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No. 該当頁/箇所 ご意見 回答

1 全体 拝啓 曇り空が多くなりました。
今回の件で意見をさせていただきます。
概説書は諸々の事情で見れませんでしたが、サイト表現に関しては今のままでも大丈夫だと
思います。
むしろ改定すると一部の人間の都合で悪い表現が決められてしまうでしょう。

今回の改定では、先に改定を実施したコミュニティ基
準の内容をサイト表現基準に反映し、コミュニティ基
準とサイト表現基準の間で差異が生じないようにする
ことを目的としております。また、サイト運営事業者が
自ら提供するコンテンツの表現につきましては、コン
テンツの監査責任者が、チェック対象のコンテンツ
（サービス）担当者を兼務できないようにするなど、青
少年へのコンテンツの配慮やゾーニングの措置が、
自社にて作成された自社表現基準に則り運用されて
いることを、第三者的に監査を行い、客観性を担保す
ることで、恣意的な判断が行われないよう配慮してお
ります。

2 全体 自社表現基準は出来る限り尊重して欲しい。
また、「青少年に悪影響を与えるおそれのあるもの」という漠然としたものに対する規制は控
えて欲しい。
あくまで「青少年に悪影響を与える」という科学的検証をされた、根拠のあるのもだけにして
欲しい。
過度の規制は、業界を必要以上に自粛させる副作用がある。
可能な限り、業界の発展と青少年の健全な育成の両方を尊重できるように努力して欲しい。

サイト運営事業者が自ら提供するコンテンツの表現
につきましては、自社にて作成された自社表現基準
に則り、事業者の自主的かつ主体的な努力により、
事業者が自主的に掲載可否の判断を行うことが望ま
しいものと考えております。青少年を違法・有害情報
から保護する上でも、過度にならず、必要最低限の
取組を関係各社が行えるように配慮してまいります
ので、本基準の趣旨につきましてご理解をいただけ
ますようお願い申し上げます。また、いただきました
ご意見も参考に、今後も検討を進めてまいります。

『暴力や性的逸脱を助長するおそれのある情報』は、これらを
≪　助　長　す　る　こ　と　は　無　い　≫
と結論が出ています。

むしろ、『現実の出来事』に影響されてます。

『虚構』である『創作物』を取り締まるよりも、現実にある『広域犯罪組織』、『高い地位のある
人の犯罪行為』を『直接取り締まった』方が、はるかに青少年の健全な育成に役立ちます。

もっとも、EMAにはそんな権限はありませんが。

だとすればやれることは一つ。
逆に「青少年の将来ために、『現実に起こった様々な出来事の情報』に対する耐性をつけさ
せるための手助けをする。」です。

『利用者に事前告知するための内容表記要請』なら、この目的を十分果たせます。
ですが、『利用者に見せない為の表現内容規制』では、『青少年の健全な育成』という目的を
絶対に果たせません。

そもそも、有害情報って何なのでしょうか？
誰にとって、何によって、そして『誰によって』有害となるのでしょうか。

『有害情報』が『有害』、『犯罪行為が』『犯罪』とされた理由を、もう一度考える必要があるの
ではないでしょうか。

暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査
http://japan.cnet.com/marketing/20373140/

ハーバード大学の2人の研究者によると、暴力的なゲームを体験した子どもは日常世界でも
暴力的な振る舞いをするということを示すデータは得られなかったという。
これは、大衆の意見の形成につながっている多くの報道とは根本から対立するものだ。

150万ドルの予算で2004年に開始したこの調査は、約1200人の子どもを相手に「Grand Theft
Auto」などの暴力的なゲームと、「The Sims」などのそれほど暴力的ではないゲームを体験さ
せその後の振る舞いを調べた。

Kutner氏とOlson氏を含め、心理学者の中には、
ビデオゲームは脳にポジティブな影響を与えると主張する動きがある。
Steven Johnson氏も、自著
「Everything Bad is Good for You: How Today's Popular Culture is Actually Making Us
Smarter」
（邦題：「ダメなものは、タメになる　テレビやゲームは頭を良くしている」）の中で、この考え方
を考察している。

Kutner氏とOlson氏は、「Grand Theft Childhood: The Surprising Truth About Violent Video
Games」という本に調査の結果をまとめている。

