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別紙 3  
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 

No. 頁 旧 頁 新 備考 
①    p.1 《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。 

基準書（改定案）

項目(1)の追記に
伴う追記 
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No. 頁 旧 頁 新 備考 

    ・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。 

 

②    （以下、項目番号が 1ずつ変更）  
③ p.2 2.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、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。 

p.3  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。 

 

④ p.2 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） 

p.3 （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） 

⑤の改定に伴

い、項目番号を

追加 
⑤    （2）青少年利用に配慮した自社表現基準 

 
・概説 
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 

サイト運営事業

者自身が提供す

るコンテンツの

表現内容につい

て、青少年の利

用に配慮するべ

き規程を詳細化

して追記 
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    針として、サイト上に設置する「健全に資する運用方針」と同一階

層、又は「健全に資する運用方針」の本文中に掲示する必要がある。 
 

⑥    図１ 自社表現基準の考え方 

 

⑤に同じ 

⑦    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。 

⑤に同じ 
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⑧    図 2 自社表現基準のレベル判定表 

 

⑤に同じ 
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⑨ p.3 3. 青少年利用に配慮した投稿対応基準について 
 
（中略） 
 
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。 
(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 

 4. 青少年利用に配慮した投稿対応基準について 
 
（中略） 
 
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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⑩ p.4 4. 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に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、申請者の広告掲載基準（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。 
広告掲載基準における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る。 
なお、EMA により別途、広告掲載に関する審査基準（類する規定
等を含む。）が策定されたときは、本概説書が優先して適用される

ことが当該審査基準にて規定されていない限り、当該審査基準が

本概説書に優先して適用されるものとする。 
 
充足すべき水準 
以下に該当する広告は、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。 
 
(a) 違法又は違法のおそれがあるもの。 
(b) 基本的人権を侵害するもの、差別を助長するもの。 
(c) 個人情報保護法に違反するもの。 
(d) 反社会的なもの。 
(e) 公序良俗に反するもの。 
(f) 虚偽、誇大表現によるもの。 

 （【別紙 4】）概説書「青少年利用に配慮した広告掲載基準につ
いて」（改定案抜粋）をご参照ください 

サイト内に掲載

する広告につい

て青少年の利用

に配慮するべき

規程を詳細化し

て追記 
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  (g) 詐欺的商法。 
(h) 暴力や犯罪を肯定し助長するもの。 
(i) 第三者を誹謗、中傷又は排斥するもの。 
(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。 
(k) 広告主の情報が不足しているもの、又は責任の所在が不明確な
もの。 
(l) 猥褻なもの、性的に露骨なもの、性風俗営業及びこれに類する
ものなど。 
(m) インターネット異性紹介事業（いわゆる出会い系サイト）の
広告。ただし、結婚情報サービスは 
除く。 
(n) タバコ、アルコール、電子コミック・書籍・グラビア、懸賞、
美容整形、医薬品、コンタクトレンズ、 
健康食品、消費者金融、パチンコ、オンラインギャンブル・その

他のギャンブル、等の広告のう 
ち、青少年に悪影響を及ぼすおそれがあり、審査・運用監視にか

かわる審査マニュアルに基 
づき掲載不可と判定されるもの。 
※ただし、項目(l)、 (m)、 (n)については、青少年の利用を区別し
て排除し、その閲覧を制限する 
仕組みを持つ媒体において、青少年による利用を不可とする仕組

みの有効性が確認できる場合 
に限り上記項目の適用範囲外とする。 
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⑪   p.11 《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。 

基準項目 (16)ユ
ーザー情報管理

の改定に伴い、ス

マートフォン等

の新しい通信機

器等にも配慮し

て追記 
 

以上 
 


