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４ 青少年のインターネット利用環境に関する民間機関の取組 

 

（１）青少年のリテラシー能力向上のための活動 

 

社団法人・父母情報監視団（http://www.cyberparents.or.kr/） 

社団法人・父母情報監視団は、急速に発展する IT 技術の速度に歩調を合わせ、

インターネットの使用と媒体情報に関連するさまざまな社会問題から青少年を保

護し、有害情報を監視し、父母や企業等の既存の世代を教育して認識をともにす

ることができる事業や活動を進めることを目標として、1998 年９月 23 日に設立さ

れた。ボランティア団体として発足して５年目に社団法人に転換し、本格的な活

動団体となった（表 52 参照）。 

 

表 52 韓国の社団法人・父母情報監視団の沿革及び活動内容 

沿革 活動内容 

1998 年９月 23 日 発足（初代団長：ソン・ボンスク）。 

1998 年 11 月 25 日 電話情報、PC 通信、インターネットモニタリングを実施。 

1999 年５月 17 日 PC 通信、インターネット性関連情報モニタリングを実施。 

2000 年２月 28 日 第２代団長ジュ・ヘギョン就任。 

2000 年５月 30 日 民間社会団体に登録（情報通信部第４号）。 

2000 年６月１日 青少年有害情報遮断プログラム「モヤ」普及。 

2001 年６月８日 第 13 回情報文化賞情報通信倫理賞を受賞（国務総理賞）。 

2001 年６月 14 日 全国巡回父母メディア教育を実施。 

2002 年５月３日 インターネット青少年有害媒体物常時モニタリングを実施。 

2003 年９月 29 日 スパムメール追放のための父母教育を実施。 

2003 年 10 月１日 メディア教育サイトを運営。 

2004 年６月 24 日 社団法人設立（ソウル青第 2004-155 号）、政府通信部。 

2004 年 11 月１日 釜山支部発足、情報通信倫理専門講師を養成。 

2005 年３月 15 日 
青少年有害環境監視団運営機関に指定（国家青少年委員会、指定

01-03-288）。 

2005 年５月１日 大邱支部、大田支部発足。 

2005 年 12 月１日 放送プログラム等級制の正しい定着のためのセミナーを開催。 

2006 年９月１日 
モバイルわいせつ小説サービスを提供した移動通信事業者３社を告

発。 

2007 年３月１日 青少年自分守り（YP）研究学校支援団活動。 

2007 年 11 月１日 第３代代表イ・ギョンファ就任。 

2008 年１月１日 多文化移住女性のための「ウィブモ（webumo）」活動。 
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沿革 活動内容 

2008 年２月 29 日 主務官庁が行政安全部に変更。 

2008 年８月５日 青少年判定団発足：長期休暇「English Camp」を開催。 

2008 年 10 月１日 
多文化交流センター発足：「グローバルな父母になる」ネットワー

クを構成。 

2009 年２月 25 日 市民知性教養講座「鶴首苦待」月例フォーラムを開催。 

2010 年１月 28 日 青少年映像物等級分類体験活動。 

2010 年４月１日 京畿・光州・清州・済州地域センターを開設。 

2010 年６月 21 日 タイのプリジット校を訪問：青少年交流。 

2010 年８月 21 日 韓国＝タイ：グローバルな父母になるフォーラムを開催。 

2011 年７月１日 寄付金指定団体に登録。 

2012 年４月 11 日～14 日 
第１期青少年グローバルリーダーシップトレーニング（フィリピン

訪問）。 

 

 

ソウル特別市率青少年メディア中毒予防センター（http://www.mediajoongdok.com/） 

ソウル特別市立青少年メディア中毒予防センターは、青少年のメディア中毒が

日々増加しているにもかかわらず、これを救済できる場所が少ないことから、メ

ディア中毒に早期に対応して健康な社会人として成長できるよう助けるために設

立された。 

 

インターネット上及び対面による個人相談、グループ相談、心理検査、予防教

育を実施し、メディア中毒相談者等メディア中毒治療に必要な人材を養成してい

る。  
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社団法人・韓国インターネット PC 文化協会（http://www.ipca.or.kr/） 

