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第三回「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.ご挨拶 
総務省 総合通信基盤局電気通信事業部 消費者行政課 課長補佐 岡村信悟氏 
 昨日、総務省でもインターネット上の違法有害情報の対策に関する検討会の第四回会合

が開催された。総務省が方針を決めたと報道されていたが、それは事実ではなく、検討会

の報告自体は四月にとりまとめることになっている。昨日の議論では中間報告として盛り

込む要素が明らかにされ、携帯電話のフィルタリングサービスの多様性と、利用の簡便性

を図っていくこと、さらに携帯電話事業者が推奨するフィルタリングサービスのあり方を

どう考えていくか、また、一定の基準を満たしたコンテンツを認定していく第三者機関の

必要性、が議論されている。その意味からも、この準備委員会での取り組みに注目してい

るところである。 
 
2.フィルタリングに関する報道記事と報道番組の紹介 
出席者から事務局の方に、フィルタリングに関する報道記事の照会が多数あったため、

ここでは TBSの「イブニング・ファイブ」（2008年 2月 4日放送）と、NHKの「ニュー
スウォッチ９」（2008 年 2 月 15 日放送）を紹介する。また、事務局で把握しているうち、
主な媒体記事のクリップを参考資料として用意した。それぞれ、「毎日新聞」、「日経産業新

聞」、「日本経済新聞」、「日経ビジネス」、「テレコミュニケーション」、「WEDGE」の各記事
である。 
 1)TBS「イブニング・ファイブ」（2008年 2月 4日放送） 

2)NHK「ニュースウォッチ９」（2008年 2月 15日放送） 
 
3.既存の第三者機関のご紹介 
「JARO の組織活動 ～広告自主規制の役割～」 社団法人日本広告審査機構 事務局長 
市川孝氏 
 日本広告審査機構（以下 JARO）は昭和 49年に広告業界の自主規制を目的に、苦情処理
を行う第三者機関として設立された。母体団体は、広告業界では総合的な団体である全日

本広告連盟、広告主団体である日本アドバタイザーズ協会（旧・広告主協会）、広告会社の

団体である日本広告業協会、それから日本新聞協会、日本雑誌広告協会、日本民間放送連

盟であり、広告業界の総意を得て設立されている。事業目的は、業界の健全育成や消費者

保護などとなっている。 
 公共広告機構（以下 AC）と混同されることもあるが、ACも広告業界の団体として設立
されて、広告キャンペーンを行うことを目的としており、骨髄バンクであるとか、成人の

献血活動を促すなどといった活動をしている。 
 JAROは、味の素やトヨタ、イトーヨーカドーといった主要メーカーからマスコミまで、
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全国の約 1000社企業で構成される会員制の団体であるわけだが、その知名度の高さは、マ
スコミ各社が 30年にわたって無料で JAROの広告を媒体に乗せてくれていることにある。
この結果、JARO は現在では、国や公共団体の消費者窓口よりも知名度が高いと思う。こ
うした会員社の協力は甚大なものであり、１年間の媒体費だけでも正式に払うとなると 50
億円規模ということが分かっている。インターネットでも会員社であるヤフーが無料でバ

ナー広告を出してくれている。こうした存在を認知してもらうための広報活動が非常に重

要になっている。 
 JARO 設立の背景には日本の民放開始と深い関係がある。広告産業の拡大に伴ってアメ
リカ式のマーケティングも浸透してきた。1960年代になると、誇大広告が目立つようにな
り、その有名な事例が「ニセ牛缶事件」である。牛肉の大和煮として売られていた缶詰を

購入した都内の主婦が、缶詰にハエが入っていたことから保健所へ持っていったところ、

中身の肉は牛肉ではなく、馬肉が使用されていたというものである。牛缶と書かれ、パッ

ケージには牛の絵が描かれていたわけであり、社会的に大問題となった。今日、出席され

ている主婦連さんなど、消費者団体各方面から、広告が一斉に糾弾される事態となった。 
 1962年に国会で「不当景品類及び不当表示防止法」が制定された。また、アメリカでは
ケネディ大統領による「４つの消費者の権利」が宣言され、日本に消費者の権利という考

え方が入ってきた。そして 1968 年に「消費者保護基本法」、現在の「消費者基本法」が制
定された。広告業界やマスコミ業界は基本的に「広告は自由であるべき」と考え、表現の

