
既存の第三者機関説明資料

資料 4

2008年1月31日



1

第三者機関の体制作りをするに当たり、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の
情報を収集した。

ここでは代表的な第三者機関6ヶ所について紹介する。



（１）放送倫理・番組向上機構（BPO)
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・「放送倫理・番組向上機構」（ＢＰＯ）は、放送による言論・表現の自由を確保しながら、視聴者の基本的人権
を擁護するため、放送への苦情や放送倫理上の問題に対して、自主的に、独立した第三者の立場から迅速・
的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的としており、放送業界の自主的な自立機
関である。

・BPOは「放送倫理検証委員会」「放送と人権等権利に関する委員会（BRC）」「放送と青少年に関する委員

会」の３委員会と評議委員会、事務局、理事会により運営している。

・BPO加盟社は日本民間放送連盟加盟社200社と日本放送協会(NHK）1社の計201社

BPO HPより

概要概要

①放送倫理・番組向上機構（BPO）概要

◆放送倫理・番組向上機構（BPO）の組織図
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②放送倫理・番組向上機構（BPO）の組織体制

・評議員は放送事業者およびその関係者を除く学識経験者によって構成されており、関係者以外の第三者
が実務を行う委員会のメンバーを選任するため、中立性が保たれている。

・収入源は会費収入である。

収支について収支について

中立性の担保について中立性の担保について

理事会

評議員

認定

放送事業者およびその関係者を除く学識経験者

事務局

理事長は、会員が推薦する放送事業者の従業員以外から推薦し、理事会で選任。
理事および監事は、NHKおよび日本民間放送連盟が、それぞれ同数を選任。

事業計画 収支予算

認定

委員

◆放送倫理・番組向上機構（BPO）の組織図
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③放送倫理・番組向上機構（BPO）の審査体制

・ＢＰＯ内の審査体制は「放送倫理検証委員会」「放送と人権等権利に関する委員会（ＢＲＣ）」「放送と青少年
に関する委員会」の３委員会、それぞれで異なる。

・明確な審査基準を持たず、それぞれの委員会で調査、話し合いによる方法をとる

名誉、信用、プライバシー、肖像
等の権利侵害

放送と人権等権利に関する委員会
（ＢＲＣ）

苦情申立人

視聴者

放送局

制作会社

ヒアリング 関連資料報道済
みテープの提出

議事録を
公開

書面見解

【【放送と人権等権利に関する放送と人権等権利に関する
委員会委員会】】

【【放送倫理検証委員会放送倫理検証委員会】】

放送倫理検証委員会

再発防止計
画を公表

審理結果を放送

視聴者

放送局

制作会社

関連資料報道済み
テープの提出

ヒアリング
問い合わせ

「放送と青少年に関する委員会」

視聴者

青少年に対する放送
のあり方や放送番組

への意見

放送局

ヒアリング

審議結果と放送事業
者の対応の公表

結果の
通知

関連資
料等の
提出

【【放送と青少年に関する委員会放送と青少年に関する委員会】】

※複雑な事案、大規模な事案の際は、放送倫理検証委
員会内に特別調査チームや調査委員会が発足する場
合もある

審査体制について審査体制について

◆放送倫理・番組向上機構（BPO）の審査体制



（２）特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメント
レーティング機構（ＣＥＲＯ）
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選任

①特定非営利活動法人コンピュータエンタテインメントレーティング機構（CERO)概要

・ゲームソフトの年齢別レーティングを実施することにより、一般市民やユーザーに対しゲームソフトの選択に
必要な情報を提供し、青少年の健全な育成を計り且つ社会の倫理水準を適正に維持することを目的としてい
る。

・東京都より2003年12月、特定非営利活動法人として認証

・会員数は93社（カプコン、ソニーコンピュータエンタテインメント、任天堂、タイトー、マイクロソフト等）

・審査委員は、ゲーム関係者以外の20歳以上の一般ユーザーから募集し、審査の中立性を保っている。

◆ＣＥＲＯ組織図

臨時総会の
招集

理事の業務執行の監視

事務局

監事

総会

理事

理事会

選任

理事長

概要概要

中立性の担保について中立性の担保について

審査員

任免
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・会費（年会費：正会員10万円、賛助会員5万円）入会金収入（入会金：正会員 20万円、賛助会員10万円）

