実際に知らないこと、及び非合法な行為又は

情報が明白である事実又は状況に気づいていないこと、②そのようなことを知り且つ気

づいた際にその情報を除去するか又はそれへのアクセスを不可能にするために迅速に行

動することを条件に、サービスの受取人の要請により保存した情報に対しての責任を有

しないことが規定される。 

 

これを受けて、フランス国内法においても表 38のようにホスティングサービス事業者

の責任が制限されている。  

                                                           
 
418 PédaGoJeux, “Charte PédaGoJeux.”： http://www.pedagojeux.fr/charte-pedagojeux/charte-pedagojeux 
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表 38 フランスにおいてホスティングサービス事業者の責任を制限する法律 

適用条文 内容 

「デジタル経済（信頼）法」

第６条（I-2、I-3、I-7） 

ホスティングサービス事業者、つまり公衆オンライン通信サー

ビスによって公衆に提供するために、サービスの受取人によっ

て提供されるあらゆる性質の信号、文書、画像、音声又はメッ

セージの保存を無償で行う個人又は法人は、違法的性質及びそ

の性質が表す事実又は行為を実際に知らなかった場合、また、

その旨を知ったときに迅速にその情報を除去するか又はそれへ

のアクセスを不可能にした場合、これらサービスの受取人の要

請によって保存された活動又は情報を理由に課せられる民事責

任、若しくは刑事責任を有さない。 

「デジタル経済（信頼）法」

第６条（I-7） 

ホスティングサービス事業者は、伝送又は保存する情報の違法

性について監視したり、違法行為を示す事実や状況を追及した

りする義務は課されない。ただし、人道に反する犯罪の擁護、

人種憎悪への扇動、児童ポルノ、暴力の扇動、人間の尊厳の侵

害を排除するという全体利益から、違法行為を防止するための

対策に協力する義務がある。 

 

ホスティングサービス事業者は、上述の「デジタル経済（信頼）法」第６条の規定を

受けて、通報又は保存するコンテンツの違法的性質についての通知を受けた場合、当局

に違法コンテンツを伝送し、迅速にそのコンテンツをオフラインにする義務が課せられ

ているが（判例では同日中）、当該違法コンテンツを消滅又は破棄する行為は当局捜査官

の真実究明の妨害とみなされ、「刑法典」第434-4条にもとづき３年の禁固刑又は４万 5,000

ユーロの罰金が科せられる。 

 

 

イ ISP 

ISPの責任は EUの「電子商取引指令」第 12条によって制限されている。すなわち、ISP

は、①自ら発信を開始しないこと、②受信者を選択しないこと、③サービス提供者は、

含まれる情報を選択又は変更しないことを条件に、伝送された情報の内容に対して責任

を負わないとされる。 

 

フランス国内法においても、ISPの責任は制限される。「郵便電子通信法典」第 L32-3-3

条により、「電子通信ネットワーク上でコンテンツの伝送又は電子通信ネットワークへの

アクセス提供の活動を行う者はすべて、それが問題となる伝送の要求元である場合、そ

れが伝送の受信者を選択する場合、若しくはそれが伝送の対象となるコンテンツを選択

又は変更する場合を除き、それらコンテンツを理由に民事責任又は刑事責任を問われな

い」と規定されている。 

 



第２部 調査の結果 
第２章 フランス 

198 

さらに、ISPは、「デジタル経済（信頼）法」第６条 I-7の規定により、伝送又は保存す

る情報を監視したり、違法行為を示す事実や状況を追及したりする義務は課されない。

ただし、同条項において、人道に反する犯罪の擁護、人種憎悪への扇動、児童ポルノ、

暴力の扇動、人間の尊厳の侵害を排除するという全体利益から、違法行為を防止するた

めの対策に協力することが義務付けられている。 

 

 

（５）学校で行われている青少年の携帯電話・スマートフォンの所持・利用の制限 

「環境のための国家的政策に関する2010年７月12日法律第2010-788号（Loi n°2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement）」によって改正された「教

育法典（Code de l’éducation）」第 L511-5条にもとづき、幼稚園・小学校・中学校において、

授業中に校則で定められた場所で児童・生徒が携帯電話を使用することは禁じられてい

る。校内の携帯電話の使用を制限又は禁止することが校則で明確に記されている場合、

規定が遵守されないときは罰や制裁の対象となりえる。 

高等学校での携帯電話の使用は校則によって定められる。使用の規則を守らない場合

の携帯電話の没収を規定する学校もある。 

 

 

（６）ネットいじめに対する取組 

「ネットいじめ（フランス語では cyber-harcèlement）」は、「情報通信技術を利用して反

復的に個人を傷つける行為」と定義される。現行のフランス法でネットいじめを違法行

為として処罰する規定はないが、ネットいじめの行為者は、以下に挙げる法律にもとづ

いて民事上又は刑事上の責任を追及される可能性がある419。 

 

 個人に対する侮辱や中傷に対しては、１万 2,000 ユーロの罰金が科せられる。

（「出版の自由に関する 1881年７月 29日法律」第 32条） 

 プライベートな場での個人の画像を固定・記録・転送することによるプライ

バシーの侵害に対しては、１年以下の禁固刑又は４万 5,000ユーロの罰金が科

せられる。（「刑法典」第 226-1条及び第 226-2条） 

 個人のアイデンティティの不当な取得は１年の禁固刑又は１万 5,000 ユーロ

の罰金が科せられる。（「刑法典」第 226-4-1条） 

 未成年者のポルノコンテンツの配信に対しては、５年以下の禁固刑又は７万

5,000ユーロの罰金が科せられる。（「刑法典」第 227-23条）  

                                                           
 
419  国民教育省「児童・生徒間のネットいじめ対策ガイド（Guide pratique pour lutter contre le 

cyber-harcèlement entre élèves）」： 
http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf 
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非営利団体 e-Enfanceは、学校施設を訪問して児童・生徒にインターネットの適切な利