ＴＶニュースの暴力映像、児童には衝撃大きい
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030924-00000971-reu-int　（ＹＡＨＯＯニュース）
http://www.excite.co.jp/News/world/story/?nc=JAPAN-125971-
1_story&nd=20030924142516&sc=in&dt=new
（Excite）

［ロンドン ２３日 ロイター］ 英国のテレビ・映画監視機関と英放送協会（ＢＢＣ）の調査よる
と、子供達は、ドラマなどの暴力シーンよりも、テレビニュースの暴力映像に衝撃を受けるこ
と、また両者を明確に区別していることがわかった。

この調査は９－１３歳の児童を対象に実施したもので、子供達は特に、自分の知っている人
が関連した事件や安全だと思っている場所での暴力事件により大きな脅威を感じている。

放送基準委員会（ＢＳＣ）のディレクターは、調査から、児童は何が暴力行為なのか、暴力行
為が自分たちにとって何を意味するかがしっかりと認識できることが分かる、と述べた。

同調査では、男児の方が、女児よりもはるかに暴力行為などのシーンを好む傾向にあること
も分かった。

（ロイター）[9月24日14時40分更新]

「ポルノは80,90年代に入手が格段に容易になったが、性犯罪は劇的に減少した」
科学警察研究所とハワイ大の共同研究「日本におけるポルノと性犯罪」
元論文：Milton Diamond, Ayako Uchiyama, "Pornography, Rape, and Sex Crimes in Japan"

3 全体
（有害情報対策など）

青少年の保護と健全な育成を実現していくために、
フィルタリングサービスなどの対策と啓発・教育をバ
ランスを取って進めることが重要であると考えており
ます。現状、携帯電話事業者により提供されているア
クセス制限サービス（フィルタリングサービス）は、閲
覧制限をすることが妥当なサイトへのアクセス制限に
資する一方、特定のカテゴリに属するサービスを提
供するサイトは、有害でなくても一律に制限されると
いう状況も存在しております。既に、フィルタリング
サービスにおいては携帯電話事業者によりカスタマ
イズ機能が提供されるなどフィルタリングの多様化が
進められつつあり、EMAといたしましても、発信者の
表現の自由や受信者の知る自由などを鑑み、フィル
タリングによって過度な表現規制とならないよう、認
定制度等を通じ、青少年のインターネット利用環境を
改善すべく取り組んでおります。同時に、青少年の健
全な育成・保護を実効性のあるものとするために、青
少年が知識・情報を自ら選別し、人格形成や自己実
現に資するものを取得する能力を身につけられる啓
発・教育プログラムの施策も重畳（ちょうじょう）的に
実施される必要があると考えており、啓発・教育プロ
グラム部会にて、プログラムの制作などを行い、青少
年の発達段階に応じた主体性を確保しつつ、違法・
有害情報から保護する施策を進めてまいりたいと考
えております。

「サイト表現運用管理体制認定基準 改定案」に対するご意見及びEMAの回答
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No. 該当頁/箇所 ご意見 回答
P.3　4-2 本認定基準の要求15項目：

≪基本方針≫
（6） 青少年利用をに配慮した自社表現基
準
サイト内コンテンツが、青少年の健全な育
成を著しく阻害するような違法・有害情報
か否かの判断を行うための、詳細な自社
表現基準を有していなければならない。
自社表現基準には、サイト全体、又はレ
イティングやゾーニングによって青少年の
アクセスを想定している範囲に、ⅰ．成人
向けとして制作されたものもしくはそれに
依拠して制作されたもの、ⅱ．青少年が
閲覧しないよう業界自主規制などにより
配慮が求められているもの（業界自主規
制が存在しない流通媒体についても、書
籍・雑誌等他の業界の自主規制によって
配慮が求められているコンテンツがデジ
タル化されたものはこれに含まれる）、又
はⅲ．以下のEMAが定めるアクセス制限
対象とすべき5要件に該当する表現を含
むものがあってはならないことが具体的
に規定されている必要がある。

＜アクセス制限対象とすべき5要件＞
①画像・表現・描写などにより著しく性欲
を刺激するもの
②暴力的又は陰惨な画像・表現・描写な
どにより興味本位に暴力行為又は残虐
性を喚起・助長するもの
③自殺を誘発・助長・ほう助するもの
④犯罪行為及び刑罰法令に抵触する行
為又は誘引・助長・ほう助するもの
⑤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もの

