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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 

 

青少年保護法第 16条第１項は、「青少年有害媒体物であり 大統領令の定める媒体物を

販売・貸与・配布しようとする者、又は視聴・観覧・利用するよう提供しようとする者

は、その相手の年齢及び本人であることを確認しなければならず、青少年に販売・貸与・

配布したり、視聴・観覧・利用するよう提供したりしてはならない」と明示している。

ここで注目すべきは有害媒体物と疑われるコンテンツを使用する者に年齢確認だけでな

く本人確認の義務まで課している点である。 

 

これに対して、2013 年５月 15 日にオープンネット（理事長：ジョン・ウンフィ）は、

第 16 条第１項の本人確認義務と同法施行令第 17 条が憲法に違反しているとして、憲法

訴願を提起した。本人確認のためには利用者の個人情報が確保される必要があるが、こ

の情報が音声で流通したり、対外的に流出したりするおそれがあるというのがオープン

ネットの主張である。また、匿名で表現物に接近できる権利が事実上失われるだけでな

く、成人にまで権利侵害が及ぶことからも違憲である、と主張している565。 

 

 

（１）インターネット環境において青少年保護に係る行政機関 

 

ア 青少年保護委員会 

（ア）概要／沿革 

青少年保護委員会は、青少年を有害環境から保護するために「青少年保護法」第 27条

にもとづいて設置された女性家族部所管の行政委員会である。 

1997 年７月７日に同法同条にもとづいて発足し、2005 年４月 27 日に文化観光部青少

年局と統合して青少年委員会に整理され、2006年３月 28日に国家青少年委員会に改称さ

れた。そして、2008 年２月 29日に保健福祉家族部傘下の青少年保護委員会に改編された

のち、2010年３月 19日に保健福祉家族部が保健福祉部に改編されるのに伴い、女性家族

部に移管した。 

 

（イ）職務 

「青少年保護法」第 36条各項において、委員会の職務を次のように定めている。すな

わち、青少年有害薬物・青少年有害物・青少年有害所等の審議・決定等に関する事項、

定期刊行物等を発行・輸入した者に対する課徴金賦課の審議・決定に関する事項、青少

年保護のために女性家族部長官が必要であると審議を要請した事項、他の法律によって

                                                        

 
565 オープンネット「インターネット上の知る権利を保障せよ：オープンネット 憲法訴訟 提起」2013

年５月 16日。： http://opennet.or.kr/2730 
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青少年保護委員会が審議・決定するように定められている事項等を審議・決定すること

である。 

 

イ 放送通信審議委員会 

（ア）概要／沿革 

放送内容の公共性及び公正性を保障し、情報通信における健全な文化を創出し、情報

通信の正しい利用環境を造成するための機関であり、独立して業務を行う独立機構であ

る566。 

2008 年２月のイ・ミョンバク（이명박）政権成立時に、従来の放送委員会と情報通信

部の下に通信サービス政策・規制を総括する放送通信委員会が大統領直属機構として成

立した。 

 

（イ）職務 

放送通信審議委員会ウェブサイトに紹介されている委員会の職務内容は次のとおりで

ある。 

 

 「放送法」第 32条に規定された事項の審議 

 「放送法」第 100条にもとづく制裁措置等の審議・議決 

 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第 44 条の７に規定され

た事項の審議 

 電気通信回線により一般に公開されて流通している情報のうち、健全な通信

倫理の涵養のために必要な事項であり、大統領令が定める情報の審議及び是

正の要求 

 電気通信回線を利用して流通する情報の健全化に関する事項 

 審議委員会の事業計画、予算及び決算に関する事項 

 審議委員会規則の制定、改定及び廃止に関する事項 

 他の法令によって審議委員会の審議事項と定められた事項 

（例）名誉毀損紛争の調停・利用者への情報提供請求の審査（「情報通信網利

用促進及び情報保護等に関する法律」第 44条の６及び 10） 

青少年有害媒体物の決定（「青少年保護法」第８条） 

選挙放送審議委員会の構成及び運営（「公職選挙法」第８条の２） 

 

ウ ゲーム物管理委員会 

（ア）概要／沿革 

ゲーム物管理委員会は、韓国において制作・配給されるコンピューター・ビデオゲー

                                                        

 
566 放送通信審議委員会： http://www.kocsc.or.kr/ 
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ムの内容を事前審議し、消費者が正しく選択できるようにこれに等級を付与する文化体

育観光部傘下の公共機関である567。また、等級が分類されたゲーム物を管理して不法ゲ

ーム物監視団を運営し、不法ゲーム物の営業を取り締まっている。 

かつては、映像物を審議する映像物等級委員会がゲーム物の審議も行っていたが、2006

年４月に改定された「ゲーム産業振興に関する法律」にもとづき、同年 10 月 30 日にゲ

ーム物のみを管理するための機関としてゲーム物等級委員会が設立された。2013 年５月

22日に同法律が改正され、12月 23日にゲーム物管理委員会として再出発した。 

 

（イ）職務 

ゲーム物管理委員会ウェブサイトに紹介されている委員会の職務内容は次のとおりで

ある。 

 

