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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企業及び事業者の取組 

 

（１）青少年のリテラシー能力向上のための活動 

ア 学校における安全なインターネットの利用教育 

国民教育省の学校教育総局（Direction générale de l'enseignement scolaire）が“Internet 

responsable（責任あるインターネット）”と題したウェブサイト442を運営し、インターネ

ット関連情報を提供している。 

 

児童・生徒がインターネットを適切に利用することを促進するためのデジタル教育は

必須であるとし、①ソーシャルメディアを含め、メディアを知る、理解する、②情報源

及びオンライン広告の批判的分析、③デジタル製作の企画と投稿の３つを主軸としたデ

ジタル教育を小学校から高等学校まで導入している443。 

 

2002 年に小学校から高等学校の各レベルにおいて情報通信機器操作に関する能力を評

価認定する「情報・インターネット能力認定（brevet informatique et internet：b2i）」が設け

られた444。児童・生徒及び教育者が、①責任ある行動をとる、②学習の場として情報処

理環境に順応する、③データを作成、製作、処理、運用する、④情報を得る、情報を収

集する、⑤コミュニケーションを図る、交流を深めるの５つの分野での能力を段階的に

獲得し、それを評価できるためのツールとなっている445。 

 

国民教育省は 2013～2014年度のテーマを「学校再構築の復帰（refondation de l'Ecole fait 

sa rentrée）」とし、小学校の時間割改定（週４日制から週 4.5日制へ）、教員 7,500人の新

規雇用、優先教育の革新などのさまざまな取組課題を定め、「教育法典」を改正する「2013

年７月８日 学校再構築のための方針・計画法（Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation 

et de programmation pour la refondation de l'école de la République）」を制定した。同法の補則

（Annexe）では、「我々の社会はデジタルによって大きく変化している。情報社会は知識

の習得及び教育へのアクセスにおいて新しい展望を開くものである。世界は 19世紀の産

業革命に匹敵するほど重要な技術革新の時代にある。デジタルはノウハウの構築及び普

及の手段並びに社会的関係を根本的に変化させている。学校はその激動の真っただ中に

                                                        
 
442 Ministère de l'éducation nationale, Direction générale de l'enseignement scolaire, “Internet responsable.”：

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 
443 Ministère de l'éducation nationale, “Guide de prévention de la cyberviolence entre élèves,” November, 

2013.： 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_Novembre/26/4/DP-Agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole-Guide_284
264.pdf 

444 高等教育レベルでは「情報・インターネット能力認定（certificat informatique et internet：c2i）」。 
445 Ministère de l'éducation nationale, Direction générale de l'enseignement scolaire, “Brevet informatique et 

internet (B2i).”： http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html 
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置かれている。この技術は、教育システム及び教育方法を改善する素晴らしい原動力と

なり、子供のリズムとニーズに適応した勉学を可能とし、児童・生徒間の協力関係を高

め、自立性を促進し、学校と家族の関係を深め、教育コミュニティの交流を容易にする

ものである」と言及し、学校教育におけるデジタル教育を重要課題の一つに掲げている。

同法による改正で規定された、デジタル教育に関する「教育法典」の条項は以下のとお

りである。 

 

【「教育法典」第 L312-9 条】 

デジタルツール及び情報源の利用に関する教育を学校などの教育機関、社会医療

機関、保健機関に導入する。その教育は、プライバシーの保護や知的財産権の尊

重など、インターネット及びネットワークの利用に係る権利と義務の啓発を含む

ものとする。 

【「教育法典」第 L332-5 条】 

当該教育で全中学生を対象とするものは、経済、社会、テクノロジー、メディア

及び情報教育を含むものとする。 

 

イ 子供及び親のためのインターネット利用ガイド 

“Internet Sans Crainte”と UNAF（全国家族協会連盟）は、保護者向けインターネット

利用ガイドを毎年発行しており、インターネット利用全般事項、並びに検索エンジン・

Facebook・ブログ・チャット・ビデオゲーム・モバイルインターネットといった利用形態

別の注意事項とアドバイスをまとめている446。 

 

CNiL（情報処理及び自由に関する国家委員会）と UNAFは、10項目の質問回答形式に

よる保護者向けインターネット利用ガイド447を発行しており、インターネットにおける

個人情報及びプライバシー保護の観点から注意事項とアドバイスをまとめている。 

 

“Internet Sans Crainte”は、インターネットの利用者の権利とその尊重について、７～

12歳向け448と 12～17歳向け449の２つの年齢層に対してそれぞれ利用ガイドを発行してい

る。 

                                                        
 
446 Internet sans crainte / UNAF, “Internet ça s'apprend: Guide parents,” 2013.： 

http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/ISCparents.pdf 
447  Commission nationale de l'informatique et des libertés, “10 Questions pour un usage responsable 

d'Internet.”： 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/Triptyque_conseil_vie_numerique_internet.pdf 

448 Internet sans crainte, “On a tous des droits ne ligne Respect!” 2013.： 
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/info+_safer2013.pdf 

