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この書面において提示・解説されるコミュニティサイト運用管理体制認定基準は、一般社団法人

モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（以下「EMA」という。）基準策定委員会において承認され

た認定基準である。 
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本概説書は、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（以下「EMA」という。）基準

策定委員会において承認されたコミュニティサイト運用管理体制認定基準（以下「コミュニティ認定

基準」という。）の一部を構成する概説書を提示するものである。概説書とは、申請者の理解を促す

ことを目的として、コミュニティ認定基準の一部の要求項目に関して細則やマニュアルに規定され

る内容のうち、充足すべき最低水準や記載サンプルを示す書面である。 

本概説書は、今後の社会的環境の変化、通信技術の発展、運用状況等を踏まえ、充足すべき

水準の変更、項目の追加等を適宜見直し、改正するものとする。 

 
【修正履歴】 

平成 20 年 12 月 1 日  法人格変更 

平成 21 年 1 月 21 日 用語修正 

平成 21 年 3 月 31 日 「3．青少年利用に配慮した広告掲載基準」適用除外条件を修正、

「4.サイトパトロール体制における監視員規模基準ガイドライン」項

目順序を変更 

平成 21 年 6 月 16 日  基準変更に伴う用語修正 

申請書様式変更に伴い「4.サイトパトロール体制における監視員規

模基準ガイドライン」の表記方法に関する項目を削除 

平成 21 年 7 月 14 日  項目「2．青少年利用を前提とした利用環境の整備」を追加 
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平成 22 年 1 月 14 日 「７．啓発・教育コンテンツの設置について」のリンクによる設置方法

とモデルコンテンツのカスタマイズを追加 

平成 22 年 2 月 16 日 「6.啓発・教育コンテンツの設置について」説明文を見直し 

平成 22 年 5 月 13 日 「3．青少年利用に配慮した投稿対応基準について」充足すべき水

準（q）を追加 

平成 22 年 7 月 23 日 「2．青少年利用を前提とした利用環境の整備について」及び「3．青

少年利用に配慮した投稿対応基準について」児童誘引行為等のト

ラブルを防止するための必要かつ十分な抑止／防止対策（サイト内

メッセージ機能の機能制限又は監視、サイト利用者の年齢情報等

の活用等）について記載を追加 

平成 23 年 5 月 26 日 表記・用語等の修正 

項目「1．自主的改善のための運用管理プロセスの構築・維持」を追

加 

要求項目の追加に伴い、要求項目番号を変更 

「3．青少年利用を前提とした利用環境の整備について」 「目的」の

記載を追加 

「3．青少年利用を前提とした利用環境の整備について」に「（2）青

少年利用に配慮した自社表現基準」を追加 

「4. 青少年利用に配慮した広告掲載基準について」を詳細化して

変更 

項目「8．ユーザー情報管理における個体識別番号等の取得につ

いて」を追加 

平成 23 年１2 月１2 日 「3．青少年利用を前提とした利用環境の整備について」に「（2）姓

名等の個人情報の公開を前提とする場合のトラブル防止対策の実

施」を追加 



Copyright (C) 2009 Content Evaluation and Monitoring Association. All rights reserved. 

無断転載・複写禁止 

1/17 

《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#１）》 

 

1. 自主的改善のための運用管理プロセスの構築・維持 

 

目的 

本項目は、コミュニティサイト運営事業者がコミュニティサイト運用管理体制認定基準を満たす運用

管理体制を構築し、維持するために必要な運用管理プロセスについて提示するものである。 

 
運用管理プロセス 

事業者の運用管理対象となるサイトの運用管理において、本基準の全要求項目を満たし、且つ

「計画」、「実施」、「評価」、「改善」の運用管理プロセスを含む運用管理体制を構築し、維持する必

要がある。 

 
運用管理プロセスの責任主体 

本運用管理プロセスは、サイト運用管理体制に関する専門の意思決定機関又はそれに相当

する会議体の下で構築・維持されなければならない。 
 
補足 

A) 計画について 

・サイトやサービスの特性に応じた運用管理体制を構築し、維持する為に具体的な計画を作成し

文書化すること。 

 

B) 実施について 

・立案した計画を実施すること。 

・本基準を満たす運用管理体制の証跡となる実施記録を作成、管理すること。 

 

