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第四回「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 岡村信悟様 
 私からは、本機構のオブザーバーである総務省の取り組みとこれまでの流れ、本機構に

対する期待についてお話していきたい。 
 今まで、このような第三者機関設立の動きは、コンテンツに携わってきた方々の中で、

行われてきたが、なかなか芽が出なかった。この準備委員会設立の直接のきっかけは、07
年 12月末のフィルタリングサービス原則化という総務大臣要請であった。これについては
様々な意見を頂戴しており、この準備委員会と併行する形で総務省でも「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」を 07 年 11 月末から開催し議論を重ねてい
る。この検討会においても、コンテンツ事業者だけではなく PTA等からもフィルタリング
の原則化という進め方について拙速ではないかという意見を頂いている。我々としてはそ

ういう側面もあるがフィルタリングの導入は進めていかなければいけないということで議

論を深めてきた。 
現状のフィルタリングサービスの課題の改善方法としては、①現在、キャリアが抱えて

いるフィルタリングサービス運用の社会的責任を分担すること。一つの方向性がこのよう

な第三者機関において有害情報等の価値判断を中立の立場で担う。この基準をもとにより

青少年の実際の利用に基づいた配慮した実効性のあるサービスを運用していくという方向

性②個人の判断で範囲が選択できるフィルタリングサービスの仕組み作りであると考えら

れる。 
 さて、このような議論を進めているのだが、先ほど座長からお話しがあった通り、世の

中の青少年保護を求める動きは我々が考えているようなものよりも強いものを求めている

と認識している。これは報道の範囲でしか知らず、立法府の動きだから行政の側からは、

現時点で何も言うことは出来ないが、与野党でインターネット上の有害情報対策について

抜本的な取り組みを行なっていこうという動きは予想以上に大きいものである。07 年 12
月の総務大臣のフィルタリングの原則化もかなり思い切った措置だと考えていたが、そこ

に留まらず、法規制という形で青少年を保護すべきという動きが出てきている。私が知っ

ている範囲での典型的な例としては、自治体の青少年有害図書条例の取組を踏まえた法規

制がある。各自治体では、審議会等で有害図書条例の中身を議論し、この基準に基づいて

青少年に有害図書を触れさせないような取り組みが行われている。この延長戦上で、イン

ターネット上の有害情報から青少年を保護する動きが現実に出てきている。国においてこ

のような取組はこれまで行われていないが、これに対して有害情報対策として国が何らか

の責任をとる必要があり、現在の状況は生ぬるいといった意見が出てきている。 
 与野党でも自主規制か法規制かという議論が行なわれているが、この分野の議論は非常

に難しいと認識している。このままインターネット上の問題に責任を持った取り組みがな
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いことが認識されてしまうと規制でいくべきという議論になりがちである。 
 私ども総務省の立ち位置としては、まずは法規制ではなく民間の自主的な規制が必要だ

と考えている。インターネットコンテンツは多種多様で、また発信者側も企業であったり、

学校などの公共団体であったりというように多種多様であることで基準作りが難しいこと

は事実、また、その他に基準策定が新規参入者の参入障壁となってしまう、第三者機関設

立までの動きが拙速ではないかといったような様々な課題があることは認識しているが、

大事なのは、業界として皆様の叡智を結集して何らかの取り組みを行なっていくことであ

る。政治的なねじれもあり、昨今は想像もつかないスピードで法律が立法化する。その際

にモバイルコンテンツ業界として、第三者機関を設立しようとする動きが少しでも出来て

いるのか、全くまとまりがないのかでは大きな違いがある。実際に与野党からもこの第三

者機関設立に対しても一定の評価を得ていると確信している。是非とも皆様のご協力を得

て、早く第三者機関を立ち上げまた持続性がある団体にしていく必要がある。 
 また、この機関が唯一の第三者機関であるかという質問をよく受けるが、必ずしもこの

団体が唯一のものではなく、複数の団体が立ち上がってきても良いと考えている。インタ

ーネットコンテンツの発信者は多様で、また今まで複数の団体での議論されてきたものが

ある。複数の団体が立ち上がることが理想ではあるが、まずは一番手として本機構が立ち

上がることが、基本は業界の自主的な取り組み規制はその後にあるという総務省の立ち位

置からすると非常に心強いものである。 
 
2.フィルタリングに関する報道記事 
一橋大学 名誉教授 堀部政男氏 
 今回の委員会を第三者機関設立に向けた最後の準備委員会とし、設立に入りたい。その

前に最近の状況についてこちらから説明する。 
資料 3は、08 年 3 月 25日の朝日新聞の記事のコピーである。内容としては自民党青少
年特別委員会の中で青少年に対する有害サイト規制に関する自民党法案がまとまったとい

