2016 年 5 月 16 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

モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度の
認定基準及び解説書改定のお知らせ
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
育成を目的とした「モバイルコンテンツ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。認定制度の開始以来、新たな技術やサービス、通信機器等の普及に伴い青少年のインターネッ
ト利用環境が変化することに応じて、EMA では認定制度・認定基準の検討を随時行っております。
本認定制度の認定基準及び解説書を改定するにあたり「モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準」
及び「モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準 解説書」の改定案に対し、2016 年 3 月 30 日（水）
から 4 月 26 日（火）の 4 週間にわたり一般からのご意見募集を行いました。
今般、改定案に対して寄せられたご意見と EMA からの回答（＜別紙 1＞参照）を公開するとともに、
ご意見募集の結果を踏まえた本認定制度の認定基準（＜別紙 2＞参照）及び解説書（＜別紙 3＞参照）
を公開しましたのでお知らせ申し上げます。
【ご意見募集の結果と EMA の回答】


＜別紙 1＞認定基準及び解説書改定案に対するご意見募集の結果と EMA の回答
http://www.ema.or.jp/pbc/fusion/dl/kijun_c_160510.pdf

【認定基準及び解説書】


＜別紙 2＞モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準（平成 28 年 5 月 10 日版）
http://www.ema.or.jp/dl/kijun_f_160510.pdf



＜別紙 3＞モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準 解説書（平成 28 年 5 月 10 日版）
http://www.ema.or.jp/dl/kijun_manual_f_160510.pdf

※ EMA 意見募集（パブリックコメント）サイト
http://www.ema.or.jp/pbc/
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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【参考】


＜別紙 4＞モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準の改定について
http://www.ema.or.jp/press/2016/0516_02.pdf



＜別紙 5＞モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準 新旧対照表
http://www.ema.or.jp/pbc/fusion/dl/kijun_f_on_160510.pdf



＜別紙 6＞モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準 解説書 新旧対照表
http://www.ema.or.jp/pbc/fusion/dl/kijun_manual_f_on_160510.pdf

*1 モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度
EMA が実施していた「コミュニティサイト運用管理体制認定制度」及び「サイト表現運用管理体
制認定制度」の両制度を融合し、2014 年 5 月 1 日より開始した認定制度です。EMA が策定した認定
基準「モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準」をもとに審査を行い、この認定基準に適合した
Web サイト及びアプリケーションに対して認定を付与します。
認定後は、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 Web サイト
及びアプリケーションに対して定期的・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
Web サイト及びアプリケーションへのクレーム、問合せ、意見等を受付け、運用監視に活かすととも
に認定基準への反映も適宜行います。
「モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度」の概要については、以下をご参照ください。
http://www.ema.or.jp/certification/fusion/dl/f_overview.pdf

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、清水
〒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
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＜別紙 1＞
認定基準及び解説書改定案に対するご意見募集の結果と EMA の回答
【認定基準改定案に対するご意見と EMA の回答】
No.

該当頁／該当項目

ご意見

回答

1

・P.5 「6．青少年利用に配慮した自

一見すると、EMA が介入せず、手を離してしまう

今般の基準改定では、Web サイト及びアプリケーシ

社表現基準」

かのように思えましたが、よく読むとそうではな

ョンの利用状況が悪化した場合に速やかに対応で

・その他全般

く、各社ごとに考えて、そのプロセスを EMA が審

きるようにするため、自社の提供するサービスにつ

査する方向に変化したのだと分かりました。

いて各社がリスク分析を行い、その上で運用管理体

複雑化するインターネットの中で、フィルタリング

制に必要な対策・手法を講じてもらうことを要求事

をかけていない高校生が事社会で犯罪被害にあっ

項として追加しております点、ご理解のとおりで

ていることから、まずはフィルタリングを青少年に

す。

定着させることが大切だと感じました。

フィルタリングに関する点につきましてもご指摘
【個人】

のとおりと考えます。今般の基準改定は、フィルタ
リングの在り方が青少年のモバイル・インターネッ
ト利用実態とできる限り合致するよう、認定基準の
柔軟化を通して多様なサービスを認定可能とし、フ
ィルタリング利用率の向上に資することを目的の
一つとしております。また、EMA としては、啓発・
教育も含めた総合的な対応について、引き続き検討
を進めて参ります。

【認定基準解説書改定案に対するご意見と EMA の回答】
No.

該当頁／該当項目

ご意見

回答

1

P.5 4「要求項目#2 「青少年利用に

（リスク分析の記載の追加について）具体例をあげ

基準改定の趣旨にご理解、ご賛同をいただき誠にあ

関する基本的な考え方」に基づいた

て、内容を追加したことは良いと思います。

りがとうございます。

2

運用管理体制の構築・維持」について

【個人】

P.8 6「要求項目#6 青少年利用に配

（自社表現基準の策定について）各社の判断に任さ

「自社表現基準」について、全ての認定事業者に対

慮した自社表現基準」について

れる点が不安でもある。各社ごとの特徴を生かしつ

し、解説書 P.9「図 1 自社表現基準のレベル判定

つ、業界全体に見て、一定のレベルが保てるもので

表」及び「EMA サイト表現に関する例示集」に劣

あってほしいと思います。

後しない水準で、Web サイト及びアプリケーション
【個人】

の特性に応じて策定いただくことを求めており、そ
の点については基準改定後も変更はございません。
したがいまして、ご指摘のとおり「一定のレベルが
保てるものである」と考えておりますが、引き続き
審査・運用監視の中でも留意して参ります。

3

P.17

13「要求項目#16 アプリケー

（アプリ内 Web ブラウザへの対応について）リン

認定アプリ外の遷移については、現行基準において

ションにおける青少年保護対策」に

クで危険なサイトに飛んでしまうことを防ぐため

も一定の抑止が機能しております。具体的には、現

ついて

に、様々な工夫を凝らしてほしいと思っています。 行投稿対応基準において、青少年の利用に不適切な
【個人】

Web サイトへの URL リンクが貼られた投稿があっ
た場合に削除の対象としております。
また、改定基準で例示している青少年利用への配慮
が全く実施されていない場合（例：無制限に Web ブ
ラウジングができるアプリ内 Web ブラウザの搭載）
は、認定を付与いたしません。

以上

1

＜別紙 2＞

モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準

平成 28 年 5 月 10 日

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構
〒106-0031 東京都港区西麻布 1-4-38 千歳ビル 3 階
TEL：03-6913-9235 FAX：03-5775-3885
URL：http://www.ema.or.jp/

この書面において提示・解説されるモバイルコンテンツ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。
Copyright (C) 2014 Content Evaluation and Monitoring Association. All rights reserved.
無断転載・複写禁止
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【修正履歴】
平成 26 年 3 月 31 日

一般公開

平成 28 年 5 月 10 日

・各要求項目における基本理念を要求事項とし、具体的な対策・手法につ
いては解説書に記載を移動
・青少年利用上のリスク分析に関する記載を追加
・
「要求項目#13 サイトパトロール体制における管理者の配置割合」の削
除
・
「要求項目#16 アプリケーションにおける青少年保護対策」を追加
・その他、表記・用語等の統一、修正
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1

本認定基準設定の目的
本認定基準は、次の 2 つを目的として設定する。
（1） 認定を付与した Web サイト及びアプリケーションにおいて、認定基準に適合した運用管理
が行われる結果、青少年が利用する上で健全な利用環境が整備・維持されること。
（2） EMA が、認定を付与した Web サイト及びアプリケーションの監視等を行うとともに、一般
ユーザー等からのクレーム・問合せ・意見等を受け付け、認定基準に適切に反映することに
より、認定 Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制の健全性が維持され、青少年が
モバイルコンテンツを健全に利用できる環境をつくること。
本認定基準は、認定を申請する Web サイト及びアプリケーションにおいて、青少年の利用に配慮
した運用管理体制が整備されているかについて審査するための基準であり、サービス等の内容その
ものを審査する基準ではない。

2

認定対象の定義
認定の対象は、モバイルインターネットにおける Web サイト及びアプリケーションの運用管理体
制とする。
認定範囲は以下のとおり。
（1） Web サイトの場合
ドメイン又はサブドメインにて定義される Web サイト
（2） アプリケーションの場合
一意の符号にて定義されるアプリケーション
認定範囲内では、表示するデバイスを問わず、EMA の認定基準を満たす運用管理がなされる必要
がある。

3

本認定基準
3-1 本認定基準の構成
本認定基準は、
「基本方針」、
「運用体制」
、
「ユーザー対応」及び「啓発・教育」の 4 分野にわたる
25 件の要求項目で構成する。

Copyright (C) 2014 Content Evaluation and Monitoring Association. All rights reserved.
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本認定基準は、すべての申請事業者が充足すべき基本要求項目のほかに、Web サイト及びアプリ
ケーションの様態（投稿機能の有無、第三者（サードパーティ）の提供するサービス等の有無）に応
じて必要となるオプション要求項目を含む。基本要求項目及びオプション要求項目は、以下のとお
り。

【基本要求項目】
・該当要求項目：要求項目#1、2、3、4、5、6、7、9、13、16、17、18、23、24

【オプション要求項目】
a．投稿機能を有する場合
・該当要求項目：要求項目#8、10、11、12、14、19、20、21、22、25
b．第三者（サードパーティ）の提供するサービス等を有する場合
・該当要求項目：要求項目#15

3-2 認定基準の要求 25 項目
認定に際しては、本認定基準設定の目的の範囲において、事業者が、Web サイト及びアプリケー
ションの様態に応じて必要となるすべての要求項目を充足していることを求める。
ただし、各要求項目に対して、外形上は要求項目を明確に達成できているとは言えないものの、
Web サイト及びアプリケーションの特性や個別背景等により要求項目と同水準の管理レベルが達成
できていると事業者が合理的に考える場合には、EMA に対し書面等によりその旨を説明し、かつ
EMA がこれを認めた場合には、要求項目を充足しているとみなす。

≪基本方針（要求項目#1 から#8 まで）≫

1． 「青少年利用に関する基本的な考え方」の明示
事業者は、自社の代表者が定めた「青少年利用に関する基本的な考え方」を、ユーザーが
容易に視認できるよう明示しなければならない。
ここには、3-1 に規定する 4 分野それぞれにおいて認定基準に適合している状態を維持す
るための考え方が含まれている必要がある。
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2． 「青少年利用に関する基本的な考え方」に基づいた運用管理体制の構築・維持
事業者は、自社の「青少年利用に関する基本的な考え方」の下、Web サイト及びアプリケ
ーションにおいて想定される青少年の利用上のリスクを分析し、その内容に応じた運用管理
体制を構築しなければならない。
運用管理体制においては、本認定基準の全要求項目及び関係法令*1を遵守した状態を維持
するため、
「計画」に加え、
「実施」、
「点検・評価」及び「改善」のプロセスが含まれなけれ
ばならない。
「計画」
、
「実施」
、
「点検・評価」及び「改善」の各内容は以下のとおり。
（1） 計画について
・ リスク分析の結果を踏まえ、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じた運
用管理体制を構築すること。
・ 構築した運用管理体制を規定する文書を作成すること。
（2） 実施について
・ 計画された運用管理を確実に実施すること。
・ 実施記録を作成、管理すること。
・ 問題が発生した場合、速やかに適切な対応を行うこと。
（3） 点検・評価について
・ 以下を含む運用管理業務の実施状況の定期的な点検を行うこと。
・ 問合せ対応
・ 広告掲載管理
・ コンテンツ管理
・ 投稿対応（投稿機能を有している場合）
・ 通報対応（投稿機能を有している場合）
・ Web サイト及びアプリケーションの状況が青少年利用に配慮された状態である
か否か、以下の点について定期的な点検を適切に行うこと。
・ 掲載している広告
・ 掲載しているコンテンツ
・ 投稿状況（投稿機能を有している場合）
・ 問題を確認した場合、原因を特定し、明らかにすること。
・ 点検の結果を評価すること。

*1 関係法令とは、青少年保護及び消費者保護を目的とする法令を意味する。
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（4） 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、運用管理にかかわる各部署で共有
すること。
・ 運用管理業務や Web サイト及びアプリケーションの状況に問題があった場合、改
善策について検討すること。

3． 利用規約の存在及び同意
事業者は、Web サイト及びアプリケーションの会員向けに利用規約を定め、ユーザーによ
る会員登録の際にあらかじめ利用規約への同意を求めなければならない。なお、非会員によ
る投稿等が可能な場合には、事業者は、投稿等の際にあらかじめ利用規約への同意を求めな
ければならない。

4． 運用管理体制に関する専門意思決定機関及び責任者の設置
事業者は、
「青少年利用に関する基本的な考え方」に基づいた運用管理体制を十分な水準に
維持するため、専門の意思決定機関又はそれに相当する会議体を設置し、当該運用管理体制
の責任者を任命しなければならない。

5． 青少年利用を前提とした利用環境の整備
事業者は、利用規約等（利用規約及びそれに類する規約等並びに内部基準を含む。以下同
じ。
）及び事業者が提供するコンテンツや Web サイト及びアプリケーションを、青少年利用
を前提に設定しなければならない。
有料サービスを提供する場合には、青少年の健全な育成に配慮するとともに、保護者によ
るコントロールの確保に努めなければならない。
ユーザーの年齢情報を利用した整備を行う場合には、ユーザーのプライバシーに配慮しつ
つ、その情報の真正性を高めるよう努めなければならない。
なお、Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、Web サイト及
びアプリケーション内での児童誘引行為等を含めたトラブル防止のため、Web サイト及びア
プリケーションの状況に応じた十分な投稿対応の体制を整備しなければならない。また、
Web サイト及びアプリケーションの運営において、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ユーザーに十分に説明するなどの安全確保策を施さ
なければならない。
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6． 青少年利用に配慮した自社表現基準
事業者は、認定範囲内のコンテンツが、青少年の健全な育成を著しく阻害するような違法・
有害情報に当たるか否かを判断するための、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じ
た、自社が提供するコンテンツの表現の取扱いに関する基準（以下「自社表現基準」という。
）
を有していなければならない。

充足すべき水準
自社表現基準には、認定範囲内に以下の（1）から（3）が含まれ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。
（1） 成人向けとして制作されたもの又はそれに依拠して制作されたもの
（2） 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）
（3） その他、以下のいずれかに該当する表現を含むもの

＜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
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（a）-（e）
」を更に考慮した上で
掲載の可否を決めることが求められる。そのため、事業者はあらかじめ（a）-（e）の
項目に配慮して、自社表現基準（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
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（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

7． 青少年利用に配慮した広告掲載基準
事業者は、Web サイト及びアプリケーションへの広告掲載について、青少年の利用に配慮
した広告掲載基準で、以下の（1）から（3）で規定する内容に劣後しないものを有するとと
もに、これを適切に運用するための管理体制を整備しなければならない。
（1） 広告として取り扱う商品・サービス業態について
ア．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、反社会的又は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 の認定範囲内には掲載してはならない。
（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。名誉を棄損するもの又はプライバシーを侵害する
もの。差別をするもの又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・助長・ほう助するもの。
（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。
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イ．掲載にあたり注意・配慮が必要な商品・サービス業態
また、事業者は、
「図 1 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・サービス業態の広告を掲載する場合には、
「図 2 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、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。なお、配慮の手段としては、
ゾーニング・注意喚起・審査時の注意等が考えられる。
図 1 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 等

図 2 商品・サービス業態における取扱い手法分類の考え方
ユーザー

分類の具体的水準

への影響

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 広告掲載不可
く使用、購入、取得、所持、所有、立ち入り、登録、 （ 全 年 齢 掲 載 不
取扱い若しくは摂取等（以下「使用等」という。）が 可）
禁じられているもの又は使用等が法律等に抵触する
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。

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
るもの又は使用等が法律等に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
（以下に示すゾー
ニングが必須）

商品・サービスの利用又
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生命、身体、精神、財産、権利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
（以下に示すゾー
ニング、注意喚起、
審査時の注意が必
須）
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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。周知は「青少年利用に関する基本的な
考え方」にて行い、その他「Web サイト及びアプリケーション説明ページの内
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
よう努めるものとする。

