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2010 年 7月 28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 
 

EMA認定制度の基準及び基準概説書 
変更のお知らせ 

 
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、青少年の保護と
健全な育成を目的とし、モバイルインターネットのコミュニティサイトを対象とした「コミュニ

ティサイト運用管理体制認定制度*1（以下「本認定制度」）」を実施しております。 
 
この度、本認定制度の審査基準である「コミュニティサイト運用管理体制認定基準*2（以下「本

認定基準」）」、及び本認定基準を概説した「コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書*3

（以下「本概説書」）」を一部変更しましたのでお知らせいたします（「別紙 1」、「別紙 2」参照）。 
 
今回の変更は、総務省の「利用者視点を踏まえた ICTサービスに係る諸問題に関する研究会」

で取りまとめられた「第二次提言*4」を受け、児童誘引行為等のトラブル抑止・防止対策として

「ミニメール*5の内容確認」、「利用者の年齢認証の確実化」の実施に対応したものです。 
 
ミニメール*5等サイト内のメッセージを監視する場合には、通信当事者に同意を得るよう適切

な措置を講じ、サイト利用者の年齢情報を用いる場合には、利用者のプライバシーが保護される

よう十分に注意を払ったうえで、健全な利用環境が整備・維持されることを求めております。 
 
なお、今回の変更に当たり、2010年 6月 1日～30日の 1ヶ月間、本認定基準及び本概説書の
変更案に対して、一般からのご意見募集を行いました（「別紙 3」参照）。 

 
 
EMAでは引き続き、本認定制度や啓発・教育などの活動を通じ、モバイルコンテンツの健全な

発展と、青少年保護と健全な育成を実現するインターネット利用環境におけるセーフティネット

の整備を推進して参ります。 
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*1 コミュニティサイト運用管理体制認定制度 
ユーザー投稿等により形成されるコミュニティサイトの健全な利用環境が整備・維持される

ことを目的とした認定制度です。EMAが策定した認定基準「コミュニティサイト運用管理体
制認定基準」をもとに審査を行い、本認定基準に適合したコミュニティサイトに対して認定

を付与します。認定後は本認定基準に適合した運用管理体制が維持されているか確認するた

め、認定サイトに対して定期的・継続的な監視を実施します。また、一般ユーザー等から認

定サイトへのクレーム、問合せ、意見等を受付け、運用監視に活かすとともに本認定基準へ

の反映も適宜行います。 
 
*2「コミュニティサイト運用管理体制認定基準」については以下のサイトをご参照ください。 

http://www.ema.or.jp/dl/communitykijun.pdf 
 
*3「コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書」は、説明が必要な基準の要求項目につ
いて概説を加えたものです。詳細は以下のサイトをご参照ください。 
http://www.ema.or.jp/dl/communitykijun_manual_100723.pdf 

 
*4 第二次提言の「I CGMに関する検討について」には、「フィルタリングサービスの普及改
善」と「青少年向けの機能制限等」が青少年保護に向けた取組強化の施策として打ち出され

ています。このうちの「青少年向け機能制限等」では、「ミニメールの内容確認」と「利用

者の年齢認証の確実化」の 2つの手段について整理し提言がなされています。 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_02000041.html 
 

*5「ミニメール」は、CGM サイトが提供している利用者間でのやり取りが可能なメッセージ

機能で、その代表的な呼称の一つです。 
 
【別紙】 

1. コミュニティサイト運用管理体制認定基準 新旧対照表 
2. コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書 新旧対照表 
3. 「コミュニティサイト運用管理体制認定基準 変更案」及び「コミュニティサイト運用管
理体制認定基準 概説書 変更案」に対して寄せられたご意見 

 

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 

 



【別紙 1】 

 

コミュニティサイト運用管理体制認定基準 新旧対照表（赤字部分が変更箇所） 
 
要求項目#8：目視・システム抽出等によるサイトパトロール（監視と問合せ・通報対応）の実施 

新 旧 
事業者は、ユーザー（会員・非会員）による投

稿等サイト内で公開される情報について、常時、

目視・システム抽出確認等を実施し、規約違反投

稿等について必要な対応（削除、注意・警告、経

過確認等）を行っていること。また、ユーザー（会

員・非会員）による問合せ・通報についての対応

も常時、実施していること。 
なお、サイト内のメッセージ機能を監視する場

合には、利用規約とは別に通信当事者からの明確

な同意を得るよう措置を講じること。 

事業者は、ユーザー（会員・非会員）による投

稿等サイト内で公開される情報について、常時、

目視・システム抽出確認等を実施し、規約違反投

稿等について必要な対応（削除、注意・警告、経

過確認等）を行っていること。また、ユーザー（会

員・非会員）による問合せ・通報についての対応

も常時、実施していること。 

 



【別紙 2】 

 

コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書 新旧対照表（赤字部分が変更箇所） 
 
2. 青少年利用を前提とした利用環境の整備について（要求項目#4についての概説、概説書 P.2） 

新 旧 
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、

考慮すべき点を提示し、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。 
 

必要とする対策 
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

を講じること。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

 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、

考慮すべき点を提示し、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。 
 

 必要とする対策 
児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施（プ

ロフィール検索やメッセージ等の機能制限又は十

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

のトラブルに対し、サイト規模、サービス形態、

ユーザーの利用状況及び問題の発生状況等に応

じ、プロフィール検索やメッセージ等を含む関連

機能の利用制限や重点的な監視体制の整備によ

り、必要かつ十分な抑止／防止対策を実施しなけ

ればならない。 
 



 

 

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ること。 
 
 
3. 青少年利用に配慮した投稿対応基準について（要求項目#5についての概説、概説書 P.3） 

新 旧 
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#5 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（ただし、適切かつ