449 Internet sans crainte, “On a tous des droits ne ligne Respect!” 2013.： 
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/Depliant_conseil_12-17_ans.pdf 
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（２）ウェブサイト運営者に対するガイドライン策定 

フランスには、インターネットコンテンツを監視する機関は存在しない。 

 

ア インターネットプロバイダ 

AFA（インターネットアクセスサービスプロバイダ協会）は、ネチケット、個人情報保

護、未成年者保護及びコンテンツに関するメンバー共通のガイドライン450を設定してい

る。特にコンテンツに関しては、AFA のメンバーは 2004 年６月 14 日に特定のコンテン

ツを除外するための「悪質なコンテンツに対する憲章（Charte contenus odieux）451」に署

名している。 

 

イ 携帯電話事業者 

AFOM（現 AFA）が「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 mobile）452」に署名している。 

 

 

（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） 

ア インターネットコンテンツ 

インターネットコンテンツに関するフランス独自のレイティング・ゾーニングは存在

しない。 

 

イ 放送コンテンツ 

「視聴覚法」第 15条により、視聴覚通信サービスによって公衆に供される番組におい

て、児童と青少年の保護及び人間的尊厳の尊重がなされることが義務付けられている。

また、未成年者の身体的、精神的又は道徳的な成長を阻害するおそれのある番組がテレ

ビサービスによって公衆に供される場合、その番組が公衆に警告され、また、その番組

の放送中に視覚的表示（symbole visuel）によって認識できなければならないと規定され

る。 

 

CSA（視聴覚高等評議会）では、「視聴覚法」第 15条の規定により、青少年に関する特

定の放送内容（広告を含む）のうち、特に暴力・性描写からの保護を担う。CSA は５つ

のカテゴリーに分類された識別マークを地上波・ケーブル・衛星放送の番組で表示させ

ることを義務付けている。  
                                                        
 
450 AFA, “Déontologie,” September, 2002： http://www.afa-france.com/deontologie.html 
451 AFA, “Charte contenus odieux,” June 14, 2004.： 

http://www.afa-france.com/charte_contenusodieux.html 
452 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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ウ ビデオゲーム 

2003年にビデオゲームの欧州共通レイティング制度として「PEGI（Pan European Game 

Information）」が導入され、フランスでも適用されている。ビデオゲームを購入する際の

判断材料として、パッケージにコンテンツの対象年齢と内容を示すアイコンが表記され

ている453。 

 

エ モバイルコンテンツ 

フランス移動体事業者協会（現フランス・テレコム連合）は、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 mobile）」を締結し、2013年 10月１日改正の「憲章（Chartes 

Internet+ mobile applicables au 01/10/2013）」において、16歳未満の未成年者には不適切なコ

ンテンツを含む場合には、それを示すアイコンを表示することを規定している（表 45参照）。 

 

表 45 フランス・モバイルマルチメディアモバイル協会のモバイルコンテンツ用アイコン 

アイコン 内容 

 

アダルト向け又は未成年者禁止コンテンツ、ポルノコンテンツ、アダル

ト向け広告を含む。 

出典：フランス・モバイルマルチメディア協会の憲章454。 

 

オ ゾーニング 

安全性が保証されたウェブサイトにのみ接続できる青少年向けポータルサイトを各

ISP が提供している。 

 

 SFR の青少年向けポータルサイト 

http://www.sfr.fr/securite-sante/controle-parental/mobile/portail-junior/ 

 Numéricable の青少年向けポータルサイト 

http://securite.numericable.fr/kids/?v=1 

 BabyGo の青少年向け検索エンジン 

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

ygo 

 

 
                                                        
 
453 詳細については、平成 24 年度「インターネット上のレイティング・ゾーニングに関する青少年の

インターネット環境整備状況等調査報告書」の「第２部 調査の結果、第２章 イギリス」の 90～91
頁を参照されたい。 

454 internet+, “Chartes Internet+ mobile applicables au 01/10/2013.”： 
http://internetplus.fr/documentation/chartes-internet-plus-mobile-juillet-2013.pdf 
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（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 

フランスの主要な電子通信事業者は、「電子通信調停人憲章（Charte de médiation）455」

に署名し、共同で無料かつ任意の調停システムを利用者に提供している。 

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：DGCCRF456）及び 電子通信郵便規制局（Autorité de 

Régulation des Communications Electroniques et des Postes：ARCEP）の協力を得て、電子通

信調停人（Le Médiateur des communications électroniques）が、コンテンツに関する係争以

外に関して、インターネット利用者との係争処理を担当する。電子通信調停人は、

DGCCRF 及び消費者団体への諮問を経て、独立性、法律の専門性及びその権威にもとづ

ぎ著名な人物の中から通信事業者によって任命される。 

2012 年、電子通信調停人は 1,709 件の問題を処理し、最も多いのがインターネットの

技術的問題（573件）、契約解除（418件）、契約内容（399件）であった。 

 

なお、「電子商取引指令」第 17 条が「裁判外紛争処理」について、第 18 条が「裁判

所における訴訟」について、以下のように規定している。 

 