C） 評価について 

・運用管理に関わる各部署において、業務実施状況の定期的な点検を行うこと。 

・サイトの状況が、青少年利用に配慮された状態であるか否か、定期的な点検を行うこと。 

・運用管理業務及びサイト状況について評価を実施すること。 

 

D） 改善について 

・評価結果に基づき改善すべき事柄を明確にし、運用管理に関わる各部署で共有すること。 

・運用管理業務やサイトの状況に問題があった場合、問題の原因を究明し、改善策について

検討すること。 
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《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#3）》 

 

2. 健全化に資する運用方針について 

 

目的 

本項目は、要求項目#3 に関連して申請者が健全化に資する運用方針を公開する際の記載様

式である。認定基準の 4 分野にわたる要求項目を充足していることを、以下の体裁に従い、かつ細

部に各申請者独自の方針を盛り込みつつ、表現することを申請者に求める。 

 

 

健全化に資する運用方針 

 

株式会社○○○○（以下「当社」という。）は、[サイト名]（以下「本サイト」という。）の運営に当たり、

青少年の主体性を確保しつつ違法・有害情報から保護することの重要性を認識するとともに、本サ

イトが第三者機関である一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（略称・EMA）により

個別分野ごとに定められる健全な運営管理体制等の基準に適合している状態を維持すべく、次の

とおり健全化に資する運用方針を定めております。 

 

１． 基本方針に関して 

当社は、本サイトの健全性維持のため、青少年利用を前提として当社が適切と考える利用

規約を制定し、会員登録時には利用規約に同意を頂いております。また、青少年ユーザーが

本サイトを利用することに配慮した投稿対応基準及び広告掲載基準を当社内部で定めており

ます。 

２． 監視体制に関して 

当社は、本サイトの健全性維持のため、サイトパトロール活動において、当社が適切と考え

る手法・投稿対応基準・規模・組織体制・緊急対応手順・教育研修制度・ノウハウ共有制度を

設定して、サイトパトロールを[常時／毎日]実施しております。 

３． ユーザー対応に関して 

当社は、本サイトの健全性維持のため、問合せ対応窓口（外部からの問合わせ対応を含

む。）及び本サイト内での通報制度を設置、当社が適切と考える手順等を定めて対応しており

ます。また、利用規約違反行為等を行う利用者に対し、退会処分を含むペナルティ制度等を

設けております。 

４． 啓発・教育に関して 

当社は、本サイトにおいて利用者向けに禁止事項を明示するとともに、FAQ を整備、適切

な場所において公開しております。また、利用者向け啓発・教育コンテンツの設置や、サイト

上での個人情報の記載について注意喚起することにより、利用者の皆様に健全なサービス利

用を広める取組を行っております。 

 

○○○○年○○月○○日 

株式会社○○○○ 

代表取締役 ○○○○  
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《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#5）》 

 

3. 青少年利用を前提とした利用環境の整備について 

 

目的 

本項目は、コミュニティサイト運営事業者が提供するサービスにおいて、青少年利用を前提とし

た環境整備（又は利用者年齢区分に応じたサイト構造を前提とした環境整備等）がなされるために、

あらかじめ十分なトラブル防止対策の実施を求めるものである。特に考慮すべき点として以下を

掲示する。なお、以下は代表的な留意事項であり、これに限られるものではない。 

 

必要とする対策 

 
（１）児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施 

（プロフィール検索やサイト内メッセージ機能等の機能制限又はメッセージを含む投稿に対する

十分な監視体制の整備） 

 

サイト運営事業者は、コミュニティサイトの運営において、青少年がプロフィール検索等を通じて、

不特定多数との接点を持つことにより発生するおそれがある児童誘引行為等のトラブルを防止し、

青少年の犯罪被害ができるだけ少なくなるように努めなければならない。検索を含むプロフィール

機能やサイト内のユーザー間のメッセージ機能等の関連機能の利用制限やメッセージを含む投稿

に対する重点的な監視体制、外部サイトへの誘引行為の制限を整備することにより、必要かつ十

分な抑止／防止対策を柔軟に実施できるよう措置を講じなければならない。その際には、多様な

表現活動が行えるインターネットの特性に配慮しつつ、サイト規模、サービス形態・機能、ユーザー

の利用状況に応じた対策を常時講じるとともに、サイト利用者の年齢情報等を活用した方法を用い

る場合は、利用者のプライバシーが保護されるよう十分な注意を払うと同時に、利用者の年齢情報

の真正性を考慮し、青少年の犯罪被害防止の実効性を高めるよう努める必要がある。また、サイト

内のメッセージを監視する場合には、通信の秘密に配慮し、送信者又は受信者若しくはその両方

からの個別同意を適切な手段により得なければならない。 

 