自由の元に、自由闊達に創意工夫された広告が発展することを望んでいる。この意味で、

法律で規制がかかるよりも、あまりにも消費者に害をおよぼす場合は、自ら規制をしてい

こうと考えるわけである。アメリカでは憲法修正第一条で、表現の自由には広告が含まれ

るという判決が出ていると聞いている。日本では学説が分かれており、広告が経済活動で

あることから、表現の自由は制限されるという考え方もある。しかし広告業界では表現の

自由があると考えている。よって問題がある場合には自主規制を行うという選択をするの

であり、第三者機関による苦情処理を行うわけである。本来、業界団体というのはその業

界の発展のためにあるわけであるが、公平・公正・厳正・中立を担保するための第三者機

関を設立する必要があると考えたわけであり、今から 34年前、当時にこの考えは、経済団
体のなかでは非常に早い段階での行動だったといえる。 
 34 年前の設立時においては、国内に広告業界の自主規制という先例はなかったため、業
界ではアメリカに視察団を送った。ＢＢＢ（Better Business Bureau)という組織があるが、
これは日本でいう消費者センターが企業によって運営されているもので、この中にある、

NAD（National Advertising Division）というナショナル広告を審査する機関を参考のひ
とつとした。イギリスには ASA（Advertising Standard Authority）という第三者委員会
による広告審査機構があり、この２つが JARO を設立する段階での参考になった。 欧米
民主主義国家では自主規制が主流であったとみてよいだろう。 
 JAROの現在の会員社は約 1000社で、広告、放送、新聞、雑誌などマスコミ関連からメ
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ーカーまで幅広く構成されている。昨今のモバイル系各社も会員になっており、モバイル

広告では問題と思われるものも多く見られるわけで、モバイル系各社が JARO に入って問
題意識を持って参加してくださることは大変ありがたいと考えている。 
 JARO の中心業務は苦情処理とその審査であり、また、補完業務として本日いらしてい
る消費者団体の方々と協力して連絡会を開く、あるいは消費者行政の担当者と連携する、

また、広告について啓発・普及活動に当たるなど、現在、８項目の業務がある。組織とし

ては総会が全てを決定し、その下に３ヶ月に一回開かれる理事会がある。運営関係は総務

会、財務会、広報部会など、会員の方がすべてボランティアで決めてやっている。あくま

でも民主的にやることが原則である。会費は一企業一口月額 13000円、年 15万 6000円で
ある。現在 1200口くらいであり、年に約２億２千万円の予算となっている。大きな組織と
思われていることもあるが、実際には東京事務局が 13名、大阪が 4名でやっており、ほか
に窓口を名古屋と札幌で広告関連団体に業務委託してやってもらっている。東京７名大阪

３名の職員が年間 6000 件の苦情処理を行っており、実働業務日で割ると、一日あたり 20
件から 30件の処理をしている。 
 実際の審査は、相談者の名前は匿名にしたうえで、企業側に申し立てに対する回答、つ

まり弁明の回答を求める手順で行われる。回答を文書でもらい、その回答を相談者に送り、

相談者が納得すれば終了ということになる。相談者が回答に納得できない場合は、広告関

係者 19名で構成されている業務委員会にかけ、問題があるかの判断を行う。問題がある場
合は企業側に改善を求める。 
 年間扱う 6000件のうち、業務委員会で扱うのは、月に１回の委員会で 3件扱うとして年
間 30件くらいの案件となる。明らかに問題があると判断すれば、事業者に「見解」という
形で広告を直すよう働きかける。広告主側が、JAROの見解に対して異議を唱えた場合は、
さらに上部にある審査委員会にかけることになる。この委員会は、現在、京都大学の名誉

教授である伊藤光晴先生が委員長を務め、副委員長は一橋大学の松本恒雄先生が務められ

ている。そのほか医学、科学など色々な分野の方々が委員を務めている。この中には広告

業界の人間は入らず、客観的な判断を行っていただくという意味で、今回、この準備委員

会で検討されているような第三者機関の役割と同じ意味を持つのではないか。 
ここに上がってくる案件は、数年に１件程度で、大変難しい案件となっている。 
 審査委員会にあがってくる案件はいずれも大変判断の難しいものであるが、業務委員会

で扱う案件では、JARO に強制力がないにも関わらず、こちらから直すよう求めると、大
抵の場合は「従います」となる。実際、どのように従って広告が直ったのかを確認するか

という点は、企業を信頼するということになるわけだが、自主規制というものの限界がこ

のあたりにあるといえる。企業に「従わない」といわれたところで、行政のように強制的

に排除命令を出せるわけでもなく、あくまでも「求める」ことを続けることが活動となっ

ている。 
 ただ、会員社にマスコミを多く抱えているため、問題のある広告主の広告は、会員社の
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媒体には出稿できなくなるだろうという拘束力はある。しかし、自主規制というのは法律

とは明らかに一線を画しており、自分たちのための規制という考え方が基本にあるのだと

思っている。見解を受け入れてくれないからといって、こちらが公正取引委員会や経済産

業省に通告するといったことは基本的に出来ない。 
もちろん、案件によっても、行政が得意な分野もあり、自主規制が得意な分野もあるわ

けであるから、情報を公開し、協力し合うことが必要ということもある。表現の自由を守

ることを目的として本来設立された団体であるが、JARO は大きな意味で、消費者保護の
目的でも行政機関にも期待される役割を担っている。 
消費者保護の観点での判断には、広告の表現可否の基準が必要なわけだが、広告の表現