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、登録ユーザーに対して、必要に応
じて提供する内容を変化させる仕組み
・ フィルタリングを利用している端末からのアクセスを確認し、フィルタリン
グを利用していない端末からの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
（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十分な注意・配慮を行う必要があり、事
業者は、先の要求項目#6「青少年利用に配慮した自社表現基準」にて作成する「自社
表現基準」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ともに、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。
なお、以下の事項に該当する表現・内容を含む広告は、EMA の認定範囲内には掲
載してはならない。
（a）法令や省庁のガイドラインに違反する表現・内容。
（b）特定商取引法や景品表示法に違反する表現・内容。
（c）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。
（d）差別にあたる表現・内容。
（e）公序良俗に反する表現・内容。
（f）虚偽の内容や事実の過度な誇張等を含む表現・内容。
（g）過度に射幸心をあおる表現・内容。
（h）著しく性欲を刺激する表現・内容。
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（i）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。
（j）自殺を誘発・助長・ほう助する表現・内容。
（k）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発・助長・
ほう助する表現・内容。
（l）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ともに、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
り生じる事象並びに青少年へ与える影響の大きさ及びその内容（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
事業者は、広告掲載にかかわる責任者を任命するとともに、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。

例外への取扱い
事業者における個別の判断により、本認定基準の規定とは異なる取扱いが適当と考える場
合には、EMA に対し書面等によりその旨を説明し、審査・運用監視委員会が個別に判断す
るものとする。

8． 青少年利用に配慮した投稿対応基準【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、利用規約に違反する投稿に対し必要な対応（削除、注意・警告、経過確認等）
を行うための、青少年の利用に配慮した投稿対応基準を有していなければならない。

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）わいせつ情報及び児童ポルノ。
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（b）アダルト・性風俗産業関連。
（c）著しく性欲を刺激するもの。
（d）著しく残虐･暴力的なもの又は陰惨・グロテスクなもの。
（e）自殺、自傷行為を誘発・助長・ほう助するもの。
（f）犯罪行為及び法令に違反するもの。
（g）覚せい剤、麻薬等薬物の使用を誘発・助長・ほう助するもの。
（h）買春・売春を誘発・助長・ほう助するもの。
（i）不健全な出会いを主たる目的とするもの又は誘発・助長・ほう助するもの。
（j）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。
（k）青少年に対し、飲酒、喫煙、ギャンブル等を奨励するもの。
（l）他人の名誉を著しく棄損するもの。
（m）他人を誹謗中傷するもの。
（n）他人の権利を侵害するもの。
（o）他人の名義を騙るもの。
（p）他人を虚偽の情報をもってだますことを目的としたもの。
（q）公序良俗に反するもの又は社会通念上、青少年向けとして容認されないもの。
（r）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。
以上のほか、EMA 基準策定委員会が充足すべきものとして追加した水準については、速
やかに投稿対応基準に反映させなければならない。

≪運用体制（要求項目#9 から#16 まで）≫

9． ノウハウ共有
事業者は、運用管理の基準（自社表現基準、広告掲載基準、投稿対応基準等）
・対応手順（削
除、注意・警告、経過確認等）のマニュアル等を整備するとともに、運用管理の水準維持の
ため、運用管理に関与する要員全員に対して定期的な研修等を実施しなければならない。ま
た、問合せ・通報対応の結果等を、事例として適切にフィードバック・共有しなければなら
ない。

10． 投稿ログの保存【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、投稿ログを、ユーザーに周知の上、3 ヶ月間以上、保存する運用を行わなけれ
ばならない。
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11． 投稿への対応【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、ユーザー（会員・非会員）による Web サイト及びアプリケーション内で公開さ
れる投稿等について、青少年の利用上のリスクが最小化されるよう、目視・システム抽出確
認等の監視若しくはその他の手法により、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じた
十分な対策を講じなければならない。また、規約違反投稿等への必要な対応（削除、注意・
警告、経過確認等）を行うとともに、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、実施しなければならない。
なお、Web サイト及びアプリケーションを通じてユーザー間で送受信されるメッセージ等
を監視する場合には、利用規約への同意とは別に、通信の秘密に配慮し、送信者若しくは受
信者又はその両方から個別同意を適切な手段により得なければならない。

12． 投稿に関する運用管理体制の構築・維持【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場

合】
事業者は、投稿に関する運用管理を実施するための十分な体制を構築・維持しなければな
らない。

13． 問合せ・通報対応手順
事業者は、問合せ等に関して適切な社内手順を設けるとともに、提供された情報を分析し、
利用環境整備及び運用管理体制の改善に努めなければならない。
なお、Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、問合せと同様
に、通報に関しても適切な社内手順を設けるとともに、提供された情報を分析し、利用環境
整備及び運用管理体制の改善に努めなければならない。

14． 緊急を要する投稿への対応【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、個人の生命・身体・自由が侵害されるおそれがあり緊急対応を要すると客観的・
合理的に認められる投稿に対し、当該投稿事実を知った時から可及的速やかに投稿削除、関
係外部機関への連絡、その他必要な対処を行い得る体制を整備しなければならない。
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15． 第三者（サードパーティ）の提供するサービス等に関する管理【オプション要求項目：
b．第三者（サードパーティ）の提供するサービス等を有する場合】
Web サイト及びアプリケーションにおいて、第三者（サードパーティ）がサービスを提供
している場合、当該 Web サイト及びアプリケーションの運用管理にあたり、事業者は、本認
定基準設定の目的の範囲において、当該第三者（サードパーティ）により提供されるサービ
ス及び当該サービスに関する運用管理体制についても、青少年の利用上のリスクが最小化さ
れるよう、必要とされる要求項目を満たすために適切な管理を行わなければならない。

16． アプリケーションにおける青少年保護対策
アプリケーションにおいて、認定範囲外の Web サイト等への遷移が生じる場合、事業者
は、当該 Web サイト等への遷移に伴い青少年保護に欠けることにならないよう、対策を講じ
なければならない。

≪ユーザー対応（要求項目#17 から#22 まで）≫

17． 問合せ対応窓口の設置
事業者は、ユーザーが常時利用可能な問合せを受け付ける窓口（ユーザーからの問合せに
加え、教育機関・警察等からの問合せにも対応するもの）を設置しなければならない。

18． ユーザー情報取得におけるプライバシーへの配慮
事業者は、ユーザーのプライバシーに配慮するため、Web サイトにおいてユーザー情報等
を取得する場合には、その取得と保存について、あらかじめユーザーが容易に確認できる方
法で周知しなければならない。
また、スマートフォンのアプリケーションを利用してユーザー情報を取得する場合は、透
明性の確保の観点から、以下の項目をユーザーへ周知しなければならない。

＜記載項目＞
① 情報を取得するアプリケーション提供者等の氏名又は名称
② 取得される情報の項目

Copyright (C) 2014 Content Evaluation and Monitoring Association. All rights reserved.
無断転載・複写禁止
12

③ 取得方法
④ 利用目的の特定・明示
⑤ 通知・公表又は同意取得の方法、利用者関与の方法
⑥ 外部送信・第三者提供・情報収集モジュールの有無
⑦ 問合せ窓口
⑧ プライバシーポリシーの変更を行う場合の手続

19． 通報窓口の設置【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、投稿に起因するユーザー間のトラブルや不適切投稿等の早期認知のため、ユー
ザーが常時利用可能な通報ボタン・通報窓口等を、Web サイト及びアプリケーション上の適
切な場所に設置しなければならない。

20． ユーザー及び利用機器の特定【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、規約違反投稿等により退会処分された者が再入会することのないよう、会員及
び非会員投稿者（非会員による投稿が可能な Web サイト及びアプリケーションの場合）やそ
の利用機器を特定しなければならない。個体識別番号等、特定するための情報を取得する場
合には、会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について周知し
なければならない。

充足すべき水準
事業者は、悪質ユーザー対策としての利用制限を可能とするため、ユーザーやその利用す
る機器（携帯電話及びスマートフォン等）を特定しなければならない。技術的課題等により
同目的が達成できない場合には、該当ユーザーに限って可能な限り個体識別番号等、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。

21． 強制退会処分及び投稿禁止措置の整備と周知【オプション要求項目：a．投稿機能を有す
る場合】
事業者は、悪質会員に対しては強制退会処分制度を定め、また、悪質な非会員投稿者（非
会員による投稿が可能な Web サイト及びアプリケーションの場合）に対して投稿を禁止す
る仕組みを備え、その制度概要をユーザー向けに適切に周知しなければならない。
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22． 注意警告対応・ペナルティ制度の実施【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、規約違反投稿等を発信するユーザーや不正を行うユーザー等に対して、注意警
告、投稿禁止（非会員投稿者向け）
、利用停止（会員向け）、強制退会（会員向け）等の段階
的なペナルティを適用する体制を構築・維持し、かつ、適切に実施しなければならない。

≪啓発・教育（要求項目#23 から#25 まで）≫

23． FAQ 等の整備
事業者は、Web サイト及びアプリケーション内でのトラブル発生の傾向・発生頻度に応じ
て、ユーザー向け利用指針として FAQ 等のコンテンツを整備し、Web サイト及びアプリケ
ーション上の適切な場所へ設置し、適宜更新しなければならない。

24． 啓発・教育コンテンツの設置
事業者は、サービスの利用法に関する啓発・教育コンテンツを、Web サイト及びアプリケ
ーション上の適切な場所へ設置しなければならない。
当該コンテンツは、EMA 啓発・教育プログラム部会にて策定されたコンテンツ又は事業
者自らが策定したコンテンツとする。

25． 注意喚起と禁止事項の整備【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、ペナルティ等の実施を含めて注意喚起を行い、Web サイト及びアプリケーショ
ン上に禁止事項を分かりやすく明示しなければならない。

以上
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＜別紙 3＞

モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準
解説書

平成 28 年 5 月 10 日

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構
〒106-0031 東京都港区西麻布 1-4-38 千歳ビル 3 階
TEL：03-6913-9235 FAX：03-5775-3885
URL：http://www.ema.or.jp/

この書面において提示・解説されるモバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説
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認定基準解説書である。
Copyright (C) 2014 Content Evaluation and Monitoring Association. All rights reserved.
無断転載・複写禁止

目

次

1

「1 本認定基準設定の目的」について ................................................................................................ 1

2

「3 本認定基準」について................................................................................................................... 2
「3-1 本認定基準の構成」について ...................................................................................................... 2
「3-2 認定基準の要求 25 項目」について............................................................................................. 3

3

「要求項目#1 「青少年利用に関する基本的な考え方」の明示」について........................................ 4

4

「要求項目#2 「青少年利用に関する基本的な考え方」に基づいた運用管理体制の構築・維持」につ
いて..................................................................................................................................................... 5
（1） リスク分析について ...................................................................................................................... 5
（2） 運用管理プロセスについて ........................................................................................................... 5

5

「要求項目#5 青少年利用を前提とした利用環境の整備」について .................................................. 6
（1） 青少年利用に配慮した有料サービス提供 ..................................................................................... 6
（2） 児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施 .................................................................................. 6
（3） 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 ........................................................ 7

6

「要求項目#6 青少年利用に配慮した自社表現基準」について .......................................................... 8

7

「要求項目#7 青少年利用に配慮した広告掲載基準」について ........................................................ 10
（1） 広告の定義 ................................................................................................................................... 10
（2） 青少年の定義 ............................................................................................................................... 11

8

「要求項目#8 青少年利用に配慮した投稿対応基準」について ........................................................ 12
・いじめあるいは特定の集団に対する差別の取扱い ............................................................................ 12

9

「要求項目#10 投稿ログの保存」について....................................................................................... 13

10 「要求項目#11 投稿への対応」について .......................................................................................... 14
・投稿対応の手法例 ............................................................................................................................... 14
11 「要求項目#12 投稿に関する運用管理体制の構築・維持」について .............................................. 15
・投稿対応業務を委託している場合 ...................................................................................................... 15
12 「要求項目#14 緊急を要する投稿への対応」について .................................................................... 16
13 「要求項目#16 アプリケーションにおける青少年保護対策」について ........................................... 17
14 「要求項目#18 ユーザー情報取得におけるプライバシーへの配慮」について ................................ 18
15 「要求項目#20 ユーザー及び利用機器の特定」について ................................................................. 19
16 「要求項目#24 啓発・教育コンテンツの設置」について ................................................................. 20
（1） 「モデルコンテンツ」のカスタマイズについて ........................................................................ 20
（2） 「モデルコンテンツ」の追加・更新........................................................................................... 20

Copyright (C) 2014 Content Evaluation and Monitoring Association. All rights reserved.
無断転載・複写禁止

本稿は、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モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準
（以下「認定基準」という。
）に関する解説書である。申請者の理解を促すことを目的
として、認定基準の一部の要求項目に関して趣旨説明や記載サンプルを示している。
本稿は、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、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 26 年 3 月 31 日

一般公開

平成 28 年 5 月 10 日

・基本理念を要求事項とし、具体的な対策・手法については解説書に記載
を移動
・青少年利用上のリスク分析に関する記載を追加
・
「要求項目#13 サイトパトロール体制における管理者の配置割合」の削
除
・
「要求項目#16 アプリケーションにおける青少年保護対策」を追加
・その他、表記・用語等の統一、修正
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（本認定基準設定の目的）
》

1

「1 本認定基準設定の目的」について
EMA は、認定基準「1 本認定基準設定の目的」を達成するために設定した認定基準の要求 25 項
目に基づき、申請する Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制が認定基準に適合している
かどうかの審査を実施し、審査を通過した Web サイト及びアプリケーションに対して認定を付与す
る。認定後は、十分な運用管理体制が維持されているか定期的に監視を実施し、是正処置・認定取消
等の適切な対処を行うことで、認定の実効性を維持する。
ただし、EMA は、認定した Web サイト及びアプリケーションを運営する事業者並びに認定範囲
内におけるユーザーの作為・不作為の結果について責任を負うものではない。
また認定基準は、EMA が実施する運用管理体制認定制度の審査基準であり、その他の業界におけ
る基準となることを想定したものではない。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（本認定基準）
》

2

「3 本認定基準」について
「3-1 本認定基準の構成」について
認定基準は、青少年の利用を前提とした Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制
構築のために欠かせない、4 分野にわたる 25 件の要求項目から構成される。
以下に図示するように、Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制における重要な
要素を「基本方針」
、
「運用体制」、
「ユーザー対応」及び「啓発・教育」の 4 分野に分類し、複
合的な切り口で審査を実施することにより、運用管理体制を評価する。
なお、審査の手順詳細については、認定基準に従い、審査・運用監視委員会において策定さ
れる。
図 1 事業者の運用管理体制

認定基準は、基本要求項目とオプション要求項目とに分けられる。
基本要求項目とは、青少年が Web サイトやアプリケーションを利用する上で、健全な利用
環境を整備・維持するために必要となる基本的な要求項目であり、申請する Web サイト及び
アプリケーションの様態にかかわらず、事業者は、基本要求項目をすべて充足する必要がある。
オプション要求項目とは、a．投稿機能を有する場合、b．第三者（サードパーティ）の提供
するサービス等を有する場合に該当した際の運用管理体制として、それぞれに要求されるもの
である。
a． 投稿機能を有する場合とは、申請する Web サイト及びアプリケーションが、そのサー
ビス内にユーザー間のコミュニケーション機能を有している場合をいう。本オプション要
求項目に該当する場合には、事業者による投稿対応を行うための体制について定める要求
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項目#8、10、11、12、14、19、20、21、22、25 を充足する必要がある。
Web サイト及びアプリケーションの健全性維持に資する運用管理体制を構築するには、
事業者が対応し得る範囲で規約違反投稿や緊急を要する投稿等を早期認識するための適
切な対応が求められる。
b． 申請する Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制において、第三者（サード
パーティ）の提供するサービス等を有する場合には、要求項目#15 を充足する必要がある。
本オプション要求項目に該当する場合には、認定基準設定の目的を達成するため、事業
者の管理の下、当該サービス等が提供される必要がある。本オプション要求項目は、第三
者（サードパーティ）の提供するサービス等に関する管理の実施について設定しているも
のである。