用方法を指導し、ネットいじめ防止に取り組んでいる。また、EC及び国民教育省から支

援を得て、ホットライン“Net Ecoute 0800 200 000”を設置し、ネットいじめの被害者、

家族、教育関係者のそれぞれに適応した心理的、法律的サポートを提供している。さら

に、e-Enfance はソーシャルネットワークとパートナーシップを結び、ネットいじめを撲

滅するための啓発活動に取り組んでいる。 

 

（７）児童売春等の青少年を性的行為に誘引する行為に対する取組 

ア 児童売春等の性的行為への誘引 

2000 年 11月 15日にフランスは、国連で採択された「国際的な組織犯罪の防止に関す

る国際連合条約（国際組織犯罪防止条約）」及び「国際的な組織犯罪の防止に関する国際

連合条約を補足する、人（特に女性及び児童）の取引を防止し抑止及び処罰するための

議定書（人身取引議定書）」に署名した。これを受けて、「国内治安のための 2003年３月

18日法律第 2003-239号（Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieur）」の制定

により、「刑法典」に「人身取引」の規定を新たに設けて人身取引罪を制裁し、また「売

春あっせん」では既存の処罰を重くするために条文の改正が行われた。 

 

フランスでは「刑法典」により売春あっせんは処罰の対象となる。「刑法典」第 225-5

条において、売春あっせんとは「いかなる者によっても、いかなる方法によっても、他

人の売春を援助し、助長し、保護すること、他人の売春から利益を得て、又は常態的に

売春を行う者から買春によって得られた利益の分配金や援助金を受け取ること、売春を

目的として人を雇い、勧誘し、又はその者に対して売春を一時的に若しくは継続的に行

わせるために圧力をかけること」と定義されており、表 39に記載されているような処罰

が科せられる。 

 

表 39 フランスにおける売春あっせんに対する処罰 

刑法典条文 要件 法定刑 

第 225-5条 売春あっせん 
７年の禁固刑 
15万ユーロの罰金 

第 225-7条 
売春あっせんが未成年者に対して行われた場

合 
10年の禁固刑 
150万ユーロの罰金 

第 225-7-1条 
売春あっせんが 15 歳未満の青少年に行われた
場合 

15年の禁固刑 
300万ユーロの罰金 

第 225-8条 売春あっせんが組織化されて行われた場合 
20年の禁固刑 
300万ユーロの罰金 

第 225-9条 
売春あっせんで拷問や残虐的な行為が行われた

場合 
終身刑 
450万ユーロの罰金 
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フランスでは売春そのものは法律上禁止されていないが、売春あっせん及び売春から

の搾取は制裁の対象となり、特に未成年者を対象に行われた場合は処罰が重くなる。 

2014 年 3 月現在、フランスでは売春行為そのものを廃絶する動きがある。2013 年 12

月に、売春の取締りを強化するための「売春システム防止策を強化する法律案420」が国

民議会（下院）で可決された。法案が立法化されれば、売春客に対して 1,500ユーロ以上

の罰金が科せられることになる。立法化されるためには、元老院（上院）で可決された

うえでの大統領の署名が必要となる。 

 

「犯罪予防に関する 2007年３月５日法律第 2007-297号」第 35条により、「電子通信手

段を利用した未成年者に対する性的誘引」が犯罪とみなされ（「刑法典」第 227-22-1条が

新設）、この目的で未成年者に接触しようとする者に刑事罰を下すことができる（２年以

下の禁固刑又は３万ユーロの罰金）。さらに、性的誘引を行う者が未成年者と実際に会っ

た場合には、刑が重くなる（５年以下の禁固刑又は７万 5,000ユーロの罰金）。 

 

児童売春等の性的誘引行為の被害に遭った未成年者、その親又は保護者、及び被害者

保護を目的に設立後５年以上が経過した非営利団体は、①フランスで 18歳未満の売春者

と性的関係を持った又は持とうとした者、②フランスで未成年者の売春を促進する者、

③フランスで売春者を組織する売春仲介者、④フランスで場所や車の貸出・販売・提供

によって売春を組織することを促進する者を告訴することができる。さらに、フランス

国籍又はフランスを居住地とする者で、⑤海外で 15歳未満の売春者と性的関係を持つ者、

⑥付与された権限を濫用し、海外で 18歳未満の売春者と性的関係をもつ者、⑦海外で未

成年者の売春を促進する者、⑧海外で未成年者の売春を組織する者を告訴することがで

きる。したがって、海外で児童売春を促進する旅行会社や旅行手配会社の責任者は売春

あっせんとして告訴の対象となる。 

 

フランスでは、「刑法典」により、「報酬又は報酬の約束と引き換えに、一時的であっ

ても、売春に従事する未成年者と性的な性質の関係を要求・承諾・獲得する行為」は違

法であり、表 40に記載されているような処罰が科せられる。そのほかに、状況によって

は、公民権や親権の剥奪、民事没収、未成年者との同居・接触の禁止などの処罰が科せ

られる。  

                                                           
 
420 'Assemblee nationale, “Texte adopté n° 252 - Proposition de loi renforçant la lutte contre le système 

prostitutionnel,” December 4, 2013.： http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0252.asp 
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表 40 フランスにおける未成年者売春に対する処罰 

刑法典条文 要件 法定刑 

第 225-12-1条 未成年者と売春を行うこと。 
３年の禁固刑 
４万 5,000ユーロの
罰金 

第 225-12-2条 

常態的に複数の未成年者に対して売春を行うこ

と。 

５年の禁固刑 
７万 5,000ユーロの
罰金 

通信ネットワークを利用して不特定多数にメッセ

ージを送信することによって未成年者に接触して

売春を行うこと。 

付与された権限を濫用して未成年者と売春を行う

こと。 

15歳未満の未成年者と売春を行うこと。 
７年の禁固刑 
10万ユーロの罰金 

 

児童売春等の性的誘引行為及び性的虐待に対する取組として、通報の義務付けが挙げ

られる。 

フランスでは、「刑法典」第 434-1条により、「児童売春、児童ポルノ等の犯罪行為」及

び「未成年者に対する性的虐待又は性的攻撃」を知った者は誰でも行政当局又は司法当

局に通報しなければならない。通報を怠った者には３年の禁固刑と４万 5,000ユーロの罰

金が科せられる。また、15 歳未満の未成年者が被害者となる場合は、例外なく通報の義

務が課せられる。 

 