といったものは時代と共に変化する。よって JARO では細かい基準は設けず、基本原則を
５つ定め、個別の案件に対しては、その都度、委員会で検討するという形をとっている。 
広告には、虚偽誇大、説明不足、法違反などいろいろな問題がある場合があるが、年間

6000件、直近の上半期では 3130件、うち、問題があると思われるのは 2000件ほどとなっ
ている。分野では小売業が 200 件以上となり、スーパーの二重価格表示やおとり広告、ネ
ット通販のトラブルなどとなる。通信では携帯電話の販売広告のゼロ円広告などが問題と

なった。プロバイダーの基本料金表示なども多い。健康食品にも案件は多い。 
苦情を寄せられる広告を媒体別で見るとテレビ広告が最も多い。二位は折込広告で、三

位がインターネット広告。JARO のネット広告の定義はインターネット広告推進協議会さ
んのインターネット広告の定義とは異なり、例えば通販が行われているサイトで、バナー

広告として表示されていなくても、消費者が広告と見なして購買行動をとる場合が考えら

れるケースでは、広告と見なしている。 
最後になったが、JARO の活動は、今日ご来場の皆様の会社での宣伝・広報セクション
や、お客様センターなどといったところとの協力により続いている。こうした自主規制が

日本の経済活動の発展のためには必要だという基本的な考えがそこにはある。この取り組

みが、準備委員会の活動の参考になれば幸いと考えている。 
 
一橋大学 名誉教授 堀部政男氏 

1950年代後半にマスコミ倫理懇談会というものが出来て、かなりかかわってきているの
だが、今までも JARO の活動はニューズレターで紹介されているものなどに関心を寄せて
いた。今回はご苦労も含めてよいお話を伺えたと思う。質疑応答を行いたい。 
 
【質疑応答】 
 JARO の業務委員会が出した見解に対して、もし、JARO の会員社である企業が従わな
かった場合は、罰則などあるのか。 
 
 基本的には入会の際に提出される申込書には JARO の趣旨に賛同することが書かれてい
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るため、従ってもらうことになる。ただ、罰則の取り決めはない。定款上の社団法人には

除名ということもあるのだが、今まで除名を行ったことはない。あくまでも協力を要請・

説得ということになる。非常に有力な企業であって、JARO の見解は聞けないというよう
なケースはまずない。JARO は自主規制団体であることから、会員社であれ、非会員社で
あれ、判断基準は同一であり、また、強制力もないわけだが、こうしたお願いに対して、

今現在では、本当に詐欺をしようとしているような企業以外は、基本的に従ってくれてい

る現状がある。これが民主主義に基づく自主規制というものであり、罰則を設けて制裁金

をとることは考えていないし、今まで会員社のなかで従わないとして問題になったという

こともない。 
 
 それは、JARO の改善依頼に従わなかった場合、拘束力があるということになるのだろ
うか？つまり先般の話の中では、会員社には媒体さんが多いわけだが、見解に従わないと

広告を出せなくなるということがあったのか？ 
 
 個別の案件に関して、各会員社にその広告主の企業名などを通知し、媒体社に掲載、放

送をやめてもらう、ということはしていない。それをしてしまうと「独占禁止法」違反と

なると思う。よって、JARO は情報を提供し、媒体社に判断してもらうということになっ
ている。悪質な企業の広告については、記者会見を行って発表すればよいのではという考

え方もあるが、そこまですると民間の団体として、不法行為に基づく損害賠償請求を起こ

された場合、勝てるかどうかは分からない。公的な行政機関では大丈夫だろうが、JARO
はあくまでも法的には業界団体の位置付けなので、裁判所は業界の利益のために行ってい

ると判断するかもしれない。そうした場合、勝てるかどうかは分からない。よって現実に

は忸怩たる思いを抱えることもありながら、公表は出来ないとなっている。 
 
 JARO が企業に対して広告への見解を申し立て、実際に広告が変更されるまでに、平均
でどのくらいの時間を要するものになっているか。 
 
 企業への見解を示したのち、回答が来るまでにはだいたい２～３週間を要している。そ

れに先立って、業務委員会での審査、その前に分科会での下準備、事務局での資料の収集

や、その当該業界団体での自主規制などがあれば、情報を得るなどを経るわけであり、業

務委員会が判断を出すために三ヶ月ほどかかっている。 
 現実には問題となったコマーシャル（3ヶ月ほどしか放映されない CMも多い）などはす
でに終了していることがあるわけだが、しかし、こうした活動の積み重ねが 30年以上も続
くことに意味が生まれてくるというのが実感である。 
 