「3-2 認定基準の要求 25 項目」について
認定基準の要求 25 項目は、認定基準設定の目的の範囲において、事業者が、Web サイト及
びアプリケーションの様態に応じて必要となるすべての要求項目を充足していることを求め
る。Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制が一定水準を充足していることを認定
するという趣旨にかんがみ、一部の要求項目を満足していなくてもその他要求項目が高評価で
あることでカバーされる構造では抜け穴的に質的な不足が生じるおそれがあるため、Web サ
イト及びアプリケーションの様態に応じて必要となる全要求項目を満足することを必須とす
る。
ただし、各要求項目に対して、外形上は要求項目を明確に達成できているとは言えないもの
の、Web サイト及びアプリケーションの特性や個別背景等により要求項目と同水準の管理レ
ベルが達成できていると事業者が合理的に考える場合には、EMA に対し書面等によりその旨
を説明し、かつ EMA がこれを認めた場合には、要求項目を充足しているとみなす。
「認定基準 3-2 認定基準の要求 25 項目」において、認定基準の要求 25 項目を示す。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#1）
》

3

「要求項目#1 「青少年利用に関する基本的な考え方」の明示」について
解説
「青少年利用に関する基本的な考え方」に記載すべき例を示す。なお、以下は代表的な記載事項で
あり、これに限られるものではない。Web サイト又はアプリケーションの特性に照らし、自社の方
針が明確に記載されていることを求める。
・ 4 分野それぞれにおいて認定基準に適合している状態を維持するための考え方
1． 基本方針（青少年利用に配慮した基本的な運用管理方針・計画）
2． 運用体制（自社表現基準、広告掲載基準、投稿対応基準等を用いた運用管理を実施するた
めに必要となる体制の構築、ノウハウ共有制度の実施）
3． ユーザー対応（問合せやクレームを受付ける対応窓口の設置、外部関係機関の照会対応）
4． 啓発・教育（啓発・教育コンテンツ等の設置）
・ 青少年のモバイルインターネット利用の有用性とリスクに対する考え方
・ 青少年の表現の自由や知る権利に対する考え方
・ 青少年がモバイルインターネットを通じて行うコミュニケーションに対する考え方
・ 青少年の心身の健全な発達とモバイルインターネット利用に対する考え方
・ 青少年のモバイルインターネット利用と保護者の役割に対する考え方
・ 青少年の犯罪被害に対する考え方
・ 青少年のプライバシーに対する考え方
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#2）
》

4

「要求項目#2 「青少年利用に関する基本的な考え方」に基づいた運用管理体制の構築・
維持」について
目的
本要求項目は、事業者が行う Web サイト及びアプリケーションについてのリスク分析と、認定基
準を満たし、かつ関係法令を遵守する運用管理体制を構築・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。

解説
（1）リスク分析について
事業者は、Web サイト及びアプリケーションについて、内容や機能等の特性の評価と利用状
況の確認を行い、青少年の利用上のリスクを予測し、特定したリスクを可能な限り最小化する対
策を講じる必要がある。リスク分析に関する内容は以下のとおり。
①リスクの特定
Web サイト及びアプリケーションについて、青少年の利用上のリスクを、具体的に列挙す
ること。なお、以下の要求項目が示すリスクも十分に勘案すること。
・機能：要求項目#5、#16
・コンテンツ：要求項目#6
・広告：要求項目#7
・投稿：要求項目#8
②リスクの評価
①で特定したリスクそれぞれについて、重大性及び蓋然性の観点から評価すること。
③リスク対策の検討
リスク評価の結果に対応した具体的な対策を検討すること。
（2）運用管理プロセスについて
事業者の運用管理対象となる Web サイト及びアプリケーションの運用管理においては、
「計
画」
、
「実施」
、
「点検・評価」及び「改善」の運用管理プロセスを含む必要がある。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#5）
》

5

「要求項目#5 青少年利用を前提とした利用環境の整備」について
目的
本要求項目は、事業者において青少年の利用を前提とした利用環境を整備することを求め、最低
限充足すべき水準を示すものである。
青少年の利用を前提とした場合に、特に考慮すべき点として以下を挙げる。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。

特に留意すべき事項
（1）青少年利用に配慮した有料サービス提供
事業者が有料のサービスを提供する場合には、青少年の年齢や発達段階を考慮して、その利用
に配慮した措置を講じなければならない。例えば、保護者が利用上限金額を設定できる仕組み
の導入、保護者への利用金額通知やユーザー本人が利用金額を認識できる仕組みの導入、事業
者による利用上限金額の設定等が考えられる。
なお、Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、以下の（2）、
（3）に
ついても考慮する必要がある。
（2）児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施
事業者は、Web サイト及びアプリケーションの運営において、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「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 Web サイト及びアプリケーションへの誘引行為の制
限等により、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、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、Web サイト及びアプ
リケーションを利用するユーザーの年齢情報等を活用した方法を用いる場合は、ユーザーのプ
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、ユーザー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。
なお、Web サイト及びアプリケーションを通じてユーザー間で送受信されるメッセージ等を
監視する場合には、要求項目#11 を参照のこと。
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（3）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
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として、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、十分に周知するなど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
など、事業者は、青少年がプライバシーの公開にかか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。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#6）
》

6

「要求項目#6 青少年利用に配慮した自社表現基準」について
目的
本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、Web サイト及
びアプリケーションの特性に応じた自社表現基準を設けることを求め、最低限充足すべき水準を示
すものである。

解説
事業者は、
「図 1 自社表現基準のレベル判定表」及び「EMA サイト表現に関する例示集」に劣後
しない水準で、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じた「自社表現基準」を策定する必要
がある。
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図 1 自社表現基準のレベル判定表
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#7）
》

7

「要求項目#7 青少年利用に配慮した広告掲載基準」について
目的
本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、青少年に悪影
響を与える広告を排除するための広告掲載基準を策定し、適切な運用管理体制を構築することを求
めるものである。
事業者は、
「図１ 広告掲載基準の構成」に基づき、
「広告掲載基準」を策定する必要がある。
図 1 広告掲載基準の構成

解説
（1）広告の定義
本要求項目における広告の範囲は、バナー等の画像、動画又は文字によって示される部分に限
らず、当該画像、動画又は文字からリンクされたいわゆるランディング・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、Web サイト及びアプリケーション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、本要求項目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
本要求項目においては、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、概念上の「青少年」として同等に扱うこととする。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#8）
》

8

「要求項目#8 青少年利用に配慮した投稿対応基準」について
目的
本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、青少年の利用
に配慮した投稿対応基準を設けることを求め、最低限充足すべき水準を示すものである。

解説
事業者は、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じて、本要求項目の「充足すべき水準」
に劣後しない水準で「投稿対応基準」を策定し、当該投稿対応基準により投稿対応を行うものとす
る。投稿対応基準は、禁止事項等の形式でユーザーに適切に開示する必要がある。また、メッセージ
機能（ミニメール等）による投稿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。
特に考慮すべき点として以下を挙げる。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。

特に留意すべき事項
・いじめあるいは特定の集団に対する差別の取扱い
いじめあるいは特定の集団に対する差別が明らかなものは、投稿対応基準の「充足すべき水
準」の各条項に照らして、削除を含む対応の対象とすることが考えられる。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#10）
》

9

「要求項目#10 投稿ログの保存」について
目的
本要求項目は、ユーザーから事業者への問合せ・通報等へのスムーズな対応を可能とするために
設けている。

解説
ユーザーからの問合せ・通報等への対応、あるいは警察からの照会や令状に基づく差押さえがあ
ればログを開示する可能性があるため、ログの保存についてユーザーへの周知を必須とする。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#11）
》

10 「要求項目#11 投稿への対応」について
解説
・投稿対応の手法例
事業者は、規約違反投稿等に対して、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じた十分な
対策を講じる必要がある。
以下は、投稿対応の手法例であり、これに限られるものではない。
・投稿の「全件目視監視」
・抽出用のワードを含む投稿をシステム抽出し目視監視を行う「システム抽出監視」
・NG ワードに該当する投稿をブロックする「NG ワードブロック」
・ユーザー自身がプロフィール情報や自らの投稿の公開範囲を限定する「セキュリティ設定」
・年齢等により、コミュニケーションの範囲を限定する「機能制限」
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#12）
》

11 「要求項目#12 投稿に関する運用管理体制の構築・維持」について
解説
・投稿対応業務を委託している場合
事業者が投稿対応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
いる場合と同様に確認を行うものとする。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#14）
》

12 「要求項目#14 緊急を要する投稿への対応」について
解説
事業者が緊急対応を要する問題を投稿対応、問合せ・通報対応等により認識した際は、次のフロー
に準じた対応をただちに実施するものとする。
図 1 事業者が実施する緊急時の対応フロー例

二次確認

一次確認
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#16）
》

13 「要求項目#16 アプリケーションにおける青少年保護対策」について
目的
本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、アプリケーシ
ョンの利用における青少年への配慮を求めるものである。

解説
事業者は、事業者が設置するリンクやユーザー投稿に含まれる URL 等により、アプリケーション
から認定範囲外の Web サイト等への遷移において、遷移先の表示がアプリケーション内の Web ブ
ラウザ機能を用いて行われる場合、事業者の認定範囲外のサービス等が利用可能なことから、青少年
の利用に配慮し、当該リスクへの対策を講じる必要がある。
以下は、代表的なリスク対策であり、これに限られるものではない。
・ アプリケーション内の Web ブラウザ機能を使用せず、フィルタリングが有効なブラウザアプ
リケーションによって遷移先を開く措置
・ 認定範囲外への遷移を、ユーザーが容易に認識できるようにする措置
・ アドレスバーや検索窓等を用いて、URL や検索ワードの直接入力を制限する措置
・ 認定範囲外に遷移することへのリスク等に関する啓発・教育コンテンツの設置
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#18）
》

14 「要求項目#18 ユーザー情報取得におけるプライバシーへの配慮」について
目的
本要求項目は、事業者が Web サイト及びアプリケーションにおいてユーザー情報等を取得する場
合に、ユーザーのプライバシーに配慮した対応を行うことを求めるものである。
なお、アプリケーションの場合における「ユーザー情報（利用者情報）の定義」及び「透明性の確
保」の意味については、総務省「スマートフォン プライバシー イニシアティブ －利用者情報の
適正な取扱いとリテラシー向上による新時代イノベーション－」を参照のこと。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#20）
》

15 「要求項目#20 ユーザー及び利用機器の特定」について
目的
本要求項目は、
「要求項目#21 強制退会処分及び投稿禁止措置の整備と周知」及び「要求項目#22
注意警告対応・ペナルティ制度の実施」に関して、ペナルティを課すべきユーザーやその利用機器
を特定することで、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可能な限り防止するこ
とを求め、最低限充足すべき水準を示すものである。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#24）
》

16 「要求項目#24 啓発・教育コンテンツの設置」について
解説
EMA 啓発・教育プログラム部会にて策定されたコンテンツ（以下「モデルコンテンツ」という。）
を設置する場合は、以下の点に留意する必要がある。
（1）「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又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。
（2）「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、
「モデルコンテンツ」が追加・更新され、EMA がこ
れを事業者に通知したときは、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
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＜別紙4＞

モバイルコンテンツ運用管理体制
認定基準の改定について

2016年3月
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）
基準策定委員会

1

認定基準改定の背景
1. 青少年インターネット利用環境の変化
• フィルタリングの利用率の低下
• グローバルサービスの利用増加

2. EMA中長期ビジョン（2014年）の実現
• 多様性・柔軟性へのニーズへの対応
⇒事業者自身によるリスク分析に基づいた対策の評価
• 青少年保護・バイ・デザインの考え方の導入
⇒PDCAサイクルにおける「P（Plan）」を重視

3. EMAに蓄積された情報・知見を審査・運用監視に活用
• 審査ノウハウ
• 外部機関等から提供される犯罪被害情報
• 認定外事業者等との意見交換
2

基本的な考え方
1．青少年インターネット利用環境の変化
EMA認定制度の開始（2008年7月）以降、フィルタリングの利用率の低下や
青少年によるグローバルサービスの利用増加等、様々な環境変化が生じている。

2．青少年保護の基本的な考え方
青少年保護の基本的な考え方として、 「青少年保護・バイ・デザイン*」 及び
「フィルタリングの利用率の向上」を念頭に置いた取組が推進されている。
＊青少年保護・バイ・デザイン：機器・サービスの提供者が設計・開発段階から青少年が利用することを想定してネット上の危険性を最小化して提供していくという概念

3．事業者に求められる青少年保護施策
「青少年保護・バイ・デザイン」を実現するための具体的施策として、
リスク分析とそれに基づいた対策の実施を行うことが、今後は重要と考えられる。

4．EMAの役割と今後の認定制度
今後の認定制度では、事業者においてリスク分析を行い適切な対策が講じられているかを
第三者機関として評価を行い、かつ、より多様なサービスを評価できる認定制度とすることで、
青少年保護の実効性を向上させる必要がある。
5．認定基準の改定と審査・運用監視のポイント
上記1～4に基づき、今回の基準改定において以下の2点を実施する。
・多様なサービスを評価できる基準の策定と審査業務の実現
・対策・手法を限定するのではなく基本理念を要求事項とすることで多様性を確保
※基準改定を実施した後も、「青少年が利用する上で健全な利用環境が整備・維持される」といった目的や考え方は従来と変わらない
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1．青少年インターネット利用環境の変化
• 2008年度（認定制度開始時）のトピック
フィルタリングの原則提供（携帯電話事業者）
コミュニケーションカテゴリの閲覧制限
EMA認定制度による閲覧制限解除

• 認定制度で評価できる青少年保護施策の範囲
2008年度
●全件目視監視
●ｼｽﾃﾑ抽出による目視監視
●通報対応
●年齢情報等を用いたｿﾞｰﾆﾝｸﾞ

認定制度（基準）で評価できる
青少年保護施策

 投稿等に関する青少年保護施策は監視が
主体
 認定事業者数：37社（認定数：38件）
（2010/3/31時点）

4

1．青少年インターネット利用環境の変化
• 2015年度（現在）のトピック
フィルタリングの利用率低下
青少年によるグローバルサービス等の利用増加
SNSに起因する犯罪被害児童数の増加

• 認定制度で評価できる青少年保護施策の範囲
2008年度
●全件目視監視
●ｼｽﾃﾑ抽出による目視監視
●通報対応
●年齢情報等を用いたｿﾞｰﾆﾝｸﾞ

現在

認定制度（基準）で評価できない
青少年保護施策

 投稿等に関する青少年保護施策が多様化
 認定事業者数：18社（認定数：31件）
（2016/3/15時点）

多様化
●ｺﾝﾃﾝﾂ内巡回による確認と啓発
●ﾕｰｻﾞｰ自身によるﾌﾞﾛｯｸ機能の
活用
●ﾕｰｻﾞｰ自身による個人情報の
公開範囲設定

認定制度（基準）で評価できる
青少年保護施策

●ｻｰﾋﾞｽ悪用を防止するための
ｻｲﾄ外での対応
（ID交換掲示板の対応等）
●ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのﾃｰﾏを限定する
ことによるﾘｽｸ軽減
（受験勉強のためのｻｲﾄ等）

5

2．青少年保護の基本的な考え方
青少年保護・バイ・デザイン
• 青少年の安全・安心なインターネット利
用環境を整備する上で、「青少年保護・
バイ・デザイン」が基本的な考え方として
示されており、事業者が多種・多様な
サービスを開始するに当たり、実効的な
青少年保護を予め組み込んだ形で、
サービスの設計・提供を行う取組の推進
が求められている。

※ 今回の基準改定においては、自社のサービスにつ
いてリスク分析を行い、リスクを最小化する対策を
講じることで、青少年保護・バイ・デザインを実現し
ていると評価できるWebサイトやアプリに対し認定
を付与する。

フィルタリングの利用率向上
• 青少年が違法・有害情報を閲覧する機会を最小化す
るため、フィルタリング利用の一層の普及を図るとともに、
利用者の視点に立ち、フィルタリング等、青少年保護に
係る機能を容易に利用できるようにするための施策の
実施が、関係事業者に求められている。

「青少年保護・バイ・デザイン」及び「フィルタリングの利用率向上」
の両者が連動する形で、取組が推進されている
※参考：青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画（第3次）
http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/suisin/pdf/dai3ji_keikaku.pdf
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3．事業者に求められる青少年保護施策
≪現状の認定基準で求めている青少年保護施策≫
• これまでの基準は、基準を策定した当初に事業者において実施されていた青少
年保護施策のベストプラクティス（Do）を集約

