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2009年 7月 17日 
報道関係者各位 

 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 
 

「サイト表現運用管理体制認定基準」に対する 
意見募集結果と EMAからの回答 

 
  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」）では、文章表現、
画像、動画、電子書籍類、ゲーム等の「サイト表現*1」を含むコンテンツを発信するモバイ

ルサイトを対象とした審査・認定・運用監視制度の検討を進めております。 
検討段階において、審査・認定・運用監視制度の基準に関する EMAの考え方や「サイト
表現運用管理体制認定基準書（案）」等に対して、2回にわたり皆様からのご意見を募集いた
しました。 
この度、第 2回のご意見募集につきまして、お寄せいただいたご意見と EMAの回答をあ
わせて公開いたします。 
 
【第 2回ご意見募集】 

 募集対象：「サイト表現運用管理体制認定基準書（案）」及び 
「サイト表現運用管理体制認定基準概説書（案）」 

 募集期間：2009年 5月 15日（金）～2009年 6月 30日（火） 
 ご意見数：28件 
 ご意見と EMAの回答： 

別紙「サイト表現運用管理体制認定基準書(案)・概説書(案)のご意見集計
結果」をご参照ください。 
EMAのホームページでも公開しております。 
 http://www.ema.or.jp/pbc/expression/ 

 
EMAでは皆様からのご意見を踏まえ「サイト表現運用管理体制認定基準」を策定し、サ
イト運営事業者が情報を提供する「サイト表現」の領域においても「サイト表現運用管理

体制認定制度」を整備することで、青少年の保護と健全な育成を両立したインターネット

利用環境の提供を推進してまいります。 
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*1「サイト表現」 
サイト内のテキストによる表記及び文章表現、画像、動画、デジタルコミックなど

の電子書籍類、ゲームなどのサイト運営者がユーザーに発信する多様な表現部分を対

象としています。 
 
≪別紙≫ 
 サイト表現運用管理体制認定基準書(案)・概説書(案)のご意見集計結果 
 

本プレスリリースに関するお問合せ先 
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 

事務局 広報担当：岸原、小林 
〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-38 千歳ビル3F 
電話番号：03-6913-9235  FAX：03-5775-3885 

http://www.ema.or.jp/ 
e-mail:info@ema.or.jp 

 



「サイト表現運用管理体制認定基準書（案）」及び「サイト表現運用管理体制認定基準概説書（案）」
に関するご意見の募集　集計結果

番号 該当ページ／
該当項目

意見 回答

1 全体 基準書全体を通して表現されている「青少年」という記述について具体的に何歳未満かど
うかの定義を明確に記すべきと存じます。

サイト表現運用管理体制認定基準では、青少年の閲覧に配慮することを目的としておりま
すので、原則として18歳未満を対象としたものですが、フィルタリングからの解除を想定し
た場合、多様な年齢層が対象となりうることも配慮し検討いたしました。

2 全体 セルフゾーニングにおいて同一コンテンツの判断が事業者により異なるケースが出てこな
いか。現状の内部管理体制だけでカバーできるか懸念され、外部の調整機関がいずれ必
要になると考えられます。

個別コンテンツにおける判断につきましては、専門の機関での検討が必要であると感じて
おります。現在、サイト表現運用管理体制認定制度の制度設計を行っておりますので、い
ただいたご意見も参考に検討を進めて参ります。

3 全体 セルフゾーニングが、出版基準と実質異なるレイティング想定でスタートされるようなので、
既存と異なる基準で二次著作物の流通する状況は出版社として不安です。（リアルへの逆
流）

本基準は、あくまで携帯電話によるサイト利用といったメディアの特性を考慮し基準の策定
を行っております。従いまして、本基準が出版やその他既存メディアでの自主的な取組に
影響を及ぼすものではないと考えております。かかるご懸念が無いよう、十分告知に配慮
をいたします。

