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第二回「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（仮称）」準備委員会 議事録 
 
1.座長挨拶 
一橋大学 名誉教授 堀部政男氏 
 前回の準備委員会は 12 月 26 日に虎ノ門で開催し、その後、関係各所と調整をした上で
今回の開催に至った。 
 資料 3は総務省で 06年 8月から 11月に開催され、11月に報告書を提出、コンテンツ、
プラットフォームと伝送インフラ別に通信・放送関連法の一本化を目指す「通信･放送の総

合的な法体系に関する研究会」について書いたものである。現在、法的な側面においても

このモバイルコンテンツは重要な局面を迎えている。ここでの議論が有意義であることに

期待している。 
 
2.既存の第三者機関の説明 
（株）メディア開発綜研 主席研究員 戸口功一氏 
 今回の第三者機関設立のための参考として現在、運用されている第三者機関の情報を収

集している。今回はその中からいくつかの機関を紹介する。 
 放送倫理・番組向上機構（BPO）は、理事会の下に評議員と放送倫理検証委員会、放送
と人件等権利に関する委員会 BRC）」「放送と青少年に関する委員会」と 3つの委員会が設
置されている。それぞれの委員会は会費収入によって成り立っている。審査体制は基本的

に視聴者からの意見を検討している。民放連加盟社と NHK、民放連自体が加盟している。 
 家庭用ゲームソフトのレーティングを行うコンピュータエンタテインメントレーティン

グ機構（CERO）では、会費収入から成る会員が理事会を選任し、一般公募により審査員を
選任する。審査員として認定された後に審査トレーニングして 1 ゲームごとに数名で審査
を行っている。 
 社団法人日本広告審査機構（JARO）では、事務局、業務委員会、審査委員会の三段階に
おいて審査を行うことで中立性を担保している。JARO の収支は公表されており、収入面
では会費収入が２億弱と事業活動収入の 98％を占める。審査料金は徴収しておらず、全て
会費収入により賄われている。支出は職員人件費が 40.9％、事務局、業務委員会、審査委
員会までの三段階の会議運営費は費用全体の 2.5％余りである。 
 プライバシーマーク制度においては、基準の制定機関である日本工業標準調査会とマー

ク適用機関である日本情報処理開発協会（JIPDEC）は全く独立した機関である。運営資金
は、申請企業から（申請料、審査料、マーク使用料等）の料金等である。この料金につい

ては企業の規模によって額が異なる。 
 映倫管理委員会は映画内容を審査し、レーティング設定（番組規制基準）等を行う自主

規制組織である。映画業界における倫理基準運用フローは映画各社が組織する映倫維持委

員会によって「映画倫理規程映画宣伝広告規程」が規程され、映倫管理委員会によって運

用されている。また映倫管理委員会（映倫）の活動を諮問する青少年映画審議会も設けら
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れている。このような映倫での審査を経なければ、全興連加盟全国各劇場での上映は許可

されないということがこの基準運用フローにおいて最も大きなポイントである。また、そ

れぞれの機関は独立した存在である。審査件数は平成 18年度、洋画、邦画合わせて 1,000
本程度である。 
日本ビデオ倫理機構（ビデ倫）は映倫と同じく、コンテンツの内容を検討しレーティン

グを行っている団体である。会費収入と申請者からの申請料、レーティングマークのシー

ル使用料等を徴収している。審査料は 60分 33,000円、120分作品で 51,000円である。パ
ッケージのシール代はソフト 1 本あたりパッケージの背と、ソフト本体にそれぞれ 5 円の
シールが 1枚ずつ必要である。 
 
3.第三者機関の設立計画について 
準備委員会事務局 岸原孝昌氏 
１）検討項目について 
 今回の検討項目は、法人形態の検討、法人の設立、運営組織体制の検討、規程案等の立

案、各委員会等の働き、体制、フロー、数値計画を含む事業計画の策定、スケジュールの 7
点である。この中で規程案については各種雛形を基に作成し、体制フローについては、い