「犯罪予防に関する 2007 年３月５日法律」第 35 条により、インターネットを通じて

売春あっせんといった性的行為を誘引する犯罪行為の摘発・捜査のための「サイバー捜

査官（cyber-enquêteurs）」が設置された（「刑事訴訟法典」第 706-35-1 条及び第 706-47-3

条）。例えば、ロニィ・スゥ・ボワ（Rosny-sous-Bois）にある憲兵隊（Gendarmerie）の監

視ユニットは、インターネットに潜入してサイバー犯罪の特別捜査を行うことができる
421。 

 

フランスには、それぞれ管轄の異なる内務省の「国家警察（Police Nationale）」と国防

省（Ministère de la Défense）の「国家憲兵隊（Gendarmerie Nationale）」の２つの警察組織

が存在する。両者ともに、治安の維持・犯罪の取締り（行政警察活動）及び犯罪の摘発・

捜査、被疑者の逮捕（司法警察活動）を管轄している。  

                                                           
 
421 Ministère de la Justice, “Mineur contraint à la prostitution.”： 

http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/mineurs-victimes-11965/mineur-contraint-a-la-prostitution-20719.html 
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国家警察 

国家警察の内部組織で児童保護の分野に介入するのは、人身取引抑止中央局

（l'Office Central pour la Répression de la Traite des Etres Humains：OCRTEH422）、対人

暴力抑止中央局（Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes：

OCRVP423）、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 Communication424）である。 

 

憲兵隊 

憲兵隊の内部組織425としては、司法調査・文献資料技術部（Service Technique de 

Recherches Judiciaires et de Documentation：STRJD）サイバー犯罪部門（département 

cybercriminalité）があり、インターネットの違法情報の伝送に関する情報や個人を

侵害する情報を捜査することによってネットワークを監視する役目を担っている。 

 

 

イ 未成年者に対する性的攻撃 

フランスでは、性的攻撃（虐待）は、「刑法典」第 222-22条において「暴力、強制、脅

迫又は不意打ちをもって実行するすべての性的侵害」と定義され、強姦、その他性的攻

撃及び性的ハラスメントの３つの罪種に区分される。また、15 歳未満の児童に対する強

姦等については、刑の加重規定が設けられており、表 41のとおりである。  

                                                           
 
422 Police nationale, “L'office central pour la répression de la traite des êtres humains,” December 9, 2011.： 

http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-
la-criminalite-organisee/Office-central-pour-la-repression-de-la-traite-des-etres-humains 

423 Police nationale, “L’office central pour la répression de la grande délinquance financière,” Decmebr 13, 
2011.： 
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-
la-criminalite-organisee/Office-central-pour-la-repression-de-la-grande-delinquance-financiere 

424 Police nationale, “L’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l' information et de la 
communication,” December 13, 2011.： 
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-
la-criminalite-organisee/Office-central-de-lutte-contre-la-criminalite-liee-aux-technologies-de-l-information-et-de-
la-communication 

425 Gandarmerie Nationale, “Cybercriminalité.”： 
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Presentation/Police-Judiciaire/Cybercriminalite 
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表 41 フランスにおける強姦・性的攻撃に対する処罰 

刑法典条文 要件 法定刑 

第 222-24条 

以下の行為による強姦は刑が加重される。 
①身体の切除又は永久的な機能喪失をもたらし

た場合 
②15歳未満の未成年者に対する場合 
③年齢、病気、身体的・精神的な欠陥性等によ

り、特に保護されるべき弱者であることが明白

又はそのような状況を知った上で行った場合 
④尊属者又は被害者に対して権限を行使できる

立場にある者によってなされた場合 
⑤職業上の権限を付与された者がその権限を濫

用することによって行った場合 
⑥主犯又は共犯として複数の者によって行った

場合 
⑦武器の使用又は武器による威嚇によって行っ

た場合 
⑧不特定多数の公衆向けのメッセージを配信す

るために、電子通信ネットワークを利用すること

によって、被害者が行為の主犯と接触した場合 
⑨被害者の性的指向又は性的アイデンティティを

理由に行った場合 
⑩他の被害者に対する強姦が競合して行われた

場合 
⑪配偶者又は内縁関係者又は民事連帯協定を

結んだパートナーによって行われた場合 
⑫明白な酩酊状態又は麻薬の明白な影響を受け

て行動する者によってなされた場合 

20年の禁固刑 

第 222-28条 

以下の行為による性的攻撃は刑が加重される。 
①傷害又は医学的に器質機能不全をもたらした

場合 
②尊属者又は被害者に対して権限を行使できる

立場にある者によってなされた場合 
③職業上の権限を付与された者がその権限を濫

用することによって行った性的攻撃 
④武器の使用又は武器による威嚇によって行っ

た場合 
⑤主犯又は共犯として複数の者によって行った

場合 
⑥武器の使用又は武器による威嚇によって行っ

た場合 
⑦不特定多数の公衆向けのメッセージを配信す

るために、電子通信ネットワークを利用すること

によって、被害者が行為の主犯と接触した場合 
⑧配偶者又は内縁関係者又は民事連帯契約を

結んだ相手によって行われた場合 
⑨明白な酩酊状態又は麻薬の明白な影響を受け

て行動する者によってなされた場合 

７年の禁固刑 
10万ユーロの罰金 
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刑法典条文 要件 法定刑 

第 222-29条 
年齢、病気、身体的・精神的な欠陥性等により、

特に保護されるべき弱者であることが明白又はそ

のような状況を知った上で行った性的攻撃。 

７年の禁固刑 
10万ユーロの罰金 

第 222-29-1条 15歳未満の未成年者に対する性的攻撃。 
10年の禁固刑 
15万ユーロの罰金 

第 222-33条 

性的ハラスメント：他人にしつこく性的ないやがら

せをする行為.。 
２年の禁固刑 
３万ユーロの罰金 

①権限を行使できる立場にある者によってなされ

た場合 
②15歳未満の未成年者に対する場合 

３年の禁固刑 
４万 5,000ユーロの
罰金 

 