 ゲーム物の等級分類の決定 

 ゲーム物の青少年有害性及び射幸性の確認 

 等級分類を受けたゲーム物の制作・流通、又は正常な利用提供状況の確認・

点検等、等級分類の事後管理 

 不法ゲーム物取締り業務の支援 

 政府通信網を通じて提供される不法ゲーム物等の是正勧告 

 ゲーム物等級分類の客観性確保のための調査・研究 

 

エ 映像物等級委員会 

（ア）概要／沿革 

映像物等級委員会は、映像物の倫理性及び公共性を確保して青少年を保護するための

等級委員会である568。 

1966年１月に韓国芸術文化倫理委員会という名称で創立され、1986年１月に公演倫理

委員会に、1997年 10月 11日に韓国公演芸術振興協議会に改称され、1999年６月７日に

現在の名称に変更された。 

 

（イ）職務 

映像物等級委員会ウェブサイトに紹介された委員会の職務内容は次のとおりである。 

 

 公正で合理的な等級分類及び推薦業務の遂行（公益性と公正性を原則とする

が、作品の創意性と自律性を最大限尊重する） 

 等級分類及び推薦対象 

                                                        

 
567 ゲーム物管理委員会： http://www.grb.or.kr/ 
568 映像物等級委員会： http://www.kmrb.or.kr/ 
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 映画：韓国内外の映画の等級分類 

 映像コンテンツ（ビデオ物）：韓国内外の映像コンテンツ（ビデオ物）の

等級分類 

 公演物：外国人の韓国国内公演の推薦及び青少年有害性の有無の決定 

 広告・宣伝物：映画、ビデオ等の広告・宣伝物の年少者有害性の有無の

決定 

 各種委員会の運営 

 等級委員会の開催：年 20回を予定 

 再審事由発生時には委員会が積極的かつ能動的に対処 

 委員会の主要懸案事項を論議及び決定 

 委員会の中長期的発展策を整備 

 事後管理委員会の開催 

 非営利民間団体推薦の人士を含めて７人以下で構成 

 等級分類制度、基準等の研究 

 小委員会の開催：映画の等級分類、韓国内外のビデオ物の等級分類、舞

台公演物の推薦、広告・宣伝物の青少年有害性の有無 

 その他の等級分類及び推薦業務の支援 

 

オ 刊行物倫理委員会 

（ア）概要／沿革 

韓国刊行物倫理委員会は、有害刊行物から青少年を保護し、刊行物の倫理的・社会的

責任を具現するために、刊行物の審議及び関連調査・研究を主に行う文化体育観光部傘

下の特殊法人であり、その他の公共機関として指定されている569。 

1970年１月 21日に韓国図書出版倫理委員会、韓国雑誌倫理委員会、韓国児童漫画倫理

委員会を統合して韓国図書雑誌倫理委員会が発足し、1976年６月 24日に韓国図書雑誌週

刊新聞倫理委員会に改編された。1989年９月 26日に社団法人韓国刊行物倫理委員会に改

編され、1997 年７月 25 日に「青少年保護法」第 45 条にもとづいて法定機構である韓国

刊行物倫理委員会として発足した。2012年９月 16日に施行された「出版文化事業振興法」

第 16条にもとづき、電子ブックの出版等によるデジタル環境の変化と出版市場環境のグ

ローバル化に対応し、出版文化産業を総合的かつ体系的に振興することを目的として、

財団法人韓国出版文化産業振興院が設立され、従来の韓国刊行物倫理委員会を廃止して、

振興院傘下に刊行物倫理委員会を置くこととなった。 

 

（イ）職務 

刊行物倫理委員会ウェブサイトに紹介された委員会の職務内容は次のとおりである。 

                                                        

 
569 刊行物倫理委員会： http://www.kpec.or.kr/ 
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 国内刊行物小委員会：韓国国内で発行された小説、写真集、画報集等の図書、

漫画単行本、漫画雑誌、電子出版物及び定期刊行物等の有害性の有無の審議・

決定 

 外国刊行物小委員会：韓国国外で発行されて国内に輸入された小説、写真集、

画報集等の図書、漫画単行本、漫画雑誌、電子出版物及び定期刊行物等の有

害性の有無の審議・決定 

 【審議基準】「出版文化産業振興法」第 19 条及び同法施行令第 13 条、「青少

年保護法」第９条及び同法施行令第９条において定められた審議基準、並び

にこれにもとづいて整備された刊行物倫理委員会の審議及び運営規定（関連

法規中の審議規定を参照のこと）を適用する。 

 

カ 青少年保護委員会及び各審議機関の役割分担 

各審議機関の担当媒体及び審議形態は、表 50
570のとおりである。 

 

表 50 韓国における青少年有害媒体物に関する審議機関 

審議機関 所属 担当媒体 審議形態 

青少年保護委員会 女性家族部 
すべての媒体物 

（音盤・音楽ファイルを含む） 
事後審議 

映像物等級委員会 文化体育観光部 
映画・ビデオ 

・映像物 
事前等級分類 

放送通信審議委員会 大統領直属機構 

情報通信物 事後審議 

放送プログラム 事後審議 

刊行物倫理委員会 文化体育観光部 刊行物 事後審議 

ゲーム物等級委員会 文化体育観光部 ゲーム物 事前等級分類 

出典：放送通信委員会のウェブサイト
571
をもとに作成。 

 