うことである。この法案のタイトルは「青少年の健全な育成のためのインターネット利用

による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」で、概要としてはインターネット

による青少年の有害情報の閲覧制限というもので、全体が 8章 53条の条文から構成されて
おり、非常に詳細な内容となっている。 
 特にその中でもフィルタリングに関しては、携帯電話会社が構ずべき措置としてフィル

タリングサービスの提供義務が課せられており、フィルタリングサービスを受けない例外

としては契約者が青少年でない旨、及びフィルタリングサービスに加入しない意向を示し

た場合と書かれている。 
 この法案に関してはどのように見ていくか、様々な議論が必要である。この記事でも現

在、自民党の中でこの法案に対しては、意見が分かれていると書かれており、今国会提出

されるかどうかは分からない。 
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 皆様にはこのような動きがあるということにもご注意頂きたい。民間が自主的に認定運

用していく機関として認定方法、審査方法について 12月から今回までの期間に貴重なご意
見を頂いてきた。今回の委員会では、具体的な委員会設立に向けての重要な意味を持つ会

である。 
今回の委員会では、事務局から設立の趣旨を説明し、非常に重要な議題である教育、啓

発プログラムに関しては中川先生にご説明頂く。 
 
3.第三者機関設立について 
モバイル・コンテンツ・ファーラム 岸原孝昌氏 
 前回、計画書、趣意書ともに案を提出し、様々なご意見を頂戴し、それを反映する形で、

評議委員会において修正した。 
１）設立趣意書の修正内容 
設立趣意書においては、青少年保護の問題はフィルタリングありきではいけないという

意見が寄せられた。第三者機関としてもフィルタリングだけが有害情報から青少年を保護

していく解決手段ではいけないと考えており、そのため、フィルタリング以外にもレイテ

ィング、教育・啓発が必要であると考えている。この点については下から 5 行目のパラグ
ラフに「さらに、青少年保護を実効性あるものとするには、フィルタリングサービス以外

に青少年が知識・情報を自ら選別し、人格形成や自己実現に資するものを取得する能力を

身につけられる啓発・教育プログラムやレイティング等の施策も重畳的に実施される必要

があると考えております。」と追加した。 
 また、有用なサイトという記述に対して趣意書の文言は「有害でなくても」というよう

に置き換えている（上の２つめのパラグラフ）。もう一点の変更点は、「SNS」「ブログ」を
具体的事例としてあげていたが、今回の趣意書では削除した。その他には閲覧制限される

サイトの例として「青少年親子間のコミュニケーション」「公的機関や一般企業からの情報

提供を目的としているコミュニケーションツール」をあげ、現状の課題について分かりや

すくした。 
２）設立計画書の修正内容 
 資料 5の設立計画書も、一部修正している。3目的の②を「青少年を中心とする受信者の
保護育成」から「青少年の発達段階に応じた主体性を確保した上での受信者の保護育成」

というようにより具体的な表現に改めている。 
また、前回、本機構の責任の範囲についても質問があり、この点についても修正した。

設立計画書の p4の認定範囲の部分である。第三者機関が直接、一義的に責任を負うことな
く、あくまで自ら定めた基準において審査認定の管理者であることで追加した。 
また、前回、基準作成について拙速ではないかという意見が出ていたが、現在、基準作

成のための正式なWGは発足しておらず、それぞれの分野で準備WGとして適宜開催して
いる。基準策定のためにも、まずは第三者機関設立をすることが重要ではないかと考えて
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いる。 
３）役員構成、発起人について 
前回の説明では４、基金募集は設立登記前に終える予定であったが、様々な基金を応じ

て頂く方のスケジュールをあるということで設立登記後も行っていくこととする。基金の

募集期間は 3月 25日～4月 25日までで、発起人の概要としては当機構の趣旨に賛同して
運営のための財政的な支援を行うことの意思表示であり、権利及び申し込んだ基金拠出の

義務以外は発生しない。基金は 1口 50万円からの募集である。 
 設立時の役員構成は、評議員を中心に構成している。理事会は理事長に一橋大学名誉教

授の堀部政男先生、理事長兼事務局長は虎ノ門南法律事務所弁護士の上沼紫野先生、監事

に独立行政法人メディア教育開発センター教授の中川一史先生を予定しており、理事会を

構成していきたい。設立記念総会時には 20～30名（定款の要件は最大 30の理事で組織す
る。）。また、会員の中から理事の選出を行ないたいと考えており、会員に申し込み際に理