 平成 19 年度上半期の苦情のうち、インターネットの件数が 38 件となっているが、この
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うち、例えばモバイル広告など、内訳があれば教えて欲しい。 
 
 現在のところ、苦情は PC経由のインターネットのものが圧倒的であり、モバイル広告の
苦情はほとんどない。理由としては、モバイルと JARO がうまく結びつかないのでは、と
いうことが考えられる。つまり、テレビなどでJAROの広報を行うため、テレビ広告とJARO
は容易に結びつくと考えられるが、モバイル広告で「おかしいな」と感じても JARO へ、
とはならないのかもしれない。PCでは JAROの広報は行っており、PCのネット広告の苦
情はあるのだが、モバイルでの広報は今後の検討となっている。JARO の広報と申し立て
がつながるということは今までの経験からあることなので、モバイルへの広報を今後考え

たい。 
 よって、モバイルの件数がほとんどないというのは、モバイルでの JARO の広報がない
ということと関連していると考えられ、若い人の利用が中心のモバイルでも、JARO が積
極的に関わっていくことは必要だと考えている。 
 
4.第三者機関の現状と設立関係書類及びスケジュールについて 
準備委員会 事務局 
●資料６「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」設立趣意書（案）について 
 これまでの議論を踏まえて資料６「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」設立趣意

書（案）を作成した。この２枚目の発起人のところに、今回、準備委員会に参加していた

だいている方々を想定しているわけだが、賛同いただける方を発起人として提示していた

だきたいと考えている。現在 MCM が担当している事務局であるが、先ほど、JARO の方
からお話があったように今回はモバイルコンテンツおよびモバイル事業を行う事業者の総

意で作っていくという点に大きな重要性があると考えている。広く多くの団体・個人の方

に参加していただきたいと考えている。 
 この設立趣意書は案であるため、次回の第四回委員会までに決定をしたいと考えている。 
 
●資料７「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」設立計画書（案）について 
１）各組織の機能と構成 
 設立計画書（案）の４.構成の（１）各組織の機能と構成として、付帯資料にあるように
JARO などを初めとする既存の第三者機関の構成を参考にしている。もちろん、実際の運
用基準などは今回の機構の目的にあわせて判断していくものであって、そのまま採用する

ということではない。また、今回の設立は社会の要請にもよるところから、一番厳しいと

考えられる基準を案としている。つまり、各委員会、理事会の権限を切り離しており、機

構の仕組みの中に諮問会議として外部の意見を採用するという、二重の第三者機関として

の仕組みを設けている。 
 基準策定委員会については、有識者・学識経験者の方達が基準を策定する上で、業界関
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係者の知見を利用するということを考えている。よってワーキンググループでは、基準の

策定をおこなうわけではなく、基準案の検討を行うということをご理解いただきたい。こ

の検討を用いて、基準策定委員会が基準策定にあたって諮問会議に諮問するということに

なる。 
 審査・運用監視委員会の運用フローについては、今のところ例として提示しているもの

であり、決定ではない。申請から審査を経たもののうち、不可となった場合は、再審査を

通じて、指導してくという形をとることになるかと思う。また、可となった場合は、定期

審査および監視チームによる監視によって基準の遵守を確認していくことになる。 
 ユーザーからのクレームに対しては、当初、ある程度の基準策定を行うが、状況の変化

に基準が対応していかない場合は、基準策定委員会にあらたな基準の策定を要求していく

ことになる。 
2)各WGの構成（２月 28日時点） 
 あくまでも準備作業段階の提案であるが、共通基準検討WG、企業情報サイト検討WG、
公共・教育サイト検討WG、健全コミュニティ検討WG、啓発・教育プログラム検討WG、
表現系サイト検討 WG、違法サイト対策 WG、フィルタリング確認サイト検討 WGを予定
している。限られたメンバーで同時並行で検討中のため、全ての WG が同時に立ち上がる
ということではない。現在の進行については、資料８に沿って説明する。 
 
●資料８「準備委員会での基準検討状況について」 
 現在、モバイルホットライン検討 WG、NG ワードリスト検討ミーティング、（社）日本
インターネットプロバイダ協会（JAIPA）との合同会議、モバイルホットライン検討 WG
グループリーダー会議で、健全コミュニティ基準の検討が行われている。この 2 週間に計
６回、一週間に１～２回のペースで検討を重ねている。 
 また、広告関連団体に呼びかけて、企業情報サイト基準の検討のための準備会議を予定

している。 
 違法コンテンツ対策の活動状況としては、基準に基づいているカテゴリーのなかで有害

情報を確定するという観点から、著作権関連団体である（社）日本音楽著作権協会

（JASRAC）、（社）日本レコード協会（RIAJ）、（社）コンピュータソフトウェア著作権協
会（ACCS）などと第一回目の会合を持つ予定となっている。 
 啓発・教育プログラム検討状況としては、第三者機関の目玉となっていることから、教