キ 有害及び違法情報に対する処置 

「青少年保護法」第 11条～第 19条は、まず有害媒体物の制作者と流通者に自主規制を

促しており、その後審議の結果、有害物と決定された場合には有害表示を義務付けてお

                                                        

 
570 本報告書の「１ 青少年のインターネット利用環境に関する実態、（２）青少年の閲覧が望ましく

ないとされている情報（有害情報）及び青少年の閲覧が違法とされている情報（違法情報）の現状、ア 

有害情報」を参照。 
571 放送通信委員会「不法・有害情報申告 ＞ 利用案内 ＞ 青少年有害情報欄」： 

http://www.singo.or.kr/01_report/UseInfo_2.php 
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り、販売の際に青少年の接近範囲から区分・隔離することを明示している。また、特定

放送時間と屋外の広告宣伝を法令の各項によって制限している。 

 

青少年有害媒体物を提供するウェブサイトには、「19歳未満の者は利用できない」とい

う趣旨の記号や語句が表示されていなければならない（「青少年保護法」第 13 条第１項

及び 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律施行令」第 24 条）。 

青少年有害媒体物を提供していながら、これらの記号や語句を表示していないウェブ

サイトの運営者は、２年以下の懲役又は 1,000 万ウォン（※2014 年 3 月における為替レ

ートは１ウォン＝0.095 円である。）以下の罰金に処せられる（「青少年保護法」第 59 条

第１号）。 

 

また、ゲーム物の等級区分に違反して青少年がゲーム物を利用することができるよう

提供したウェブサイト運営者は、１年以下の懲役又は 1,000万ウォン以下の罰金に処せら

れる（「ゲーム産業振興に関する法律」第 46条第３号）。 

 

「シャットダウン制度」とは、16 歳未満の青少年が午前０時から午前６時までインタ

ーネットゲームをすることができないように、ウェブサイトへの接続を遮断する制度の

ことである（「青少年保護法」第 26条第１項）。すなわち、16歳未満の青少年が午前０時

を超えて使用しようとしても、インターネットゲームが中断され、午前６時まで再接続・

新規接続ができないようにするというものである。 

これに違反した場合には、２年以下の懲役又は 1,000万ウォン以下の罰金に処せられる

（「青少年保護法」第 59条第５号）。 

 

 

（２）青少年、その保護者及びその他一般に対する教育・啓発 

 

グリーン i-Net 

放送通信審議委員会は、青少年がインターネット有害情報に晒されることを防

止するために、2009 年４月から教育科学技術部、各市・道教育庁とともに「青少

年インターネット安全網グリーン i-Net」を構築した。その後、青少年が放送・通

信等の多様な媒体を通じて有害情報に晒される機会を最小化し、より健全で正し

い情報を利用できるように、従来の「青少年インターネット安全網」から「青少

年情報利用安全網」としてグリーン i-Netを拡大構築することとした。 

グリーン i-Netは、親や教師といった青少年の保護者がフィルタリングソフトウ

ェアの機能を比較して、適切なソフトウェアをダウンロードすることができるよ

うに、さまざまな情報を提供している。ソフトウェアの種類とサービスの機能の

選択は親自らが行うように誘導しており、企業間の市場競争の原理にもとづいて
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ソフトウェアの品質が検証されるようなシステムを導入した572。 

 

また、グリーン iキャンペーンファミリー支援奉仕団を設立して、フィルタリン

グソフトウェアの普及・拡散のためのボランティアプログラム及び予防教育観連

プログラムを推進する団体であり、フィルタリングソフトウェアの普及及び拡散

のための「グリーン iキャンペーン」を運営している。青少年に対しては放送とイ

ンターネット上の有害環境に晒されることによる危険性を知らせ、親に対しては

青少年情報利用安全網の必要性を周知させるとともに、国民全般に対しては健全

な放送通信情報利用環境を造成する必要性について幅広い同意を得ることを目指

している。2009年４月に宣布式が開催された後、全国の 16市・道教育庁を巡回す

るキャンペーンが実施された。 

 

韓国コンテンツ新興院 

コンテンツ全分野の総括振興機関であり、コンテンツ産業の育成のための総合

支援体制を構築し、韓国をコンテンツ強国にすることを目的として、2009 年５月

17日に設立された。 

 

2013年 11 月 23日に施行された「ゲーム産業振興に関する法律」第 12条２のゲ

ーム過剰没入の予防に関する条文にもとづき、ゲームリテラシー教材・指導書の

開発やリテラシー教育効果に関する研究を行っている573。 

 

（３）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 

ア フィルタリング 

（ア）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 

2012 年時点で、韓国においてフィルタリングソフトウェアには、「コムサヨンチキム

（컴사용지킴）」「i アンシム（i 안심）」「iNoon」「マムアイ（맘아이：momi）」「i

セーファー（아이세이퍼：iSAFER）」「エクスキーパー（엑스키퍼：XKeeper）」「チキ

ミ（지키미）」「グリーンウェアホーム（그린웨어홈：Green Ware Home）」「モハニ（모하니）」

の９種類があった574。これらのソフトウェアは自主的なフィルタリング方法で、個人の

コンピューターにインストールして使用するものである。 

                                                        