くつかのシナリオに基づいて検討している。 
 第三者機関として求められる要件は「自主運営できる財務力」「公平・公正な審査運用監

視を行う組織体制」「公正・公平な基準策定を行う組織体制」「審査運用監視に責任を持つ

体制」の４つである。 
２）法人形態の検討 
今回、設立予定の第三者機関では中立的な立場で運営責任を持つことを明確にするため

に法人格を取得する事を目指しており、有限責任中間法人の形態を検討している。中間法

人のもう一つの区分である無限責任中間法人の形態をとる法人もあるが、委員長がコンテ

ンツの審査運用に関して無限に責任を持つということは現実的ではないため「有限責任」

の形態をとる。 
08 年 12 月に予定されている公益法人改革により中間法人の形態が廃止されることとな
るが、本機構は、一般社団法人か公益法人かのどちらかに移行予定である。 
参考としてその他の第三者機関の法人形態の紹介をする。日本広告審査機構（JARO）は
社団法人、日本ビデオ倫理協会が任意団体の形態をとっている。 
3）各委員会の働き 
この第三者機関では、4つの委員会を設立予定である。まず会員によって組織された総会
で理事が選定され、理事会を組織する。理事会ではその他の基準策定委員会、審査・運用

監視委員会のメンバーの選定を行う。基準策定委員会の構成メンバーは、中立性の担保の

観点から利害関係を有しない第三者の学識経験者でなければならない。基準案を作成する

ワーキンググループ（以下WG）の案を最終的に決定する役目を負う。 
また、一般の人からの意見の受け皿となる機関として諮問会議も設置する。この諮問会
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議と基準策定委員会がWGごとに作成された基準案をダブルチェックする体制をとる。 
予定している基準策定委員会内の WG は、すべての項目に共通するポリシーを決定する
共通基準検討WG、広告関連団体とMCFが中心となる企業情報サイト運営WG、公共・教
育サイト検討 WG、健全コミュニティ検討 WG では、日本インターネットプロバイダー協
会とMCFが中心となり検討を行う。健全サイトで有害情報の啓発、教育していくための啓
発・教育プログラム検討WGでは、中川評議員と教育団体が参加予定である。このWGで
は単に審査するだけでなく健全サイトの中での啓発・教育、またリアルな学校教育の場で

子どもたちの教育を行う。違法サイトでは著作権侵害の」点での未だ違法サイトのリスト

が整っていない JASRAC、日本レコード協会のお手伝いをしていきたいと考えている。ま
た総務省の検討会でも設置の必要性が消費者団体から提案されたフィルタイリング確認サ

イト WG とは、自分の利用しているサイトがアクセス制限されているかどうかを確認可能
なサイトを設立する WG である。このサイトは MCF が中心となり、フィルタリング会社
キャリアと協力し、自分の利用サイトがアクセス制限されているかどうかを確認できるサ

イトを作成する。 
調査を行う審査・運用監視委員会は基準策定委員会とは別組織として設置し、審査後も

ユーザーからのクレーム、サイトの改善要求の受付を行う。 
4）審査運用フロー 
まず、申請されたコンテンツを共通基準、個別基準に沿って審査を行い、認定の可否を

決定する。審査に合格した後も、サイト認定期限を決め定期審査を行う。またそれとは別

に、運用監視チームで基準が遵守されているかどうか監視する。 
コミュニティサイトを監視するとともに審査運用委員会ではユーザーからのクレームの

受付機関としての働きもある。ユーザー等からのクレームの内容を審査・運用監視委員会

にて判断し、該当のコミュニティに改善の指示、あるいは認定の取り消しを行う。また、

クレームの反映方法として内容を検討し、基準策定審査委員会から新たな基準策定の要求

を行うこともする。このように、審査基準は固定されたものではなく、動的に変化すべき

であると考えている。 
５）数値計画、スケジュールについて 
数値計画を含む事業計画の策定では、審査基準や運用方法によって変更すると思われる

が、現在、最低 300 万円程度の基金が必要と考えている。その他、収入面では会費、入会
金、会費、審査報酬等を考えており、支出は審査・運営監視費、委員等の報酬、管理費等