• EMAが既存のSNSを念頭に、リスクを想定し、必要な対策・手法を指定
（Planの欠如）

≪今後の認定基準で求められる青少年保護施策≫
• それぞれの事業者が、自社サービスに内在する青少年へのリスクを正しく認識し、
分析を行い、それを最小化する仕組みをあらかじめサービスに組み込んでいるか
（Plan）を評価
• 加えて、Do、Check、Actが実効的に機能する体制が整備されているかについ
ても評価を実施することで「青少年保護・バイ・デザイン」を実現
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4．EMAの役割と今後の認定制度：現状の認定制度
• 現状の基準は、基準を策定した当初のコミュニティサイト運営事業者が行っていた運用管理を念頭にEMAが想
定したリスクに対して適切に対応できる運用管理体制とはどのようなものか基準で定め要求している。
• 事業者は、EMA基準の要求を充足する運用管理体制を構築、維持することで青少年が利用する上で健全な
利用環境が整備・維持されることとなる。
• 従って、審査・運用監視では、事業者の運用管理体制がEMA基準を充足しているか否かを確認してきた。
EMAによるリスク
の想定
EMA基準

審査・運用監視

（理念、対策、手法）

EMA基準で要求されている運用管理体制と、利用環境
（Webサイトやアプリ上への要求）の充足を確認。

事業者の運用管理体制
ＥＭＡ基準を充足

事業者のWebサイトやアプリ
（青少年が利用する上で健全な利用環境が整備・維持される）

■課題
 基準を充足するだけの体制や対応となる場合もあり、サービスの利用状況が悪化しても検知できず、問題が発
生してからリスク分析と改善を求める事例がある。
 Webサイトやアプリの特性や規模、投稿機能の種類に関係なく、同等の条件を求めているため、サービスによっ
て過剰な対応を求めているケースがある。
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4．EMAの役割と今後の認定制度：新たな認定制度
• 申請事業者の各サービスは、その特性や規模、提供機能に違いがあり、サービスごとに想定されるリスクは異なる
ため、必要な運用管理体制も異なる。
• そこで、各サービスのリスクを事業者がどのように捉え、どのような対応を計画し実行しているのか、提供サービスご
とに確認を行ってその妥当性を判断する。
• 事業者が妥当と考える対応を実施していたとしても、サービスの利用環境に問題が見られる場合は、その対応に
不備があると判断し、改善を求めることとなるため、青少年利用を前提とした利用環境の整備について、より具
体的かつ実効性のある体制で対応が実施されているかを確認する。
EMA基準
（理念）

審査・運用監視
対策の妥当性判断については、サービス上の投稿状況への
反映が前提であり、投稿状況に問題がある場合は、これまで
の審査と同様、指摘・是正を行う。

事業者によるリスク分析

事業者のWebサイトやアプリ
事業者の運用管理体制
（特性に応じた対策、手法）

（青少年が利用する上で
健全な利用環境が整備・維持される）

■期待できる効果
 事業者が自らリスク分析を行い、適切に対応できる運用管理体制を構築していただくため、新たなサービスや
ユーザーの利用実態に沿ったスピーディーな対応が実施可能で、利用状況の悪化に対して速やかに対応できる。
 Webサイトやアプリの特性や規模、機能に応じた適切な対策を求めるため、異なるタイプのサービスでも平等に
取扱い、時代のニーズに合わせた審査の受付が可能となる。
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5．認定基準の改定と審査・運用監視のポイント：
多様な青少年保護施策の評価
• 現行基準が要求する投稿監視を実施していなかった場合について
 事業者が投稿監視に代わる効果的な対策を講じていると評価でき、実際に被害が発生していないのであ
れば、認定を行わない理由はない。一方で、投稿監視に代わる効果的な対策が講じられていない場合に
は、従来通り、投稿監視について一定の水準を要求することになる。

• 今回の改定のポイントについて
 現行の基準では、公開領域の投稿について監視を求めてきたが、限定されたユーザー間のコミュニケーショ
ンについては通信の秘密の観点から監視を義務付けしておらず、対応が課題になっていた。改定基準では、
監視に限定せずに対応を求めることとなるため、限定されたユーザー間のコミュニケーションや他のサービスと
連動することでリスクが増えるサービスなど、サービスの類型にかかわらず対応を求めることとなり、管理水準
が下がるとは考えていない。
 また、リスク分析の結果、事業者自身が実施した対策の効果を評価し、継続的に改善する体制ができて
いるかという点もポイントであり、認定時に投稿監視の水準が一時的に満たされていたとしても、継続的に
改善を行える体制が構築されていると評価できない場合は指摘、是正要求の対象となる。
 対策や手法を柔軟に対応できるようにすることで、従来、EMA認定制度の枠組みに入ってこなかったグ
ローバルサービスの提供事業者に対し、青少年のインターネット利用環境整備の当事者としての認識を持
たせることが可能となると考える。
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5．認定基準の改定と審査・運用監視のポイント：
アプリ内Webブラウジング機能への対応
• URLリンク等による認定アプリ外への青少年利用に不適切なWebサイトへ
の遷移について
 そのような投稿があった場合に投稿対応基準において削除の対象とする等、アプリ内
Webブラウザ起動前に、現行基準においても認定対象外への遷移について一定の抑
止が機能している。
 アプリ内Webブラウザがフィルタリングの抜け穴となることがあってはならないが、一律にフィ
ルタリングの対象とするのではなく、リスクに応じた措置を求めることで、アプリ内のWebブ
ラウジング機能について青少年の利用に配慮していると評価できるアプリはフィルタリング
の対象から外すことが考えられる。結果として、フィルタリングの利便性向上に寄与し、利
用率の向上にも資することが可能ではないかと考える。

11

5．認定基準の改定と審査・運用監視のポイント：
基準改定の方針
従来の認定基準

改定後の認定基準

基
準

各要求項目の要求水準
について対策や管理手法
を限定

各要求項目の基本理念
を要求事項とすることで
多様性を確保

事
業
者

基準に記載された対策
や管理手法に則る形で
運用管理体制を構築
※ 各要求項目に対して、外形上は要求項目を明確に達成できているとは
言えないものの、EMAに対し書面等によりその旨を説明し、かつEMAが
これを認めた場合には、要求項目を充足しているとみなす。

審
査

基準に記載された対策や
管理手法に則る形で
要求水準が整備
されているかを評価

基準の基本理念に則り
事業者自らリスク分析を
行い対策や管理手法を
検討し運用管理体制を構築
リスク分析に基づいた対策
や管理手法が基準の
基本理念に資する形で
整備されているかを評価

※ 基準改定を実施した後も、「青少年が利用する上で健全な利用環境が整備・維持される」といった目的や
考え方は従来と変わらない。
※ 上記の基準改定の方針に基づき継続して基準改定の検討を進めると共に、技術だけで対応できない分野
についても、事業者自身による啓発・教育活動の強化等を評価できるようにする等、基準の基本理念の分
野に関しても引き続き検討を進める。
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5．認定基準の改定と審査・運用監視のポイント：
基準改定の方針

基
準

基本
理念

・対策
・手法

• 今回の基準改定により、各要求項
目の基本理念のみを基準に記載す
る形となるが、具体的な対策・手法
については解説書に記載を移動す
る。
• 審査及び運用監視時に対策が不
足していると確認できた場合は、従
来と同様に指摘や是正要求を行い、
必要な対策を講じてもらう。

解
説
書

基本
理念

・対策
・手法

• 今後、新たな効果的な対策や手
法については、必要に応じて、解説
書に追記を行い、対策・手法の蓄
積を進める。
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5．認定基準の改定と審査・運用監視のポイント：
EMAの審査業務のイメージ（案）
改定基準（案）

現状の基準
EMA側が予め青少年利用環境におけるリスクを想定し、
事業者の運用管理体制に必要な対策・手法を限定し
要求する基準。

現状の審査

基準の基本理念に則り、事業者自らが自社の提供するサービスについてリスク
分析を行い、その上で運用管理体制に必要な対策・手法を講じることを要求
する基準。

基準改定後の審査（案）
追加確認項目

※新申請書の追加
※リスク確認用の例示集
提供

申請Webサイトやアプリについての事業者によるリスク分析を確認
•
•

運用管理体制の整備状況に関する確認
•
•
•
•

申請するWebサイトやアプリ上の提供コンテンツ、広告、機能、及び
ユーザー投稿について充分なリスク分析がなされているか？
リスク分析の結果と対応計画は青少年が利用する上で健全な利用環境
を整備・維持できるものであるか？
※リスク分析を行うにあたって、犯罪被害等を事前に確認している場合は、
その点について十分に考慮しているか確認する。

運用管理を遂行するための役割分担や組織つくりがなされているか？
専門意思決定機関の設置、評価・改善のための体制 等
運用管理に必要な基準は定められているか？
自社表現基準・広告掲載基準・投稿対応基準の策定 等
基準類の運用ルールや運用管理の実施手順は適切か？
ユーザーへの周知事項や啓発・教育コンテンツが定められているか？

運用管理の実施状況に関する確認
•
•
•
•

Webサイトやアプリ上の提供コンテンツ・広告の状況が、青少年利用に
配慮されたものになっているか？
投稿を有する場合、投稿対応が適切に実施されているか？
運用管理の実施記録を有し、適切に管理されているか？
Webサイト及びアプリケーションの利用環境が、青少年を前提に適切
に配慮されたものになっているか？

認定

リスク分析の結果が適切に反映
され、且つ個別要求項目を充足
しているか確認する。

懸念や不足がある場合は、
従来と変わりなく指摘、是正
要求を通知し対応を求める。
※是正要求に妥当な対応が
実施されない場合は、不適合
状態となり、認定を付与しない。

運用管理実施状況とWebサイトやアプリの
状況を確認し、懸念が生じている場合は、
運用管理体制全般の点検・評価を実施し
改善することを求める。

青少年が利用する上で健全な利用環境

基準改定後も求める
利用環境の水準は
変わらない。
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5．認定基準の改定と審査・運用監視のポイント：
運用監視のイメージ（案）
青少年が利用する上で健全な利用環境が整備・維持されることを目的としEMAが実施する運用監視業務における確認内容に変更はない。
EMAは、認定Webサイトやアプリ、及びその運用管理体制について、EMAの運用監視による調査や外部からの情報提供等により問題を確認した場合、
都度、認定事業者へ運用管理体制の点検・評価の実施と改善を求め、その要求水準については、従来と変わらない。

認定事業者

ＥＭＡ

運用管理の実施
•

認定Webサイトやアプリ上の提供コンテンツ・広告の提供に
あたって、青少年利用に配慮した管理。

•

認定Webサイトやアプリが、青少年が利用する上で健全な
利用環境となっているかを点検・評価。

•

•

Webサイト・
アプリ調査

認定Webサイトやアプリの状況に関する確認
•
•
•

運用監視期間中の運用管理情報をEMAへ報告。
運用管理体制に懸念がないことを共有する。
（定期レポート等）

認定Webサイトやアプリ上の提供コンテンツ・広告の状況が、
青少年利用に配慮されたものになっているか調査を行う。
認定Webサイトやアプリの利用環境が、青少年を前提に適切
に配慮されたものになっているか調査を行う。
認定Webサイトやアプリ上のコンテンツ、広告、機能の追加、
削除、変更等について調査、定期レポートの確認及び、
事業者へヒアリング等の必要な確認を行う。

認定Webサイトやアプリ上の提供コンテンツ、広告、機能の
追加、削除、変更等や運用管理体制の変更がある場合には、
認定Webサイト及びアプリの利用環境や変更後の運用管理
体制に新たなリスクが生じないか確認。

運用管理体制の整備・維持状況に関する確認

※Webサイトやアプリ及び運用管理体制に変更が
ある場合は、EMAへ報告。

•

•

運用管理体制
の調査

指摘・是正、及び
改善の確認

管理

警察、外部機関、
利用者等

情報提供、
通報、
問合せ

審査で確認した運用管理体制に変更が生じた場合、
変更後の体制も妥当なものであるか確認する。
認定サイト上の変更によって、審査時に確認した運用管理
体制では懸念が生じると考えられる場合、懸念を通知し
認定事業者の見解を確認する。

※運用管理体制に懸念や不足がある場合は、従来と変わりなく
指摘、是正要求を認定事業者へ通知し対応を求める。
※是正要求に妥当な対応が実施されない場合は、不適合状態となり、
認定取消となる。

認定Webサイト及びアプリ

青少年が利用する上で健全な利用環境
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＜別紙 5＞
2016 年 5 月 10 日

モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準 新旧対照表
No.
1

頁
P.1

旧
1 本認定基準設定の目的

頁
P.1

本認定基準は、次の 2 つを目的として設定する。

新
1 本認定基準設定の目的

備考
・

記載の修正

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

本認定基準は、次の 2 つを目的として設定する。

（1）EMA が策定した本認定基準に適合した運用管理を行うことで、認定を付与した Web

（1）EMA が策定した本認定基準に適合した運用管理を行うことで、認定を付与した Web

サイト及びアプリケーションにおいて、青少年が利用する上で健全な利用環境が整

サイト及びアプリケーションにおいて、認定基準に適合した運用管理が行われる結

備・維持されること。

果、青少年が利用する上で健全な利用環境が整備・維持されること。

（2）EMA が、一般ユーザー等からのクレーム・問合せ・意見等を受け付け、本認定基準

（2）EMA が、一般ユーザー等からのクレーム・問合せ・意見等を受け付け、本認定基準

策定へ適切に反映し、また認定を付与した Web サイト及びアプリケーションの監視

策定へ適切に反映し、また認定を付与した Web サイト及びアプリケーションの監視

等を行うことで、当該 Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制の健全性を

等を行うとともにことで、一般ユーザー等からのクレーム・問合せ・意見等を受け付

適切に維持し、青少年がモバイルコンテンツを健全に利用できる環境づくりを目指す

け、認定基準に適切に反映することにより、認定当該 Web サイト及びアプリケーシ

こと。

ョンの運用管理体制の健全性がを適切に維持されし、青少年がモバイルコンテンツを
健全に利用できる環境をつづくるりを目指すこと。

EMA における審査は、当該 Web サイト及びアプリケーションにおいて、青少年の利用
本認定基準 EMA における審査は、認定を申請する当該 Web サイト及びアプリケーシ

について配慮した運用管理が実施されていることを審査するものであり、認定範囲内のサ
ービス等の内容そのものについて審査するものではない。

ョンにおいて、青少年の利用について配慮した運用管理体制が整備実施されているかにつ
いてことを審査するための基準ものであり、認定範囲内のサービス等の内容そのものをに
ついて審査する基準ものではない。
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3 本認定基準

P.2

P.1～

3 本認定基準

P.2
3-1 本認定基準の構成
本認定基準は、
「基本方針」
、
「運用体制」、
「ユーザー対応」及び「啓発・教育」の 4 分野
に亘る 25 件の要求項目で構成する。

3-1 本認定基準の構成
本認定基準は、
「基本方針」
、
「運用体制」、
「ユーザー対応」及び「啓発・教育」の 4 分野
にわた亘る 25 件の要求項目で構成する。