1998年 11月に全国インターネットカフェ業者たちの自発的な参加によって設立

された「韓国インターネット PC 貸与法協会」を前身とする。2001 年３月 28 日に

文化観光部から社団法人設立承認を受け、現協会に改編された。 

 

韓国のインターネットカフェ（PC 房）業者たちの権益を保護するために発足し

た団体であり、関連法令の不合理な規制を改善し、個人産業を始めとする諸般の

関連事業界の発展のための活動を行っている。中央会を中心として全国広域地方

自治体に 17 支部を置き、市・郡・区単位の支会組織を運営している。 

また、インターネットカフェ業界を規定している「ゲーム産業振興に関する法

律」から「建築法」「勤労基準法」「多重利用業所安全管理に関する特別法」等、

業界が遵守しなければならない法律を分析し、より良い方向に進むことができる

道を提示する。また、各支部及び支会において、インターネットカフェ業者のた

めの政策及び法律に関する問い合わせサービスを提供している。 

 

（２）ウェブサイト運営者に対するガイドライン策定 

本調査では、韓国においてウェブサイト運営者に対するガイドライン策定が行われて

いることを示す資料は見当たらなかった。 

 

参考として、韓国における大手検索ポータルサイト運営業者の取組を以下に紹介する。 

 

ネイバー（Naver） 

青少年が健全な大人に成長できるようにするために、「情報通信網利用促進及び

情報保護等に関する法律」及び「青少年保護法」にもとづいて、青少年保護のた

めの方策を構築・実施している。具体的な実施内容は、有害情報への青少年接近

制限及び管理措置、有害情報から青少年を保護するための業務担当者教育の実施、

有害情報に関する被害相談及びクレーム処理等である592。 

 

ダウム・コミュニケーションズ（Daum Communications） 

ネイバー社と同様の目的により、青少年保護施策を運営している。具体的な実

施内容は、青少年対象の有害媒体物認証装置の適用、有害情報による被害相談及

びクレーム処理、有害情報に対する禁則語の適用、青少年保護教育及び担当者指

定等である593。 

 

                                                        

 
592 ネイバー社「青少年保護ポリシー」2005 年６月１日。： http://www.naver.com/rules/youthpolicy.html 
593 ダウム・コミュニケーションズ社「青少年保護ポリシー」： http://www.daum.net/doc/youthpolicy.html 
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（３）インターネット上の情報の分類（レイティング・ゾーニング等） 

「インターネット使用等級サービス」は、情報提供者と情報利用者にインターネット

情報の種類と水準を選別できる権利を与えるシステムである。インターネット情報に対

する利用者中心の自主規制という大きな枠組みの中で、①韓国国内の情報の自主等級サ

ービスと、②海外のわいせつ・暴力情報等に対する第三者の等級サービスを実施してい

る。 

自主等級サービスは、韓国国内の情報提供者が露出・性行為・暴力・言葉・その他の

５類型・５段階（０～４等級）の等級基準にもとづいて自主的に等級を表示することで、

情報通信倫理委員会が提供した内容選別ソフトウェアを使い、情報利用者がインターネ

ット情報を選別して利用することができるようにするものである。情報提供者が自主的

に提供する情報についてのHTML文書内部にMETAタグを利用して（PICSラベルを使用）

等級表示を行えば、情報利用者は等級表示された情報の PICS を認識するウェブブラウザ

又は内容選別ソフトウェアによって、適正等級水準を定めてインターネット内容等級サ

ービスを受けることができる。 

放送通信審議委員会の等級基準にもとづく青少年有害情報の等級基準と年齢別等級勧

奨事項の内容はそれぞれ、表 53・表 54 のとおりである。 

 