事に自薦していただけるか今回行っていきたい。基準策定委員会は委員として慶応義塾大

学教授、国際 IT財団専務理事中村伊知哉先生、虹の橋法律事務所弁護士の岩崎政孝先生に
就任していただき、その他、関係者を入れていきたい。創立記念総会時には 10名を予定し
ている。 
 本日、趣意書を承認頂き、発起人の募集期間は 3月 25日から 4月 5日までとする。発起
人の役割は当機構の趣旨に賛同することの意思表示であり、権利及び義務は発生しない。

各団体におかれては、理事会等で賛同を得る必要があるとのことで募集期間終了後に発起

人の申し込みをされる方がいらっしゃるかもしれない。募集期間終了後、創立記念総会ま

での申し出については、理事会において判断することとする。 
 会員は正会員と賛助会員の種別があり、正会員は当機構の趣旨に賛同して会費の支払い

と会員として活動（啓発・教育プログラムや基準の検討）を行なう。社員として議決権が

一票与えられるが、会員としての義務以外は発生しない。会費は 1 口入会金 6 万円、年会
費 12万円からの募集となる。1口からの入会は可能であるが、法人会員は 3口以上で入会
いただくようご協力をお願いしたい。  
 賛助会員は理事会において当機構の運営に必要な専門性を要していると承認された者で

入会金及び年会費が無料の予定である。 
4）ロゴデータ、名称について 
 最後にロゴデータを紹介する。正式名称をモバイルコンテンツ審査・運用監視機構（英

語名 Content Evaluation and Monitoring Association）で本来であれば略称は CEMAにな
る予定だったが、同じ略称を使う団体があったことから略称を EMA とした。ドメインは
ema.or.jpを予約し、登記後に正式に申し込む予定である。 
 第三者機関の設立に関しては以上である。 
 
慶應義塾大学 教授／国際 IT財団 専務理事 中村伊知哉氏 
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 第三者機関の内容はともかく、全体の動きを振り返ると、モバイルインターネットにお

いて日本は先進国であり、青少年とモバイルとの間でどのような関係を築くか日本が範を

示す必要がある。 
 先ほどお話があった通り、国会、役所ではなく民間主導での基準策定を行い、審査・運

用監視を行うことを素早く動くということは正しい対応である。 
 事務局から説明があった方針に則り、これから進めていきたい。 
 
虎ノ門南法律事務所 弁護士 上沼紫野氏 
 新しいコミュニケーションツールが出来る度に、青少年の利用方法が常に議論となる。

これは新しいコミュニケーションツールは青少年の方が新しい技術等に関する需要性が高

いということを考えると当たり前の話ではある。毎度繰り返される新しいコミュニケーシ

ョンツールと青少年に関する議論に関し、5年前に子どもとインターネットのあり方につい
ての議論をもう少し深めるべきではないかという観点でシンポジウムを開催した。このと

きは、水面に石を投じることが出来ればという程度のことを考えていたが、今や青少年と

インターネットの利用方法については、水面の波紋どころか、大波となっている。現在、

この大波を何とか泳いでいかなければならない状況にあるように思う。 
 基本的には一律の規制をかけるのではなく、個人の主体性を持って健全な利用が理想で

ある。 
 短い時間の中での議論が足りないところもあるかと思うが、皆様の議論の目でこのよう

な試みを行なっていきたい。 
 
独立行政法人メディア教育開発センター 教授 中川一史氏 
 後で少しお話するが、私は啓発・教育プログラムを担当している。1回目の委員会でも発
言したが、子ども、子どもを取り巻く親、学校などの大人との認識の差が非常に大きい。

そういった意味で啓発・教育プログラムをどのように作っていくかが重要となる。是非、

皆さんのお力をお借りしていきたい。 
 
4.啓発・教育プログラム検討のための準備会合について 
評議委員 独立行政法人メディア教育開発センター 教授 中川一史氏 
 3月 13日に第 1回目の啓発・教育プログラム検討WGのための準備会が開催された。当
日は 16名の参加者がおり、冒頭にモバイルだけではなく、メディアリテラシーにおいて先
進的な取り組みを行なわれている 4つの団体からお話し頂いた。 
 総務省から ICTメディアリテラシー育成プログラムについて、NPO法人企業教育研究会
からは「情報社会の光と影～ケータイインターネットとのつきあいかた」ということで実

際に授業を通して行なわれている取り組みを、NHKエデュケーショナルからはケータイネ
ット世界の落とし穴という DVDを、魔法の iらんどからはアイポリスの取り組みについて
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お話し頂いた。 
 第１回目は自由討議ということで方向性を決める目的では行なわなかった。どこが対象

で、どのような分類をするのか、また携帯電話を使ってどのようなプログラムを行うのか

などについて議論した。 
 子ども達を取り巻く IT教育の環境については、各学校に養護教諭がいるのに情報教育に
関わる教師がいないということや文科省のサポート体制を充実させるべきなどの意見が出