上述の処罰規定は、「刑法典」第 222-22条にもとづき、フランス国籍を有する者又はフ

ランス領土に定住している者が海外で行った場合にも適用される。また、「刑法典」第

222-31条により未遂も同じ法定刑によって処罰される。 

 

なお、未成年者に対する強姦件数の推移は、図 101のとおりである。 

 

図 101 フランスにおける未成年者に対する強姦件数の推移（2007～2012年） 

 
出典：国立高等安全司法研究所の年報426をもとに作成。  

                                                           
 
426 Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, “Bulletin pour l’année 2012 – Criminalité et 

délinquance enregistrées en 2012,” January 18, 2013, p.64.： 
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/bulletin_annuel_2012.pdf 
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「刑法典」により、特に未成年者に対して危険な状況を作り出すような、表 42に記載

されているような性的侵害行為に対して処罰が科せられる。 

 

表 42 フランスにおける性的侵害に対する処罰 

刑法典条文 要件 法定刑 

第 227-25条 
成人により、暴力、強制、脅迫、不意打ちのいず

れの手段も用いることなく、15 歳未満の未成年者
に対して行われた性的侵害行為。 

５年の禁固刑 
７万 5,000ユーロの
罰金 

第 227-26条 

第 227-25 条により規定される性的侵害の刑は、
以下の行為に対して刑が加重される。 
①尊属者又は被害者に対して権限を行使できる

立場にある者によってなされた場合 
②権限を付与された者がその権限を濫用すること

によって行った場合 
③主犯又は共犯として複数の者によって行った

場合 
④不特定多数の公衆向けのメッセージを配信す

るために、電子通信ネットワークを利用すること

によって、未成年者が行為の主犯と接触した場

合 
⑤明白な酩酊状態又は麻薬の明白な影響を受け

て行動する者によってなされた場合 

10年の禁固刑 
15万ユーロの罰金 

第 227-27条 

暴力、強制、脅迫、不意打ちのいずれの手段も用

いることなく、15 歳以上の未成年者に対する性的
侵害行為。 
①尊属者又は被害者に対して権限を行使できる

立場にある者によってなされた場合 
②権限を付与された者がその権限を濫用すること

によって行った場合 

３年の禁固刑 
４万 5,000ユーロの
罰金 

 

上述の処罰規定は、フランス国籍を有する者又はフランス領土に定住している者が海

外で行った場合にも適用される（「刑法典」第 227-27-1 条）。未遂に終わった場合でも、

同様の処罰が適用される。未成年者に対する性的侵害が親権を有する者によって行われ

た場合には、裁判所によって当親権のすべて又は一部を取り上げる判決が下される。被

害者の兄弟に対しても、親権を取り上げることがありうる。 

 

なお、未成年者に対する性的ハラスメント・その他性的攻撃件数の推移は、図 102 の

とおりである。  
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図 102 フランスにおける未成年者に対する性的ハラスメント・その他性的攻撃件数の

推移（2007～2012年） 

 
出典：国立高等安全司法研究所の年報427をもとに作成。 

 

 

SNATED（旧 Allô Enfance Maltraitée） 

「未成年者虐待防止及び児童保護に関する1989年７月 10日法律第89-487号（Loi 

n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitement à l'égard des 

mineurs et à la protection de l'enfance）」（以下、「1989年児童保護法」という。）によ

り、性的虐待を含む未成年者に対する虐待予防及び保護を目的とする無料の電話

相談サービス“Allô Enfance Maltraitée”が設置された。 

1997 年３月には電話番号が「119 番」となり、2003 年には緊急電話番号として

分類され、携帯電話網を含むすべての電話事業者から無料でかけられることにな

った。 

さらに、児童保護を改革する「犯罪防止に関する 2007年３月５日法律第 2007-293

号」によって任務が強化され、「危険な状態にある子供のための全国電話受付サー

ビス（Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger：SNATED）」に改

称された。同電話サービスは、国、県及び公法人から資金援助を受ける公益団体

（Groupement d'Intérêt public：GIP）が運営し、県社会福祉扶助機関や関連機関（病

院、医師、法律家、カウンセラーなど）に連動したネットワークシステムに発展

している。 

 
                                                           
 
427 同上、68頁。 
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ONED（http://oned.gouv.fr/）・ODED 

「児童受入れ及び保護に関する2004年１月２日法律第2004-1号（Loi n°2004-1 du 

2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance）」により、児童保護を目

的に国及び県の資金援助を受ける公益団体（GIP）として「危険な状態に置かれた

子供の全国監視センター（Observatoire national de l'enfance en danger：ONED）が設

立された。 

同センターは、危険な子供の実態把握、一貫した施策のための調整、予防・対

策の分析・評価などを主な任務としている。 

なお、「犯罪防止に関する 2007年３月５日法律第 2007-293号」によって、ONED

の任務が強化されるとともに、各県に「危険な状態に置かれた子供の県監視セン

ター（Observatoire départemental de l'enfance en danger：ODED）」が設立された。 

 

行政において、児童保護を管轄するのは県（département）である。 

1983 年の地方分権化の法律により、児童に関わる社会扶助及び社会事業を担当する児

童社会扶助機関（Aide sociale à l'enfance：ASE）を県に設置することが定められ、親権者

との合意にもとづいて児童を保護する直接的な活動を遂行する。他方で育成扶助等の方

法により司法を通じて児童の保護が図られる場合において、裁判所の児童司法保護機関

（Protection judiciaire de la jeunesse：PJJ）は、子供の施設入所、里親委託、子供及び家族

に対する助言・指導等を委託するが、多くの場合にその受け皿となるのが県の児童社会

扶助機関（ASE）である。なお、育成扶助とは、民法典（Code civil）第 375 条の規定に

より、「未成年者の健康、安全若しくは精神が危険な状態にある場合、又は教育の条件若

しくは身体、愛着、知的な及び社会的な発達が著しく損なわれている場合」に、裁判官

の命令により子供及びその家族に対して支援を行うものである。具体的には子供を家庭

から引き離して第三者（個人、施設、県の児童社会扶助機関等）に委ねる「託置」又は

「受け入れ措置」、子供を在宅させたまま専門家が助言・支援を行う「在宅援助」等の措

置がとられる。 

 