・費用は運営費のほか、、審査員に対する報酬もある。

・CERO内の審査員トレーニング機関で審査員のトレーニングを行う

・基準策定は理事会で行う。CERO規定の策定方法については調査中

家庭用ゲームソフト

審査体制について審査体制について

審査員

審査員トレーニ
ング機関

ゲーム系ソフト 教育系／データベース系ソフト

・ 「Ａ」（全年齢対象） ・ 「Ｂ」（１２才以上対象）
・ 「Ｃ」（１５才以上対象） ・ 「Ｄ」（１７才以上対象）
・ 「Ｚ」（１８才以上のみ対象）

「教育系／データベース系ソフト」は、年齢区分は行わ
ないものとするが、 に規定する表現を含まないものとし、
教育目的、 データベースとしての目的に適合するもの
とする。

（ⅰ）人種・信条・性別・職業・宗教・境遇・心身
的条件・生活状態などによる不当な差別的表
現

（ⅱ）老人・幼児・身体障害者・精神障害者等
の社会的に弱者に当たる人への不当な差別
的表現

（ⅲ）個人・法人及び団体をみだりに誹謗・中傷
し、その名誉、尊厳を害する表現

理事会

事務局

任免

審査依頼

マーク
付与

基準策定 基準策定

審査

トレーニング

◆特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構（ＣＥＲＯ）の審査フロー図

収支について収支について

②特定非営利活動法人コンピュータエンタテインメントレーティング機構（CERO)の審査体制



（３）社団法人日本広告審査機構（JARO）
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・日本広告審査機構（JARO）とは、広告主や新聞社、出版社、放送会社、広告会社それに広告制作会社など

広告に関係する企業が自ら集い、民間の広告自主規制機関である。

・消費者から寄せられた苦情については事務局、業務委員会、審査委員会の三段階においての審査が行わ
れる。

・最高審の立場をとる「審査委員会」にはJARO会員以外の学識経験者が任命される

◆社団法人日本広告審査機構（JARO）組織図

苦情問合せ受付

理事会

審査委員会

総務部会 PR部会

財務部会 関西部会

事務局

審査部門審査部門 運営部門運営部門

理事や会員の中
から委託され役
員で構成 分科会

業務委員会

会員以外の学識
経験者

第一審

第三審

第ニ審

評議員会

理事会の同意を得て
理事長が委嘱、評議
員会の招集

理事長の諮問に応じ、
又は意見を述べること
ができる

専門家
顧問

理事会の推薦により、理事長が委嘱

組織内各部門の諮問
に応じ、又は助言

理事長が委嘱し、職
員は、理事長が任免

苦情処理の
プロセス

理事会の同意により、理事
長が委嘱

中立性の担保について中立性の担保について

概要概要

①社団法人日本広告審査機構(JARO）概要
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②社団法人日本広告審査機構(JARO）の収支

・収入源は、入会金収入、会費収入、寄附金品、事業に伴う収入等である（入会金１万円、会費月額１口１万３千円 ）。

・最もコストがかかっている費目は「職員給与支出」＝事務局人件費である。

事業活動収入の97.8％が会費収入

職員給与支出は費用全体の40.9％

各種委員会費は費用全体の2.5％

（審査委員会1.6％、業務委員会+業務委員会分科会
0.6％、その他0.4％）

広報事業費は費用全体の32.5％

収支について収支について

◆平成19年度社団法人日本広告審査機構（JARO）収支決算書 （単位：円）
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③社団法人日本広告審査機構(JARO）の審査体制

・日本広告審査機構（略称＝JARO）とは、「悪い広告をなくし、正しいよい広告を育てたい」という広告界の念願で、

広告主や新聞社、出版社、放送会社、広告会社それに広告制作会社など広告に関係する企業が自ら集い、民
間の広告自主規制機関である。

・会員は広告主、媒体、広告業、広告制作業など広告に関連のある企業を主体としており、会費収入で運営して
おり、審査料金は徴収していない。

審査体制について審査体制について

◆社団法人日本広告審査機構（JARO）の審査フロー図



（４）プライバシーマーク制度
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・プライバシーマーク制度とは、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」

に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を
示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してマークの使用を認める制度

・基準のベースとなる「個人情報保護マネージメントシステム要求事項」を制定している日本工業標準調査会
と制度適用機関の日本情報処理開発協会は独立した機関である。

◆プライバシーマーク制度の運営体制

適用適用

日本情報処理開発協会（JIPDEC)
プライバシーマーク推進センター

申請企業

指定機関*

日本工業規格JIS Q 15001
「個人情報保護マネージメント

システム―要求事項」

日本工業標準調査会

制定制定

申請

申請料

申請料

指定機関とし
て認定

申請
審査

マーク
の付与

審査

マーク
の付与付与後

の指導、
監督

※（社）情報サービス産業協会（JISA） 、（社）日本マーケティングリサーチ協会
（社）全国学習塾協会（JJA）、（財）医療情報システム開発センター（MEDIS・DC)等 計10社