本認定基準は、すべての申請事業者が充足すべき基本要求項目のほかに、申請する Web

本認定基準は、すべての申請事業者が充足すべき基本要求項目のほかに、申請する Web

サイト及びアプリケーションの様態（投稿機能の有無、第三者（サードパーティ）の提供

サイト及びアプリケーションの様態（投稿機能の有無、第三者（サードパーティ）の提供

するサービス等の有無）に応じて必要となるオプション要求項目を含む。基本要求項目及

するサービス等の有無）に応じて必要となるオプション要求項目を含む。基本要求項目及

びオプション要求項目は、以下のとおりとする。

びオプション要求項目は、以下のとおりとする。

【基本要求項目】

【基本要求項目】

・該当要求項目：要求項目#1、2、3、4、5、6、7、9、16、17、18、23、24

【オプション要求項目】
a．投稿機能を有する場合
・該当要求項目：要求項目#8、10、11、12、13、14、19、20、21、22、25

・該当要求項目：要求項目#1、2、3、4、5、6、7、9、13、16、17、18、23、24

【オプション要求項目】
a．投稿機能を有する場合
・該当要求項目：要求項目#8、10、11、12、13、14、19、20、21、22、25

1

b．第三者（サードパーティ）の提供するサービス等を有する場合

b．第三者（サードパーティ）の提供するサービス等を有する場合

・該当要求項目：要求項目#15

・該当要求項目：要求項目#15

3-2 認定基準の要求 25 項目

3
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3-2 認定基準の要求 25 項目

認定に際しては、本認定基準設定の目的の範囲において、事業者が、申請する Web サイ

認定に際しては、本認定基準設定の目的の範囲において、事業者が、申請する Web サイ

ト及びアプリケーションの様態に応じて必要となるすべての要求項目を充足しているこ

ト及びアプリケーションの様態に応じて必要となるすべての要求項目を充足しているこ

とを求める。

とを求める。

ただし、各要求項目に対して、外形上は要求項目を明確に達成できているとは言えない

ただし、各要求項目に対して、外形上は要求項目を明確に達成できているとは言えない

ものの、Web サイト及びアプリケーションの特性や個別背景等により要求項目と同水準の

ものの、Web サイト及びアプリケーションの特性や個別背景等により要求項目と同水準の

管理レベルが達成できていると事業者が合理的に考える場合には、事業者が EMA に対し

管理レベルが達成できていると事業者が合理的に考える場合には、事業者が EMA に対し

書面等によりその旨を説明し、かつ EMA がこれを認めた場合には、要求項目を充足して

書面等によりその旨を説明し、かつ EMA がこれを認めた場合には、要求項目を充足して

いるとみなす。

いるとみなす。

1．自主的改善のための運用管理プロセスの構築・維持

P.3

P.3～

21．「青少年利用に関する基本的な考え方」に基づいた自主的改善のための運用管理体制

・

要求項目#、名称の変更

P.4

プロセスの構築・維持

・

PDCA に関する記載の変更

・

リスク分析に関する記載の追加

・

記載の修正

事業者は、健全化に資する運用方針のもと、本基準の全要求項目を満たし、かつ関係法
令*1 を遵守するため、
「計画」、
「実施」
、
「点検・評価」及び「改善」のプロセスを含む運
用管理体制を構築し、維持しなければならない。
本運用管理プロセスは、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。

事業者は、自社の「青少年利用に関する基本的な考え方」健全化に資する運用方針の下
もと、Web サイト及びアプリケーションにおいて想定される青少年利用上のリスクを分析
し、その内容に応じた運用管理体制を構築しなければならない。
運用管理体制においては、本認定基準の全要求項目及びを満たし、かつ関係法令*1 を
遵守した状態を維持するため、
「計画」に加え、
「実施」、
「点検・評価」及び「改善」のプ

そのそれぞれの内容は以下のとおりとする。

ロセスがを含まれむ運用管理体制を構築し、維持しなければならない。
本運用管理プロセスは、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

（1）計画について

会議体の下で構築・維持されなければならない。

・ Web サイト及びアプリケーションの特性に応じた運用管理体制を構築し、維持す
るために具体的な計画を作成し文書化すること。

「計画」
、
「実施」
、
「点検・評価」及び「改善」その各それぞれの内容は以下のとおりと
する。

（2）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。

（1）計画について
・ リスク分析の結果を踏まえ、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じた運
用管理体制を構築し、維持すること。

（3）点検・評価について

・ 構築した運用管理体制を規定するために具体的な計画を作成し文書を作成化する

・ 運用管理にかかわる各部署において、以下の点について、業務実施状況の定期的

こと。

な点検を適切に行うこと。
・ 問合せ対応業務

（2）実施について

・ 広告掲載管理業務

・ 立案した計画された運用管理を確実に実施すること。

・ コンテンツ管理業務

・ 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。

・ 投稿監視業務（投稿機能を有している場合）

・ 問題が発生した場合、速やかに適切な対応を行うこと。

・ 通報対応業務（投稿機能を有している場合）
・ Web サイト及びアプリケーションの状況が青少年利用に配慮された状態であるか
否か、以下の点について、定期的な点検を適切に行うこと。

（3）点検・評価について
・ 運用管理にかかわる各部署において、以下を含むの点について、運用管理業務の

2

・ 掲載している広告

実施状況の定期的な点検を適切に行うこと。

・ 掲載しているコンテンツ

・ 問合せ対応業務

・ 投稿状況（投稿機能を有している場合）

・ 広告掲載管理業務

・ 点検の結果をもとに、運用管理業務並びに Web サイト及びアプリケーションの状

・ コンテンツ管理業務

況について評価を実施すること。

・ 投稿対応監視業務（投稿機能を有している場合）
・ 通報対応業務（投稿機能を有している場合）
・ Web サイト及びアプリケーションの状況が青少年利用に配慮された状態であるか

（4）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、運用管理にかかわる各部署で共有

否か、以下の点について、定期的な点検を適切に行うこと。

すること。

・ 掲載している広告

・ 運用管理業務や Web サイト及びアプリケーションの状況に問題があった場合、問

・ 掲載しているコンテンツ

題の原因を究明し、改善策について検討すること。

・ 投稿状況（投稿機能を有している場合）
・ 問題を確認した場合、原因を特定し、明らかにすること。
・ 点検の結果をもとに、運用管理業務並びに Web サイト及びアプリケーションの状
況について評価を実施すること。

（4）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、運用管理にかかわる各部署で共有
すること。
・ 運用管理業務や Web サイト及びアプリケーション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。

4
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2．利用規約の存在及び同意

P.4

32．利用規約の存在及び同意

P.4

5
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事業者は、Web サイト及びアプリケーションの会員向けに利用規約を定め、ユーザーに

事業者は、Web サイト及びアプリケーションの会員向けに利用規約を定め、ユーザーに

よる会員登録の際にあらかじめ利用規約への同意を要する運用を実施しなければならな

よる会員登録の際にあらかじめ利用規約への同意を求め要する運用を実施しなければな

い。なお、非会員による投稿等が可能な Web サイト及びアプリケーションの場合には、事

らない。なお、非会員による投稿等が可能な Web サイト及びアプリケーションの場合に

業者は、当該投稿等の際にあらかじめ利用規約への同意を要する運用を実施しなければな

は、事業者は、当該投稿等の際にあらかじめ利用規約への同意を求め要する運用を実施し

らない。

なければならない。

3．健全化に資する運用方針の明示

事業者は、事業者の代表者により定められた、健全化に資する運用方針を、Web サイト
及びアプリケーション上に明示しなければならない。
健全化に資する運用方針として記載が求められる項目は、運用管理体制における重要な
4 分野である「基本方針」、
「運用体制」、
「ユーザー対応」及び「啓発・教育」とする。

P.2

13．「青少年利用に関する基本的な考え方」健全化に資する運用方針の明示

・

記載の修正

・

要求項目#、名称の変更

・

基準改定の基本方針（対策・手法
を限定するのではなく基本理念

方」
、健全化に資する運用方針を、ユーザーが容易に視認できるよう Web サイト及びアプ

を要求事項とする）基づく記載

リケーション上に明示しなければならない。

の変更

ここには、3-1 に規定する 4 分野それぞれにおいて認定基準に適合している状態を維持
られる項目は、運用管理体制における重要な 4 分野である「基本方針」
、
「運用体制」、
「ユ
ーザー対応」及び「啓発・教育」とする。

（1）Web サイトの場合
EMA 認定 Web サイト上に、ユーザーが容易に視認することができるような形での

要求項目#の変更

事業者は、自社事業者の代表者がにより定められた「青少年利用に関する基本的な考え

するための考え方が含まれている必要がある。健全化に資する運用方針として記載が求め
「健全化に資する運用方針」の設置方法・場所は、以下のとおり。

・

「健全化に資する運用方針」の設置方法・場所は、以下のとおり。

設置。
（1）Web サイトの場合

3

EMA 認定 Web サイト上に、ユーザーが容易に視認することができるような形での

（2）アプリケーションの場合
EMA 認定 Web サイト上又はアプリケーション内のいずれかの場所に、ユーザーが

設置。

容易に視認することができるような形での設置。
（2）アプリケーションの場合
EMA 認定 Web サイト上又はアプリケーション内のいずれかの場所に、ユーザーが
容易に視認することができるような形での設置。

6
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4．運用管理体制に関する専門意思決定機関の設置

P.4

4．運用管理体制に関する専門意思決定機関及び責任者の設置

・

要求項目名称の変更

・

基準改定の基本方針（対策・手法

事業者は、健全化に資する運用管理体制を十分な水準に維持するため、専門の意思決定

事業者は、
「青少年利用に関する基本的な考え方」に基づいた健全化に資する運用管理体

を限定するのではなく基本理念

機関又は会議体を設置し、会合を定期的に開催しなければならない。この会合には、運用

制を十分な水準に維持するため、専門の意思決定機関又はそれに相当する会議体を設置

を要求事項とする）基づく記載

管理業務を管掌する役員等（共同事業においてはいずれかの事業者の管掌役員等）と運用

し、当該運用管理体制の責任者を任命会合を定期的に開催しなければならない。この会合

の変更

管理業務の最高責任者が原則として参加するものとする。当該運用管理業務の最高責任者

には、運用管理業務を管掌する役員等（共同事業においてはいずれかの事業者の管掌役員

は、広告掲載管理業務、コンテンツ管理業務、サイトパトロール業務を統括する者として、

等）と運用管理業務の最高責任者が原則として参加するものとする。当該運用管理業務の

EMA に登録しなければならない。

最高責任者は、広告掲載管理業務、コンテンツ管理業務、サイトパトロール業務を統括す
る者として、EMA に登録しなければならない。
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5．青少年利用を前提とした利用環境の整備

P.4

5．青少年利用を前提とした利用環境の整備

P.5
（略）

（略）

ユーザーの年齢情報を利用した整備を行う場合には、ユーザーのプライバシーに配慮し

ユーザーの年齢情報を利用した整備を行う場合には、ユーザーのプライバシーに配慮し

つつその情報の真正性を高めるよう努めなければならない。
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なお、申請する Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、

Web サイト及びアプリケーション内での児童誘引行為等を含めたトラブル防止のため、

Web サイト及びアプリケーション内での児童誘引行為等を含めたトラブル防止のため、

Web サイト及びアプリケーションの状況に応じた十分な監視体制の整備を行わなければ

Web サイト及びアプリケーションの状況に応じた十分な投稿対応の監視体制をの整備し

ならない。また、Web サイト及びアプリケーションの運営において、姓名等の個人情報の

を行わなければならない。また、Web サイト及びアプリケーションの運営において、姓名

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ユーザーに十分に説明するな

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ユーザーに十

どの安全確保策を施さなければならない。

分に説明するなどの安全確保策を施さなければならない。

P.6

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

・

基準改定の基本方針（対策・手法

つつ、その情報の真正性を高めるよう努めなければならない。

なお、申請する Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、

6．青少年利用に配慮した自社表現基準

・

P.5～

6．青少年利用に配慮した自社表現基準

P.6

を限定するのではなく基本理念

事業者は、自社における認定範囲内のコンテンツの表現の取扱いに関する見解を明記し

事業者は、自社における認定範囲内のコンテンツの表現の取扱いに関する見解を明記し

た「自社表現基準綱領」を有し、Web サイト及びアプリケーション上に明示するとともに、

た「自社表現基準綱領」を有し、Web サイト及びアプリケーション上に明示するとともに、

認定範囲内のコンテンツが、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

認定範囲内のコンテンツが、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

に当たるか否かの判断を行うための、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じた

に当たるか否かをの判断するを行うための、Web サイト及びアプリケーションの特性に応

「自社表現基準」を有していなければならない。

じた、自社が提供するコンテンツの表現の取扱いに関する基準（以下「自社表現基準」と
いう。）を有していなければならない。

（略）
（略）
「自社表現基準綱領」の設置方法・場所は、以下のとおり。
「自社表現基準綱領」の設置方法・場所は、以下のとおり。

4

を要求事項とする）基づく記載
の変更
・

記載の修正

（1）Web サイトの場合
Web 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

（1）Web サイトの場合
Web 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」の本文中に設置。

資する運用方針」の本文中に設置。
（2）アプリケーションの場合
EMA 認定 Web サイト上又はアプリケーション内のいずれかの場所に、ユーザー

（2）アプリケーションの場合
EMA 認定 Web サイト上又はアプリケーション内のいずれかの場所に、ユーザー

が容易に視認することができるような形で設置。

が容易に視認することができるような形で設置。

9

P.6～

7．青少年利用に配慮した広告掲載基準

P.9

P.6～

7．青少年利用に配慮した広告掲載基準

・

P.9
（略）

基準改定の基本方針（対策・手法
を限定するのではなく基本理念

（略）

を要求事項とする）基づく記載
の変更

イ．掲載にあたり注意・配慮が必要な商品・サービス業態

イ．掲載にあたり注意・配慮が必要な商品・サービス業態

また、事業者は、
「図 1 注意、配慮が必要な商品・サービス業態例」で例示

・

また、事業者は、
「図 1 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・サービス業態の広告を掲載するに際しては、
「図 2 商品・サ

するような商品・サービス業態の広告を掲載する場合に際しては、「図 2

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）

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、

から（k）項で掲げた問題性の有無等の懸念を確認しつつ、青少年をはじめと

（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、青少年をはじ

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。なお、配慮の

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。なお、配

手段としては、ゾーニング・注意喚起・審査時の注意等が考えられる。

慮の手段としては、ゾーニング・注意喚起・審査時の注意等が考えられる。

（略）

商

（略）

ゾーニングの手法

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

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。

えることがないよう、適切に周知すること。周知は「青少年利用に関する基本
的な考え方」にて行い、その他「Web サイト及びアプリケーション説明ページ

・ 会員の自己申請による登録年齢に基づき、登録ユーザーに対して、必要に

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

応じて提供する内容を変化させる仕組み

を行うよう努めるものとする。

・ 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

ゾーニングの手法

・ 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

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。

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

・ 会員の自己申請による登録年齢に基づき、登録ユーザーに対して、必要に

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

応じて提供する内容を変化させる仕組み
・ フィルタリングを利用している対象となる端末からのアクセスを確認し、

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

フィルタリングを利用していない端末からの対象とならないアクセスと区別

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

して、提供する内容を変化させる仕組み

資する運用方針」にて行い、その他「Web サイト及びアプリケーション説明ペ

・ 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

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

供する内容を変更する仕組み

表示を行うよう努めるものとする。

・ 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

（2）広告表現・内容について

5

記載の修正

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

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

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

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

あり、事業者は、先の要求項目#6「青少年利用に配慮した自社表現基準」にて作成

資する運用方針」にて行い、その他「Web サイト及びアプリケーション説明ペ

する「自社表現基準綱領」及び「自社表現基準」をもって、必要に応じ広告表現・

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

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

表示を行うよう努めるものとする。

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ともに、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。

（2）広告表現・内容について

なお、以下の事項に該当する表現・内容を含む広告は、EMA の認定範囲内には

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

掲載しないものとする。

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、事業者は、先の要求項目#6「青少年利用に配慮した自社表現基準」にて作成

（略）

する「自社表現基準綱領」及び「自社表現基準」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

（3）広告掲載手法について

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ともに、適宜広告

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

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。

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、

なお、以下の事項に該当する表現・内容を含む広告は、EMA の認定範囲内には

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

掲載してはならないものとする。

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ともに、適宜広告への注意喚起

（略）

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

（3）広告掲載手法について

り生じる事象並びに青少年へ与える影響の大きさ及びその内容（生命、身体、精神、

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

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。

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

広告掲載にかかわる運用管理体制

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

事業者は、広告掲載にかかわる責任者を任命するとともに、青少年の利用に配慮した広

（自主基準）や制定趣旨に沿ってこれを取り扱うとともに、適宜、広告への注意喚

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

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。

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
り生じる事象並びに青少年へ与える影響の大きさ及びその内容（生命、身体、精神、

例外への取扱い

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。

事業者における個別の判断により、本認定基準の規定とは異なる取扱いが適当と考える
場合には、事業者が EMA に対し書面等によりその旨を説明し、審査・運用監視委員会が

広告掲載にかかわる運用管理体制

個別に判断するものとする。

事業者は、広告掲載にかかわる責任者を任命するとともに、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。

例外への取扱い
事業者における個別の判断により、本認定基準の規定とは異なる取扱いが適当と考える
場合には、事業者が EMA に対し書面等によりその旨を説明し、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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P.11