 

（８）児童ポルノに対する政策、規制及び取組 

ア EUの条約、決定及び指令 

2000年に、「インターネットにおける児童ポルノ対策に関する 2000年５月 29日欧州評

議会決定428」第１条において、児童ポルノ的素材の制作、処理、頒布、所持の対策を強

化するため、並びに、この分野の犯罪を効果的に摘発及び撲滅するために、加盟国はイ

ンターネット上で児童ポルノ素材の頒布が確認された場合、インターネット利用者が当

                                                           
 
428 “Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à lutte contre la pédopornographie sur l'Internet.”： 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0375:FR:HTML 
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局に直接又は間接的に通報できる仕組みを構築する必要があると規定された。 

 

2001年には、欧州評議会で「サイバー犯罪に関する条約429」が 11月 23日に採択され

た。同条約はコンピューター犯罪の一形態として、インターネット上の児童ポルノ犯罪

を取り扱っている。 

同条約の第９条（児童ポルノに関連する犯罪）によって、「締約国は、権限なしに故意

に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置を講

じる。①コンピュータシステムを通じて頒布するために児童ポルノを製造すること、②

コンピュータシステムを通じて児童ポルノの提供を申し出又はその利用を可能にするこ

と、③コンピュータシステムを通じて児童ポルノを頒布又は送信すること、④自己又は

他人のためにコンピュータシステムを通じて児童ポルノを取得すること、⑤コンピュー

タシステム又はコンピュータデータ記憶媒体の内部に児童ポルノを保有すること」と規

定された。 

また、同条において、「児童ポルノとは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。

①性的にあからさまな行為を行う未成年者、②性的にあからさまな行為を行う未成年者

であると外見上認められる者、③性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写

実的画像」とし、「未成年者とは 18 歳未満のすべての者であり、締約国はより低い年齢

の者を未成年者とすることができるが、16歳を下回ってはならない」と定義している。 

同条約第 22条には、裁判権についての規定があり、犯罪が締結国の自国領域内で行わ

れ、犯罪実行地の刑事法にもとづいて刑を科すことができる場合又は自国民によって行

われた場合には、自国の裁判権を設定する義務を負うとされる。さらに、第 24 条では、

容疑者が自国民であることを理由として引渡しを行わない場合には、自国が裁判権を設

定することが規定されている。 

 

2007年 10月 25日に、欧州評議会で「性的搾取及び性的虐待から子供を保護する条約430」

が採択された。 

同条約第 20 条（児童ポルノに関わる犯罪）では、「児童ポルノとは現実の若しくは疑

似のあからさまな性的活動に従事する子供を視覚的に描写したあらゆる資料又は子供の

性器を主として性的目的で描写したあらゆる表現」と定義され、「①児童ポルノを製造す

ること、②児童ポルノの提供を申し出又はその利用を可能にすること、③児童ポルノを

頒布又は送信すること、④自己又は他人のために児童ポルノを取得すること、⑤児童ポ

ルノを所持すること、⑥情報通信技術を通じて児童ポルノに故意にアクセスすること」

を犯罪としている。 

                                                           
 
429 “Convention sur la cybercriminalité.”： http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm 
430 “Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.”： 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/201.htm 
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同条約第 21 条では、「児童を募集して又は威迫してポルノ的パフォーマンスに参加さ

せること、当該目的で児童から利益を得ること、児童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こと」を犯罪と定めた。 

また、第 25条では、締約国に対して、犯罪が自国の領域内等で行われた場合や、犯罪

が自国民によって行われた場合に裁判権を設定することを義務付け、容疑者の国籍を理

由として引渡しを行わないときは、締約国は裁判権を設定するための措置をとることが

規定される。 

 

EUにおける児童の性的搾取及び児童ポルノ対策は、2004年に公布された「児童の性的

搾取及び児童ポルノ対策に関する 2003年 12月 22日理事会枠組決定 2004/68/JAI431」にも

とづいて実施されていた。 

しかし、児童の性的虐待やインターネットを介した児童ポルノの増加を受けて、2010

年３月に欧州委員会が対策を強化する指令案を提出した。欧州議会及び理事会は同指令

案を採択し、2011年 12月 17日に「児童の性的虐待及び性的搾取並びに児童ポルノの対

策に関する指令 2011/92/EU432（以下、「2011/92/EU 指令」という。）」として施行された。

各加盟国は 2013年 12月 18日までに国内法化することが義務付けられている。主な内容

は、以下のとおりである。 

 

【児童の性的虐待及び性的搾取並びに児童ポルノの対策に関する指令】 

第３条（性的虐待に関する犯罪）： 

性的同意年齢に達していない児童を性行為に立ち会わせたものには１年、性

的虐待に立ち会わせた者には２年、性行為に関与させた者には５年、児童の

信頼や権威を利用して性行為に関与させ、又は心身障害等を有する児童を対

象にした者には８年、これを強制した場合は 10年、児童を強制して第三者と

関与させた者には 10年の禁固刑を科す。 

第４条（性的搾取に関する犯罪）： 

性的同意年齢に達していない児童をポルノ実演に参加させた者には５年、こ

れを強制した場合は８年、児童の関与を知りながらポルノ実演に参加した者

は２年、児童を売春に関与させた者には８年、これを強制した者には 10 年、

自ら買春行為を行った者には５年の禁固刑を科す。 

 

                                                           
 
431 Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle 

des enfants et la pédopornographie： 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0068:FR:HTML 

432 Directive 2011/92/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre 
les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la 
décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil： 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:FR:PD 