を予定している。また運用監視に関してはプロパー社員、外部委託、外部等の連携等も考

えており、現在、費用は 1～2億円程度でシミュレーションを行っている。 
実際のスケジュールは、基準案のスケジュールを作成し、委員会のメンバーの選任を行

う、会員の募集をし、3月末に第三者機関を設立し、フェーズ 1のみの運営を行う予定であ
る。 
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4.WG活動の紹介として健全コミュニティ基準の検討状況報告 
健全コミュニティ検討WG リーダー 鎌田真樹子氏 
 コミュニティサイトにおける健全運営認証基準（案）の概要について説明する。本日は

概要のみの説明であり、今回、皆様からのご提案、ご質問を頂き内容を充実させていきた

い。 
１）認証基準（案）の目的 
認定基準（案）設定の目的は、①携帯電話向けコミュニティサイトの健全性維持・向上

②サイト利用に起因する青少年の犯罪被害防止③利用者の利便性向上推進とあくまでも青

少年の保護育成である。この目的の元、一定水準以上のサイト運営管理体制が具備されて

いるコミュニティサイトについて承認するとともに、健全な管理運営が継続的に維持され

るためのガイドライン・仕組みを示す。認証対象とするサイトは携帯電話上でのコミュニ

ティサイトであり、SNS（ソーシャル･ネットワーキング・サービス）、掲示板、プロフィ
ール（自己紹介）、メッセージ交換、HP 作成サービス、チャット、質問コーナー等の単独
または複合的なサービス提供を行っている。 
２）認証対象とするサイト 
 コミュニティサイトは、商用サイト（広告掲載サイト）、非商用サイト（同好会掲示板等）

に区別される。今回第一段階として、商用サイトの中の大規模商用サイトを対象としてい

る。この理由は、大規模サイトで運営しているサービスでの基準作りを最も厳しいものを

策定しようと考えたためである。非商用サイトに関しては別に WG を設け、インターネッ
トプロバイダー協会と連携し、協議していく予定である。 
 コミュニティの健全化を実現するには、生態系のように日々変化していくコミュニティ

に対し、一定限度を超えたアクティビティを適切にコントロールしていくことが必要であ

る。当WGでは、啓発・教育プログラム策定WGと連携し、共同監視領域、サイト監視領
域、啓発・教育プログラム領域の 3領域こついて対処する予定である。 
３）現状分析と対策 
 認証基準案策定には現状の大規模商用コミュニティサイトのトラブル事例分析結果に基

づき、サイト健全性維持のための解決策を検討している。現状では、サイト間のユーザー

トラブルであれば、ＮＧワード抽出（事後制限）による集中的監視等での解決、個人情報・

自殺関連・不正アクセス等であれば、教育、啓蒙によるユーザーレベルの底上げによるト

ラブルの事前抑制、PDCA（Plan/Do/Check/Act）サイクルに基づくトラブル発生対応の継
続的改善を行っている。このような現状での経験から今回の基準案の作成を行った。 
４）認証基準（案）の主要項目 
 認定基準（案）の主要項目は、サイトパトロール体制の水準、教育機関・警察等からの

トラブル連絡対応窓口の設置、悪質ユーザーへの注意警告制度、ペナルティ制度・強制退

会処分の整備などがある。またオペレーターの教育研修体制の水準、啓発・教育コンテン

ツの設置及び定期的な更新、不適切書込みに対する削除所要時間もある。 
 この項目に合わせたサイト認証の申請に際しては、サイト運営事業者は次の項目からな
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る申請書を作成する。プライバシーポリシーのようなイメージの「青少年保護基本方針」

トラブル対応窓口の概要などがその中身である。 
 生態系に例えられるような日々変化していくコミュニティサイトについては、認証後も

審査時の体制が審査後もそのまま維持されていることが重要である。このため、認証後の

認証期限を 1 年間とし、期限到来のたびに認証更新手続きを実施する。機構は適宜、認証
サイトが最新の健全サイト認証基準を満足しているか否かを書面確認、ヒアリング、サイ

ト利用検証、事業所実査等によりチェックする。認証サイト運営者は、サイトの運営状況

評価の指標となる情報を定期的に機構に対し報告する。 
 以上がコミュニティサイト健全運営認証基準（案）の概要についてである。まだ作成途

中のものなので皆様にご意見を頂きながら詳細については詰めていきたい。 
 
6.質疑応答 
 キャリアの立場から見るとコンテンツプロバイダ側から自主的にこのような第三者機関

の設立を立ち上げて頂くのは有難く感じている。現在、弊社で行っているフィルタリング

サービスでも何らかの形で今回の第三者機関の動きを盛り込んでいきたいと考えている。 
 今回の委員会での説明に対して質問が 3点ある。 
 １点目は、今回の第三者機関が、フィルタリングサービスの基準作り、審査運用を行う