（2）姓名等の個人情報の公開を前提とする場合のトラブル防止対策の実施 

 

サイト運営事業者は、コミュニティサイトの運営において、姓名等の個人情報の公開を前提とし

ている場合には、想定されるリスクについて利用者に十分に説明しなければならない。例えば、サ

ービスの利用を開始する以前に、個人情報の公開に伴うリスクに関する啓発・教育コンテンツの設

置や適切な案内を行い、十分に周知を行う等の措置が考えられる。また、個人情報の公開に伴うリ

スクを自覚しない状態で不特定多数との交流が発生しないよう、デフォルトで公開範囲を限定する
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など、青少年がプライバシーの公開に関わるトラブルに巻き込まれないための対策を講じなければ

ならない。 

 

（3）青少年利用に配慮した自社表現基準 

 

本項目は、サイトのユーザーに青少年が相当割合存在する事実に配慮し、青少年の利用

を前提とした環境整備のため、自社表現基準を設けることを目的とし、最低限充足すべき水準を

基本方針として示すものである。 
 

サイト運営事業者は、図１の自社表現基準の考え方に基づき、「自社表現基準綱領」を定め、サ

イト内コンテンツの取扱いに対する方針として、サイト上に設置する「健全化に資する運用方針」と

同一階層、又は「健全化に資する運用方針」の本文中に掲示する必要がある。 

 

図１ 自社表現基準の考え方

 

 

また、サイト運営事業者は作成した「自社表現基準綱領」を踏まえ、図 2 の自社表現基準の

レベル判定表に従い、青少年の閲覧に供する上での注意・配慮を含めたサイト内コンテンツ

の管理を行うものとする。サイト内コンテンツの取扱いに関する規定の具体的かつ詳細な線引
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きについては、自社表現基準綱領に基づき、サイト運営事業者にて策定すべきものであり、サ

イト運営事業者自らが定める自社表現基準として、「自社表現基準綱領」は本概説書に劣後し

ないものであることが求められる。 

 

図 2 自社表現基準のレベル判定表 
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《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#6）》 

 

4. 青少年利用に配慮した投稿対応基準について 

 

目的 

本項目は、コミュニティサイトのユーザーに青少年が相当割合存在する事実に配慮し、各サイト

運営事業者はユーザーからの投稿において青少年の利用に配慮した投稿対応基準を設けること

を目的とする要求項目#6 について、最低限充足すべき水準を基本方針として示すものである。 

認定審査に際しては、申請者の投稿対応基準（申請書添付資料）が、以下の充足すべき水準

に劣後しないものであることが求められる。 

投稿対応基準の具体的かつ詳細な線引きについては、各サイト運営事業者にて策定すべきも

のであり、禁止事項等の形式でユーザーに適切に開示するとともに、サイト内メッセージ機能による

メッセージを監視する場合には、その旨をユーザーに周知することとする。 

 

充足すべき水準 

以下に該当する投稿については、削除を含む対応の対象とする。 

  

(a) 虚偽のもの。 

(b) 公序良俗に反するもの。  

(c) 法令に違反するもの。 

(d) わいせつ物及び児童ポルノ。 

(e) 買春・売春を助長するもの。 

(f) 覚せい剤、麻薬等薬物の使用を助長するもの。 

(g) 他人の名誉を著しく毀損するもの。 

(h) 他人を誹謗中傷するもの。 

(i) 他人の権利を侵害するもの。 

(j) 他人の名義を騙るもの。 

(k) アダルト・性風俗産業関連。 

(l) 自殺、自傷行為を助長するもの。 

(m) 著しく残虐･暴力的なもの。 

(n) 青少年に対し、飲酒、喫煙、ギャンブル等を奨励するもの。 

(o) 不健全な出会いを主たる目的とするもの、又は出会い行為を助長、誘導するもの。 

(p) 不健全な出会いを主たる目的とする個人情報又は連絡先情報を含むもの。 

(q) リンク等により青少年の利用に不適切なサイトへの誘導を目的とするもの。 

(r) その他、EMA 基準策定委員会にて追加承認されたもの。 
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《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#7）》 