また、静止画像（イラスト・写真等）・動画
像（アニメーション・実写等）・文章等、表
現方法によっても自社基準を詳細に策定
すること。

なお「アクセス制限対象とすべき5要件」
に該当するか否かを判別することが難し
い場合には、 事業者は下記「配慮すべき
5つのpoint」をさらに考慮した上で掲載の
可否を決めることが求められる。そのた
め、事業者は予め(a)-(e)の項目を具体化
した基準（問題となる表現の許容量・注意
喚起の具体的方法等）を策定しなければ
ならない。
＜配慮すべき5つのpoint＞
(a)コンテンツの主題が、「アクセス制限対
象とすべき5要件」に該当せず、かつ社会
通念上、青少年向けとして容認されるも
のであること
(b)芸術・科学・スポーツ等、表現形式とし
て社会通念上、青少年向けとして容認さ
れるものであること
(c)反社会的、犯罪行為にあたる表現に
ついて、社会通念上、青少年向けとして
容認されるものであること
(d)18歳未満を扱う表現・描写について
は、関係法令に配慮して対処すること
(e)青少年の健全な育成に悪影響を与え
ない量であり、必要な場合は適切に注意
喚起表示が行われていること

4 別紙1参照 芸術・科学・スポーツなど、表現形式として青少年向
けとして容認されているものについては、過度な規制
とならないよう「社会通念」を鑑みながら、サイト運営
事業者が自ら提供するコンテンツの表現につきまし
て、掲載の判断を求めております。「社会通念」につ
きましては、時代や環境により変化するものであると
考えており、自社にて作成する自社表現基準（綱領・
レベル判定表・例示集）に則った運用体制や外部環
境の変化に十分注意を行いながら、EMAの考える水
準感と齟齬がないかについて慎重に判断を行ってお
ります。
＜配慮すべき5つのpoint＞の(c)反社会的、犯罪行
為にあたる表現につきましては、例えば予防的・否定
的な表現など一概に全ての表現を規制すべきではな
いと考えており、予め(a)-(e)の項目を具体化した基準
（問題となる表現の許容量・注意喚起の具体的方法
等）を策定した上で、掲載の判断を求めております。
また、ご指摘いただきました「犯罪行為にあたる表
現」に関するご懸念につきましては、犯罪行為に限ら
ず、明らかに架空と思われる生物を対象としたもの
かどうかといった点や各表現方法（画像、動画、文章
など）により、暴力表現や犯罪表現などの各例示項
目について、詳細なレベルを判定する例示集を自社
表現基準として事業者に作成いただき、そのレベル
に則った運用体制を本認定基準の中で求めており、
過度な表現の規制にならないよう配慮しております。
携帯電話事業者により提供されているアクセス制限
サービス（フィルタリングサービス）は、閲覧制限をす
ることが妥当なサイトへのアクセス制限に資する一
方、特定のカテゴリに属するサービスを提供するサイ
トは、有害でなくても一律に制限されるという点につ
きましては、既に、携帯電話事業者によりカスタマイ
ズ機能が提供されるなどフィルタリングの多様化が
進められつつあり、EMAといたしましても、発信者の
表現の自由や受信者の知る自由などを鑑み、青少
年にとって必要な情報がフィルタリングによって過度
に制限されないよう、認定制度等を通じ、青少年のイ
ンターネット利用環境を改善すべく、引き続き取り組
んでまいります。
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2011年 6月 17日 
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 宛 
Email: pbc@ema.or.jp 
FAX: 03-5775-3885 
 

「サイト表現運用管理体制認定基準 改定案」に対するご意見 
 
■該当項目： <<4-2>>基本方針 ( 6 ) 
■ご意見： 
 
( a )～( c )において、「社会通念上、青少年向けとして容認されるものであること」とありますが、社会通念上とは

何でしょうか。こうした括り方については全体主義的の恐れが強く、怖く感じます。 

 

次に、( c )において、「反社会的、犯罪行為にあたる表現」とありますが、具体的に反社会的表現とは何でしょう

か。 

また、「犯罪行為に関あたる表現」を禁止するとすれば、現行の小説や漫画など、殆ど全てが閲覧不可となりま

す。（例えば携帯小説や、携帯ゲーム、ドラゴンボールなどの漫画やアニメ等も閲覧できなくなるのでは）。 

 