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#5 
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（ただし、適切かつ
有効な年齢区分がなされているものは除く。）。 
(l) 自殺、自傷行為を助長するもの。 



 

 

有効な年齢区分がなされているものは除く。）。 
(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) その他、EMA 基準策定委員会にて追加承認さ
れたもの。 

(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) その他、EMA 基準策定委員会にて追加承認さ
れたもの。 

 



【別紙 3】 

 

「コミュニティサイト運用管理体制認定基準 変更案」及び 
「コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書 変更案」に対して 

寄せられたご意見 
 

 コミュニティサイト運用管理体制認定基準 変更案に対するご意見 
該当箇所 寄せられたご意見 EMAからのコメント 

【基準／要求項目

#8】目視・システ
ム抽出等によるサ

イトパトロール

（監視と問合せ・

通報対応）の実施 

総務省「利用者視点を踏まえた ICTサービスに係
る諸問題に関する研究会 第二次提言」の内容に

即した適切な変更であると考える。 

基準改定の趣旨にご理解、ご

賛同いただきありがとうござ

います。 

 
 「コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書 変更案」に対するご意見 

該当箇所 寄せられたご意見 EMAからのコメント 
【概説書 2／要求
項目#4 への概説】
青少年利用を前提

とした利用環境の

整備について 

現在の利用環境の整備について、今回の変更で十

分だと思いますが、以下で気がついたことを書か

せていただきます。 
 
昨年の新型インフルエンザ対策が思い浮かびまし

た。 
海外からの帰国者を空港で厳しくチェックする水

際作戦が行われたわけですが、感染していても潜

伏期間中の場合、この水際作戦をすり抜けてしま

うという理由で、本当に大切な対策は国内対策で

はなかっただろうか？という意見が出ています。 
 
今回の利用環境の整備について、上記水際作戦に

相当する緻密な対策は必要でありもっともなこと

なのですが、児童誘引行為を行う側と陥った側が、

イタチごっこになっている可能性もあることを考

えると、陥った側のユーザーがすぐにでも相談で

きる窓口が周知されていること、また子供達の保

護を心理カウンセラーの観点を含めて、子供達を

責めるのではなく、受容しつつ、未来への扉を開

ける手助けをすることが必要でしょう。 
 
ある社会学者の指摘では、援助交際をした女の子

が、その事実を告白すると、同じ席にいた女の子

が、私もやったことがある、というように告白の

貴重なご意見ありがとうござ

いました。 
 
被害を受けた青少年のケアに

ついては、関係各所でも議論

がされているところでありま

す。これらの議論を受け、

EMA として必要な役割を検
討して参ります。 
 
外部サイトへの誘引について

は、サイト間のリンクはイン

ターネットの特徴であり、こ

うした利点を損なわないよう

配慮しつつ、青少年に不適切

なサイトへの誘引行為を適切

に対応するよう審査、運用監

視にてサイト運営事業者に求

めて参ります。 



 

 

連鎖が続く現象を紹介していました。このことは

二つのことを示しています。援助交際を行った女

の子は孤独の中で隠しており、当初は存在した心

理的な葛藤を自己肯定するようになること。援助

交際を行った女の子同士は同じステージに知人も

引きずりこむ連鎖の可能性があるということで

す。場合によれば、援助交際を行っている女の子

が会員サイトで同士を募ることもあるでしょう

し、その行為をそそのかす裏側の組織もあるでし

ょう。このマイナスの循環をどうやって断ち切る

かが課題かと思います。 
 
今回の変更点の中で、外部サイトへの誘引行為の

制限は、このようなマイナスの循環を断ち切る一

つの手として有効だと思いますが、さらに突っ込

めば、反社会的組織が資金源のツールとして運用

しているWEBサイトもあるでしょう。このような
WEBサイトは、関係各所の協力のもとで事前に判
明することが可能かも知れません。 
 
複雑系ネットワークの理論で、スケールフリーと

いう概念があります。一部の人は非常にたくさん

の知人を持っているが、大多数の人々は知人の数

が少ないという性質がその概念の説明になります

が、これをネットワークの世界に言いますと、或

るサイトは多くのアクセスがある一方で、非常に

少ないアクセスのサイトが多数存在しており、少

ないアクセスのサイトは、多くのアクセスのサイ

トにつながることで、ネットワークを広げること

になります。多くのアクセスがあるサイト、つま

りハブとして機能しているサイトは、ネットワー

クの枝を更に拡大しつづけることになります。マ

イナスの循環を駆動させているハブが何なのか、

どこにあるのかが重要なポイントになり、このハ

ブが消滅しない限り、イタチごっこの現象が続く

ように思います。 



 

 

 
【概説書 2／要求
項目#4 への概説】
青少年利用を前提

とした利用環境の

整備について 

総務省「利用者視点を踏まえた ICT サービスに係
る諸問題に関する研究会 第二次提言」の内容に即
した適切な変更であると考える。 
 
特に概説書における変更については、既存・新規

の認定者・申請者に対しての周知徹底を行うこと

が必要と考える。 

基準改定の趣旨にご理解、ご

賛同いただきありがとうござ

います。 

【概説書 3／要求
項目#5への概説】 
青少年利用に配慮

した投稿対応基準

について 

総務省「利用者視点を踏まえた ICT サービスに係
る諸問題に関する研究会 第二次提言」の内容に

即した適切な変更であると考える。 
 
特に概説書における変更については、既存・新規

の認定者・申請者に対しての周知徹底を行うこと

が必要と考える。 

基準改定の趣旨にご理解、ご

賛同いただきありがとうござ

います。 

 