4 全体 表現系WGに参加の事業者とそうでない事業者の意識格差があり、実施後、どの程度現状
が変わるのか見えてこない部分があります。

制度開始時には、申請を検討される事業者にとって、対応の内容の詳細が分かりにくい部
分があるかと思います。そのために、申請時には、自社表現基準の策定方法やゾーニン
グの方法についてわかりやすく解説できるよう配慮する予定です。また、認定されたサイト
が増えていくことにより、サイトの表現レベルの周知にも繋がり、意識統一が進むことを期
待しております。

5 全体 ネットスターへの影響力を持っていただくことを期待します。 フィルタリング会社は、URLデータベースの作成を行っており、直接的に第三者機関として
関与をすることの是非は検討を要するものかと思います。フィルタリング改善については、
他のWGなどで検討を引き続き行ってまいります。

6 全体 施行後、混乱の状況が見られない現状はやや懸念されます。 法施行後の状況については、社会全体で検証し、継続的に関係者が努力することが望ま
しいと考えております。

7 全体 概説書の例示が実施後も拡充されることを望みます。 申請時には、自社表現基準の策定方法やゾーニングの方法についてわかりやすく解説で
きるよう配慮する予定です。

8 全体 今後も、第三者機関であるEMAからの情報提供、意見交換などを継続し、事業者と消費
者のためのシステムになるよう協力関係を築きたいと考えます。

EMAといたしましても、関係各所のご理解と情報交換を進めながら青少年の携帯電話によ
るインターネット利用における保護とICTメディアリテラシーの育成に努めてまいりたいと考
えております。

9 全体 ＥＭＡさんの取り組む真摯な姿勢が素晴らしいと常日頃から敬服しております。広告に関
する規制が厳しくなるなどとりまく状況は厳しくなる一方ですが、表現系サイトの影響で事
件が起こらないことを祈っています。

EMAの活動にご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうござます。審査の厳正化と
認定サイトの運用監視及び外部環境の変化には十分注意をしながら、慎重に進めてまい
ります。

10 全体 できればコミュニティ系サイトと表現系サイトはちゃんと区別すべし、ということをＥＭＡさん
の方からしっかりアナウンスしていただけると非常に助かります。

コミュニティ系サイトと表現系サイトのそれぞれに適用される基準は区分されております。
しかし多様な内容のサイトが登場し、単純には区分して考えることができず、複合的な判
断が必要な場合があると思われます。こうした現状を踏まえ、これらのサイトに対応できる
よう制度の整備を進めてまいりたいと考えております。

11 全体 カスタマイズ機能の普及に期待しています。 EMAとしても、携帯電話における多様なフィルタリングが提供されることを希望いたしており
ます。フィルタリングの多様化により、青少年を違法・有害情報から保護する取組がより促
進することを期待いたしております。

12 全体 貴社の活動に期待をしております。 EMAの活動にご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうござます。今後とも引き続き
ご支援の程、よろしくお願いいたします。

13 全体 全般的な内容として、青少年が健全なモバイルサイトを利用出来る
環境整備として「基本方針」「運用体制」「ユーザー対応」「啓発・教育」
という4つの分野で要求項目を設定し、運用すること自体は賛成致します。

基準の基本理念にご理解をいただきまして誠にありがとうござます。



番号 該当ページ／
該当項目

意見 回答

14 全体 青少年向け表現に伴う問題について、網羅的に取り扱っていると考えられ、評価できる。 本基準及び概説書について、ご理解をいただきまして誠にありがとうござます。今後とも青
少年の利用に配慮した環境整備に努めてまいりますので、ご理解の程、よろしくお願い申
し上げます。

15 全体 青少年から有害コンテンツを排除する一方で、本来は見れるべきコンテンツを適切なゾー
ニングによって仕分けるという考え方には同意する。そのためにはコンテンツの審査を適
切に行うことが重要であるが、自社基準による審査では、同じコンテンツであるにも関わら
ず、各社毎に提供可否が異なる恐れがあり、利用者の混乱を招くのではないか。