 
572 青少年情報利用安全網グリーン i-Net： http://www.greeninet.or.kr/ 
573 ホン・ユジン、キム・ヤンウン「メディアリテラシーの内外の動向と政策方向」韓国コンテンツ振

興院『コカフォーカス』第 67号、2013年３月 15日、２頁。 
574 ヨ・ヒョンチョル「インターネットフィルタリング SW 及び学年別該当保護者利用実態研究」『メ

ディアと教育』第２巻第１号、2012年、102～103頁。： 

http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=1a0202e37d52c72d&control_no=285392dca2ed080df

fe0bdc3ef48d419 
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エクスキーパー 

ジランジギョソフト社が販売している「エクスキーパー」は、子供の PC の使用

時間の制御、有害物の遮断、モニタリングを通じて、インターネット依存を予防

するソフトウェアである。2005 年に韓国で初めて有害動画遮断特許を取得し、公

共機関優先購買対象製品“GS（Good Software）”認証を受けた。また、わいせつ物

遮断ソフトウェア評価サイトでは最高評価を記録しており、ソウル市教育庁や大

韓民国空軍といった公的機関のほか、セキュリティソフトウェア会社のアンラボ

（AhnLab）社や検索ポータルサイト運営会社のダウム・コミュニケーションズ

（Daum Communications）社など、多数の機関に導入されている575。 

 

また、分期別に『青少年 PC&スマートフォン利用実態報告書』を発行し、有害

物の遮断に関連する各種統計及び主要遮断キーワードを紹介している。2013 年６

～８月に「エクスキーパー」が遮断した PC プログラムの回数とスマートフォンア

プリケーションの遮断回数は、表 51のとおりである。 

 

表 51 韓国においてエクスキーパーが遮断した PCプログラム及びスマートフォンアプリ

ケーションの遮断回数（2013年６～８月） 

順位 PC有害プログラム 遮断回数 

１ リーグ・オブ・レジェンド 1,948 回 

２ カスパスキー 1,057 回 

３ ゲーム 1,047 回 

４ 
エクスキーパー無力化プログラム

（Kernel Detective.exe） 
1,009 回 

５ エクスキーパー無力化プログラム 858回 

 

順位 スマートフォン有害アプリ 遮断回数 

１ カカオトーク 13,603 回 

２ Google Play ストア 11,806 回 

３ カカオストーリー 7,773 回 

４ インターネット 6,879 回 

５ 環境設定 6,620 回 

出典：ジランジギョソフト社の報告書
576
をもとに作成。 

                                                        

 
575 ジランジギョソフト・エクスキーパー： http://www.xkeeper.com/ 
576 ジランジギョソフト『エクスキーパーPC＆スマートフォン利用実態報告書：2013年３分期』、2013

年、16頁。： http://www.xkeeper.com/news/view.php?no=558 
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b スマートフォン 

2010年 12月 10 日付の「アイニュース 24」の記事によれば、スマートフォンにおける

フィルタリングについて放送通信審議会は以下のように計画していたとされる577。 

 

 「放送通信審議委員会は、スマートフォンの流通に伴って青少年がスマー

トフォンを購入する際に『青少年保護フィルタリングシステム』（仮称）を

設置することについて、青少年の父母が同意するか否かを決める法案を現

在国会で審議中であることを明らかにした。これは日本では 2009 年から実

施されているものだが、実効性を十分に発揮できていないことが指摘され

ている。これに対し、放送通信審議委員会は実効性を確保するために現実

的な対策を準備する方針である。」 

 

近年、韓国においてスマートフォンが普及したが、それ以前の携帯電話でもインター

ネットへの接続が可能であった。ただし、携帯電話の契約を行う段階で住民登録番号の

登録が不可欠であり、青少年の場合は（国内の）有害情報にアクセスできないようにな

っている。放送通信審議委員会のバン・ウィファン（반의환）氏へのヒアリングによる

と、このようなシステムはスマートフォン導入以降も継続されているが、国外の有害サ

イトへのアクセス遮断は行われていないというのが現状である、という。 

 

（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 

韓国における３大移動体通信事業者の提供するフィルタリングについて、以下に紹介

する。 

 

SKテレコム（SK Telecom、ブランド名：T world； http://www.tworld.co.kr/outsitens.jsp） 

子供がスマートフォンを通じてインターネットに接続する場合には、データベ

ースにもとづいて 200 万件の有害サイトとコンテンツ、アプリケーション等を自

動遮断する「T青少年安心サービス」を無料で提供している。子供のスマートフォ

ンに受信されるメッセージやカカオトーク等のモバイルメッセンジャーのメッセ

ージ内に校内暴力の疑いがある文面が発見された場合には、これを親に伝える「校

内暴力守り」サービスも無料で提供している。また、「スマートアイコーチ」は子

供のスマートフォン使用時間、アプリケーション・インターネット使用内訳など

をレポート形式で確認することができる。 

 

                                                        

 
577 アイニュース 24「イ・ジンガン「背少年」スマートフォン事前フィルタリング」論議中、SNS の

個人情報保護策も近いうちに出す」：2010年 12月 10日。： 

http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=535159&g_menu=020300 
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KT（ブランド名：olleh； http://kidsafe.olleh.com/index.jsp） 