≪運用体制（要求項目#9 から#15 まで）≫

P.10

≪運用体制（要求項目#9 から#165 まで）≫

6

・

基準改定に伴う記載の変更

11

P.11

9．ノウハウ共有制度の実施

P.10

（略）

12

P.11

10．投稿ログの保存【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

P.10

要求項目名称の変更

11．目視・システム抽出等によるユーザー投稿等の監視と問合せ・通報対応の実施【オプ

10．投稿ログの保存【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

・

記載の修正

・

要求項目名称の変更

・

基準改定の基本方針（対策・手法

事業者は、Web サイト及びアプリケーションに関する投稿ログを、ユーザーに周知の上、

3 ヶ月以上の間、保存する運用を行わなければならない。

P.11

・

（略）

事業者は、Web サイト及びアプリケーションに関する投稿ログを、ユーザーに周知の上、

13

9．ノウハウ共有制度の実施

3 ヶ月間以上の間、保存する運用を行わなければならない。

P.11

ション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

11．目視・システム抽出等によるユーザー投稿へ等の監視と問合せ・通報対応の実施【オ
プション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

を限定するのではなく基本理念
事業者は、ユーザー（会員・非会員）による Web サイト及びアプリケーション内で公開

事業者は、ユーザー（会員・非会員）による Web サイト及びアプリケーション内で公開

される投稿等について、常時、目視・システム抽出確認等の監視を実施し、規約違反投稿

される投稿等について、青少年の利用上のリスクが最小化されるよう、常時、目視・シス

等について必要な対応（削除、注意・警告、経過確認等）を行わなければならない。また、

テム抽出確認等の監視若しくはその他の手法により、Web サイト及びアプリケーションの

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、実施しなければな

特性に応じた十分な対策を講じなければならない。また実施し、規約違反投稿等へのにつ

らない。

いて必要な対応（削除、注意・警告、経過確認等）を行うとともにわなければならない。

を要求事項とする）基づく記載
の変更
・

リスク分析に関する記載の追加

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、実施しなけ
（略）

ればならない。

（略）

14

P.11～
P.12

12．サイトパトロール体制の構築・維持【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場
合】

P.11

12．投稿に関する運用管理サイトパトロール体制の構築・維持【オプション要求項目：a． ・
投稿機能を有する場合】

・

要求項目名称の変更
基準改定の基本方針（対策・手法
を限定するのではなく基本理念

事業者は、十分な規模のサイトパトロール要員をもつ運用管理体制を構築・維持しなけ
ればならない。

（1）必要なサイトパトロール

事業者は、投稿に関する運用管理を実施するための十分な規模のサイトパトロール要員
をもつ運用管理体制を構築・維持しなければならない。

（1）必要なサイトパトロール

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

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

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。

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。

（2）サイトパトロールの実施時間帯

（2）サイトパトロールの実施時間帯

Web サイト及びアプリケーションのサービスにユーザーがアクセス可能な時間

Web サイト及びアプリケーション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を行うものとする。

帯において常時サイトパトロールを行うものとする。

（3）監視、問合せ・通報対応を業務委託している場合の考え方

（3）監視、問合せ・通報対応を業務委託している場合の考え方

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

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体制の確認

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体制の確認

を行うものとする。

を行うものとする。

7

を要求事項とする）基づく記載
の変更

15

P.12

13．サイトパトロール体制における管理者の配置割合【オプション要求項目：a．投稿機

13．サイトパトロール体制における管理者の配置割合【オプション要求項目：a．投稿機

能を有する場合】

・

能を有する場合】

基準改定の基本方針（対策・手法
を限定するのではなく基本理念
を要求事項とする）基づく要求

事業者は、規約違反投稿等への対応や問合せ・通報対応に対するサイトパトロール要員

事業者は、規約違反投稿等への対応や問合せ・通報対応に対するサイトパトロール要員

について、①「サイトパトロール担当者」として事業者所定の研修を受講している者をサ

について、①「サイトパトロール担当者」として事業者所定の研修を受講している者をサ

イトパトロールに従事させ、②「サイトパトロール主任者」としておおむね半年以上の同

イトパトロールに従事させ、②「サイトパトロール主任者」としておおむね半年以上の同

種業務経験に相当する者として所定の研修を受講している者を全サイトパトロール担当

種業務経験に相当する者として所定の研修を受講している者を全サイトパトロール担当

者の 1/15 以上の規模で確保し、かつ③サイトパトロール主任者から「サイトパトロール

者の 1/15 以上の規模で確保し、かつ③サイトパトロール主任者から「サイトパトロール

最高責任者」を 1 名任命しなければならない。

最高責任者」を 1 名任命しなければならない。

なお、「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、

なお、「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、

EMA に登録しなければならない。

16

17

P.12

P.12

14．緊急を要する投稿への対応【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

項目の削除

EMA に登録しなければならない。

P.11

14．緊急を要する投稿への対応【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

事業者は、個人の生命・身体・自由が侵害されるおそれがあるため緊急対応を要すると

事業者は、個人の生命・身体・自由が侵害されるおそれがありるため緊急対応を要する

客観的・合理的に認められる投稿に対し、能動的な監視又は受動的な問合せ・通報対応を

と客観的・合理的に認められる投稿に対し、能動的な監視又は受動的な問合せ・通報対応

通じて当該投稿事実を知った時から可及的速やかに投稿削除、関係外部機関への連絡、そ

を通じて当該投稿事実を知った時から可及的速やかに投稿削除、関係外部機関への連絡、

の他必要な対処を行い得る体制を整備しなければならない。

その他必要な対処を行い得る体制を整備しなければならない。

15．第三者（サードパーティ）の提供するサービス等に関する管理【オプション要求項目： P.12

15．第三者（サードパーティ）の提供するサービス等に関する管理【オプション要求項目： ・

b．第三者（サードパーティ）の提供するサービス等を有する場合】

リスク分析に関する記載の追加

b．第三者（サードパーティ）の提供するサービス等を有する場合】

事業者の申請する Web サイト及びアプリケーションにおいて、第三者（サードパーテ

事業者の申請する Web サイト及びアプリケーションにおいて、第三者（サードパーテ

ィ）がサービスを提供している場合、当該 Web サイト及びアプリケーションの運用管理

ィ）がサービスを提供している場合、当該 Web サイト及びアプリケーションの運用管理

にあたり、事業者は、本認定基準設定の目的の範囲において、当該第三者（サードパーテ

にあたり、事業者は、本認定基準設定の目的の範囲において、当該第三者（サードパーテ

ィ）により提供されるサービス及び当該サービスに関する運用管理体制についても、必要

ィ）により提供されるサービス及び当該サービスに関する運用管理体制についても、青少

とされる要求項目を満たすよう適切に管理しなくてはならない。

年の利用上のリスクが最小化されるよう、必要とされる要求項目を満たすためによう適切
なに管理を行わなければしなくてはならない。

18

P.12

16．アプリケーションにおける青少年保護対策

・

アプリ内 Web ブラウザへの対応
に関する要求項目の追加

アプリケーションにおいて、認定範囲外の Web サイト等への遷移が生じる場合、事業
者は、当該 Web サイト等への遷移に伴い青少年保護に欠けることにならないよう、対策
を講じなければならない。

19

P.13

≪ユーザー対応（要求項目#16 から#22 まで）≫

P.12

≪ユーザー対応（要求項目#176 から#22 まで）≫

・

基準改定に伴う記載の変更

20

P.13

16．問合せ対応窓口の設置

P.12

176．問合せ対応窓口の設置

・

要求項目#の変更

・

基準改定に伴う記載の変更

事業者は、問合せを受け付ける窓口（ユーザーからの問合せに加え、教育機関・警察等
からの問合せにも対応するもの）を設置しなければならない。

事業者は、ユーザーが常時利用可能な問合せを受け付ける窓口（ユーザーからの問合せ
に加え、教育機関・警察等からの問合せにも対応するもの）を設置しなければならない。

8

21

P.13

17．問合せ・通報対応手順

P.11

事業者は、問合せ等に関して適切な社内手順を設けるとともに、提供された情報を分析

P.13

要求項目#の変更

・

記載の修正

・

記載の修正

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

・

記載の修正

・

基準改定の基本方針（対策・手法

し、利用環境整備及び運用管理体制の改善に努めなければならない。

なお、申請する Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、

なお、申請する Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、

問合せと同様に、通報に関しても適切な社内手順を設けるとともに、提供された情報を分

問合せと同様に、通報に関しても適切な社内手順を設けるとともに、提供された情報を分

析し、利用環境整備及び運用管理体制の改善に努めなければならない。

析し、利用環境整備及び運用管理体制の改善に努めなければならない。

18．ユーザー情報取得におけるプライバシーへの配慮

・

事業者は、問合せ等に関して適切な社内手順を設けるとともに、提供された情報を分析

し、利用環境整備及び運用管理体制の改善に努めなければならない。

22

137．問合せ・通報対応手順

P.12～

18．ユーザー情報取得におけるプライバシーへの配慮

P.13
事業者は、ユーザーのプライバシーに配慮するため、Web サイトにおいてユーザー情報

事業者は、ユーザーのプライバシーに配慮するため、Web サイトにおいてユーザー情報

等を取得する場合には、その取得と保存について、あらかじめユーザーが容易に確認でき

等を取得する場合には、その取得と保存について、あらかじめユーザーが容易に確認でき

る方法で周知しなければならない。

る方法で周知しなければならない。

事業者はまた、スマートフォンのアプリケーションを利用してユーザー情報を取得する

事業者はまた、スマートフォンのアプリケーションを利用してユーザー情報を取得する

場合は、透明性の確保の観点から、以下の項目をユーザーへ周知しなければならない。

場合は、透明性の確保の観点から、以下の項目をユーザーへ周知しなければならない。

（略）

23

24

P.14

P.14

19．通報窓口の設置【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

（略）

P.13

事業者は、投稿に起因するユーザー間のトラブルや不適切投稿等の早期認知のため、通

事業者は、投稿に起因するユーザー間のトラブルや不適切投稿等の早期認知のため、ユ

報ボタン・通報窓口等を Web サイト及びアプリケーション上の適切な場所に設置しなけ

ーザーが常時利用可能な通報ボタン・通報窓口等を、Web サイト及びアプリケーション上

ればならない。

の適切な場所に設置しなければならない。

20．ユーザー及び利用機器の特定【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

P.13

事業者は、規約違反投稿等により退会処分された者が再入会することのないよう、会員

26

P.15

P.15～

20．ユーザー及び利用機器の特定【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

事業者は、規約違反投稿等により退会処分された者が再入会することのないよう、会員

及び非会員投稿者（非会員による投稿が可能なサイトの場合）やその利用機器を特定しな

及び非会員投稿者（非会員による投稿が可能な Web サイト及びアプリケーションの場合）

ければならない。個体識別番号等、特定するための情報を取得する場合には、会員及び非

やその利用機器を特定しなければならない。個体識別番号等、特定するための情報を取得

会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について周知しなければならな

する場合には、会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存につい

い。

て周知しなければならない。

（略）

25

19．通報窓口の設置【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】

23．FAQ 等の整備

（略）

P.14

23．FAQ 等の整備

事業者は、Web サイト及びアプリケーション内でのトラブル発生の傾向・発生頻度に応

事業者は、Web サイト及びアプリケーション内でのトラブル発生の傾向・発生頻度に応

じて、ユーザー向け利用指針として FAQ 等のコンテンツを整備して、Web サイト及びア

じて、ユーザー向け利用指針として FAQ 等のコンテンツを整備して、Web サイト及びア

プリケーション上の適切な場所へ設置し、適宜更新しなければならない。

プリケーション上の適切な場所へ設置し、適宜更新しなければならない。

24．啓発・教育コンテンツの設置

P.14

24．啓発・教育コンテンツの設置

P.16

を限定するのではなく基本理念

9

事業者は、サービスの利用法に関する啓発・教育コンテンツを、Web サイト及びアプリ

事業者は、サービスの利用法に関する啓発・教育コンテンツを、Web サイト及びアプリ

ケーション上の適切な場所へ設置しなければならない。

ケーション上の適切な場所へ設置しなければならない。

前項のコンテンツは、EMA 啓発・教育プログラム部会にて承認若しくは策定されたコ

当該前項のコンテンツは、EMA 啓発・教育プログラム部会にて承認若しくは策定され

ンテンツ（以下「モデルコンテンツ」という。
）又は EMA 審査・運用監視委員会の承認を

たコンテンツ（以下「モデルコンテンツ」という。
）又は事業者自らが策定したコンテンツ

得てこれをカスタマイズしたものとし、EMA 啓発・教育プログラム部会が「モデルコン

とする。EMA 審査・運用監視委員会の承認を得てこれをカスタマイズしたものとし、EMA

テンツ」を追加・更新し、EMA がこれを事業者に通知したときは、当該事業者は可及的

啓発・教育プログラム部会が「モデルコンテンツ」を追加・更新し、EMA がこれを事業者

速やかに更新を反映するものとする。

に通知したときは、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。

設置方法

設置方法

事業者は、啓発・教育の観点から多数のユーザーが閲覧できることを目的として、
「モデ

事業者は、啓発・教育の観点から多数のユーザーが閲覧できることを目的として、
「モデ

ルコンテンツ」をリンク等の方法により設置するものとする。リンクにより設置を行う場

ルコンテンツ」をリンク等の方法により設置するものとする。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。

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。

（1）同一ページに「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

（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。

・

記載の修正

・

記載の修正

設置場所

「モデルコンテンツ」の設置場所は、以下のとおり。

「モデルコンテンツ」の設置場所は、以下のとおり。

（1）Web サイトの場合

（1）Web サイトの場合

①Web サイトの TOP ページからユーザーが簡単に視認できる場所及び②次のい

①Web サイトの TOP ページからユーザー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。

ずれかの場所の、合計 2 箇所以上に設置。

・ユーザーの閲覧表示回数が多い場所。

・ユーザーの閲覧表示回数が多い場所。

・会員登録など初心者が利用する機会が多い場所。

・会員登録など初心者が利用する機会が多い場所。

・啓発・教育関連のメニューを集約して提供する場所。

・啓発・教育関連のメニューを集約して提供する場所。

・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

・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。

る場所。

・その他、EMA が適切と判断する場所。

・その他、EMA が適切と判断する場所。

（2）アプリケーションの場合

（2）アプリケーションの場合

ユーザーが容易に視認することができるような形で設置。

P.16

の変更

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

27

を要求事項とする）基づく記載

25．注意喚起と禁止事項の整備【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、ペナルティ等の実施を含めて注意喚起を行い、申請する Web サイト及びア
プリケーション上に禁止事項を分かりやすく明示しなければならない。

ユーザーが容易に視認することができるような形で設置。

P.14

25．注意喚起と禁止事項の整備【オプション要求項目：a．投稿機能を有する場合】
事業者は、ペナルティ等の実施を含めて注意喚起を行い、申請する Web サイト及びア
プリケーション上に禁止事項を分かりやすく明示しなければならない。
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＜別紙 6＞
2016 年 5 月 10 日

モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準 解説書 新旧対照表
No.
1

頁
P.1

旧
《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（本認定基準の目的）》

頁
P.1

1「1 本認定基準設定の目的」について

P.2～

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（本認定基準設定の目的）
》

EMA は、認定基準「1 本認定基準の目的」で定めた目的を達成するために設定した認

EMA は、認定基準「1 本認定基準設定の目的」で定めた目的を達成するために設定し

定基準の要求 25 項目に基づき、申請する Web サイト及びアプリケーションの運用管理体

た認定基準の要求 25 項目に基づき、申請する Web サイト及びアプリケーションの運用管

制が認定基準に適合しているかどうかの審査を実施し、審査を通過した Web サイト及び

理体制が認定基準に適合しているかどうかの審査を実施し、審査を通過した Web サイト

アプリケーションに対して認定を付与する。認定後は、十分な運用管理体制が維持されて

及びアプリケーションに対して認定を付与する。認定後は、十分な運用管理体制が維持さ

いるか定期的に監視を実施し、是正処置・認定取消等の適切な対処を行うことで、認定の

れているか定期的に監視を実施し、是正処置・認定取消等の適切な対処を行うことで、認

実効性を維持する。

定の実効性を維持する。

認定範囲内におけるユーザーの作為・不作為の結果について責任を負うものではない。

また認定基準は、EMA が実施する運用管理体制認定制度の審査基準であり、その他の業

また認定基準は、EMA が実施する運用管理体制認定制度の審査基準であり、その他の業

界における基準となることを想定したものではない。

界における基準となることを想定したものではない。

P.3

P.2～

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（本認定基準）》

P.3
2「3 本認定基準」について

2「3 本認定基準」について

「3-1 本認定基準の構成」について

「3-1 本認定基準の構成」について

認定基準は、青少年の利用を前提とした Web サイト及びアプリケーションの運用管理
体制構築のために欠かせない、4 分野に亘る 25 件の要求項目から構成される。