育関連の各団体からの協力の申し出を多々いただいている。第一回目の会合として、既存

の携帯電話向けの啓発・教育プログラムの紹介を議題として、評議委員の中川先生を中心

に開催する予定となっている。教育プログラムの提供などを行えるという団体・企業の方

の積極的なご参加を希望する。 
  
●資料７「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」設立計画書（案）について 
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 3）法人形態について  
再び資料７にもどり、法人形態について説明する。当機構が、審査・運用監視に責任を

持つための法人格が必要であるとの認識により、有限責任中間法人の形態をとることを予

定している旨、資料７の５を読み上げ。なお、平成 20年中に、中間法人形態が廃止される
ことから、その後は、一般社団法人に移行することとなるが、審査機関への申請を経て、

公益社団法人への移行を図ることとする。 
４）事業概要について 
資料７の６.事業概要について説明する。事業内容は、「提供サイトが健全であるかどうか
の認定と認定の際の判断材料となる基準策定を行う」、また「フィルタリング会社等の第三

者の利用も視野に入れた有害なサイトを制限するための基準策定を行う」ことである。 
機構の性格として、ネット上の全てのサイトを評価するということではないが、一つの

分類による基準策定を行うことは業務内容としている。また、社会的要請があると考えら

れる、現在のカテゴリーの細分化を行う際に必要となる基準の策定も行う予定である。 
また、基準に適合したサイトについては審査と運用監視によって、青少年が健全に利用

できる環境を通信事業者及びフィルタリング会社の協力の下提供する。これは現在その役

割を担っている各社との協力によって進めて行きたい。第三者機関だけでは、こういった

取り組みの実現は不可能である。 
また、一般ユーザーからのクレームを受け付け、基準策定への反映、該当サイトに改善

の指示などを行い、健全なモバイルコンテンツが利用できる環境づくりを目指す。今回の

取り組みでは、基準を設けてそれ以外をシャットアウトするというのではなく、業界全体

の指導にあたっていけるような取り組みとしたい。 
5)予算項目について 
①収入について 
 収入は「基金」、「寄付金」、「入会金」、「会費」、「審査報酬」でまかなう。入会金と会費

に関しては、企業規模に分けた会費区分を設定する予定。審査料に関しては、分野に応じ

て審査・運用監視のコストから決定する予定である。 
②支出について 
 支出は大部分を占める「審査・運用監視費」と「委員等の報酬」、「人件費」、「管理諸費」

を予定している。「審査・運用監視費」に関しては、プロパー社員、外部委託、外部との連

携等を検討の上、予算計上する。プロパー社員としての知見のある人材の面接なども行っ

ているが、組織が設立されていないことから、まだ動ききれていない。４月８日に設立登

記された段階で、募集を本格的に行いたい。それまでにメインとなる人材の確保を事務局

の方で行う予定である。それだけでは十分とは考えられないので、外部委託や、コンサル

各社との連携をしたうえでの全体設計を検討している。 
6)作成予定規程等について 
①設立時定款 登記の必要要件を記載して作成 
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②定款（組織規程） 委員会等の設置、業務分掌、職務権限に関する事項 
③定款（会員規約） 会員の入会、会費、審査報酬などに関する事項 
④審査基準 審査に関する手続き、基準などの事項 
 これらの案を検討している段階である。中間法人の要件を満たすよう４月８日までに評

議員を中心にまず数名で設立することを予定している。法人形態を作った後に、会員募集

をし、その後、設立総会で委員の選定などを行うことにしたい。 
7)スケジュールについて 
①趣意書案 最終的な決定は第四回委員会、３月 25日の予定である。 
②発起人募集 第三者機関に賛同いただける方の参加を広く募る。発起人の義務はない。 
③基金募集 趣旨に賛同いただける方のうち、基金をいただける方を募る。必ずしも発起

人である必要は無く、それぞれ個別の参加が可能である。基金総額を決定して、法人格を

得た後、口座などを開くことを順次行う。 
加えて④第四回準備委員会、⑤定款・登記、⑥会員募集、⑦理事検討、⑧委員・諮問会

議検討、⑨フェーズ１基準の検討、⑩設立総会・理事等選任、⑪フェーズ１基準の承認の

事項を、最終的には一ヶ月程度かけて行う予定としている。 
8)付帯資料について 
 資料７の付帯資料として、本機構の体制作りをするに当り、参考として他の第三者機関