「オーレ子供フォン安心サービス」を月額 2,000ウォンで提供している。国内最

多とされる 500 万個以上の有害サイトとアプリ等を遮断する。特定のアプリケー

ションの使用時間を遠隔コントロールすることもできる。子供が一日に何回イン

ターネットに接続したのか、有害サイトに接続しようと何回試みたのか、といっ

た細かい情報を親が確認することができる。スマートフォンの合計使用時間や特

定のアプリケーションの使用時間などに関する使用統計のほか、アプリケーショ

ンの削除記録や端末の初期化などの主なスマートフォン変更事項に関する情報に

ついても親は電子メールで受け取ることができる。Android 端末機を使用している

親は当該のアプリケーションをダウンロードして使用することができ、iPhone 又

は一般の携帯電話を使用している親は PCでオーレ・ドットコムに接続した後、サ

ービスを利用する。 

 

LG テレコム（LG Uplus、ブランド名：LG U+； http://phonekeeper.uplus.co.kr/） 

「U+子供フォン守り」サービスを月額 2,000 ウォンで提供している。サービス

の内容は他の移動通信社と類似している。有害サイト及びアプリケーションの遮

断、インターネット接続時間の管理、子供が接続したウェブサイト及び接続時間

の統計の確認などが提供される。また、子供のスマートフォンにインストールさ

れたアプリケーションのリストを確認できるほか、接続可能なアプリケーション

及び使用時間等も追加で設定することもできる。 

 

各移動通信事業者は、政府の政策にもとづき、上記のような安心サービスの提供価格

を大幅に下げる又は無料で提供する、スマートフォンの初期画面自体を安心サービス専

用にするなど、サービスを改善していく計画である578。 

 

（b）アプリケーションフィルタリング（アプリケーションで有害情報の

閲覧を制限） 

スマートフォン用のフィルタリングアプリケーションとしては、以下のものが代表的

である。 

 

エクスキーパー 

ジランジギョソフト社は、「エクスキーパー」として、スマートフォン用のフィ

ルタリングサービスも提供している。これは、PC とスマートフォンの両方に適用

可能であり、一括管理も可能である。ただし、「エクスキーパー」のモバイルアプ

リケーションは Android端末でしか利用できない。  

                                                        

 
578 「スマートフォン安心サービス、子どものスマートフォンの遠隔調整：有害サイト 500 万個遮断」

『京郷新聞』2013年 10月 16日。： 

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201310162215195&code=930201 
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スマート保安官 

青少年がスマートフォンを通じて有害情報に露出されることを最小化し、より

健全で正しい情報を利用できるように SKテレコム、KT、LG テレコムと韓国無線

インターネット産業連合会（MOIBA）が共同開発したサービスである。同サービ

スは、子供のスマートフォンにインストールされている不法アプリケーション・

有害アプリケーションを探知して遮断するものである。韓国無線インターネット

産業連合会が提供しており、放送通信審議委員会や女性家族部などの不法・有害

媒体物に関する情報を共有している579。 

 

しかし、上記のようなフィルタリングアプリケーションは完全に効果的とはいえない

状況である。例えば、フィルタリングアプリケーションは親が設定しておいたパスワー

ドを入力しなければ削除することはできないように設計されているが、スマートフォン

OSに対する一種のハッキングである「ルーティング（rooting）」を用いれば、容易に削除

することができる。「ルーティング」は機器のシステムに対する最高管理権限を得ること

によって、機器内のすべてのファイルとプログラムを変更できるようにする操作である。

これはそれほど難しい操作ではなく、小学生でも簡単な説明書きさえ見れば、すぐにア

プリケーションを削除することができるとされる。 

 

放送通信委員会の関係者は「Android OS の製造者であるグーグル社が改善策を出すこ

とが、現在としては最善である」と語っている。これに対し、業界は「ルーティングに

よるフィルタリングアプリケーションの削除を防ぐことはできないが、当該アプリケー

ションが削除されたという事実を親に通知することは可能である」としている。 

 

また、韓国警察庁サイバーテロ対応センターは 2012年９月に「児童・青少年のポルノ

総合対策」を発表し、わいせつ物を配布するウェブサイトのアドレスが PC・スマートフ

ォンのメッセージに現れた場合、メッセージ中の該当内容をメッセンジャー運営事業者

が削除して転送するという対策を進めると明らかにした580。しかし、この対策は通信・

対話の秘密と自由に関する「通信秘密保護法」に妨げられ、実行できないでいるのが現

状である581。  

                                                        

 
579 韓国無線インターネット産業連合会「スマート保安官」： 

http://ss.moiba.or.kr/jsp/01_info/0201.jsp 
580 仁川地方警察庁「児童・青少年のポルノ総合対策」： 

http://www.icpolice.go.kr/board/rg4_board/down.php?&bbs_code=ic019&page=8&bd_num=606&key=0&mode=

down 
581 「青少年も見るスマートフォンわいせつ物横行、当局は「ぼう然」」『連合ニュース』2013 年６月

３日。： http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=001&aid=0006292876 
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イ ブロッキングの現状とオーバーブロッキングの問題 