認定基準は、青少年の利用を前提とした Web サイト及びアプリケーションの運用管理
体制構築のために欠かせない、4 分野にわた亘る 25 件の要求項目から構成される。

以下に図示するように、Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制における重要

以下に図示するように、Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制における重要

な要素を「基本方針」、
「運用体制」
、
「ユーザー対応」及び「啓発・教育」の 4 分野に分類

な要素を「基本方針」、
「運用体制」
、
「ユーザー対応」及び「啓発・教育」の 4 分野に分類

し、複合的な切り口で審査を実施することにより、運用管理体制を評価する。

し、複合的な切り口で審査を実施することにより、運用管理体制を評価する。

なお、審査の手順詳細については、認定基準に従い、EMA 審査・運用監視委員会にお
いて策定される。

・

記載の修正

・

リスク分析に関する記載の追加

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

ただし、EMA は、認定した Web サイト及びアプリケーションを運営する事業者並びに

認定範囲内におけるユーザーの作為・不作為について責任を負うものではない。

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（本認定基準）》

備考

1「1 本認定基準設定の目的」について

ただし、EMA は、認定した Web サイト及びアプリケーションを運営する事業者並びに

2

新

なお、審査の手順詳細については、認定基準に従い、EMA 審査・運用監視委員会にお
いて策定される。
図 1 事業者の運用管理体制

1

認定基準は、基本要求項目とオプション要求項目とに分けられる。
基本要求項目とは、青少年が Web サイトやアプリケーションを利用する上で、健全な
利用環境を整備・維持するために必要となる、基本的な要求項目を設定しているもので、
申請する Web サイト及びアプリケーションの様態にかかわらず、事業者は、基本要求項
目をすべて充足する必要がある。
オプション要求項目とは、a．投稿機能を有する場合、b．第三者（サードパーティ）の
提供するサービス等を有する場合、そのそれぞれに該当する場合の運用管理体制として、
それぞれに要求されるものである。
a． 投稿機能を有する場合とは、申請する Web サイト及びアプリケーションが、その
サービス内にユーザー間のコミュニケーション機能を有している場合をいう。投稿

認定基準は、基本要求項目とオプション要求項目とに分けられる。
基本要求項目とは、青少年が Web サイトやアプリケーションを利用する上で、健全な

機能を有する場合には、事業者によるサイトパトロール（監視、問合せ・通報対応）

利用環境を整備・維持するために必要となる、基本的な要求項目を設定しているものであ

体制について定める、要求項目#8、10、11、12、13、14、19、20、21、22、25 を

り、申請する Web サイト及びアプリケーションの様態にかかわらず、事業者は、基本要求

充足する必要がある。

項目をすべて充足する必要がある。

Web サイト及びアプリケーションの健全性維持に資する運用管理体制を構築する

オプション要求項目とは、a．投稿機能を有する場合、b．第三者（サードパーティ）の

には、事業者が対応し得る範囲で規約違反投稿や緊急を要する投稿等を早期認識す

提供するサービス等を有する場合、そのそれぞれに該当した際する場合の運用管理体制と

るための受動的なサイトパトロールにとどまらず、規約違反投稿等への能動的な監

して、それぞれに要求されるものである。

視業務の双方をなすことを求めている。
また、事業者により能動的になされる監視手法を大きく二つに分けると、人によ

a． 投稿機能を有する場合とは、申請する Web サイト及びアプリケーションが、その

る目視等の監視（有人監視）及びシステムによる監視（システム監視）に区分され

サービス内にユーザー間のコミュニケーション機能を有している場合をいう。本オ

る。

プション項目に該当投稿機能を有する場合には、事業者による投稿サイトパトロー

本オプション要求項目は、このような監視手法パターンを念頭に置き、規約違反

ル（監視、問合せ・通報対応を行うための）体制について定める、要求項目#8、10、
11、12、13、14、19、20、21、22、25 を充足する必要がある。

投稿等を早期に発見・対応するために有効と考えられるものを設定しているもので

Web サイト及びアプリケーションの健全性維持に資する運用管理体制を構築する

ある。

には、事業者が対応し得る範囲で規約違反投稿や緊急を要する投稿等を早期認識す
b． 申請する Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制において、第三者（サ

るための適切な対応が受動的なサイトパトロールにとどまらず、規約違反投稿等へ

ードパーティ）の提供するサービス等を有する場合には、要求項目#15 を充足する

の能動的な監視業務の双方をなすことを求められている。

必要がある。

また、事業者により能動的になされる監視手法を大きく二つに分けると、人によ

本オプション要求項目に該当する場合には、認定基準設定の目的を達成するため、

る目視等の監視（有人監視）及びシステムによる監視（システム監視）に区分され

事業者の管理の下、当該サービス等が提供される必要がある。本オプション要求項

る。

目では、第三者（サードパーティ）の提供するサービス等に関する管理の実施につ

本オプション要求項目は、このような監視手法パターンを念頭に置き、規約違反

いて設定しているものである。

投稿等を早期に発見・対応するために有効と考えられるものを設定しているもので
ある。

「3-2 認定基準の要求 25 項目」について
b． 申請する Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制において、第三者（サ
認定基準の要求 25 項目は、認定基準設定の目的の範囲において、事業者が、申請する

ードパーティ）の提供するサービス等を有する場合には、要求項目#15 を充足する

Web サイト及びアプリケーションの様態に応じて必要となるすべての要求項目を充足し

必要がある。

ていることを求める。Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制が一定水準を充足

本オプション要求項目に該当する場合には、認定基準設定の目的を達成するため、

していることを認定するという趣旨にかんがみ、一部の要求項目を満足していなくてもそ

事業者の管理の下、当該サービス等が提供される必要がある。本オプション要求項

の他要求項目が高評価であることでカバーされる構造では抜け穴的に質的な不足が生ず

目では、第三者（サードパーティ）の提供するサービス等に関する管理の実施につ

るおそれがあるため、Web サイト及びアプリケーションの様態に応じて必要となる全要求

いて設定しているものである。

項目を満足することを必須とする。

2

「3-2 認定基準の要求 25 項目」について

ただし、各要求項目に対して、外形上は要求項目を明確に達成できているとは言えない
ものの、Web サイト及びアプリケーションの特性や個別背景等により要求項目と同水準の
管理レベルが達成できていると事業者が合理的に考える場合には、事業者が EMA に対し

認定基準の要求 25 項目は、認定基準設定の目的の範囲において、事業者が、申請する

書面等によりその旨を説明し、かつ EMA がこれを認めた場合には、要求項目を充足して

Web サイト及びアプリケーションの様態に応じて必要となるすべての要求項目を充足し

いるとみなす。

ていることを求める。Web サイト及びアプリケーションの運用管理体制が一定水準を充足

「認定基準 3-2 認定基準の要求 25 項目」において、認定基準の要求 25 項目を示す。

していることを認定するという趣旨にかんがみ、一部の要求項目を満足していなくてもそ
の他要求項目が高評価であることでカバーされる構造では抜け穴的に質的な不足が生じ
ずるおそれがあるため、Web サイト及びアプリケーションの様態に応じて必要となる全要
求項目を満足することを必須とする。
ただし、各要求項目に対して、外形上は要求項目を明確に達成できているとは言えない
ものの、Web サイト及びアプリケーションの特性や個別背景等により要求項目と同水準の
管理レベルが達成できていると事業者が合理的に考える場合には、事業者が EMA に対し
書面等によりその旨を説明し、かつ EMA がこれを認めた場合には、要求項目を充足して
いるとみなす。
「認定基準 3-2 認定基準の要求 25 項目」において、認定基準の要求 25 項目を示す。

3

P.4

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#1）》
3「要求項目#1 自主的改善のための運用管理プロセスの構築・維持」について

P.5

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#21）》

・

項番の変更

・

要求項目#、名称の変更

43「要求項目#21 「青少年利用に関する基本的な考え方」に基づいた自主的改善のための

・

リスク分析に関する記載の追加

運用管理体制プロセスの構築・維持」について

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

目的
本要求項目は、事業者が認定基準を満たし、かつ関係法令を遵守する運用管理体制を構
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。

目的
本要求項目は、事業者が行う Web サイト及びアプリケーションについてのリスク分析
と、認定基準を満たし、かつ関係法令を遵守する運用管理体制を構築・し、維持するため

解説

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 Web サイト及びアプリケーションの運用管理において
は、
「計画」、
「実施」
、
「点検・評価」及び「改善」の運用管理プロセスを含む必要がある。

解説
（1）リスク分析について
事業者は、Web サイト及びアプリケーションについて、内容や機能等の特性の評価
と利用状況の確認を行い、青少年の利用上のリスクを予測し、特定したリスクを可能
な限り最小化する対策を講じる必要がある。リスク分析に関する内容は以下のとお
り。

①リスクの特定
Web サイト及びアプリケーションについて、青少年の利用上のリスクを、具体的
に列挙すること。なお、以下の要求項目が示すリスクも十分に勘案すること。

・機能：要求項目#5、#16
・コンテンツ：要求項目#6
・広告：要求項目#7
・投稿：要求項目#8

3

②リスクの評価
①で特定したリスクそれぞれについて、重大性及び蓋然性の観点から評価するこ
と。

③リスク対策の検討
リスク評価の結果に対応した具体的な対策を検討すること。

（2）・運用管理プロセスについて
事業者の運用管理対象となる Web サイト及びアプリケーションの運用管理におい
ては、
「計画」
、
「実施」
、
「点検・評価」及び「改善」の運用管理プロセスを含む必要が
ある。

4

P.5

P.4

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#3）》
4「要求項目#3 健全化に資する運用方針の明示」について

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#13）》

に示す。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、

について

を限定するのではなく基本理念

解説目的

書への具体的な対策・手法の移

「青少年利用に関する基本的な考え方」に本要求項目について、事業者が健全化に資す
る運用方針を公開する際の記載すべき例様式を以下に示す。認定基準の 4 分野にわたる要

※下記は、申請対象が Web サイトで、かつ投稿機能を有している場合の記載例。

求項目を充足していることを、以下の体裁に従い、かつ細部に各事業者独自の方針を盛り
込みつつ表現することを求める。
なお、以下は代表的な記載事項であり、これに限られるものではない。Web サイト又は

健全化に資する運用方針
株式会社○○○○（以下「当社」という。
）は、[Web サイト名]（以下「本サイト」という。
）の運営に当たり、青少年

アプリケーションの特性に照らし、自社の方針が明確に記載されていることを求める。

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。

・ 4 分野それぞれにおいて認定基準に適合している状態を維持するための考え方
1． 基本方針（青少年利用に配慮した基本的な運用管理方針・計画）

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

2． 運用体制（自社表現基準、広告掲載基準、投稿対応基準等を用いた運用管理を

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「自社表現

実施するために必要となる体制の構築、ノウハウ共有制度の実施）

基準」、「広告掲載基準」、「投稿対応基準」を当社内部で定めております。
運用体制に関して

3． ユーザー対応（問合せやクレームを受付ける対応窓口の設置、外部関係機関の

当社は、本サイトの健全性維持のため、運用体制において、当社が適切と考える手法・自社表現基準、広告掲載基

照会対応）

準、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おります。また、
ユーザーによる投稿等に対してサイトパトロールを[常時／毎日]実施しております。

4． 啓発・教育（啓発・教育コンテンツ等の設置）

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
通報制度を設置し、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ユー
ザーに対し、退会処分を含むペナルティ制度等を設けております。

4．

要求項目#、名称の変更
基準改定の基本方針（対策・手法

かつ細部に各事業者独自の方針を盛り込みつつ表現することを求める。

3．

・

を要求事項とする）基づく、解説

本要求項目について、事業者が健全化に資する運用方針を公開する際の記載様式を以下

2．

項番の変更

34「要求項目#13 「青少年利用に関する基本的な考え方」健全化に資する運用方針の明示」 ・

目的

1．

・

・ 青少年のモバイルインターネット利用の有用性とリスクに対する考え方

啓発・教育に関して

・ 青少年の表現の自由や知る権利に対する考え方

当社は、本サイトにおいてユーザー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

・ 青少年がモバイルインターネットを通じて行うコミュニケーションに対する考え方

しております。また、ユーザー向け啓発・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

・ 青少年の心身の健全な発達とモバイルインターネット利用に対する考え方

起することにより、ユーザー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。

・ 青少年のモバイルインターネット利用と保護者の役割に対する考え方

○○○○年○○月○○日
株式会社○○○○
代表取締役

○○○○

・ 青少年の犯罪被害に対する考え方
・ 青少年のプライバシーに対する考え方

4

動

※下記は、申請対象が Web サイトで、かつ投稿機能を有している場合の記載例。

健全化に資する運用方針
株式会社○○○○（以下「当社」という。
）は、[Web 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。
5．

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「自社表現
基準」
、
「広告掲載基準」
、
「投稿対応基準」を当社内部で定めております。

6．

運用体制に関して
当社は、本サイトの健全性維持のため、運用体制において、当社が適切と考える手法・自社表現基準、広告掲載基
準、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おります。また、
ユーザーによる投稿等に対してサイトパトロールを[常時／毎日]実施しております。

7．

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
通報制度を設置し、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ユー
ザーに対し、退会処分を含むペナルティ制度等を設けております。

8．

啓発・教育に関して
当社は、本サイトにおいてユーザー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、ユーザー向け啓発・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、ユーザー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

5

6
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P.7～

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#4）》

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#4）》

5「要求項目#4 運用管理体制に関する専門意思決定機関の設置」について

5「要求項目#4 運用管理体制に関する専門意思決定機関の設置」について

解説

解説

○○○○

運用管理体制に関する専門意思決定機関は、運用管理業務を管掌する役員等と運用管理

運用管理体制に関する専門意思決定機関は、運用管理業務を管掌する役員等と運用管理

業務の最高責任者を兼務し、ひとりでその任にあたることもできる。なお、運用管理業務

業務の最高責任者を兼務し、ひとりでその任にあたることもできる。なお、運用管理業務

の最高責任者に変更が生じた場合は、EMA に変更申請を行う必要がある。

の最高責任者に変更が生じた場合は、EMA に変更申請を行う必要がある。

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#5）》

P.8

P.6～

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#5）》

P.7
6「要求項目#5 青少年利用を前提とした利用環境の整備」について

56「要求項目#5 青少年利用を前提とした利用環境の整備」について

目的

目的

本要求項目は、事業者において青少年の利用を前提とした利用環境の整備を行うことを
求め、最低限充足すべき水準を示すものである。
青少年の利用を前提とした場合に、特に考慮すべき点として以下を挙げる。なお、以下

本要求項目は、事業者において青少年の利用を前提とした利用環境をの整備するを行う
ことを求め、最低限充足すべき水準を示すものである。
青少年の利用を前提とした場合に、特に考慮すべき点として以下を挙げる。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。

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。

特に留意すべき事項

特に留意すべき事項

（1）青少年利用に配慮した有料サービス提供

（1）青少年利用に配慮した有料サービス提供

5

・

基準改定に伴う記載の削除

・

項番の変更

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

事業者が有料のサービスを提供する場合には、青少年の年齢や発達段階を考慮し

事業者が有料のサービスを提供する場合には、青少年の年齢や発達段階を考慮し

て、その利用に配慮するための措置を講じなければならない。例えば、保護者に利用

て、その利用に配慮したするための措置を講じなければならない。例えば、保護者が

上限金額の設定を可能にさせる仕組みの導入、保護者への利用金額通知やユーザー本

に利用上限金額をの設定できを可能にさせる仕組みの導入、保護者への利用金額通知

人が利用金額を認識できる仕組みの導入、事業者による利用上限金額の設定などが考

やユーザー本人が利用金額を認識できる仕組みの導入、事業者による利用上限金額の

えられる。

設定等などが考えられる。

なお、申請する Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、

なお、申請する Web サイト及びアプリケーションが投稿機能を有している場合には、

以下の（2）から（3）についても考慮する必要がある。

以下の（2）、から（3）についても考慮する必要がある。

（2）児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施

（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 Web サイト及びアプリケーション内メッセージ機能等の機能

（プロフィール検索や Web サイト及びアプリケーション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）

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）

事業者は、Web サイト及びアプリケーションの運営において、児童誘引行為等のト

事業者は、Web サイト及びアプリケーションの運営において、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