審査料

使用料

審査料

使用料

中立性の担保について中立性の担保について

概要概要

①プライバシーマーク制度概要
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収支について収支について

・運営資金は申請企業から（申請料、審査料、審査後マーク付与された後のマーク使用料）と指定機関の認
定料が主である。また日本情報処理開発協会全体の収益を見ると会費、日本自転車振興会からの補助金収入
がある。この収入がプライバシーマーク制度で使用されている可能性もある。

・マーク認定、使用に関わる料金は上図の通り。企業の規模によって料金は異なる。

◆プライバシーマーク制度にかかる料金について

小規模事業者＝常時使用する従業者の数が二十人（卸売業、小売業（含、飲食店）又はサービス業に属する事業を主たる事
業として営む者については、五人）以下の事業者

中規模事業者＝「製造業その他」資本金3億円以下・従業員数300人以下、「卸売業」資本金1億円以下・従業員数300人以下、
「小売業」資本金5千万以下・従業員数50人以下、「サービス業」資本金5千万円以下・従業員数100人以下

大規模事業者＝中規模事業者の規模を超える事業者

②プライバシーマーク制度の料金体系について



（５）映倫管理委員会
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・映画作品内容を審査し、レーティング設定（番組規制基準）等を行う自主規制組織

・ 映倫管理委員会（映倫）では、映倫維持委員会が制定した「映画倫理規定」「映画宣伝広告規定」に基づき、

映画の審査を行う。

・映倫の審査･運営費用は全て申請者からの審査料でまかなわれている。

◆映倫管理委員会（映倫）と関連団体との関係図

映倫管理委員会 HPを基に作成

委員長（1名）

管理委員（5名）

邦画審査員・外画審査
員・宣伝審査員 （8名）

事務局長 事務局（4名）

試写室（1名）

委員会構成委員会構成

映画倫理の自主的な確立のため「映画倫理規定」「映画
宣伝広告規定」を制定し、その実施・管理のための公正
な第三者機関として「映倫管理委員会」を設置

映画の青少年に及ぼす影響の重大性を考慮し、映画と
青少年に関する諸問題に常に関心を払うとともに、青少
年や家族向の作品を選出して広く一般に公表。そのた
めの諮問機関として青少年映画審議会を設置。

諮問機関
運用

中立性の担保について中立性の担保について

収支について収支について

概要概要

①映倫管理委員会概要
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◆映倫管理委員会（映倫）の審査体制

①シナリオ審査

②ラッシュ審査

（シナリオの段階ではわからない微妙な表現・描写・効果等を、撮影された粗つなぎフィルムで審査し、協議 ）

③審査
（完成した映画を、劇場で上映される状態で観て審査し、区分を定める）

◆映画倫理規定

申請者申請者

「映倫管理委員会」「映倫管理委員会」

映画館入場者映画館入場者

審査
申請

映倫規定の区分を基に鑑賞

審査料

区分 内容

一般 あらゆる年齢の人が観覧できる

PG-12

12歳未満（小学生以下）の年少者が単独で観覧するには不適切で、親または保護者の同伴
のもとでの観覧が適当であると認められるもの。暴力、残酷な描写、性的な描写、刺激が強
いとされるホラー等、非行に結びつく可能性を持つ内容の映画に対し保護者への注意を促
す。

R-15
 旧「Ｒ指定」。15歳未満（中学生以下）の入場禁止。年少者がその非現実性を識別し得る内
容の映画であっても、部分の描写が性、暴力、残酷の各項にわたり過度に刺激的であるもの
が対象。

R-18
18歳未満の入場（鑑賞）を禁止。R-15に加え、著しく性的感情を刺激する行動描写、著しく反
社会的な行動や行為、麻薬・覚醒剤の使用を賛美するような表現の項目が強調されている

審査体制について審査体制について

・映倫の審査なしでは全国興行生活衛生同業組合連合会（全興連）加盟の全国各会場での上映を行うことが
できない。

・審査件数は長篇映画608本、中篇17本、短篇74本、新版19本、予告篇363本、ビデオ・DVDソフト（ビデ倫と
の共同審査）33本（平成18年度）

②映倫管理委員会の審査体制



（６）日本ビデオ倫理機構
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・ビデオ産業の黎明期、社会と成人ビデオ産業の緩衛役として設立されました。会員制の自主審査機関。