放送通信委員会は「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第 44条の７に

規定された「違法情報」の対象条項に従って有害サイトを遮断している。対象条項は以

下のとおりである。 

 

a. わいせつな電気通信： 

わいせつな符号・文言・音響・画像又は映像を配布・販売・賃貸したり、公

然と展示したりする内容の情報 

b. 名誉毀損： 

人を誹謗する目的で公然と事実又は虚偽の事実を摘示して他人の名誉を毀損

する内容の情報 

c. サイバーストーキング： 

恐怖心や不安感を誘発する符号・文言・音響・画像又は映像を繰り返し相手

に届くようにする内容の情報 

d. ハッキング、ウイルスの流布： 

正当な事由なく情報通信システム、データ又はプログラム等を毀損・滅失・

変更・偽造したり、その運用を妨害したりする内容の情報 

e. 青少年有害媒体物表示義務違反： 

青少年保護法による青少年有害媒体物であり、相手の年齢確認、表示義務等

法令による義務を履行せずに営利を目的として提供する内容の情報 

f. 賭博等射幸行為： 

法令によって禁止される射幸行為に該当する内容の情報 

g. 国家機密の漏出： 

法令によって分類された秘密等国家機密を漏洩する内容の情報 

h. 国家保安法違反： 

国家保安法が禁止する行為を遂行する内容の情報 

i. 犯罪関連情報： 

犯罪を目的としたり、教唆又は幇助したりする内容の情報 

 

上記の対象条項に該当するウェブサイトは、放送通信委員会の審議の後に上の「KCSC 

Warning」という案内文とともに遮断される。しかし、上記９項目に該当するウェブサイ

トを開こうとすると、すべて同一の案内文とともに遮断され、どのような基準により遮

断されたのか表示されないという点が問題となっている（図 136参照）。  
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また、インターネット掲示物削除や接続遮断措置が 2008年の１万 5,000件から 2011年

には５万 3,000件と約３倍以上に増加していることから、ウェブサイトの閉鎖が正当な目

的を超えており、インターネットを検閲しようとする政府の意図が見え隠れしていると

みなす意見もある582。 

 

図 136 「KCSC Warning」のページの表示例 

 

 

 

（４）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・利用制限 

「初中等教育法施行令」第９条７項は、「学生の褒賞、懲戒、懲戒以外の指導方法、頭

髪・服装等の容貌、教育目的上必要な所持品検査、携帯電話等電子機器の使用及び学校

内の教育・研究活動の保護と秩序維持に関する事項等学生の学校生活に関する事項」を

学校規則に明記するよう規定している。すなわち、同施行令は各学校において携帯電話

の使用に関する規則を定めることを義務付けている。 

2013 年６月には、セヌリ党のクォン・ウンヒ（권은희）議員が、同条項を上位法令で

ある「初中等教育法」にも明示することを試み、使用制限についての内容を法条文化す

る改正案を発議したが、国会を通過しなかった583。 

 

現在、初・中等教育の現場ではスマートフォンを使用しようとする生徒とそれを禁止

する教師との神経戦が展開されている。学校によっては、授業前に教員に預けさせるこ

とも行われている。 

                                                        

 
582 「『ニューヨークタイムス』韓国はインターネット検閲国家」『オーマイニュース』2012 年８月 13

日。： http://www.ohmynews.com/NWS_Web/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0001767188 
583 「学校でのスマートフォン禁止、初中等教育法改正案発議」『ゲームメッカ』、2013 年６月 10 日。： 

http://www.gamemeca.com/news/view.php?gid=290248 
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このような現場の悩みを解決する手段として、教師が生徒のスマートフォン及び関連

機器の使用を遠隔制限できるアプリケーション「アイスマートキーパー（iSmart Keeper）」

が開発された。2013 年６月 12 日にソウル市教育庁は、市内の初・中・高等学校 11 校を

選定して、2014年２月まで同アプリケーションをモデル運用することを発表した。 

同アプリケーションを使用するには、まず生徒全員がスマートフォンにこのアプリケ

ーションをインストールする必要がある。そのうえで、教員がアイスマートキーパーの

ウェブサイト（http://www.ismartkeeper.com/）で会員登録を行い、教員自身もアプリケー

ションをインストールして承認された ID でログインすれば、生徒のスマートフォン使用

を管理することができる。教師は「すべて禁止」「非常電話のみ許可」「通話のみ許可」「通

話・メールを許可」「特定アプリケーションを許可」「すべて許可」の６種類の方針の中

から設定することができる。放課後や休日には、親がこのアプリケーションを通じてス

マートフォンの使用を管理することができる。また、生徒の自己管理を促すために、ス

マートフォンをオンにした回数や利用時間を分析し、「スマートフォン健康指数」として

提示する機能もある。 

同アプリケーションについて、教員は不必要な負担や摩擦を避けることができると好

意的だが、生徒は過干渉であるとして否定的である。最近では、アイスマートキーパー

を無効化する方法及びアプリケーションがインターネット上に拡散されている。ただし、

その方法とは、スマートフォン管理者のアカウント情報を取得するルーティングやプロ

グラム経路を把握してプログラムを削除したり、インストールを妨害したりする程度で

あり、管理情報を変更できるレベルには至っていない584。 

 