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 Web サイト及びアプリケーション内のユーザ

ない。「検索を含むプロフィール機能」や「Web サイト及びアプリケーション内のユ

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

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

点的な監視体制、外部サイト及びアプリケーションへの誘引行為の制限を整備するこ

る重点的な監視体制、外部 Web サイト及びアプリケーションへの誘引行為の制限等

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

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

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

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

つ、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

性に配慮しつつ、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

もに、Web サイト及びアプリケーションを利用するユーザーの年齢情報等を活用した

時講じるとともに、Web サイト及びアプリケーションを利用するユーザーの年齢情報

方法を用いる場合は、ユーザーのプライバシーが保護されるよう十分な注意を払うと

等を活用した方法を用いる場合は、ユーザーのプライバシーが保護されるよう十分な

同時に、ユーザー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

注意を払うと同時に、ユーザーの年齢情報の真正性を考慮し、青少年の犯罪被害防止

めるよう努める必要がある。

の実効性を高めるよう努める必要がある。

なお、Web サイト及びアプリケーションを通じてユーザー間で送受信されるメッセ

なお、Web サイト及びアプリケーションを通じてユーザー間で送受信されるメッセ

ージ等を監視する場合には、要求項目#11 を参照のこと。

ージ等を監視する場合には、要求項目#11 を参照のこと。

（3）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

（3）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

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

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として、例えば、サ

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

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

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

ンテンツの設置や適切な案内を行い、十分に周知するなどを行う等の措置が考えられ

が発生しないよう、デフォルトで公開範囲を限定するなど、青少年がプライバシーの

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

公開にかか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。

生しないよう、デフォルトで公開範囲を限定するなど、事業者は、青少年がプライバ
シーの公開にかか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。

7

P.9～

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#6）》

P.10

P.8～

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#6）》

P.9
7「要求項目#6 青少年利用に配慮した自社表現基準」について

67「要求項目#6 青少年利用に配慮した自社表現基準」について

6

・

項番の変更

・

基準改定に伴う記載の変更

目的

目的

本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、Web

本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、Web

サイト及びアプリケーションの特性に応じた自社表現基準を設けることを求め、最低限充

サイト及びアプリケーションの特性に応じた自社表現基準を設けることを求め、最低限充

足すべき水準を示すものである。

足すべき水準を示すものである。

解説

解説

事業者は、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じて図１の自社表現基準の考え

事業者は、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じて図１の自社表現基準の考え

方に基づき、「自社表現基準綱領」及び「自社表現基準」を策定する必要がある。

方に基づき、「自社表現基準綱領」及び「自社表現基準」を策定する必要がある。

図 1 自社表現基準の考え方

図 1 自社表現基準の考え方

「自社表現基準綱領」は自社における認定範囲内のコンテンツの表現の取扱いについて
見解を明記し、Web サイト及びアプリケーション上に明示する必要がある。

「自社表現基準綱領」は自社における認定範囲内のコンテンツの表現の取扱いについて
見解を明記し、Web サイト及びアプリケーション上に明示する必要がある。

「自社表現基準」は、
「自社表現基準綱領」に基づき事業者が策定する。これは青少年の

「自社表現基準」は、
「自社表現基準綱領」に基づき事業者が策定する。これは青少年の

閲覧に供する上での注意・配慮を含めた認定範囲内のコンテンツの管理を行う事業者内部

閲覧に供する上での注意・配慮を含めた認定範囲内のコンテンツの管理を行う事業者内部

の基準であり、公開は要しない。

の基準であり、公開は要しない。

「自社表現基準」の策定にあたっては、図 2 の「自社表現基準のレベル判定表」及び

「自社表現基準」の策定にあたっては、
「図 1

2 の「自社表現基準のレベル判定表」及

「EMA サイト表現に関する例示集」のコンテンツ判定レベルに劣後しない形で、Web サ

び「EMA サイト表現に関する例示集」のコンテンツ判定レベルに劣後しない水準形で、

イト及びアプリケーションの特性に応じたものとする。

Web サイト及びアプリケーションの特性に応じた「自社表現基準」を策定する必要があも
のとする。

図 2 自社表現基準のレベル判定表
図 12

自社表現基準のレベル判定表

（略）
（略）

7

8

P.11

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#7）》

P.10～

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#7）》

P.11
8「要求項目#7 青少年利用に配慮した広告掲載基準」について

78「要求項目#7 青少年利用に配慮した広告掲載基準」について

目的

目的

本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、青少

本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、青少

年に悪影響を与える広告を排除するための広告掲載基準を策定し、適切な運用管理体制を

年に悪影響を与える広告を排除するための広告掲載基準を策定し、適切な運用管理体制を

構築することを求めるものである。

構築することを求めるものである。

事業者は、図１ 広告掲載基準の構成に基づき、広告掲載基準を策定する必要がある。

事業者は、
「図１ 広告掲載基準の構成」に基づき、
「広告掲載基準」を策定する必要があ
る。

図 1 広告掲載基準の構成
図 1 広告掲載基準の構成

解説
（1）広告の定義

本要求項目における広告の範囲は、バナー等の画像、動画又は文字によって示され
る部分に限らず、当該画像、動画又は文字からリンクされたいわゆるランディング・
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 Web サイト及びアプリケーション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、本要求項目における広告の範囲に含まれ
る。

（略）

解説
（1）広告の定義

本要求項目における広告の範囲は、バナー等の画像、動画又は文字によって示され
る部分に限らず、当該画像、動画又は文字からリンクされたいわゆるランディング・

8

・

項番の変更

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

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 Web サイト及びアプリケーション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、本要求項目における広告の範囲に含まれ
る。

（略）

9

P.13

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#8）》

P.12

9「要求項目#8 青少年利用に配慮した投稿対応基準」について

事業者は、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じて、本要求項目の「充足すべ

き水準」に劣後しない形で投稿対応基準を策定し、当該投稿対応基準により投稿対応を行

き水準」に劣後しない水準形で「投稿対応基準」を策定し、当該投稿対応基準により投稿

うものとする。投稿対応基準は、禁止事項等の形式でユーザーに適切に開示する。また Web

対応を行うものとする。投稿対応基準は、禁止事項等の形式でユーザーに適切に開示する

サイト及びアプリケーション内のメッセージ機能（ミニメール等）によるメッセージを監

必要がある。また、Web サイト及びアプリケーション内のメッセージ機能（ミニメール等）

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。

による投稿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。

特に考慮すべき点として以下を挙げる。なお、以下は代表的な留意事項であり、これに

P.13

の実施」について

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#10）》

・

項番の変更

・

要求項目名称の変更

・

基準改定の基本方針（対策・手法

910「要求項目#10 投稿ログの保存」について

（略）

11「要求項目#11 目視・システム抽出等によるユーザー投稿等の監視と問合せ・通報対応

項番の変更

（略）

10「要求項目#10 投稿ログの保存」について

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#11）》

・

限られるものではない。

（略）

P.15

記載の修正

特に考慮すべき点として以下を挙げる。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。

11

・

解説

事業者は、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じて、本要求項目の「充足すべ

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#10）》

項番の変更

（略）

解説

P.14

・

89「要求項目#8 青少年利用に配慮した投稿対応基準」について

（略）

10

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#8）》

（略）

P.14

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#11）》
101「要求項目#11 目視・システム抽出等によるユーザー投稿へ等の監視と問合せ・通報
対応の実施」について

を限定するのではなく基本理念
を要求事項とする）基づく、解説

解説

解説

本要求項目において、Web サイト及びアプリケーションの規模やユーザーの利用状況な

本要求項目において、Web サイト及びアプリケーションの規模やユーザーの利用状況な

どにかんがみ、規約違反投稿等が発生する可能性が低いと判断できる場合は、EMA は「常

どにかんがみ、規約違反投稿等が発生する可能性が低いと判断できる場合は、EMA は「常

時」を「毎日（投稿実績に基づく統計的判断によって必要と判断できる時間帯）
」に置き換

時」を「毎日（投稿実績に基づく統計的判断によって必要と判断できる時間帯）
」に置き換

えて適用することができる。

えて適用することができる。
・投稿対応の手法例

9

書への具体的な対策・手法の移
動

事業者は、規約違反投稿等に対して、Web サイト及びアプリケーションの特性に応じ
た十分な対策を講じる必要がある。
以下は、投稿対応の手法例であり、これに限られるものではない。

・ 投稿の「全件目視監視」
・ 抽出用のワードを含む投稿をシステム抽出し目視監視を行う「システム抽出監視」
・ NG ワードに該当する投稿をブロックする「NG ワードブロック」
・ ユーザー自身がプロフィール情報や自らの投稿の公開範囲を限定する「セキュリ
ティ設定」
・ 年齢等により、コミュニケーションの範囲を限定する「機能制限」

12

P.16

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#12）》

P.15

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#12）》

12「要求項目#12 サイトパトロール体制の構築・維持」について

112「要求項目#12 投稿に関する運用管理サイトパトロール体制の構築・維持」について

目的

目的

本要求項目は、事業者が提供するサービスに応じて、十分なサイトパトロール要員の規

模をもつ運用管理体制の構築・維持を求めるものである。

解説

解説

本要求項目「
（2）サイトパトロール対応の実施時間帯」については、メンテナンスのた

本要求項目「
（2）サイトパトロール対応の実施時間帯」については、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ービス提供を中止している時間帯を除

めの閉鎖時間帯や天変地異等不可抗力等によりサービス提供を中止している時間帯を除

き、原則 24 時間 365 日のサイトパトロール対応を求める。ただし、Web サイト及びアプ

き、原則 24 時間 365 日のサイトパトロール対応を求める。ただし、Web サイト及びアプ

リケーションの規模やユーザーの利用状況などにかんがみ、規約違反投稿等が発生する可

リケーションの規模やユーザーの利用状況などにかんがみ、規約違反投稿等が発生する可

能性が低いと判断できる場合は、EMA は「常時」を「毎日（投稿実績に基づく統計的判断

能性が低いと判断できる場合は、EMA は「常時」を「毎日（投稿実績に基づく統計的判断

によって必要と判断できる時間帯）
」に置き換えて適用することができる。

によって必要と判断できる時間帯）
」に置き換えて適用することができる。

るためには、事業者が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。

項番の変更

・

要求項目名称の変更

・

基準改定に伴う記載の変更

・

基準改定に伴う記載の削除

本要求項目は、事業者が提供するサービスに応じて、十分なサイトパトロール要員の規

模をもつ運用管理体制の構築・維持を求めるものである。

本要求項目「（3）監視、問合せ・通報対応を業務委託している場合の考え方」を充足す

・

本要求項目「（3）監視、問合せ・通報対応を業務委託している場合の考え方」を充足す
るためには、事業者が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。
・投稿対応業務を委託している場合

事業者が投稿対応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確認を行うものとする。

13

P.17

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#13）》

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#13）》

13「要求項目#13 サイトパトロール体制における管理者の配置割合」について

13「要求項目#13 サイトパトロール体制における管理者の配置割合」について

解説

解説

サイトパトロール関係者のネットワークを構築することにより、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

サイトパトロール関係者のネットワークを構築することにより、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

10

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。なお、

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。なお、

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変更が生じた場合は、EMA

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変更が生じた場合は、EMA

に変更申請を行う必要がある。

に変更申請を行う必要がある。

図 1 認定 Web サイト及びアプリケーションにおけるサイトパトロール関係者ネットワ

図 1 認定 Web サイト及びアプリケーション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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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#14）》

ーク（イメージ図）

P.16

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#14）》

14「要求項目#14 緊急を要する投稿への対応」について

124「要求項目#14 緊急を要する投稿への対応」について

目的

目的

本要求項目は、事業者に義務付けられる緊急を要する投稿への対応を求め、最低限充足

本要求項目は、事業者に義務付けられる緊急を要する投稿への対応を求め、最低限充足

すべき水準を示すものである。

すべき水準を示すものである。

解説

解説

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、

事業者が緊急対応を要する問題を投稿対応、監視及び問合せ・通報対応等により認識し

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。

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 事業者が実施する緊急時の対応フロー

図 1 事業者が実施する緊急時の対応フロー例

二次確認

一次確認
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・

項番の変更

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#16）》

・

アプリ内 Web ブラウザへの対応
に関する要求項目の追加

13「要求項目#16 アプリケーションにおける青少年保護対策」について

目的
本要求項目は、認定範囲内のユーザーに青少年が相当割合存在することを前提に、アプ
リケーションの利用における青少年への配慮を求めるものである。

解説
事業者は、事業者が設置するリンクやユーザー投稿に含まれる URL 等により、アプリ
ケーションから認定範囲外の Web サイト等への遷移において、遷移先の表示がアプリケ
ーション内の Web ブラウザ機能を用いて行われる場合、事業者の認定範囲外のサービス
等が利用可能なことから、青少年の利用に配慮し、当該リスクへの対策を講じる必要があ
る。
以下は、代表的なリスク対策であり、これに限られるものではない。
・ アプリケーション内の Web ブラウザ機能を使用せず、フィルタリングが有効なブラ
ウザアプリケーションによって遷移先を開く措置
・ 認定範囲外への遷移を、ユーザーが容易に認識できるようにする措置
・ アドレスバーや検索窓等を用いて、URL や検索ワードの直接入力を制限する措置
・ 認定範囲外に遷移することへのリスク等に関する啓発・教育コンテンツの設置

16
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#18）》

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#18）》

15「要求項目#18 ユーザー情報取得におけるプライバシーへの配慮」

145「要求項目#18 ユーザー情報取得におけるプライバシーへの配慮」

目的

目的

本要求項目は、事業者が Web サイト及びアプリケーションにおいてユーザー情報等を

本要求項目は、事業者が Web サイト及びアプリケーションにおいてユーザー情報等を

取得する場合に、ユーザーのプライバシーに配慮した対応を行うことを求め、充足すべき

取得する場合に、ユーザーのプライバシーに配慮した対応を行うことを求める、充足すべ

水準を示すものである。

き水準を示すものである。

なお、アプリケーションの場合における「ユーザー情報（利用者情報）の定義」及び「透
明性の確保」の意味については、総務省「スマートフォン
ブ

プライバシー

P.20

イニシアティ

明性の確保」の意味については、総務省「スマートフォン

－利用者情報の適正な取扱いとリテラシー向上による新時代イノベーション－」を参

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#20）》

項番の変更

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

・

項番の変更

・

記載の修正

なお、アプリケーションの場合における「ユーザー情報（利用者情報）の定義」及び「透

ブ

照。
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・

プライバシー

イニシアティ

－利用者情報の適正な取扱いとリテラシー向上による新時代イノベーション－」を参

照のこと。

P.19

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#20）》

16「要求項目#20 ユーザー及び利用機器の特定」について

156「要求項目#20 ユーザー及び利用機器の特定」について

目的

目的

本要求項目は、
「要求項目#21 強制退会処分及び投稿禁止措置の整備と周知」並びに「要

本要求項目は、「要求項目#21 強制退会処分及び投稿禁止措置の整備と周知」及び並び

求項目#22 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

に「要求項目#22 注意警告対応・ペナルティ制度の実施」に関して、ペナルティを課すべ

12

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

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

る再発を可能な限り防止することを求め、最低限充足すべき水準を示すものである。

ーザーによる再発を可能な限り防止することを求め、最低限充足すべき水準を示すもので
ある。
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《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#24）》

P.20

《モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準解説書（要求項目#24）》

17「要求項目#24 啓発・教育コンテンツの設置」について

167「要求項目#24 啓発・教育コンテンツの設置」について

目的

目的

本要求項目は、啓発・教育コンテンツの設置を義務付けることを求め、最低限充足すべ

本要求項目は、啓発・教育コンテンツの設置を義務付けることを求め、最低限充足すべ

き水準を示すものである。

き水準を示すものである。

解説

解説

（1）「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

EMA 啓発・教育プログラム部会にて策定されたコンテンツ（以下「モデルコンテンツ」
という。
）を設置する場合は、以下の点に留意する必要がある。

ズは可とする。ただし、カスタマイズを行う場合又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

（1）「モデルコンテンツ」のカスタマイズについて

ある。

「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又は既にカスタマイズしている場合

（2）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 Web サイト

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。

及びアプリケーション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 がこれを事業者に通知したときは、当該事業者は可及

（2）「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 Web サイト

的速やかに更新を反映するものとする。

及びアプリケーション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 がこれを事業者に通知したときは、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。
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・

項番の変更

・

基準改定に伴う記載の変更

・

記載の修正