 

5. 青少年利用に配慮した広告掲載基準について 

 

目的 

本項目は、コミュニティサイトのユーザーとして青少年が相当割合存在する事実に配慮し、青少

年に悪影響を与える広告を排除することを目的とし、最低限充足すべき水準を示すものである。 

 

概説 

認定に際しては、申請者の策定する広告掲載基準（申請書添付資料）が、以下の（1）から（3）で

規定する内容に劣後しないことを要件とする。さらに、その広告掲載基準を適切に運用するための

管理体制についても審査を行う。 

 

図 1 広告掲載基準の構成 

 

充足すべき水準 

 

（1） 広告として取り扱う商品・サービス業態について 

1) 掲載不可とすべき商品・サービス業態 

法令違反、権利侵害、公序良俗違反若しくは反社会的、詐欺的な取引にあたる商品・サービス

業態に関する広告（以下（a）から（k）項）は、青少年をはじめとするユーザー全体の生命、身体、精

神、財産、権利を害する可能性が高いものと認められるため、EMA の認定対象範囲には掲載して

はならない。 
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(a) 法令や省庁のガイドラインに違反又は抵触するもの。 

(b) 人権等を侵害するもの。名誉を毀損するもの若しくはプライバシーを侵害するもの。差別をす

るもの若しくはそれを助長するもの。 

(c) 個人情報保護法に違反するもの。 

(d) 反社会的なもの又は反社会性を助長するもの。暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成 3 年法律 77 号）に規定する暴力団に関するもの若しくはこれに類する組織による

もの。又はそれらの関連組織によるもの。 

(e) 公序良俗に反するもの。 

(f) 特定商取引法や景品表示法に違反するもの。その他詐欺的な取引に当たるもの。 

(g) 犯罪を誘発するおそれがあるもの。 

(h) 第三者の権利（著作権、商標権等の知的財産権、パブリシティー権、肖像権等）を侵害するも

の。 

(i) 内容、及びその目的が不明確なもの。 

(j) インターネット異性紹介事業（インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の

規制等に関する法律第 2 条第 2 号に規定するインターネット異性紹介事業をいう。）又は性風

俗営業及びこれに類するもの。 

(k) その他、青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがある商品・サービス業態に該当する

もの。 

 

 

2) 掲載にあたり注意・配慮が必要な商品・サービス業態 

また、サイト運営事業者は、図 2 注意、配慮が必要な商品・サービス業態例で例示するような

商品・サービス業態について、図 3 商品・サービス業態における取扱い手法分類の考え方に

掲げる分類表を用いて、（a）から（k）項で掲げた問題性の有無等の懸念を確認しつつ、商品・

サービス業態の広告について、青少年をはじめとするユーザーへの適法性・適正性に配慮す

ることが求められる。 

 

図 2 注意、配慮が必要な商品・サービス業態例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医薬品、健康食品、コンタクトレンズ、エステ、美容整形、貸金業（消費者金融等）、先

物取引、デジタルコンテンツ、情報商材、コミュニティサイト、懸賞、パチンコ・パチ

スロ、海外宝くじ、ギャンブル、アルコール、タバコ、結婚相手紹介業、出会い系サイ

ト・性風俗産業 等 
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図 3 商品・サービス業態における取扱い手法分類の考え方 

 

 

（2） 広告表現・内容について 

いずれの商品・サービス業態を取り扱う場合も、バナー広告等の広告表現や内容自体が青少年

に悪影響を及ぼすことがないように、十分な注意・配慮を行う必要があり、サイト運営事業者は、先

の「3．青少年利用を前提とした利用環境の整備について」にて作成する「自社表現基準綱領」並

びに「レベル判定表」に相当する基準をもって、必要に応じ広告表現・内容について注意・配慮を

行う必要がある。また、法令や省庁のガイドライン、各種団体の基準（自主基準）や制定趣旨に沿っ

てこれを取り扱うと共に、適宜広告に青少年の利用制限に関する注意喚起を記載しなければなら

ない。 

 