【第 17条（裁判外紛争処理）】 

1. 情報社会サービス提供者とそのサービスの受取人との間で生じた問題におい

て、適切な電気的手法を含んでいる紛争処理に対してそれら法律が、国内法

の下で利用される、裁判外紛争処理計画の使用を妨げないことを、加盟国は

保証しなければならない。 

2. 関係する当事者に対して適切な手続上の保証を提供する方法で運営する、裁

判外紛争処理、特に、消費者紛争の処理に責任を負う団体を、加盟国は督励

しなければならない。 

3. それらが情報化社会サービスに関して行う重要な決定を委員会に知らせるた

めに、そして電子商取引に関連する慣行、用法又は慣習に関するあらゆるそ

の他の情報を発信するために、法廷外紛争解決に応じることができる団体を、

加盟国は督励しなければならない。  

                                                        
 
455 Le Médiateur des communications électroniques, “CHARTE DE MEDIATION – Référencée par la CMC 

(Commission de la Médiation de la Consommation) le 22 février 2012,” April 5, 2012.：.” 
http://www.mediateur-telecom.fr/ressources/media/files/chartre_mediation_avril_2012.pdf 

456 Ministère de l'Economie, “DGCCRF.”： http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 
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【第 18条（裁判所における訴訟）】 

1. 情報社会サービス行為に関する国内法の下で利用される裁判所における訴訟

が、何らかの申立てによる権利侵害を終結し、かつ、係った利害の更なる損

害を防止するように設計された中間措置を含む措置の迅速な遂行ができるこ

とを、加盟国は保証しなければならない。 

 

 

（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 

「デジタル経済（信頼）法」第６条 I により、「ISP 及びホスティングサービス事業者

は、インターネット利用者が人道に反する犯罪の擁護、人種差別の扇動、児童ポルノ、

暴力の扇動、女性に対して行われる暴力の扇動、人間の尊厳の侵害に関わる情報、及び、

オンラインゲームの違法サービスを通報できる、簡単にアクセスできて視覚的にも分か

りやすい措置を講じること」が義務付けられている。 

 

ア 国家警察のホットライン 

 

「2000年５月 15 日デクレ第 2000-405号」により、国家警察の刑事司法警察局（DCPJ）

に情報技術通信に関する犯罪対策中央局（OCLCTIC）が設置され、インターネットの違

法情報に関する通報受付ホットライン（http://www.internet-mineurs.gouv.fr）が開設された。 

2009 年には、新たな URL アドレス（https://www.internet-signalement.gouv.fr）に設置し

なおされ、国内における違法コンテンツの通報受付の一元化が図られている。 

 

イ 民間団体のホットライン 

 

AFA のホットライン：Point de Contact 

1998 年に、AFA（インターネットアクセスサービスプロバイダ協会）が、イン

ターネット上の児童ポルノなどのコンテンツの配信を防止するための対策として

“Point de Contact”を設立した。 

1999年、“Point de Contact”は、欧州委員会（EC）の支援を得て、イギリス、オ

ーストリア、オランダなどの６か国８ホットラインと共に、インターネット・ホ

ットライン国際ネットワーク“INHOPE”の設立メンバーとなった。 

2000 年以降は、EC の「より安全なインターネットのためのプログラム

（programmes pour un Internet plus sûr）」から資金援助を受けている。 

2004年に「デジタル経済（信頼）法」を制定したことに伴い、ISP 及びホスティ

ングサービス事業者に対して、違法コンテンツに対する通報措置を確立し、通報
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された情報を所管当局に通告する義務が課せられる。AFA の加盟メンバー間では

「悪質なコンテンツ対策憲章（Charte contre les contenus odieux）」を締結し、ワン

クリックで通報できる仕組みを導入した。 

2009年には、“Point de Contact”が EC 支援組織「より安全なインターネットの

ためのフランスセンター」の活動に組み込まれ、Tralalereの啓発プログラム“Internet 

Sans Crainte”、e-Enfanceの電話ホットライン“Net Ecout 0800 200 000”と共に、３

つの柱の一つとなった。 

 

“Point de Contact”の用意している通報方法には、ウェブサイトのフォーム、携

帯電話に対応したインターフェース、PC にインストールするソフトウェアの３つ

がある。 

 

e-Enfanceのホットライン：Net Ecout 0800 200 000 

e-Enfance457は、青少年がインターネット、携帯電話、オンラインゲーム等の通

信技術を安全に使用できることを目的に 2005年に設立された民間の公益団体であ

る。保護者用のフィルタリングソフトウェアのインストールサポート、インター

ネットの安全な利用方法に関するアドバイス、オンラインゲームによるインター

ネットの過剰使用やサイバーハラスメントといった問題に対するカウンセリング

を行っている。 

2008 年 12 月に、EU の「より安全なインターネットプログラム」にもとづき、

無料の電話相談ホットラインが開設された。月曜から金曜日の９時～19 時の間、

電話、チャット、Skype 及び電子メールで通報を受け付けている。  

                                                        
 
457 e-Enfance, “net ecoute.”： http://www.netecoute.fr/ 