た。 
プログラムの内容については、啓発･教育プログラムとは、子ども達に IT 技術を教える
のではなく、判断力、マナーを教えるべきだという意見や、そのために、どのような危険

性があるかリアルに体験させなければ具体的には分からないのではといった意見が出た。 
 またプログラムの実施方法では、教育プログラムを携帯電話の利用者が購入後すぐに端

末を立ちあげると教育プログラムが起動し、そのプログラムを実行しなければ利用できな

いようにする、第三者機関で認定された SNSにおいて教育プログラムを組み込むのを必須
とする、高校入試に組み込んだりするのはどうかという意見も出た。このようにポピュラ

ー化していかなければ啓発・教育の効果は得られないだろう。 
そのほかネット上で子どもの資格としてモバイルの運用についてのリーダー制度を作り

他の子どもからリスペクトさせるような仕組み作りも有効だという意見が出た。 
 第三者機関の認定サイトはこの教育サイトへのリンクを張ることを組み込む、キャリア

の公式ページからのリンクの貼り付けなどの協力を仰ぎたいといった意見も出た。 
 プログラムの内容は、新規契約者と既存契約者とでは違う。さらに子どもだけではなく、

シニア層の対応についての教育も必要であるといった話も出た。 
 その他、これは個人的にも必要性を感じるのだが、啓発・教育プログラム WG 内に、実
際に高校生をメンバーに入れて、実際どのように使用しているかを語ってもらわないとい

けないとの案も出た。 
 いずれにしろ、何が実現できて実効性があるかについて考えていきたい。第二回目以降、

方向性を詰めていきたい。 
 
 
5.質疑応答 
 私どもキャリアとしてはフィルタリングが導入されることにあたってのどのようなスタ

ンスで取り組んでいくがまだ決定されていない。第三者機関については非常に期待してい

るが、当面こちらの動きに関しては経営企画部も含めて全社的にどのようなスタンスで取

り組んでいくかを議論していきたい。 
 
 フィルタイリングは有害情報から青少年保護の手法の一つとして捉えている。フィルタ

リングに関しては、現行の運用で行っている様に、あくまでもお客様の意思によるもので、
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強制するものではないと考えている。これにはお客様への教育が必要なので、キャリアと

しては、啓発教育プログラムに力を入れて全国的に広げていきたいと考えており、社内ボ

ランティアについても広く募っている。 
 フィルタリングをキャリアだけで提供していくのは限界であるし、CP様にご迷惑をかけ
ている点も多々あり、そこを社内だけではなく、第三者機関と一緒に議論していきたい。 
 
 前述の 2 社と同様に検討している段階だが、第三者機関の設立が必要との方向で会議に
参加させていただいてきた。併せてお客様のニーズを考慮し、今のフィルタリングが完全

ではないと考えており、第三者機関を含めて社内でどのようにフィルタリングサービスに

取り組んでいくのか議論を進めていきたい。 
 
 今秋の一連の動きは未成年の健全性をどう扱うのが一番重要な点である。様々な第三者

機関、総務省での検討会、PTA、自治体の動きを見て、社内の議論をまとめて総合的（第
三者機関への参加も含めて）に判断し、結論をだしていきたい。 
 
 使う立場としては、具体的にケータイ、ネットをどのように使えばよいのかを分かり易

くして頂きたい。もちろん青少年の方がそういった新しいツールに飛びつき使いこなせる

のも早く、親がそれを理解していないのが現状である。このような中、総務省がフィルタ

リングの強化策を打ち出したことは評価したいと考えている。そのために現場が混乱して

いることも理解しているが、とにかく分かり易いフィルタリング制度にしてもらいたいと

考えている。 
また、いきなりフィルタリングリストを提供されて携帯電話にまつわるトラブルが、全

て利用した消費者の責任となるのだけは防いでいただきたい。フィルタリング制度は内容

が普通の人にとっては分かりにくい。消費者に対して分かりやすいように作って頂きたい。 
 消費者が意見を言える場としてこの第三者機関についての動きも注目していきたい。 
 
もしご意見がないようであれば、設立計画書、設立趣意書の承認を行い、登記手続きを

行うこととする。 
 
 発起人と基金の募集は本日から行い、明日 HP 上に申し込みページをアップする予定で
ある。メールか FAXで申し込むことが可能である。この申し込みを受けて評議委員会で決
定を行う。また今回の申し込みは簡易的なもので設立登記後に正式な申し込みを受け付け

る。 
 民間で自主的な機関であるので財政的な面は皆様の供出をお願いしたい。出来る限りの

協力をお願いする。 