 

（５）ネットいじめに対する取組 

関係法令を見てみると、ある人物を誹謗するために、多くの人が見ることができるイ

ンターネットに事実である内容を記載してその人の名誉を棄損した者は、３年以下の懲

役や禁固又は 2,000 万ウォン以下の罰金に処せられる（「情報通信網利用促進及び情報保

護等に関する法律」第 70 条第１項）。同様に、虚偽の内容を記載した者は７年以下の懲

役、10年以下の資格停止又は 5,000万ウォン以下の罰金に処せられる（同法同条第２項）。 

 

メッセンジャーアプリケーションの「カカオトーク」を提供・運営するカカオ社は、

プライバシー侵害・名誉毀損・著作権侵害に該当するような掲示によって被害が生じた

場合には、被害者の届出にもとづき掲示の削除を行っている。該当掲示物がサービスさ

れているアプリケーションで権利侵害届を完了させた後には、必要な証憑書類を作成し

てカカオ顧客センターに提出しなければならない。以下、その手続き、留意事項及び証

                                                        

 
584 韓国教職員共済会「教室でのスマートフォン使用を制限できるアプリケーション（アプリ）『アイ

スマートキーパー」」、2013年７月４日。： 

http://social.ktcu.or.kr/story/educationView.do?pageNo=3&boardIndex=33251 
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憑書類について記述する585。 

 

手続き 

届出者：届出 → 届出受付（該当サービスアプリケーションで届出） → 証

憑書類提出 → 届出要件及び内容の確認 → 掲示の閲覧中断及び処

理結果の通知 

掲示者：掲示中断通知 → 釈明要請（釈明要請は 30日以内） → 権利釈明 →

掲載再開 → 処理結果通知（権利釈明を行わない場合には永久に掲示

中断） 

 

留意事項 

 掲示中断の際には、該当掲示物の掲示者に対して、掲示中断要請者名と要請

事由（著作権侵害・名誉毀損ほか）が通知される。 

 著作権侵害による掲示中断について、再掲示を要請することができるのは著

作権者及び正当な権利者であることを証憑することができる場合のみである。

その場合には、「著作権法」第 103 条第３項 及び 同法施行令第 47 条の規定

にもとづいて、カカオ社が再掲示予定日（再掲示要請受付７日後）を掲示中

断要請者に通知した後で、再掲示予定日に掲示物が復元される。 

 名誉毀損による掲示中断の場合には、再掲示は再掲示要請資料及び釈明内容

等の形式の要件を検討した後に進められ、掲示中断要請者に再掲示の事実が

通知される。 

 再掲示された掲示物については、再び掲示中断を要請することはできず、以

後の手続きは当事者間の協議又は関係行政機関の審議判断や法院の判決によ

って解決されなければならない。 

 

証憑書類 

【名誉毀損及び個人情報侵害に関する届出の場合】 

①権利侵害届出要請書、②権利侵害事実を明らかにできる資料、③本人確認書類

１部、④身分証の写し（個人の場合）／事業者登録証の写し及び委任状（団体の

場合） 

【著作権侵害に関する届出の場合】 

①複製中断要請書、②自分がその著作物の権利者であることが表示された著作権

等の登録証の写し 又は それに相当する資料、③自分の筆名又は別名などで広く

知られていることが表示されている著作物の写本又はそれに相当する資料  

                                                        

 
585 カカオ社「権利侵害申告案内」： http://www.kakao.com/policy/right 
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また、スマートフォン利用によるいじめの問題を「青少年オンラインゲームシャット

ダウン制」のようなスマートフォン使用制限と同様の方法で解決するのは困難であり、

スマートフォン自体を問題視するのではなく、家族や同年齢集団の間でより良いコミュ

ニケーションをとるための努力が求められるという指摘がある586。 

 

 

（６）児童買春等の青少年を性的行為に誘引する行為に対する取組 

2012 年９月 16 日に施行された「青少年保護法」第 33 条は、青少年保護総合対策の法

的根拠を整備しており、青少年保護総合対策を確立・施行し、毎年点検会議を運営する

ことによって履行事項の総括管理を規定している。これにより青少年保護対策の確立に

関する基礎研究が実施されるとともにワークショップが開催され、関係部署及び地方自

治団体の意見が集約された結果として、以下のような推進成果が得られたとしている587。 

 

 「大法院委員会は 13 歳未満を対象とする性暴力犯罪の勧告刑量を高めた。

また、2013 年６月 19日に「児童・青少年の性保護に関する法律」が制定・

施行されたが、同法第 20 条３項は 13 歳未満の女児及び障害者女性を対象

とする（準）強姦罪の公訴時効を廃止し、発生時期と関係なく加害者を処

罰できることを定めている。さらに、同法は性犯罪者の児童・青少年関連

教育機関への就業を 10年間制限することとし（第 56 条）、性犯罪者の身上

情報をインターネットに公開して法院の決定により犯罪者の居住地住民に

郵便で告知することとした（第 49条～55条）。また、同法第７条及び 2014

年１月７日施行の「特定犯罪者に対する保護観察及び電子装置付着等に関

する法律」第 21 条の２は、13 歳未満の児童を対象とした性犯罪者には電

子装置を装着する期間を加重して、監視することとした。そして、2013 年

６月 19日に「性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に関する法律」が制定・施行

され、青少年を対象とした性犯罪者に対する性衝動薬物治療制度を導入し

て、性犯罪者の再犯発生を防止した。」  

                                                        