の組織、審査体制、中立性の担保等について、代表的な第三者機関６カ所について情報を

収集した。これは、第三者機関の組織要件の参考とするためのもので、具体的な基準に関

しての参考資料ではない。 
 以上のような、認定や基準策定、紛争処理などを手がけている各団体の良いところを盛

り込みながら、今後検討していきたい。 
 
5.質疑応答 
 昨日の総務省の委員会で、楽天も委員となっていることから出席・発言したが、あらた

めて発言するとともに、質問をしたい。フィルタリングの改善については、本当に問題の

あるサイトだけに限定してブラックリストを作成していく方向を目指すべきと考えます。

その意味では、事業内容にかかれた、「また、」以下の最後の部分の内容がその方向である

ならば、それをまず行うべきと考えます。 
 そこで質問であるが、この機構が行うとされている「フィルタリング会社等の第三者の

利用も視野にいれた有害なサイトを制限するための基準策定」の具体的な内容をお聞かせ

願いたい。 
 
 質問の中で言われた楽天さんの意味するところのブラックリストというものがどういう

ものなのかわからないのだが、現行のフィルタリングで提供されているブラックリストと

はカテゴリーを区分したリストでしかない。その上で、これを細分化し、出来るだけ有害
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なものを限定していくということしか、現在の仕組みでは出来ないようになっている。逆

に、「真に有害なもの」が認定できるのであれば、このような会議をやってはいないのでは

ないかと思う。 
先ほど、JAROさんのお話のなかでも出たわけだが、「あなたは真に有害だよ」と決める
ということがどれほど困難なことかということを考慮の上で、楽天さんが考えられている

ブラックリストを具体的に提案していただきたい。 
 現在のところは、まずカテゴリーを細分化してユーザー側にカテゴリーを指定させる、

もちろん、この中には健全なものも含まれてくるわけであるが、そうすると、どこまで細

分化してくかという話になる。 
 カテゴリーを細分化しつつ、個人個人がフィルタリングの範囲を指定できるという二重

構造が大切で、ブラックリストのみ、ホワイトリストのみというのは成立していない。パ

ソコンを介する場合では、こうした設定が個人でも可能なわけで、個人個人がカテゴリー

から自分のホワイトリストとして利用したいものを抜き出すといったことが出来る。携帯

電話ではこのような指定はできないので、今回、利用者の側にも理解をしていただいた上

で、われわれが策定した基準により、さまざまな消費者団体や PTAの方の意見を含めて利
用の健全性を担保しつつ、利用を促すということが我々にあたえられた使命だと理解して

いる。  
 その際の基準は、ゆるく策定すれば作業としては楽でよいのだが、それでは現在の状況

のなかで受け入れられるかどうかという点については、楽天さんのほうからもお話を頂き

たい。楽天さんのいうブラックリストとはどういったものを指してそういっているのか、

また、何を目指してそういった主張をされているのか、その上で、現在、基準策定に楽天

さんも参加なさっているわけで、具体的に示していただきたいと思う。 
 第三者機関として最終的な基準策定は我々が行うことは出来ないので、委員の方に策定

していただかないといけない。また、実装する通信事業者さんにも理解していただくとい

うことで提案させていただかないといけない。ご質問に対しての回答としては、現在のカ

テゴリーを細分化する基準で、なぜフィルタリング会社の名前があるかというと、われわ

れが基準を作ったとしても、ネットスターさんの会社の使命として、自社で基準を決める

のであるから、あくまでも参考意見でしかないことになる。そうすると実際に採用してい

ただくにはそことの連携が必要だということになる。 
 
 フィルタリングのやり方というのは、理想論かもしれないが、べき論を現段階で議論し

ていかないといけないと思います。こうして各方面の叡智がせっかく結集されているわけ

であるから、きちんと議論していくべきではないかと考えます。今後も総務省の場なども

ありますので、議論をしていきたい。 
 
 議論は当然必要だと思っている。しかし、今回は短い期間、遅くとも６月までに何が出
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来るかというのか第一フェーズだと考えており、現在あるべき、ユーザーに提供していく

フィルタリングというのがそこで実現されていかねばならない議論というのは当然やらな

いといけない。この第一フェーズを達成するという前提の中で、まず、楽天さんが何を出

来るのかという責任ある議論をするというのが第一ではないでしょうか。インターネット

はこうあるべきだ、と抽象的なお話をされても、実際、現在、困っている事業者および利

用者がいる。社会的な合意や、父兄の方の理解のために具体的に何ができるのかを提示し

ていただきたい。もし、細かいフィルタリングの仕組みをご存知でなければ、別途、細か

い説明を申し上げたい。 
 
 私はモバイルコンテンツ業界の人間だが、議論が拙速ではいけないと考えている。青少

年の保護育成が今回のテーマにあるとするのなら、資料の７にあるような策定、ワーキン

ググループのなかで、ブログや SNS、出会い系に近いようなものもあるのだから、そうい
うコンテンツに対して、トラブルや事件は頻繁に起こっている危険性はある。 
 先ほどの、議論を急がなければならないという意見に対しては、私は全くの同意見なの