機関として唯一無二の存在であるのだろうかということである。この機関が設立した後に

同じような機能を持つ団体が 2、3出てしまう可能性があり、全ての第三者機関の審査基準
に合わせたリストをキャリアが採用していくのは難しい。 
 2点目は、コミュニティサイト健全運営認証基準（案）では認定基準が数値化されるのか
というものである。説明資料には文言では説明されているが、提出書類のチェックという

より、数値化したものになるのか、判断基準はどのようなものか。 
 3点目は、第三者機関が採用したフィルタリングサービスの元で犯罪が起こってしまった
際の責任の所在は、どこにあるのかということである。 
 
 1点目の質問についてであるが、設立予定のものが基準策定、審査運用機関として唯一の
機関であることを規定、強制すること出来ない。審査基準が多数存在する可能性はあり、

キャリアがサービス提供していくことが困難となる。そのため基準策定委員会の下部組織

であるワーキンググループでは、それぞれ関係する業界団体に対して門戸を広げている。

各業界団体との話し合いで基準を一つに集約していった方が効率的である。 
 2点目の基準の数値化については、例えば第三者機関が削除要請を出してからサイト運営
者が削除するまでにかかる処理時間については数値化可能である。サイトを利用するユー

ザーの人数に合わせたオペレーター数の基準策定等、基準を数値化することについては議

論してきた。だが、数値を定めるだけでは内容が担保されない。質と量のバランスを見て

問題を解決することができない。 
処理時間をみることで管理体制を見る。システム、目視での確認どちらでもサイトのパ
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トロール状況が分かる。 
 3点目の責任の範囲については、サイトを提供しているコンテンツプロバイダ側が犯罪被
害において最終的な責任を負うのは、不可能である。リアルな場で置き換えてみると学校

やスポーツジムで知り合うなど場を提供した学校とスポーツジムに対して責任を追及する

ことは出来ない。もし、場を提供した側に責任があるとしたら何もするなと言っているの

に等しい。ただし、コンテンツプロバイダ側は有害なサイトや犯罪を誘引するようなサイ

トを防止する責任はある。また、今回設立予定の第三者機関は、防止処置を監視する働き

があり、その働きに関しての責任は負う体制をとっていきたい。 
 現在、責任の所在に関しては、世間一般的に誤解されている部分もあり、国民的な議論

が必要であると考え、是非議論していきたい。 
 
数値化にしては、削除時間、監視人数については規定する。基準となるのは削除までの

時間だと思われる。それぞれのサイトによって人、システムでの監視、監視状況は異なる

がある程度のラインを設ける予定である。 
 
 この第三者機関がモバイルコンテンツの審査運用機関として唯一無二の機関であるとい

う保障が政府等からの保証を得ないと難しいと考えている。 
 
 この場では言いにくいことはあるが、政府等にもお願いしている。 
 
 責任についてはコンテンツプロバイダ側が、ユーザーに対して何かしら責任があるとい

うことを感じていれさえすれば良いと思っている。 
 数値化については、キャリア側としても認定基準を策定する悩みでもある。ある程度の

数値化（ユーザー何人に対して監視人員が何人）に対応できるプロバイダではないと品質

保持が出来ない。先ほど説明されたように、ユーザーの数に合わせて一定数のある資格を

持ったオペレーターを配置するなど監視人数に対する数値も必要ではないか。また目視で

はなくコンテンツプロバイダ側が監視システムを利用するに関しても推奨システムを定め

るなどより具体的にして頂きたい。 
 
具体的な数値も様々検討しており後ほどを追って数値も発表していく。KDDIさんのこれ
までのノウハウなどを基にご意見、ご教示頂きたい。 
 
 先ほど議論になっていた認定基準の数値化については、実際に運営しているコミュニテ

ィサイト運営者の観点から言わせて頂くと、あまり実効性があるようには思えない。各コ

ミュニティサイトが提供するサービスのラインナップは実情が異なる。人数が何人いるか

何をもって実効性とするか数値化した共通基準を策定するのは難しい。 
また審査基準となるコミュニティ系サイトの監視人数のチェックポイントが、小規模な
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サイトにとってはモバイルコンテンツへの参入障壁となってしまうと可能性もある。例え