以下の事項に該当する表現・内容を含む広告は、EMA の認定対象範囲には掲載しないものと

する。 

 

(l) 法令や省庁のガイドラインに違反する表現・内容。 

(m) 特定商取引法や景品表示法に違反する表現・内容。 

(n) 名誉棄損、誹謗中傷、著作権侵害等の権利侵害にあたる表現・内容。 

(o) 差別にあたる表現・内容。 

ユーザーへの影響 分類の具体的水準 
当該業態での

掲載手法 

青少年をはじめとするユー

ザー全体に対して生命、身

体、精神、財産、権利を害

するおそれが高いもの 

①法律等において、青少年か青少年以外かの区別なく使用、購入、

取得、所持、所有、立ち入り、登録、取扱い若しくは摂取等（以下

「使用等」という。）が禁じられているもの。又は抵触するおそれがあ

るもの。 

②（a）から（k）項に相当する懸念が業態全般に見られるもの。 

広告掲載不可 

（ 全 年 齢 掲 載 不

可） 

特に青少年に対して生命、

身体、精神、財産、権利を

害するおそれが高く、健全

な育成を阻害する懸念があ

るもの 

①法律等において、青少年の使用等が禁じられているもの若しくは抵

触するおそれがあるもの。 

②法律等において、その使用等が青少年への有害性が高いものとし

て取り扱われているもの。 

③基本的人権に配慮し法的規制の対象外であるものの、高度のリスク

に対して成熟した判断能力が要求されるもの。 

青少年利用に配

慮された領域では

広告掲載不可 

（通則（3）に示す

ゾ ー ニ ン グ が 必

須） 

商品・サービスの利用若しく

は摂取の度合いや程度によ

り、青少年に対して生命、身

体、精神、財産、権利への

影響が想定さ れ、 特 に注

意、配慮が必要なもの 

①法律等で青少年の使用等が禁止されてはいないが、その際に保護

者の同意を得ることが望ましいと一般的に認知されているもの。 

②諸要素を害するおそれがあるものの、対象業界において自主規制

機関を設ける等の青少年に対する自主的取組みが実施されている

ことにより、防護措置の実効性が担保されており、掲載対象者が当

該自主規制を遵守しているもの。 

青少年が利用して

いることを前提に、

広告掲載には注

意、配慮が必要 

（通則（3）に示す

ゾーニング、注意

喚起、審査時の注

意が必須） 
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(p) 公序良俗に反する表現・内容。 

(q) 虚偽の内容や事実の過度な誇張等を含む表現・内容。 

(r) 過度に射幸心をあおる表現・内容。 

(s) 著しく性欲を刺激する表現・内容。 

(t) 興味本位に暴力行為又は残虐性を喚起・助長する表現・内容。 

(u) 自殺を誘発・助長・ほう助する表現・内容。 

(v) 売買春、麻薬、賭博等、犯罪行為及び刑罰法令に抵触する行為を誘引・助長・ほう助する表

現・内容。 

(w) その他、青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがあり、自社表現基準に基づき掲載不

可と判定される表現・内容。 

 

 

（3） 広告掲載手法について 

いずれの商品・サービス業態を取り扱う場合も、広告掲載手法自体が青少年に悪影響を及ぼす

ことがないように、十分な注意・配慮を行う必要があり、掲載時には、特定の商品・サービスの広告

であること及びその提供元を青少年が容易に判断できる形で掲載を行う必要がある。また、法令や

省庁のガイドライン、各種団体の基準（自主基準）や制定趣旨に沿ってこれを取り扱うと共に、適宜

広告への注意喚起や掲載への理解を促す措置を実施しなければならない。 

青少年への影響が生じうる新たな広告掲載手法が登場した場合には、その手法により生じる事

象と青少年へ与える影響の大きさやその内容（生命、身体、精神、財産、権利）を調査し、対処手

法を総合的に検討することが求められる。 

 