項目（５）において、「②暴力的又は陰惨な画像・表現・描写などにより興味本位に暴力行為又は残虐性を喚起・

助長するもの。 ③自殺を誘発・助長・ほう助するもの。 ④犯罪行為及び刑罰法令に抵触する行為又は誘引・

助長・ほう助するもの」と既に規定してありますので、項目(６)-( c )に再び設定するのは蛇足と言えます。 

 

抽象的な「反社会的」という表現は削除し、更に、犯罪行為という表現も前規定（５）と重複しておりますので、 

（６）-（ｃ ）は削除してよろしいかと思います。仮に「反社会的」を設定したいであれば、具体的な内容を明示す

べきでしょう。でないと、憲法で保障されている表現抑圧と言論弾圧につながりかねません。 

 

一部の若者からは、近年過剰なフィルタリングのせいで有名芸能人ブログや友人ブログすら閲覧できなくなった、

と苦情が聞かれるようになっています。若者にも基本的に知る権利は有しておりますので、制限の網を広げると

何も閲覧できず必要な知識の収集もできなくなってしまいます。 

 

また、フィルタリングで子供たちの情報が遮断されたせいで、逆に青少年による性犯罪が増加しているとの報告

もあります。 

神奈川県の未成年による強制わいせつ件数は、2005 年 34 件、2006 年 27 件、

2007 年 33 件、2008 年に 35 件だったが、2009 年に強制わいせつが「61 件」に急

増。この急増現象は神奈川県が他県より突出しています。フィルタリング導入以降、

効果が見られるどころか、逆に急増している現象が各地で見られています。 

フィルタリングによる青少年の健全育成？残念ながら、逆効果と言えます。 

（Ｐ．１） 

別紙 1 



（Ｐ．２） 
この点については、海外の研究でも以下のような結果がでています。下記のグラフは、青少年時代に性的な本

を見たか or 見てないかで、どのように性犯罪発生率が変わるかについての米国の調査ですが、以下の
ような結果でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記の通り、若いときに性的な本を見ていた人ほど、後年に性犯罪に走る人が少ないことが分かります。

「青少年に悪影響を与える」という語句は実は神話であるこがみてとれるでしょう。 
 
上記の件に関して海外の論文をみると、“Title: Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan.” (by 
MiltonDiamond, Ph.D. and A.Uchiyama) 「Most significantly, despite the wide increase in 
availability of pornography to children, not only was there a decrease in sex crimes with juveniles 
as victims but the number of juvenile offenders also decreased significantly.」（題名「日本におけるポ
ルノ、レイプと性犯罪について」(ミルトンダイアモンド教授と内山さんによる研究論文より)。最も際
立っているのは、日本の子供たちがポルノへ接触する機会が広く増加しているのに、少年を被害者とし

た性犯罪が減少しただけでなく、少年らが性犯罪を犯す数も際立って同じく減少しているという点で

す）。 
「Despite the absence of evidence, the myth persists that an abundance of sexual explicit 

material invariably leads to an abundance of sexual activity and eventually rape (e.g., Liebert, 
Neale, & Davison, 1973). Indeed, the data we report and review suggests the opposite.」（ポルノが犯
罪を生み出すという決定証拠が存在しないにも関わらず、豊富な性的な露骨な描写が恒常的に豊富な性

的な活動と最終的にレイプに導くという『神話』がありますが、しかしながら我々のこうした調査と報 



（Ｐ．３） 
告では、実際には反対であることを示しています）。 

 
「...contained within the Marshall study, is evidence that exposure to pornography was usually 

absent from the offenders' experiences during formative years. This seems to be a crucial 
consideration.」（そのマーシャル氏の研究には、性犯罪を犯した強姦者らは、若い時期の人格形成の期
間中に、ポルノを見る機会に恵まれていなかったという証拠があります。これは決定的な評価だと思わ

れます。） 
 
 「Nicholas Groth, a specialist in the treatment of sex offenders, has written " In fact, some studies 
have shown that rapists are generally exposed to less pornography than normal males (Groth, 1979, 
pp.9)」（性犯罪者の取り扱いの専門家であるニコラス・グロートは次のように述べています。「実際にい
くつかの研究により、レイプ犯人の特徴として、一般の標準的な男性よりポルノに触れる機会が少なか