ば、DeNA であれば監視に関するコストが四半期で１億円程度という記事を読んだことが
ある。グリーでも監視体制を維持するために一ヶ月1000万円程度とそれなりの規模かかる。
コミュニティサイトの基準案に監視体制の数値基準を盛り込めば、数十万人規模程度のサ

イトでは赤字化してしまう。 
 
 既存の第三者機関の実例を見たところ任意団体が多いように思ったが、中間法人を選択

した理由についてお聞かせ頂きたい。 
 
 今回、予定している機構はマーク等を認定するだけの団体ではなく、自分で主張したと

ころには責任を負う団体を目指している。任意団体では一定のルールに基づいた運用を行

うだけで運用後の責任については追わない。 
法人格を取得するという事で公益法人、中間法人、社団法人、特定非営利団体などの選

択肢があったが、2008 年 12 月に施行される公益法人改革直前では社団法人での法人格取
得は難しい状況である。NPOに関しては特定の目的ではなく公益性が必要となる。以上の
理由から中間法人を予定している。 
 
 今回の第三者機関で認定したフィルタリングリストをキャリアが採用するのかという話

し合いがMCFとキャリアの間で持たれているのだろうか。 
 
 後ほど、各キャリアの方からコメントを頂くのが良いかと思うが、MCFとキャリア側で
は 0７年 12月のフィルタリングサービス強化の総務大臣要請から日々、話し会う場を持っ
ている。 
 キャリア側がこの機構で作成したリストを採用するかしないかに関しては、第三者機関

内に実装 WG を設置し、検討課題の一つにおいている。今回、事業計画を発表したのも初
めてという段階でキャリア側からもコメントを頂くのは困難であることをご理解頂きたい。

第三者機関が社会的に認知されるかが今後、キャリア側から実装するかしないかのベース

となっていく。 
 
 コンテンツプロバイダの立場から見ると第三者機関設立しようという動きが後手に回っ

ているような印象を受けた。もっと総務省、キャリアが動かれる以前に作るべきだった。 
 個人的には、審査基準は出来るだけ厳しく作っていただきたい。これがモバイルコンテ

ンツ市場の発展と育成が我々のテーマであるが、問題が悪い方向に行ってしまう。 
 またキャリアに対してもこの第三者機関で作成されたリストをフィルタリングサービス

で採用を検討して頂きたい 
 
 現在、検討している基準案に沿ってコミュニティサイトを運営していくとかなり厳しい
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ものになると思われる。8年間、コミュニティサイトである魔法の iらんどを運営してきた
経験上、厳しい監視体制を敷き、ユーザーの啓発にも力を入れていけばトラブルは減る。

この基準で運営していくことを検証していけば健全なコミュニティサイト育成につながる

と信じている。 
 
 フィルタリングサービスの運用に関しては、具体的に検討している最中である。ただキ

ャリア 3 社がそれぞれ採用している仕様、ポリシーが異なるため、どこの部分を合わせて
どこの部分を独自なものにしていくかを話し合わなければならない。 
 現状で運用しようとしているフィルタリングサービスは各社でリスト方式等、デフォル

トになる部分は違う。KDDIに限って言えばホワイトリスト方式、ブラックリスト方式、フ
ィルタリングサービスを利用しないという 3 つの選択肢から選択可能である。運用する際
には販売店での契約者に対する説明を徹底し、キャリアの説明責任を果たそうと検討して

いるところである。 
 このように、それぞれ異なる部分があり、リストの方式、運用方法等全てを 3 キャリア
で統一していくかどうかは、この場では名言できない 
 
 現状のフィルタリングサービスについて、ユーザー自身が閲覧できるサイトを選択でき

るような仕組みを検討している。この第三者機関のリストの採用可否は現時点では表明で

きないが、基準が社会的に認められるかどうかがポイントだと考える。 
 
 弊社の公式な見解ではないが、KDDI、NTT ドコモの意見と同じく、この第三者機関で
の認定がしかるべきものであり、かつユーザーニーズを得られたものであれば推奨するフ