表 53 韓国における青少年有害情報の等級基準 

区分／ 

等級 
露出 性行為 暴力 言葉 備考 

４等級 性器の露出 
性犯罪又は露
骨な性行為 

残忍な殺害 
露骨でわいせ
つな卑俗語 

 麻薬使用の助長 

 武器使用の助長 

 賭博・飲酒の助

長 

 喫煙の助長 

３等級 全身の露出 
露骨でない性
行為 

殺害 深刻な卑俗語 

２等級 部分的露出 
着衣の状態で
の性的接触 

傷害 
荒々しい卑俗
語 

１等級 
露出の多い服
装 

激しいキス 格闘 
日常的な卑俗
語 

０等級 露出なし 性行為なし 暴力なし 卑俗語なし 

出典：放送通信審議委員会のウェブサイト594をもとに作成。  

                                                        

 
594 放送通信審議委員会「インターネットコンテンツの評価サービス」： 

http://www.safenet.ne.kr/dsystem.do 
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表 54 韓国における年齢別等級勧奨事項 

区分 露出 性行為 暴力 言葉 

全体可 

（初等学生可） 
１等級 ０等級 １等級 ０等級 

12 歳以上 

（中学生可） 
２等級 ２等級 ２等級 １等級 

15 歳以上 

（高校生可） 
２等級 ２等級 ３等級 ２等級 

18 歳以上 

（成人可） 
３等級 ３等級 ４等級 ４等級 

出典：放送通信審議委員会のウェブサイト595をもとに作成。 

 

第三者等級サービスは、第三者機関によって提供された等級データベースを配布する

ラベルビューローサーバー（Label Bureau Server）を情報利用者が利用するものである。

情報利用者がラベルビューローサーバーを認識できる内容選別ソフトウェアなどを利用

すると、情報提供者が等級表示（PICS ラベル）を行っていなくても、インターネット内

容等級サービスを利用することができる。 

 

（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 

個人情報紛争調整委員会は、個人情報に関連する紛争が発生した場合に当事者間にお

いて合理的かつ円満に紛争を解決するために設立された紛争解決機構であり、「情報通信

網利用促進及び情報保護等に関する法律」第 33 条にもとづいて 2001 年 12 月３日に発足

した。2011 年９月 30 日には「個人情報保護法」が施行されて委員会の設置根拠に関する

法律は同法に代わり、これに伴ってその規模と機能が大きく変化した。委員会は個人情

報に関連する紛争の調整を固有の機能としており、委員会は必要な場合には調整手続き

を進める前に当事者に合意を勧告することができる。 

 

2012年に個人情報紛争調整委員会が受け付けた個人情報侵害件数16万6,801件のうち、

「住民登録番号等他人の情報の毀損・侵害・盗用」に関するものは 13 万 9,724 件と圧倒

的多数を占めていた。また、ハッキングによる大量の個人情報流出事故などの原因とし

ては、事業者の技術的・管理的措置義務の不十分が多かった596。 

 

なお、青少年有害媒体物に関連する民事紛争調整に関する法令規定は、韓国は日本に

比べて不十分であるとされる597。  

                                                        

 
595 同上。 
596 個人情報紛争調整委員会「2012 年個人情報紛争調整事例集」2013 年５月 21 日、21～22 頁。： 

http://www.kcppi.or.kr/bbs/board.php?bo_table=case_study&wr_id=38 
597 韓国青少年政策研究院「デジタル有害媒体環境についての青少年受容者中心の対策研究」2010 年

12 月 27 日、51～77 頁。： http://cfile230.uf.daum.net/attach/161BB93B4F1D6F28146255 
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（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

等の活動 

韓国における相談センター及び申告機関は、以下のとおりである。 

 

放送通信審議委員会（http://www.kocsc.or.kr/） 

わいせつ物・不健全情報の申告を受け付けている。 

 

警察庁サイバー捜査隊サイバーテロ対応センター（http://www.ctrc.go.kr/） 

サイバー犯罪、インターネット上の特定者からの名誉毀損、インターネット上

における詐欺行為の相談に対応している。 

 

不法・青少年有害情報申告センター（http://www.singo.or.kr/） 

不法・青少年有害情報の申告を受け付けている。 

 

なお、インターネット・ホットラインの国際組織 INHOPE には、韓国通信規格委員会

が参加している。  