第２部 調査の結果 
第２章 フランス 

210 

第５条（児童ポルノに関する犯罪）： 

児童ポルノを取得、所持し、又は情報通信技術を用いて閲覧した者には１年、

児童ポルノの配布や送信等を行った者には２年、これを製造した者には３年

の禁固刑を科す。 

第６条（性的誘引行為）： 

性的同意年齢に達していない児童と性行為を行い、又は児童ポルノを製造す

る目的で情報通信技術を用いて児童を誘引した者には１年の禁固刑を科す。 

第７条（教唆・参加・共謀・未遂）： 

教唆や未遂なども処罰の対象とする。 

第９条（処罰の加重）： 

心身障害等を有する弱者に対する犯罪、同居者又は複数の者による犯罪及び

組織的に行う犯罪については国内法によりさらに厳しい措置を講じる。 

第 25条（買春ツアー）： 

犯罪を誘発する広告及び児童買春ツアーの企画を禁止する。 

 

なお、同指令第２条では、「児童（enfant）」とは 18歳未満の者とし、また、「性的同意

年齢（majorité sexuelle）」とはその年齢未満においては性行為が禁止される年齢で、各国

の国内法によって定められる。例えば、フランスでは、「刑法典」第 227-25条にもとづき、

性的同意年齢は 15歳とされる。 

 

イ フランスにおける法的規制 

フランスでは、「犯罪予防に関する 2007年３月５日法律第 2007-297号」よって、児童

ポルノに関する規制が強化された。すなわち、児童ポルノの性質を有する画像及び描写

を所持すること、習慣的に閲覧すること、不特定多数の公衆向けに未成年者の画像又は

描写を頒布するために電子通信ネットワークを利用することも処罰の対象となった（「刑

法典」に組み込み）。 

 

2011年 12月 17日の「2011/92/EU指令」を受けて、「2013年８月 5日法律第 2013-711

号」による「刑法典」改正が行われ、フランスでは国内法化が完了した。具体的には、

児童の性的搾取等について規定する「刑法典」第 222-23条～第 222-30条 、第 227-27条、

児童ポルノ対策について規定する第 227-23条が改正された。 

 

「刑法典」第 227-23条に規定される児童ポルノ規制は、表 43のとおりである。 
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表 43 フランスにおける児童ポルノに対する処罰 

刑法典条文 要件 法定刑 

第 227-23条 

児童ポルノを製造、保存、伝播する行為。 
児童ポルノを提供、頒布、輸入、輸出する行為。 

15年の禁固刑 

不特定多数の公衆向けに児童ポルノを頒布する

ために公衆向け通信ネットワークを利用する行

為。 

７年の禁固刑 
10万ユーロの罰金 

児童ポルノを提供する公衆向けオンライン通信サ

ービスを習慣的に若しくは対価を払って閲覧する

行為。 
２年の禁固刑 
３万ユーロの罰金 

児童ポルノを取得又は所持する行為。 

上記の行為が組織的になされた場合。 
10年の禁固刑 
50万ユーロの罰金 

 

なお、身体的に未成年者の外観を呈する人物のポルノ画像についても、当該画像が製

造又は保存された日にその人物が 18歳以上であったことを立証できないかぎり、同様の

処罰規定が適用される。 

 

前述のように、「国内安全の成果のための方針及び計画の 2011 年３月 14 日法律第

2011-267号（LOPPSI）」第４条により改正された 2004年制定の「デジタル経済（信頼）

法」は、ISPを通じて児童ポルノサイトをブロッキングできることを規定しているが、具

体的な実施条件を定める適用デクレが制定されていないため、2013年 12月末時点でも実

際の適用は開始されていない。 

 

ウ 行政機関の取組 

フランスにおける児童ポルノ対策については、売春あっせんと同様に、主に内務省管

轄の「国家警察」と国防省管轄の「憲兵隊」の２つの警察組織が管轄している。 

 

国家警察 

国家警察の対人暴力抑止中央局（OCRVP）の内部組織である「未成年者被害者

中央グループ（groupe central des mineurs victimes：GCMV）」は、児童ポルノ及び買

春ツアーなどの未成年者に対する性的犯罪の撲滅及び摘発を任務としている。 

OCRVP には、「犯罪予防に関する 2007年３月５日法律第 2007-297号」第 35条

により、電子通信手段によって行われる犯罪者の捜索・証拠収集による効率的な

サイバー犯罪対策を目的とするサイバーパトロール（cyberpatrouilles）が設置され

ており（「刑事訴訟法典」第 706-35-1条及び第 706-47-3条）、小児性愛者や未成年

者になりすましておとり捜査を実施している。 
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また、「犯罪の進化に司法を適応させるための 2004年３月９日第 2004-204号法

律（Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité）」第 216条により、「刑事訴訟法典」第 706-53-1条における「暴力・性

犯罪の犯人に関する自動処理された国家司法ファイル（fichier judiciaire national 

automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes：FIJAIS）」が導入され、OCRVP

がその管理を担っている。FIJAISは、法務大臣の管轄下に置かれ、司法官（magistrat）

が管理する犯罪記録にもとづくデータベースであり、プロファイリングされた個

人や海外に潜伏する個人の位置情報（国際刑事警察機構 国家中央事務局から提供

される）を収めており、暴力又は性的な性質を有する犯罪の再犯を防ぎ、犯人の

識別に寄与することを目的とする。 

 

憲兵隊 

憲兵隊の内部組織であるインターネット未成年者虐待防止部門（Département de 

répression des atteintes aux mineurs sur Internet：RAMI）は、インターネット上での犯

罪者特定の捜査を行っている。 

また、国家憲兵隊犯罪研究所（Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie 

Nationale：IRCGN）の電子情報処理部門では、ポルノ画像の自動検索又は情報の

検出を高める方法・ツール・ソフトの開発が行われている。 

また、2003 年には捜査支援を目的として、「国立児童ポルノ画像センター（Le 

Centre National d'Image Pédopornographiques：CNAIP）」が設立された。同センター

では、国家警察の協力を得て、司法捜査で押収した児童ポルノ画像を収集・分類

して、共通情報データベースを構築し、現場での摘発に活用させている。 

 