ィルタリングリストの採用を検討する。そのためにも弊社のシステムの準備等を行い対応

可能な状況を作っていきたい。 
 
 現在、キャリアが採用しているホワイトリスト、ブラックリストの解除、再登録される

プロセス審査フローというものは公開されているのか聞きたい。 
 
 ホワイトリストに再登録、ブラックリストの解除されるケースよりも、ホワイトリスト

から解除、ブラックリストに登録されたことでアクセス制限されてしまう逆のパターンが

多いのではないか。2008 年 1 月 30 日に行われた総務省の検討会の中でも電気通信事業者
協会（TCA）に依頼したのだが、いきなりアクセス制限されてしまうケースが出てきてい
る。 
 以前、ドコモが採用していたフィルタリングサービスではユーザーに対して事前にアク

セス制限がかかることを知らせていた。明確なフローについては公開されていないのでは。 
 
 ブラックリストに登録されてしまい、公式サイト上でアクセス制限されてしまった場合、
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コンテンツプロバイダからの要請があればネットスターに確認し、解除の手続きを行う対

応はできる。このような公式サイト上でのアクセス制限についてはコンテンツプロバイダ

側に案内を行っているかと思う。 
一般サイトのアクセス制限後のフォローは行っていない。なおネットスターのブラック

リスト更新状況がいつどのようにどのサイトがブラックリスト追加されたのかは分からず、

データの把握は集出来ない。 
 
 今まで弊社ではホワイトリストを採用していたが、コンテンツツプロバイダからの希望

は少なくホワイトリストへの登録数は少ない。ホワイトリストが解除されてしまった場合

はコンテンツプロバイダ側にご案内し、順次再追加していく。ブラックリストではカテゴ

リーごとに区分されフィルタリングされているため、1つ 1つのサイトがどのカテゴリーに
入っており、削除されたのかというのは認識されていないように思うが。 
 
 （いわゆるブラックリスト方式のフィルタリングでは）キャリアが規制対象となるカテ

ゴリーを決定しており、どのサイトがどのカテゴリーに入るのかという振り分けを我々が

行っているという役割分担になる。 
 ホワイトリストで公式サイトについて管理している場合であれば、キャリア側がコンテ

ンツプロバイダ側に事前連絡、再追加等を行うことは可能であろう。だが、一般サイトに

ついては、あるサイトが URL リストに追加され、（結果的に）アクセスが制限されること
を個別にネットスターからキャリアには通知するものではないので、キャリアは事前に知

ることはない。 
携帯フィルタリングの場合、規制対象カテゴリーの選択がキャリアによって固定されて

いる上、例外設定の仕組みも無いので、ネットスター側で（大元の）リストを更新すると、

そのままフィルタリングサービスでの閲覧制限に反映されてしまう。この点が、ユーザー

側でカスタマイズ可能な PCのフィルタリングサービスとは大きく違う点。 
 いくつかのコンテンツプロバイダからは、ネットスター側に、「たとえば運営サイトのデ

ィレクトリ構造自体を変える（成人向けと未成年向けのコンテンツを分けるなど）ことで、

そのサイトの一部だけでもフィルタリング対象となるカテゴリーからの変更（カテゴリ見

直し）が出来ないか」といった相談がある。この手の話はどんな窓口を設けてどこまで広

くお受けするべきなのかなど、フローの整理もまだきちんと出来ていない状態だが、実際

に相談をいただくケースが出てきている。 
一方、コンテンツプロバイダに対して、提供しているサイトがネットスターのリストに

追加されたことを事前連絡するのは作業の膨大さ、コストの面からも現実的ではない。 
 
 アクセス制限することをユーザー、コンテンツプロバイダに事前通知することが難しい

ことを理解できるが、現実にユーザー側が今までアクセス出来ていたサイトがある日突然、

アクセス制限される。また料金を支払っているコンテンツから強制退会させられていたと
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いう状況が起こっている。この委員会では、モバイルコンテンツの審査運用監視を行う第