・法人格を有しない任意団体であるが、税法上「みなし公益法人」の取り扱いを受けている。

・学識経験者を中心とした評議員会を設けることで中立性を保持している。

中立性の担保について中立性の担保について

■審査料
33,000円（60分作品）、51,000円（120分作品）等（平成15年4月から）※作品の時間により異なる

■シール代
５円／枚（ソフト一本あたり、パッケージの背×１枚、ソフト本体×１枚の計２枚を貼付販売することが原則）

■入会金
100,000円、年会費30,000円

■審査キャンセル料
審査予定作品６０分未満 10,000円、１２０分以上 20,000円

◆日本ビデオ倫理機構（ビデ倫）組織図

理事会

評議員会

学識経験者
事務局

協会の事務全般

審査部

委託

報酬
顧問・参与

委託

諮問

意見

審査基準の策定

任免

会員

入会金、年会費、審査料等

概要概要

①日本ビデオ倫理機構（ビデ倫）概要
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①タイトル審査

②本審査

③ 補正審査

④ マルチ審査

⑤ 立合い

◆ビデ倫倫理規定

申請者申請者

日本ビデオ倫理機構日本ビデオ倫理機構

ユーザーユーザー

審査
申請

ビデ倫の区分を基に鑑賞

審査料

・映像ソフト倫理規定・あらゆる国の習慣や国民感情を尊重する・法
律で禁止されている行為については、その表現は慎重にし肯定的表
現はしない 等

・法規範、社会規範及び性表現に関する作品の審査基準・法令、条
例等を尊重し、これを否定するような主題、内容は避ける 等 ・
Ｒ指定審査基準・表現、描写については簡潔及び抑制に留意する
（刺激性、好奇心） 等

・映像ソフト作品の題名審査基準・男女の性的行為（性交、性戯を含
む）等を煽情的具体的に表現するもの
等 ・映像ソフトのパッケージ、ジャケット及
び宣伝広告物に関する審査基準・性器、恥

・収入は会員会費（入会金１０万円 年会費３万円）と審査料、シール代、審査キャンセル料

・審査体制は上図の通り

・審査件数は昭和47年～平成14年審査本数：83,981本（平成14年審査本数：7,391本）

成人指定

１８歳未満の者に映示、貸出し、販売を禁止。

Ｒ指定

１５歳未満の者に映示、貸出し、販売を禁止。

一般指定

制限なし

会費
シール
使用料

◆ビデ倫審査区分

審査体制について審査体制について

収支について収支について

◆日本ビデオ倫理機構（ビデ倫）の審査体制

②日本ビデオ倫理機構（ビデ倫）の審査体制
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中立性の担保について

・審査運用機関と基準策定機関がそれぞれ独立性を保っている（BPO、JARO、CERO、プライバシーマーク制度、映
倫）

・関係者以外の諮問機関としての評議員を持ち、中立性を保持している（BPO、CERO、JARO、ビデ倫）

収支について

①収入

・会費、入会金収入（BPO、JARO、CERO、ビデ倫)

・審査料、申請料（CEO、プライバシーマーク制度、映倫、ビデ倫）

・寄付金（プライバシーマーク制度）

・審査料は企業の規模によって異なる（プライバシーマーク制度）

・会費は一律の料金で企業の規模による違いはない（JARO）

②支出

・審査員に対する報酬（CERO)

・会議費（JARO)

・事務局人件費が40-50％（JARO）

中立性の担保について中立性の担保について

・審査運用機関と基準策定機関がそれぞれ独立性を保っている（BPO、JARO、CERO、プライバシーマーク制度、映
倫）

・関係者以外の諮問機関としての評議員を持ち、中立性を保持している（BPO、CERO、JARO、ビデ倫）

収支について収支について

①収入

・会費、入会金収入（BPO、JARO、CERO、ビデ倫)

・審査料、申請料（CEO、プライバシーマーク制度、映倫、ビデ倫）

・寄付金（プライバシーマーク制度）

・審査料は企業の規模によって異なる（プライバシーマーク制度）

・会費は一律の料金で企業の規模による違いはない（JARO）

②支出

・審査員に対する報酬（CERO)

・会議費（JARO)

・事務局人件費が40-50％（JARO）

既存第三者機関の体制についての説明

◆まとめ