事業者間での掲載の齟齬につきましては、専門の機関を設置することを検討しておりま
す。ただし、事業者の自主的・主体的な努力により、事業者が自主的に判断し、掲載を避
ける場合については、その判断を尊重したいと思っております。

16 全体 自社表現基準において実質的な青少年向けの閲覧可否の限界点となるレベル２及び３に
記載される「社会通念上、認められる範囲」とは具体的にどの程度を指しているか。モバイ
ルサイトにおけるコンテンツの利用環境を健全化する趣旨には賛成する。

本基準の趣旨にご理解をいただき誠にありがとうございます。具体的な例につきまして
は、極力申請時にお知らせできるよう検討を進めてまいりますので、ご理解の程、よろしく
お願いもうしあげます。

17 全体 現状のモバイルサイトにおける有害コンテンツの氾濫は目に余る。このままでは業界全体
が規制の対象となっても仕方ない。よって本基準の趣旨には大いに賛同する所であり、全
コンテンツ提供サイトは基準制定後は速やかに、同基準の適用を検討すべきである。

本基準の趣旨にご理解をいただき誠にありがとうございます。EMAといたしましても引き続
き青少年の携帯電話によるインターネット利用の環境整備に努めてまいりたいと思いま
す。引き続きご理解、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

18 サイト表現運用管理
体制認定基準（案）
P3／「2．本認定基準
設定の目的」

個々の表現や発表物について第三者機関を標榜する組織が是非を判断することは表現
の自由の観点からも抵抗がある。目的として、「運用管理体制」の維持に係る認定及び運
用監視である旨が記載されているが、あくまでその方針を貫くべきであると考える。
その一方で、認定機関としての権限を「消費者・青少年」のために活用していただきたい。
すなわち、上のような運用体制の認定が主でありつつも、必要に応じて事業者が提供して
いるコンテンツ等に対する監査権を発動できるような形での制度作りをお願いしたい。

青少年の携帯電話によるインターネット利用における保護と育成がEMAの活動の主眼で
す。その上で、サイトにおける表現について、青少年の利用に配慮した領域とそれ以外の
領域に分けるゾーニングが、本基準におけるポイントであると考えております。両者の線引
きを事業者が自主的かつ主体的に進めていただく上で、判断が難しいと思われる表現に
ついて、EMAの見解を提示しております。ご指摘の通り、「表現の自由」は守られるべき基
本的な権利ではありますが、青少年を違法・有害情報から保護でする上で、過度になら
ず、必要最低限の取組を関係各者が行えるよう配慮してまいりますので、本基準の趣旨
につい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につ
きましては、真摯に受け止め、今後検討を進めて参ります。

19 サイト表現運用管理
体制認定基準（案）
P3／「2．本認定基準
設定の目的」、「3．認
定対象サイト」

コミュニティサイト運用管理体制認定制度は、あくまで「コミュニティサイトの管理体制」につ
いての認定制度であり、「コンテンツ表現の管理体制」とはそもそも制度趣旨が異なるもの
であるため、コミュニティサイト運用管理体制認定制度に基づく認定取得サイトに対し、自
動的に「サイト表現運用管理体制認定基準」を適用するべきではないと考えます。
ただし、「サイト表現運用管理体制認定基準」に反映されている青少年保護の精神がEMA
によるコミュニティサイトの運用監視活動において生かされる点については、全く異論はご
ざいません。

サイト表現運用管理体制認定基準は、コミュニティサイト運用管理体制認定制度におけ
る、コミュニティ機能以外のサイト運営事業者が利用者に情報発信する部分について、そ
の基準を補完するものとして想定いたしております。ただし、既存の認定サイトに対する反
映については、別途検討してまいりたいと思います。