った事実が示されています。(Groth, 1979, pp.9) 
 
「Wilson (1978, pp. 175) found that "Males who develop deviant patterns of sexual behavior in 

adulthood have suffered relative deprivation of experience with pornography in adolescence."  
He suggests that pornography not only can, but does, help to prevent criminal sex problems (pp. 
176).」 （ウィルソン（１９７８）『成人になって性行動の異常なパターンをみせる男性らを調べたと
ころ、青春期にポルノの接触経験あまりもっていなかった事』に気付きました。 ポルノが単に犯罪的
セックス問題を防ぐ可能性をもつだけでなく実効的な助力をもっていると説明しています） 
 
この点について過去の日本の 10～19歳の少年による性犯罪グラフをみると、1960年から性的な本が市
場に流通するにつれて、次第に性犯罪が減少していたことが分かります。しかしながら、1997～1999

年に法改正により

流通が規制され、性

犯罪が増加の兆し

をみせましたが、そ

の後はブロードバ

ンドインターネッ

ト流通もあり 2004
年以降、再び減少に

転じています。 
これは、上記の学者

らが述べていた通

り、性的な情報が適

度に流通すれば性

犯罪が減少するこ

とを示していると

言えるでしょう。 



（Ｐ．４） 
観点を変えて、子供が被害に遭うケースについては、下記の右のグラフの通り、少女たちが性犯罪に遭

うケースについては、1970年頃から性的なメディアが流通するに伴い減少しています。ただし 1997年
頃から法改正により規制が強まると、犯罪被害数の増加の波が強くなっているのが分かります。 
なお、左のグラフでは、規制がある国と、ない国での性犯罪率をしめしていますが、規制が厳しい国ほ

ど性犯罪が多いことがわかります。 
 

このように、性犯罪だけをみても、若者から性的情報を遮断することは、反って少年たちが性犯罪に走

りやすくなるという逆効果しかないということがわかります。「社会通念上、有害だ」という主張や思

い込みは、かえって若者を苦しめたり被害者を増加させる結果になるということです。 
 

心理学においても、窃視症

（異性に対する  のぞき欲
求症状）の患者が、40 年前
と比べて激減しているとい

う、報告があります。 
性的な欲求をメディアで満

たすことで、犯罪に走らな

くなるという効果があると

いうことです。 
「Sexual behavior in the 
human male 」 By A.C. 
Kinsey によれば、若者のマ
スターベーション(自慰行
為)は 10～12歳から活発化、
13～15 歳でほぼ 6～9 割の
男子が行為を行うようにな

ると調査があります。 
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（Ｐ．５） 
また、英国ハーバード大学では、暴力的なＴＶゲームで遊んだ子供たちが果たして暴力的になるかにつ

いて２名の心理学者が 1500 人の子供たちを対象に研究したところ、まったく暴力的にはならずむしろ
ストレス発散行為になっていて驚いたという調査論文が本にまでなっています。「Grand Theft 
Childhood: The Surprising Truth About Violent Video Games」。 
 
このように、性的な情報や、暴力的なゲームを若者から遮断することは、かえって逆効果しかないとい

う観点からみても、過剰な規制を課すことは、意味をなさないということです。 
 
若者も１人の人間です。大人のおもちゃではありませんから、限られた情報だけ与えて洗脳したりする

ことは、30代の大人である私もしたくありません。 
 
性の氾濫が問題だというのでしたら性教育ではなく、性病の恐ろしさと感染しやすい出会い系や風俗の

怖さをきちんと教えてあげれば問題を理解するでしょう。不景気のためお小遣いが減った若者は、お金

目当てに出会い系に走っていた若者もいるかもしれませんが、最初から性病の怖ろしさをきちんと教え

れば防げたはずです。やみくもに規制しても本質を理解させてあげない限り続くと思います。 
 
そして、反社会的かどうかは各個人の判断です。一概にすべてを遮断するのは好ましくないと思います。 
与えられるのではなく、自分で考えて自分で行動する、そんな自立した若者こそ一番理想ではないでし

ょうか。 
 
 
以上、慎重な運営を御願い致します。 