広告掲載にかかわる運用管理体制 

サイト運営事業者は、広告掲載にかかわる責任者を任命し、青少年の利用に配慮した広告掲載

基準に従い、広告掲載の判断を行い得る適切な運用管理体制の構築・維持に努めなければなら

ない。 

 

通則 

(1) 広告の定義 

本概説書における広告の範囲は、バナー等の画像、動画若しくは文字によって示される

部分に限らず、当該画像、動画若しくは文字からリンクされた所謂ランディング・ページ

についても含まれる。したがって、ランディング・ページにおける一定事項の記載は、そ

の広告の一部として掲載されているものとして扱うこととする。 
また、当該サイトのユーザーに向けて発信するメールマガジン等に記載される広告につ

いても、本概説書における広告の範囲に含まれる。 
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(2) 青少年の定義 

本概説書においては、18 才未満の人間を「青少年」と定義する。ただし、法律等におい
て 18才、19才を含む未成年者を規制対象にしているものについても、本概説書においては
概念上の「青少年」として同等に扱うこととする。 

 
(3) ゾーニングの手法 

ゾーニングの手法は以下のいずれか１つ以上を用いるものとする。 

・ 会員の自己申請による登録年齢に基づき、登録利用者に対して、必要に応じて提供する

内容を変化させる仕組み 

・ フィルタリング対象となる端末からのアクセスを確認し、フィルタリング対象とならないアクセ

スと区別して、提供する内容を変化させる仕組み 

・ クレジットカードや免許証等による身元確認を行い、成人を区別して提供する内容を変更

する仕組み 

・ その他、EMA が妥当と判断する手法（例：通信事業者から提供される年齢情報を用いた

仕組み等）を用いて、提供する内容を変化させる仕組み 

 

さらに、ゾーニングを用いた場合には、広告が表示されるユーザーに対して、誤解を与えること

がないよう、適切に周知することとする。周知は「健全化に資する運用方針」にて行い、その他「サ

イト説明ページの内部」、「FAQ」、「メールマガジン」等による適切な告知個所においても表示を行

うよう努力するものとする。 

 

(4) 例外への取扱い 

本概説書の規定と異なり、サイト運用事業者における個別の判断により、その規定とは異なる取

扱いが適当と考える場合には、サイト運用事業者が EMA に対し書面等によりその旨を疎明し、審

査・運用監視委員会が個別に判断するものとする。 
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《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#10）》 

 

6. サイトパトロール体制におけるサイトパトロール担当者規模について 

 

目的 

本項目は、コミュニティサイト運用管理体制として充足すべき規模を、申請者が提供するサービ

スに応じて整備することを求めるものである。 

 

概説 

 

(a) 必要なサイトパトロール対応 

サイト運営事業者は、能動的に行う監視業務（目視・システム抽出等による投稿監視）と受動的

に行う問合せ・通報対応業務（ユーザーからの問合せ・通報対応、外部関係者からのトラブル相談

対応等）の双方を適切に実施しなければならない。 

 

(b) サイトパトロール対応の実施時間帯 

サイトのサービスにユーザーがアクセス可能な時間帯において常時サイトパトロール対応を要す

る。すなわち、メンテナンスのための閉鎖時間帯や天変地異等不可抗力等によりサイト閉鎖中の時

間帯を除き、原則 24 時間 365 日のサイトパトロール対応を求める。 

 

(c) 監視、問合せ・通報対応を業務委託している場合の考え方 

サイト運営事業者がサイトパトロール業務の一部又は全部を委託している場合、当該委託業務

についても自らがなしている場合と同様に、必要なサイトパトロール担当者体制の確認を行うものと

する（サイト運営事業者はそのために必要な数値を業務委託先から入手する必要がある。）。 
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 《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#12）》 

 

7. 緊急を要する投稿への対応について 

 

目的 

本項目は、コミュニティサイト運用管理体制認定基準#12において認定事業者に義務付けられる

緊急を要する投稿への対応について最低限充足すべき水準を示すものである。 

 

充足すべき水準 

認定事業者が緊急対応を要する問題を監視及び問合せ・通報対応等により認識した際には、

次の対応フローに準じた対応をただちに実施するものとする。 

 