20 サイト表現運用管理
体制認定基準書（案）
P3／「2．本認定基準
設定の目的」、「3．認
定対象サイト」

”コミュニティーサイトについては「コミュニティーサイト運用管理体制認定基準」を補完する
位置づけ”　との記述がありますが、具体的にコミュニティーサイトに本基準が適用される
のはどの部分が適用されるのか？を明確にするべきと存じます。
（“コミュニティー機能以外のサイト表現部分”とありますがコミュニティー機能は本基準が
どこまで適用外なのかどうかが不明確。）

サイト表現運用管理体制認定基準は、コミュニティサイト運用管理体制認定制度におけ
る、コミュニティ機能以外のサイト運営事業者が利用者に情報発信する部分について、そ
の基準を補完するものとして想定いたしております。

21 サイト表現運用管理
体制認定基準（案）
P5／「4－2　本認定基
準の要求14項目：（5）
青少年利用に配慮し
た自社表現基準」他、
基準全体について

本「サイト表現運用管理体制認定」は、あくまで「管理体制」の認定基準であり、EMA がサ
イトコンテンツ内容の審査を行うものではないと理解しておりますが、本基準（案）における
具体的な基準の書きぶりが、EMA がサイトコンテンツ内容の審査を行い、お墨付きを与え
るものかのような印象を与えるおそれがあると存じます。
P3 において「ただし、EMA は、認定サイトを運営する事業者及び認定サイトのユーザーの
作為・不作為について責任を負うものではありません。」との記述はございますが、そもそ
もEMAがコンテンツの具体的内容の審査を行い、法的責任を負うかのような誤解を与えな
いよう、本基準に基づく認定制度におけるEMA の役割について、より明確な記述を行った
方が宜しいと存じます。

本認定基準に基づく認定制度については、ご指摘の通りの趣旨です。サイトにおける表現
について、青少年の利用に配慮した領域とそれ以外の領域に分けるゾーニングが、本基
準におけるポイントであると考えております。両者の線引きを事業者が自主的かつ主体的
に進めていただく上で、判断が難しいと思われる表現について、EMAの見解を提示してお
ります。認定制度の趣旨の周知方法も含め、誤解の無いよう配慮してまいります。



番号 該当ページ／
該当項目

意見 回答

22 サイト表現運用管理
体制認定基準（案）
P5／「4－2　本認定基
準の要求14項目：（5）
青少年利用に配慮し
た自社表現基準」

表現基準については詳細なものを公開した場合、悪意ある事業者に裏をかかれる恐れも
あるかとは推察するが、このような取り組みを行う機関の先鞭として、いま少し詳細な情報
（事例ベースでも良いと考える）を公開するべきではないか。

具体的な例につきましては、極力申請時にお知らせできるよう検討を進めてまいりますの
で、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

23 サイト表現運用管理
体制認定基準（案）
P6／「4－2　本認定基
準の要求14項目：（6）
青少年利用に配慮し
た広告掲載基準」

「サイト表現運用管理体制認定基準概説書(案)」によると、「(j)第三者の権利（著作権～～
等）を侵害するもの」に関する広告を、青少年の利用を前提とした媒体には掲載しないもの
とするとされている。（9 ページ）
今国会に提出されている著作権法改正法案においては、海賊版等の著作権侵害物の頒
布申し出行為（広告行為）を違法とみなす改正が含まれており、本改正がなされた場合に
は、同種行為については(j)のみならず「(a)違法または違法のおそれがあるもの。」にも明
確に該当するものとして、広告掲載基準の運用に際しては、十二分な注意をいただきたい
と考える。
また、著作権侵害を助長する物品として、技術的制限手段を回避して、違法に複製された
ゲームソフトを動作させる「マジコン」と呼ばれる装置が販売されている。一部の「マジコン」
については、その頒布等が不正競争防止法違反である旨の判示を得ている一方、類似の
機能を有する装置は、現在もインターネット等を通じて数多く販売されている。
これら「マジコン」については、機器を使用した結果、技術的制限手段の回避が生じるとい
う実態に着目し、機器の種類を問わず、不正競争防止法違反である可能性が高く、かつ、
著作権侵害を助長する物品であるものとして、その広告行為についても、上記(a)に該当す
るものと解釈している。
このことから「マジコン」の広告行為についても、広告掲載基準の運用に際しては、十二分
な注意をいただきたい。