三者機関設立のための委員会であるため、この議題はこの場ではなく是非、総務省で開催

中のインターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会で議論していただきたい

と考えている。 
 
 キャリア三社の基準がバラバラで、フィルタリングについても対応がまちまちである。

今回策定予定の基準については国民的理解を得、キャリアにその内容を採用して頂きたい。 
 
 契約を交わし、有料コンテンツを提供しているのにも関わらず、フィルタリングサービ

ス導入によりアクセス制限されてしまった顧客より契約不履行であると苦情があった。こ

のような苦情があった場合に、カスタマーサポートの観点から、顧客に対してどう説明し

ているのか、サイト上の規約をどのように書き換えているのかということをお聞きしたい。 
 また、08 年 6 月にフィルタリングサービスが実施されるが、その際に 18 才未満の属性
をもつ利用者に対しては専用のコンテンツを、18 才以上に対しては別のコンテンツをとい
ったようにコンテンツの区別、出し入れが可能かどうかをお聞きした。 
 
 各キャリアとも、フィルタリングサービス導入の際のエンドユーザーに対する説明は、

試行錯誤の状態である。契約途中でのアクセス制限による料金の返還等の問題についても

これから考えるといったような状況である。 
 公式サイトにおいてはアクセス制限がかかってしまったサイト契約者に対して、KDDI
では強制退会、その他のキャリアでは退会ページに誘導される。 
 アクセス制限下での利用者の被害は、契約料金だけの問題ではない。サイト上に残して

きた個人情報の存在、コミュニティサイトでのアバター、長期利用者に対するプレミアム

サービスの剥奪などである。 
 
 エンドユーザーが被害を受けることを避けなければいけないとコンテンツプロバイダ側

は考えている。 
 
 弊社でのホワイトリスト方式下でのアクセス制限では、ユーザーに対して一定期間通知

しており、突然、強制退会といったような状況にはならない。 
  
 現状、ホワイトリストのみの運用している KDDI ではユーザーに対するないかもしれな
いが、08年 3月から運用されるブラックリストの運用の際に、強制退会という状況に陥る
こととなる。このユーザーに与える影響の責任をサイト事業者かキャリアが責任の所在を

とるのか検証が必要である。 
 
 各キャリアとも現状の規約のままでフィルタリングサービスの運用を行おうとしており、
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法的に問題がないという判断していると思われる。 
 
 現行のフィルタリングサービスでは、各キャリアの規約のままで法的に担保されている。

だが、原則標準装備でのブラックリスト運用後に現在の規約がそのまま用いることが可能

かどうか検証しなければならない。また法的に問題ないというならば、ユーザーからのク

レームに対しての回答方法などの雛形を作ってほしい。 
 
 ブラックリスト下のアクセス制限については申し込み時に、内容を理解してご契約頂く

ことで法的に担保していると考えている。 
 
 フィルタリングサービスの提供について、現段階ではユーザーに対して十分な告知を行

うことで法的に担保されていると考えている。 
 
 国が唯一作るとすれば、情報通信法に基づいた第三者機関であると想定される。コンテ

ンツに関わるものは、民間で議論していかなければならない。 
 既存の第三者機関に目を向けると映倫の場合は設立されたのが非常に古い。映倫の審査

を通過しなければ映画は上映することができない。コンテンツの審査を行うということに

なれば、映倫方式はとれない。JAROは広告について1970年代から苦情受付を行っている。
BRC、BPOでは、放送事業者が放送した番組について事後的に調査検証している。それぞ
れ特徴があるが、ここでの携帯電話のフィルタリングに関する問題は社会的な議論が必要

である。従来の例とは異なる。 
 法人格については、プライバシーマークを認定付与する JIPDECは財団法人である。 
法的責任で言うと映倫を通過した「黒い雪」という映画をめぐっては試写の段階で映画

製作者とともに、審査を担当した映倫についても刑法 175 条に違反するということで捜査
されたことがある。 
 
 
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部消費者行政課課長 二宮清治氏 
 08 年 1 月半ばに消費者行政課長となった。MCF さんを含め、みなさんからしっかりと
勉強させて頂いてお手伝いしていきたい。 