 

エ 通報システム（ホットライン） 

 

OCLCTIC 

国家警察 刑事司法警察局（Direction centrale de la police judiciaire：DCPJ）の情報

技術通信に関する犯罪対策中央局（Office central de lutte contre la criminalité liée aux 

technologies de l'information et de la communication：OCLCTIC）は、インターネット

上の違法行為に関する通報受付ホットラインを運営している。 

通報された情報は、OCLCTIC内の通報調整分析検証方針課（PHAROS）が受理

し、違法と判断された情報は国家警察、憲兵隊、税関（Douanes）、経済財政産業

省競争消費問題詐欺防止総局（Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes：DGCCRF）へ伝達される。さらに、共

和国検事（Procureur de la République）の権限下で刑事捜査が実施される。違法と判
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断され、ホスト国が外国であるものについては、国際刑事警察機構（INTERPOL）

を通じて、ホスト国の司法当局へ通報される。 

 

ウェブサイトのホストは個人の権限であり、行政機関も ISPもコンテンツへのア

クセスを直接的に遮断することができない。唯一コンテンツを削除することがで

きるのが、ホスティングサービス事業者である。なお、コンテンツの捜査中に作

者の注意を引かないために、通報してもコンテンツを即時削除しない場合がある。 

 

通報は匿名で行うことができるが、通報者の IPアドレスが登録される。IPアド

レス所有者の情報は、IP アドレスを発行する ISP が保有している。通報者の身元

が捜査に必要であると判断された場合、共和国検事の権限下で通報者の情報が ISP

に求められる場合がある。 

 

なお、不正確な情報であることを知ったうえで虚偽の通報を行った場合には、

「刑法典」第 226-10 条の規定により、５年間の禁固刑又は４万 5,000 ユーロの罰

金が科せられる433。 

2013年１月 16日時点でおよそ 12万件の違法に関する情報が寄せられた。 

 

AFAの“Point de Contact” 

民間団体の AFA（インターネットアクセスサービスプロバイダ協会）が運営す

るホットラインである。“Point de Contact”に対する違法コンテンツの通報には、「ノ

ーティス・アンド・テイクダウン（notice and take-down）」が適用される。具体的

に取る手続きは、以下のとおりである。 

 

① 通報されたコンテンツが“Point de Contact”の管轄内容であるかを確認す

る。 

② 通報されたコンテンツがフランス法上違法であるかを評価する。 

③ 通報されたコンテンツが違法であると判断された場合、コンテンツの地

理的位置を特定する。 

④ 違法と判断されるコンテンツを OCLCTICに通報する。 

⑤ フランスをホスト国とするコンテンツ又は AFAの会員がホストであるコ

ンテンツについては、関係するホスティングサービス事業者に通知する。 

⑥ ホスティングサービス事業者は違法コンテンツを削除する（判例では同

日中、一般的に 48時間以内）。 
                                                           
 
433 internet-signalement.gouv.fr (Ministère de l'Intérieur), “Questions et réponses sur le signalement.”： 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Faq.action 
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⑦ 外国（フランス以外の国）をホスト国とし、AFA の会員でないホストの

コンテンツについては、それが児童ポルノの場合は所轄の INHOPE ネッ

トワーク加盟国当局に URLアドレスを通知し、INHOPE URLデータベー

ス（ブラックリスト）に追加する。児童ポルノ以外のコンテンツについ

ては、OCLCTICに伝達し、OCLCTICが INTERPOLに通知する。 

 

通報者はオンラインフォームで電子メールアドレスを登録しておくと、通報後

の情報が確認できる。 

 

“Point de Contact”には、自らコンテンツを削除する権限はない。ホットライン

の目的は、インターネット上の違法コンテンツの削除に貢献することにあり、司

法当局が違法コンテンツに係る捜査を迅速に遂行できるように協力することにあ

る。 

なお、2004年制定の「デジタル経済（信頼）法」第６条 I-4の規定により、不正

確な情報であることを知っていながら ISP 又はホスティングサービス事業者に違

法コンテンツ通報を行った場合、１年の禁固刑と１万 5,000ユーロの罰金が科せら

れる。 

 

2013年に“Point de Contact”に通報された 5,729件の違法コンテンツ（表 44参

照）のうち、児童ポルノに関する通報は 44.7％（2,561 件）を占めていた。また、

通報を受けたコンテンツのうち、実際に AFAが違法と判断した情報は 1,815件で、

児童ポルノは 550件だった434。 

関係当局に通知された 677件（2012年は 778件）のうち、325件が INHOPE、193

件がホスティングサービス事業者に通知された。 

フランスのホスティングサービス事業者に違法コンテンツとして通知された

156件のうち、151件はホスティングサービス事業者によって削除された（削除率

97%）。その内訳は、児童ポルノコンテンツが 135件（削除率 100％）、未成年者に

ショッキングなコンテンツが９件（64％）、人種差別コンテンツが６件（100％）、

暴力を扇動するコンテンツが１件（100％）である。児童ポルノコンテンツの場合、

フランスのホスティングサービス事業者に通知してから、その 31％が当日に、68％

が２日後に、81％が３日後に、７日後には 100％削除されている435。 

 

                                                           
 
434 AFA, “Bilan 2013 des contenus illicites signalés sur Pointdecontact.net et retirés”, 2013.： 

http://www.afa-france.com/wa_files/Graphiques_20Point_20de_20Contact_202013.pdf 
435 AFA, “Bilan 2013 des contenus illicites signalés sur Pointdecontact.net et retirés”, 2013, pp.2-6.： 

http://www.afa-france.com/wa_files/Graphiques_20Point_20de_20Contact_202013.pdf 
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表 44 AFAのホットライン“Point de Contact”に対する通報件数の推移 

（2009～2013年） 

 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 

通報件数 7,627件 8,196件 7,820件 7,195件 5,729件 

 

出典：2012年 AFAの報告書436及び 2013年の AFAの報告書。 

 

 