であるが、しかし、議論が拙速になってはならないと考えている。とりあえず基準を作っ

てしまい、また、大きなトラブルが起きてしまった場合、われわれ業界としてとりかえし

のつかないことをしてしまう、との思いがある。全く同じ思いではあるが、しかし、とり

あえずホワイトリストにいれてしまえ、というのは、最近、殺人サイトなど、双方向で一

見適正なサイトにみえるが、よくみると、出会いや問題があり、事件に巻き込まれる青少

年が多数いるということがみられるわけで、被害者の声を聞いていくなどということを、

基準の策定やワーキンググループの議論のなかで、しっかりやっていただきたいというの

が本音だ。どうも早く行ってしまえという空気が感じられたものであるから、私自身、MCF
の関係者として心配に思えたのだが。 
 
審査運用の最終的な部分をまず、確認したい。楽天さんの発言と同趣旨といえば同趣旨

なのであるが、この資料６の趣意書の中盤の「（閲覧制限されるサイトの中には）有用であ

り、社会的に意義のある健全なサイトも存在しているにもかかわらず、一律に有害サイト

として扱われるのは大きな問題」という部分とその次の「また、このような社会的に意義

のあるサイトが、一律でフィルタリングの対象となっていることが、結果としてフィルタ

リングサービスの普及促進の妨げになるものと考えております。」には賛同する。 
ただ、最後の部分に関して、「健全な」モバイルコンテンツの発展を促進するため、「有

用である」であることや「社会的に意義のある」といったコンテンツを選別することがこ

の第三者委員会の役割なのかどうか。むしろ、「有害でない」、といった逆の水準程度で十

分ではないかと思う。今までニフティがやってきたサービスの経験から考えると、健全性

自体を前面に出したサービスを作ることは、運用上、大変大きなコストがかかることにな

ると思う。そのようなものだけを選び出す第三者機関なのか。だとしたら、ニフティとし
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ては参加できないと考えている。 
 
「有用かどうか」、「有害かどうか」というニフティさんのお考えの基準をまず出していた

だかないとコメントのしようがない。今回の場合は、コンテンツの内容が有用かどうかを

決めるということではない。基準策定委員会で基準を決めて、基準に適合しているかどう

かを決めるのであり、それが最終的に個人にとって有用であるかどうかは、大きく異なっ

てくることと思う。ただし、基準は社会一般に認められるとする、青少年にとって、今回

のこの基準が今のフィルタリングよりはよいではないかと認められる、そういった意味で

はニフティさんと同じではないかと思う。社会一般で認められている、とすることと、お

勧めしますよ、ということはまるっきり違うことなのではないかと思う。 
 
 パソコンとモバイルの違いというのは大きく、パソコンからのインターネット利用とい

うのは利用者に大人が多いこともあって、自己責任という考え方が前提にあるかと思う。

モバイルでは完全に対象が未成年ということが非常に多く、よってモバイル業界の中にい

る私は、モバイルはネットのあり方の考え方が違うということを感じている。モバイルに

は提供者側の関与や配慮などが必要かと思う。こういったモバイルの利用状況は、世界で

日本のみでみられるものであり、従来のパソコンでのインターネット利用の常識をそのま

まモバイルのネット利用に持ってくるのは難しいのではないかと考えている。 
 
 先ほど発言された日本エンタープライズ株式会社の発言に非常に共感している。何か、

モバイル業界関連団体など、一部の業界の人間だけが集まって拙速にことを進めようとし

ているように感じられる。もう少し関係者らの話をきく対象の幅を広げてやらないと、後

になって問題になるのではないかと非常に危惧している。 
 
 今お話にあった中で、一部の人間だけでやる、というのは私自身、非常に問題があると

考えている。実際、今回の議論も関係各社に説明しに伺っている。これで不十分というと

とであれば、具体的に言っていただければ対応する。今回の議論は、配布資料・議事録な

どまとめてホームページにて公開されているので参考にして頂きたい。 
 
先ほどとは違う観点から発言するが、運用をどれだけの基準でやるかによっては、サイ

ト自体が青少年の行ったことの民事責任を全部引き受けるということにもなりかね無いの

で、どの程度でサイト側の権限と義務の区切りをつけるかというそういうことを考えてい

ただきたいと思っている。 
 
それはどういうことだろうか。サイト事業者に全ての責任を負えということにも感じるが。 
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新聞の投稿欄とか、個人投稿雑誌などと同様のコンテンツであるということならそれは、