本基準概説書における広告掲載基準における権利侵害ついては、ご指摘の通り、「(j) 第
三者の権利（著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー、肖像権等）を侵害するも
の。」及び「(a) 違法又は違法のおそれがあるもの。」に対応されるべきものと考えておりま
す。また、EMAでは、広告掲載基準検討WGを設置しており、いただいたご意見も参考とし
ながら、今後慎重にかつ具体的な議論を進めてまいりたいと思います。

24 サイト表現運用管理
体制認定基準（案）
P6／「4－2　本認定基
準の要求14項目：（7）
サイト内コンテンツ
チェックの実施」、
P7／「4－2　本認定基
準の要求14項目：
（14）啓発・教育コンテ
ンツの設置」

各サイト運営事業者に対しては、「サイト内コンテンツチェックの実施」に当たっては、著作
権関連団体との間において、著作権侵害の除去を迅速に実現するスキーム構築もその内
容に含めていただくほか、「啓発・教育コンテンツの設置」においては、著作権侵害の予防
を目的とする具体的な注意喚起を実現するために、（一部略）著作権関連団体との間で、
内容等を協議・検討の上で策定するステップを含めていただくよう提案する。

審査及び認定にあたって、権利関連団体との間で意見・情報交換をすすめ、対応を検討し
てまいりたいと思います。またEMAでは、違法コンテンツ対策、及び啓発・教育プログラム
に関しましても部会を設置し、議論を進めております。権利侵害に関する啓発・教育プログ
ラムにつきましては、当該プログラムのバージョンアップ時にいただきましたご意見に対し
まして、検討を進めて参ります。

25 サイト表現運用管理
体制認定基準（案）
P7／「4－2　本認定基
準の要求14項目：
（14）啓発・教育コンテ
ンツの設置」

啓発・教育に関しては、極めて重要な問題であると認識している。
個別事業者にとっては、青少年が直接的な教育対象であることも理解できる。
しかし、その一方で貴機構にとっては教育対象は、青少年だけではなく、その親や現場の
教師なども含めるべきではないか。
事業者側からの問題意識の収集を行うと同時に、利用者側に対する現状の把握などを客
観的に実施し、その結果得られた知見をもとに親・教師への啓発を進めるべきではない
か。

認定サイト内において啓発・教育プログラムの設置を義務付けることにより、認定サイトを
利用する利用者の目に触れる機会が増え、基本的なリテラシーの習得に貢献できるもの
と考えます。またご指摘の通り、保護者や教職員についても、これらの知見を活用し、啓
発・教育プログラム部会にて、プログラムの制作を別途行っております。これらの取組につ
いては別途、EMAより発表させていただきます。

26 サイト表現運用管理
体制認定基準 概説書
（案）
P8／「3．青少年に配
慮した自社表現基準
図5 自社表現基準の
レベル判定表」

図５ 自社表現基準のレベル判定表など、全体を通して、やはり「サイト表現運用管理体制
認定基準（案）」について述べたのと同様、基準の位置づけ、EMAの役割について明確な
記述を行った方が宜しいと存じます。

本認定基準に基づく認定制度については、ご指摘の通りの趣旨です。サイトにおける表現
について、青少年の利用に配慮した領域とそれ以外の領域に分けるゾーニングが、本基
準におけるポイントであると考えております。両者の線引きを事業者が自主的かつ主体的
に進めていただく上で、判断が難しいと思われる表現について、EMAの見解を提示してお
ります。認定制度の趣旨の周知方法も含め、誤解の無いよう配慮してまいります。
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27 サイト表現運用管理
体制認定基準 概説書
（案）
P10／「5．コンテンツ
チェック体制」