（９）リベンジ・ポルノに対する取組 

フランスにおいて「リベンジ・ポルノ（フランス語では porno de la vengeanc）」はこれ

まで社会的に話題にはされてこなかったが、2013 年 12月 17日にボルドー裁判所が「リ

ベンジ・ポルノ」事件で実刑判決を下して注目を浴びた437。53歳の男性が 20年近く恋人

関係にあった同世代の女性との破局後に、その女性を中傷するテキストメッセージや電

子メールを女性に送りつけ、さらに女性の性的な画像を女性の友人、同僚及び雇用主に

送りつけた。被告の男性に対してボルドー裁判所は、女性に対するプライバシー侵害と

苦痛を与えた罪で 10か月の禁固刑（うち実刑４か月）及び被害者の女性に対する物質的

損害として１万 3,000ユーロ、精神的侵害として１万ユーロの賠償金の支払い判決を言い

渡した。 

 

なお、現行のフランス法でリベンジ・ポルノを違法行為として処罰する規定はない。

ただし、無許可で他人の画像・映像をインターネットに投稿する行為は、プライバシー

の侵害として、以下のような法律にもとづいて民事上又は刑事上の責任を追及される。 

 

 個人に対する侮辱や中傷に対しては、１万 2,000 ユーロの罰金が科せられる。

（「出版の自由に関する 1881年７月 29日法律」第 32条） 

 プライベートな場での個人の画像を固定・記録・転送することによるプライ

バシーの侵害に対しては、１年以下の禁固刑又は４万 5,000ユーロの罰金が科

せられる。 （「刑法典」第 226-1条及び第 226-2条） 

 未成年者のポルノコンテンツの配信に対しては、５年以下の禁固刑又は７万

5,000ユーロの罰金が科せられる。 （「刑法典」第 227-23条） 

 

インターネットによる個人情報の公開と共有化が拡大しつつある中、プライバシー侵

                                                           
 
436 AFA, “Bilan 2012 des contenus illicites sur Point de Contact,” March 4, 2013, p.1： 

http://www.afa-france.com/bilan_point_de_contact_2012.html 
437 Hervé Radou (SUD OUEST), “Bordeaux : il humilie son ex sur internet avec des photos pornographiques et 

dégradantes,” December 18, 2013.： 
http://www.sudouest.fr/2013/12/18/il-humilie-son-ex-via-le-net-1405262-2780.php 
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害への対応策として、フランスでは「忘れられる権利（droit à l'oubli numérique）」が議論

されている。 

 

2012 年１月 25 日に欧州委員会が「1995 年データ保護指令」改正案438を発表し、同改

正案によって、個人情報保護を強化する側面から「忘れられる権利」や「データポータ

ビリティの権利（droit à la portabilité des données）」が新たに付与された。前述のように、

1995年に採択された「データ保護指令」は EU加盟国及び EEA（欧州経済領域）加盟国

に対して国内法化を要求するような個人情報保護分野の枠組み指令であり、フランスの

個人情報保護法も同指令にもとづき整備された。 

「忘れられる権利」は同改正案第 17条439に規定され、「1995年データ保護指令」第 12

条（b）における「消去する権利（droit à l'effacement）」をさらに強化したものであり、デ

ータ主体の忘れられる権利として個人データを公開している管理者に対し、データ主体

の請求があった場合、第三者に当該データのリンクやコピーを消去するように通知する

ことを義務付けるものである。「1995 年データ保護指令」第 12 条でも、個人データを消

去する権利が規定されていたが、データが不完全又は不正確、不法に収集された等の理

由がないかぎり消去できなかった。今回の改正により、個人が明示的に個人データの削

除を要求し、かつそれらを保持する正当な理由がない場合には、データ管理者は当該デ

ータを削除する義務が課せられることとなった。 

 

フランスでは、現行の「個人情報保護法」第 40 条の規定により、「自己の識別が証明

された個人は、当該個人情報が不正確、不完全、不明瞭、又は過去のものである場合、

若しくは、当該個人情報が収集、利用、伝達又は保存が禁じられている場合に、個人情

報処理責任者に対して、当該個人情報を訂正、補完、更新、停止、又は消去させるよう

に要請することができる」とし、消去する権利が認められている。 

 

2010年９月 30日には、インターネット利用者の個人情報保護の強化及び未成年者のリ

テラシー向上を目的として、「デジタルの忘れられる権利憲章（Charte du droit à l'oubli 

numérique440）」が政府の主導により定められ、同年 10月 13日には「提携サイト及び検索

                                                           
 
438 European Commssion, “La Commission propose une réforme globale des règles en matière de protection 

des données pour accroître la maîtrise que les utilisateurs ont sur leurs données, et réduire les coûts grevant les 
entreprises,” January 25, 2012.： http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_fr.htm?locale=fr 

439 European Commission, “Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données),” January 25, 2012.： 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_fr.pdf 

440 Portail du Government, “Charte du droit à l'oubli numérique : mieux protéger les données personnelles des 
internautes,” October 18, 2010.： 
http://archives.gouvernement.fr/fillon_version2/gouvernement/charte-du-droit-a-l-oubli-numerique-mieux-protege
r-les-donnees-personnelles-des-interna.html 
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エンジンにおけるデジタルの忘れられる権利（Charte du droit à l'oubli numérique dans les 

sites collaboratifs et moteurs de recherche）」が政府とインターネット関係者（ただし、グー

グル、Yahoo!、Facebookは不参加）との間で締結された。 

 

最近の事例では、2013年 11月６日に大審裁判所が、検索エンジンから元国際自動車連

盟会長マックス・モズレー（Max Mosley）氏の性的な映像を削除するようにグーグル社

に命じた441。 

 

以上のように、フランスではプライバシー保護にもとづく「忘れられる権利」が社会

的に認められ始めている。  

                                                           
 
441 Le Figaro, “Google devra supprimer les images sadomasochistes de l'ex-patron de la F1,” November 6, 

2013.： 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/06/01016-20131106ARTFIG00336-l-ex-patron-de-la-f1-veut-que-
google-supprime-ses-videos-sado-masochistes.php 