最初から発信者、メディアとしてユーザーの民事責任を引き受けるつもりで作られたもの

であるから、それはそれで結構であるが、そうではなくて、民事責任の観点で、ユーザー

が行った発言等による被害に対して直接の責任を負わないというサイトであれば、そのビ

ジネスモデルをきちんと認めていかないとまずい、サイト側の作為義務を加重するような

審査基準への適合を条件とするのはいかがなものか、と思います。 
 
まずは、自己の利用にたいしては、利用者が一義的には全ての責任を負うということで

全ての前提だと考えている。もちろん、その考えにおんぶにだっこでやるのではないとい

う部分が現在議論されている内容であると考えている。例えば、現在行われている携帯電

話でのメールを、携帯キャリア側やコンテンツプロバイダーに責任を負わせるということ

では何も出来ない。 
たとえが良いかどうかわからないが、車の交通事故死者は年間数万人に及ぶのであるが、

これを、車がなければよいとして自動車メーカーなどに責任があると考えるのか、じゃあ、

車には利便性があるので赤信号を作ろうとか、免許制度を設けようとか、防止措置を行わ

なければいけないというのは、国にも業界団体にも義務があるだろうと考えている。 
ただ、その上で、赤信号で渡るというのは、自己責任での行為であって、ちゃんと見て

渡ってくれといのが前提でなくてはならない。携帯電話のメールも監視がなければ責任と

いうのはとれないと考えている。そうでなければ利用そのものが出来ないようにしてしま

え、本当にそれで良いのかという点を考えなければならないと思う。車がなくて馬車の時

代がずっと続いたならこんなに交通事故死亡者は出なかっただろうが、新たに作ったもの

に対しては適正な利用を考えていく、その上で利便性のあるものを活用していかなければ

いけない議論をしていく必要がある。 
そうした意味では、今回のインターネットの利用サービスというのは、各種報告書など

でも指摘されていることであるが、モバイルコンテンツが活発な日本で一番進めていかな

ければならない。また、モバイルコンテンツに触れることで子供達が将来大きくなって職

業選択の際に、モバイルインターネットビジネスの世界で食べていく、ビジネスの世界に

もなると考えている。 
ある大学の先生は企業というものは信用できない、大学の側ですべてやるなどとおっし

ゃっているようだが、企業社会と公益性をもつ団体が連携して活用や責任分担をやってい

かなければ、責任を誰かに押し付けるというのではうまくいかない。誰かに責任を押し付

けるというのがはやっているようだが、それではスケープゴートを作るだけで、問題自体

は何も解決しないということになると思う。 
そうした上では、我々自身からは言いにくいことではあるが、まず一義的には利用者の

責任のうえで、我々として何が出来るか、最大限ここまではやりましたということを今回

示すのだと考えている。 
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 全ての責任が一定のところに押し付けられるような解決であってはならないと思う。先

ほど言われた、「全ての責任がコンテンツサイドにあるものしか基準を満たさないようでは

乗れない」といった指摘なのではないか。 
とにかく始めてみなければならない、という点もよく理解できる。ただ、同時に、「こう

いう時には誰がどこまで責任を負うべきか」といった法的な責任分担のあり方についても、

基準作りの際に含めて検討していただきたいと思う。認証する側の責任、つまり、ホワイ

トリストにのっているにも関わらず被害が生じた場合には、認証した側にも責任があると

いう議論にどう答えるのかなどにつき、頭の整理をしながら同時に進めていっていただき

たい。 
 
責任をどうとらえるのかは大変難しい問題である。前回も、審査することによる責任と

いうことについて議論があったかと思うが、映倫での「黒い雪」という映画を審査した際

に、映倫としては良しとしたが、上映後、わいせつの疑いありとなったことから、審査し

た映倫の責任はどうなるのかという議論になったことがあった。 
民事で言うと、広告の関係では、広告主と媒体との関係をどう見るのかというのも重要

な問題である。実際にあったケースでいうと、媒体責任をどう考えるのかという議論があ

った。1970年代後半に議論が大きくなったが、不動産広告で信用してお金を払い込んだ消
費者がいたのだが、その不動産業者は倒産してしまい、払い込んだお金は返ってこなかっ

た。業者に返金は求められないため、媒体となった新聞が何社か責任があるのでは、とな

った。新聞は広告を載せる段階で審査しているのだから、なんらかの責任があるだろうと

いう考え方だ。 
訴訟になり、最終的には媒体の責任なしという判断になったのだが、モバイルコンテン

ツの場合、新聞と通信キャリアではケースが違うかと思うが、そのあたりをどう考えたら

よいのか、等々、今までの前例もあるので、そういうことも含めて考えてみたいと思って

いる。 
 本日行われたさまざまな議論の中にあった観点も、今後の議論に取り入れる上で重要な

ものを多く含んでいるかと思う。こうした点を踏まえて、次回の第四回委員会を３月 25日
に行うこととしたい。有限責任中間法人の登記が４月ということで、限られた時間のなか

ではあるが、本日の議論を踏まえて進めてまいりたい。 