図 1 コミュニティサイト事業者が実施する緊急時の対応フロー 

 

サイトパトロール関係者ネットワーク： 

コミュニティサイト運用管理体制認定基準に規定された認定サイトに配置されるサイトパトロール

最高責任者及びサイトパトロール主任者については、認定時に EMA への登録を義務付ける。これ

により、サイトパトロール関係者のネットワークを構築し、有効な情報交換体制を目指す。 

当該ネットワークに対しては、メーリングリスト等を用いて EMA より適宜情報を配信し、サイトパト

ロール関係者の対応スキルの向上、平準化を目的として運用を行う。 

サ イ ト パ ト ロ

ール主任者 

サ イ ト パ ト ロ

ール担当者 
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図 2 認定サイトにおけるサイトパトロール関係者ネットワーク（イメージ図） 
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《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#17）》 

 

8. ユーザー情報管理における個体識別番号等の取得について 

 

目的 

本項目は、コミュニティサイト運用管理体制認定基準（19）「強制退会処分及び投稿禁止措置の

整備と周知」及び（20）「注意警告対応・ペナルティ制度の実施」に関し、ペナルティを課すべきユ

ーザーやその利用機器を特定することにより、ペナルティ制度の実効性及び同一ユーザーによる

再発を出来得る限り防止することを目的とする。 

 

充足すべき水準 

サイト運営事業者は、個体識別番号等、ユーザーやその利用する機器（携帯電話等）を特定す

る情報を取得しなければならない。技術的課題等により同情報が取得できない場合には、該当ユ

ーザーに限って出来得る限りユーザーの利用機器やユーザーを特定できる情報を取得することを

もってそれに代える。また技術的な進歩により同目的が達成しうることが明らかな場合にはその手

法により代替とすることができる。情報の取得にあたっては、コミュニティサイト運用管理体制認定

基準（17）「ユーザー情報の管理」の規定に従い、その取得と保存についてユーザーへの周知に

努めなければならない。 
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《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書（要求項目#23）》 

 

9. 啓発・教育コンテンツの設置について 

 

目的 

本項目は、コミュニティサイト運用管理体制認定基準#23において認定事業者に義務付けられる

啓発・教育コンテンツの設置について、その内容、掲載箇所、追加・更新に関する細目基準を示す

ものである。 

 

設置について 

事業者は、本概説書に則り、運営する EMA 認定サイト上に、EMA 啓発・教育プログラム部会に

て承認もしくは策定されたコンテンツ（以下「モデルコンテンツ」という。）を、リンク等の方法により設

置するものとする。なお、リンクにより設置を行う場合は、次のいずれかの方法を選択して設置する

必要がある。 

 

１． 同一掲載ページにモデルコンテンツのタイトルを併記してリンクを設置。 

２． モデルコンテンツ専用のブリッジページを設けて、当該ブリッジページにモデルコンテンツの

タイトルを併記してリンクを設置。 

 

設置場所 

事業者は、啓発・教育の観点から多数の利用者が閲覧できることを目的として、モデルコンテン

ツを①サイト TOP ページから利用者が簡単に視認できる場所、及び②次のいずれかの場所の、合

計 2 箇所以上に設置する。 

 

１． 利用者の閲覧表示回数が多い場所。 

２． 会員登録など初心者が利用する機会が多い場所。 

３． 啓発・教育関連のメニューを集約して提供する場所。 

４． 確認メールやメールマガジンなど、ユーザーに認識しやすい方法により導かれる場所。 

５． その他、EMA が適切と判断する場所。 

 

モデルコンテンツのカスタマイズについて： 

モデルコンテンツの本文について、趣旨を変えない範囲での文言のカスタマイズは可とする。ただ

し、カスタマイズを行う場合もしくは既にカスタマイズしている場合は、当該カスタマイズ箇所につい

て EMA 審査・運用監視委員会の承認を得る必要がある。 
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モデルコンテンツの追加・更新： 

EMA 啓発・教育プログラム部会により、事業者の運営する EMA 認定サイトからリンク等の方法に

より設置されているモデルコンテンツが追加・更新され、EMA から事業者に更新が通知されたとき

は、当該事業者は可及的速やかに更新を反映するものとする。 

 
 

以上 