注意すべきポイントとしては、青少年の健全なモバイルサイト利用を担保するための取り組みにお
いて、零細なインターネット事業者が十分に対応出来ているにも関わらず、一部の要求項目におい
て満たすことが難しく、運用管理体制が十分であると認定されにくい状態に無いか、という部分と考
えております。
概説には「コンテンツチェック担当者は、チェック対象のコンテンツ管理者を兼任することはできな
い。」とされており、そのコンセプトは理解できます。両者が独立する事により、客観的な内部監査
が図れることになるためです。ここで一つ確認させて頂きたいのは、「いついかなる場合もコンテン
ツチェック担当者はコンテンツ管理者を兼任できない」ことの厳密性です。
今回の「サイト表現運用管理体制認定基準概説書（案）」の主旨が「青少年の主体性を確保しつつ
違法・有害情報から保護し、同時に安心な環境で利用できることを促すことを目的とする」のであれ
ば、事業者が成熟した運用を行えるフローや仕組みを持っているかがそれを担保するものであり、
管理者とチェック者の厳格な分離が「基準を満たすこと」の必要条件とは必ずしも言えないと思われ
ます。もちろん、分化する方が担保しやすくなるのは自明ではありますが。
例えば厳密な基準が設けられ社内に周知されており、システム的にも高度な仕組みが導入されて
いて、会社全体でフォローできる体制になっている、というのも一つの成熟した運用であるとも言え
ます。
そして零細な事業者が健全な青少年向けのモバイルサイトを複数所有し、社内で安定的な運用を
達成するためにシステムと少ないメンバーでカバーする（その場合は監視者と管理者が同一の場
合もある）という状況も起こり得ます。
もっとも、「サイト表現運用管理体制認定基準（案）」には、「各要求項目に対して、サイト運用事業
者による評価が明確に Yes と言い難いものの、個別背景により Yes と同水準の運用管理レベルが
達成できているとサイト運用事業者が考える場合には、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、EMA が認めることにより項目を満足し
ているものとする」とありますので、何らかのフォローを考えられていると予想しますが、「サイト表
現運用管理体制認定基準概説書（案）」には明記されておらず劣後しないことが厳しく求められてい
る印象を受けます。
青少年の健全なインターネットの利用を促し、かつモバイルサイト事業者の成熟した運用と発展を
両立させるために、上記フォローの明記又はコンテンツチェック体制において監視者と管理者が分
離しない場合の代替保証について何らか言及すると良いのでは無いかと考えます。

コンテンツチェック担当者は、コンテンツ管理者が行った、青少年へのコンテンツの配慮や
ゾーニングの措置が、自社にて策定された自社表現基準に則り運用されていることを、第
三者的に監査することを目的としており、客観性を担保する上で、管理者との兼任ができ
ないことになっております。ご指摘の通り、零細な事業者や個人の場合、複数の職責を満
たす人材が不足している場合等については、外部委託や社内での人員配置なども含め、
明確な客観性を担保できることを疎明することにより、配慮したいと考えております。

28 その他 通信費用自体については定額制の普及などに伴い、大きな問題となるケースが減ってき
ていると考える。しかし、その一方でサイトの利用料や、コンテンツやゲームサイトのアイテ
ム購入など、上位レイヤにおける利用料が増加しているのではないかと懸念する。
そのような、金銭の支払いが伴うようなサービスについて、本制度の範疇を超える問題で
あるかもしれないが、貴機構としての取り組みをお願いしたい。

利用料金については、青少年にとって射幸心をあおることのないよう配慮するべきものと
考えております。サイト表現の認定制度に限らず、今後他の制度も含めWGなどにおいて
検討を進めてまいりたいと思います。