 
586 カカオトークルームに呼んで集団で悪口…スマートフォンいじめ『サイバーブリング』」『ハンギョ

レ』、2014年１月７日。： http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/618797.html 
587 女性家族部青少年保護課「第１次青少年保護総合対策（2013～2015）」2012 年 12月 28日。： 

http://www.korea.kr/archive/expDocView.do?docId=33112 
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（７）児童ポルノに対する政策、規制及び取組 

現行法律によると、利益のために青少年に青少年有害媒体物を流布又は販売したり、

観覧利用するよう提供したりした者は３年以下の懲役又は 2,000 万ウォン以下の罰金に

処せられる（「青少年保護法」第 58条第１号）。 

わいせつな音声や映像が出るわいせつ物を流布したり販売したりした者は、１年以下

の懲役又は 1,000 万ウォン以下の罰金に処せられる（「情報通信網利用促進及び情報保護

等に関する法律」第 74条第１項第２号）。 

利益のために他の者の身体を撮影したわいせつ物をインターネットに流布した者は７

年以下の懲役又は 3,000 万ウォン以下の罰金に処せされる（「性暴力犯罪の処罰等に関す

る特例法」第 13条第２項）。 

 

2013年６月 21日に韓国政府は「性暴力防止総合対策」を発表し、スマートフォン等を

介した新種の青少年有害媒体物に対する監視体系を強化した。青少年有害媒体物モニタ

リングの範囲を PC 利用によるインターネットからスマートフォンにまで拡大し、2014

年までに情報会社のシステムを構築して青少年有害媒体物のモニタリングと指定・告示、

事後措置等を体系的に管理・運営する方針を立てた。 

オンラインわいせつ物に対する事業者の管理責任を強化し、青少年がスマートフォン

を契約する際に移動通信事業者がわいせつ物遮断プログラムをスマートフォンにインス

トールすることを義務付ける法律の制定を推進する方針であり、ウェブハード（オンラ

インストレージサービスの一種）事業者にわいせつ物遮断システムの 24時間常時適用等

の積極的措置義務を課し、違反の際には行政制裁を行う計画である。 

上記の計画のために、2013年８月 13日に「電気通信事業法」が改正された588。 

 

 

（８）リベンジ・ポルノに対する政策、規制及び取組 

最近、韓国で活動している在米韓国人３世の歌手エイリー（Ailee）が「リベンジ・ポ

ルノ（韓国語では복수의 포르노）」の被害に遭ったことで、同問題に対する関心が集ま

っている589。 

これまでにあった類似の事件としては、1998年の「O嬢ビデオ」、2001年の「B 嬢ビデ

オ」など、有名芸能人のセックス・ビデオが流出した事件がある。 

有名歌手であった B 嬢の前マネージャーであったキム氏は、2000年に B嬢との性関係

の場面を写した、いわゆる「B 嬢ビデオ」を流布して社会的な問題を引き起こした後に、

                                                        

 
588 国家法令情報センター「電気通信事業法（法律第 12035号）」： 

http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&p1=&subMenu=1&nwYn=1&query=전기통신사업법&x=-879&y=-20

8#liBgcolor1 
589 「エイリー流布者『リベンジ・ポルノ』法でのみ重刑可能」『日刊スポーツ』、2013年 11月 13 日。： 

http://live.joins.com/news/article/article.aspx?total_id=13118793&cloc=njoins%7Chome%7Cshowcase 
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アメリカに逃亡した。これに対して、ソウル地方検察庁は 2001年にキム氏を名誉毀損と

電気通信基本法違反などの容疑で指名手配した590。警察庁サイバーテロ対応センター関

係者は「わいせつ物の流布は名誉毀損及びわいせつ物流布罪で処罰される可能性がある」

とし、「許可を得ず撮影した映像である場合には、性暴力犯罪処罰法が適用される可能性

もある」とした。さらに、「カカオトークなどを通じて知人とファイルを共有する場合で

も、複数に大量の映像物などを流布すれば法的に処罰を受ける可能性がある」と警告し

た591。 

 

2013年３月 23日に改正された「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律の第

44 条」は、私生活を侵害したり、名誉を毀損したりする情報を通信網に流通することを

禁止しており、このような事態が生じた場合には被害者が情報通信サービス提供者に該

当内容の削除を要請し、該当情報利用者の情報提供を請求することができると規定して

いる。また、これに関する業務遂行のため、５名以下の委員で構成された名誉毀損紛争

調整部を置くよう規定している。また、利用者個人がこのような情報を流通させること

も禁止している。  

                                                        

 
590 「「B嬢ビデオのあの男」保釈不可、キム・ソクワン氏刑事処罰後韓国に身柄引き渡し」『米州中央

日報』、2008年２月 28日。： http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=518083 
591 「女性芸能人ヌード写真受難史、「流布すれば処罰」」『マネートゥデイ』、2013 年 11月 11日。： 

http://m.mt.co.kr/new/view.html?no=2013111114272172667 


