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≪１．開会≫
○河上委員長

皆様 、お 忙しいところをお集 まり いただきまして、あ りが とうございます。

ただいまから「消 費者 委員会第230回本会議 」を 開催いたします。
本日は大森委員が御欠 席となります。
それでは、配付資 料の 確認につきまして、 事務 局からお願いいたし ます 。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部のほ うに 配付資料一覧を記載 して おります。

資料１−１、１− ２に つきましては、消費 者団 体訴訟制度運用支援検討 会に関する資料です。
資料２が、スマー トフ ォンゲームに関する 資料 となっております。
もし過不足がござ いま したら、事務局までお申 し出いただきますよ うよ ろしくお願いいたし ま
す。

≪２．消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会の報
告書について≫
○河上委員長

最初 の議 題は「消費者団体訴 訟制 度の実効的な運用に 資す る支援の在り方に関 す

る検討会の報告書に つい て」であります。
消費者団体訴訟制 度で は、消費者被害を予 防・ 救済するための公益 性の 高い制度ということ に
なりますが、その担 い手 である適格消費者団 体、特定適格消費者団体 の運 営は、ボランティア に
依存している面があ ると いう現状があります 。そこで、より制度を実 効的 に機能させる必要が あ
るという観点から、団体 の 活動への支援の在り 方を 検討するため、消費者庁 に おいて、
「消費者団
体訴訟制度の実効的 な運 用に資する支援の在 り方 に関する検討会」が 開催 され、本年６月にそ の
報告書が取りまとめ られ ました。
本日は、消費者庁 にお 越しいただき、報告 書の 内容について御説明 の後 、意見交換を行いた い
と思います。
消費者庁におかれ まし ては、お忙しいところ御 出席いただきまして 、あ りがとうございます 。
それでは、大変恐 縮で すが、15分程度で説 明を お願いいたします。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

消費者庁の 消費 者制度課の加納と申 しま す。どうぞよろしく お

願いいたします。
先ほど委員長から 御紹 介がありましたよう に、 消費者団体訴訟制度 の運 用に関して、適格消 費
者団体に対する支援 の在 り方を検討するとい うこ とでありまして、検 討会 を開催し、取りまと め
をいたしました。そ の取 りまとめの本体は資 料１ −２のほうでありま す。資料１−１はその概 要
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でありますので、主 とし てこちらに基づいて 概要 を御説明したいと思 いま す。
背景のところです が、 これは既に御案内の とお りでありまして、適 格消 費者団体の差止請求 制
度と被害回復の制度 があ りますが、被害回復 の制 度ももうすぐ始まる とい う状況であります。
問題点は、先ほど 委員 長からも御指摘があ りま したけれども、現状 で適 格消費者団体の運営 が
かなりボランティア に依 存しているというこ とと 、他方で、活動の公 益性 に鑑みまして、一定 の
支援が必要ではない かと 思われるところであ りま す。附則でも似たよ うな 指摘がありまして、 そ
ういう問題意識から 、検 討会を開催してきた とい うことであります。
中身は大きく分け て三 つの内容になってお りま すが、１が情報面 の支援と いうことであります。
中身は（１）PIO‑NETの 情報の活用というこ とを 書いてございます。
現行の制度でもPIO‑NET情報は、被害の拡 散状況を 把握するためのツー ルと して適格消費者団体
が活用しているとこ ろで ありますけれども、 １点 目のところですが、 現行 では書面によって申 請
して、回答を得ると いう 運用でやっておりま すが 、これを電磁的方法 、メ ールでできるように す
ると。これは内閣府 令の 改正などに対応して いき たいと考えておりま す。
２点目は、情報提 供を 申請できる場合であ りま すけれども、差止請 求を した後に、事業者が 改
善をするということ が想 定されるのですが、 実は 、例えば和解が成立 した 後など、そういった 後
でも違法な不当条項が引 き続き使用されてい る可 能性もありますが、 そう いった場合に情報提 供
の申請ができるのか とい うのが必ずしも明確 では ない。制度の趣旨か らし ますと、例えば判決 が
出て確定をした後とか、 強制執行を申し立て たり する必要があるわけ です が、その場合の強制 執
行をする際の資料と して 、こういった情報も 活用 できると考えられま すが 、現行の規定では必 ず
しもそこが明確でな いと いうことであります ので 、その点も明確化す ると いうことが適当では な
いかというように取 りま とめられております 。
３点目、４点目で あり ますけれども、まず 、３ 点目は提供される情 報の 範囲としまして、現 行
では事業者名と相談 の概 要ということになっ てお ります。この概要と いい ますのは、相談者か ら
相談員が相談を受け 付け て、どういう相談で あっ たのかということを 書い ているわけでありま す
けれども、さらに、 その 処理の結果がどうな った のかということにつ きま して、とりわけ被害 救
済制度との関係で、 救済 が図られているのか いな いのかといったとこ ろに ついても団体として は
関心があるというこ とで 、そういったところに情 報の提供を拡大する とい った要望があります 。
また、PIO‑NET端末の配 備につきましては、現行で は地方公共団体や関 係省 庁に配備されている
ものでありますけれ ども 、これを適格消費者 団体にも配備して、適格 消費 者団体がリアルタイ ム
で苦情相談の情報を 見て 差止請求をするのか どう か、その要否の判断 に活 用する。いわば、端 緒
情報の一つとして活 用す るということであり ます 。
他方で、これらの 点に つきましては、処理 結果 を適格消費者団体に その まま開示するという こ
とについては、相談 者と 相談員との信頼関係 に基 づいて処理結果など が記 載されていることも あ
るわけでありますけ れど も、そういった情報 につ いても適格消費者団 体に 出すということにつ い
ては、慎重な御 意見もある ところであります 。また、PIO‑NET端末の配備に つき ましても、その 情
報をリアルタイムで 適格 消費者団体が見ると いう ことでありますけれ ども 、それで差止請求が 活
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性化するという側面 はあ ろうかと思うわけで あり ますが、これにつき まし ては、情報を入力し た
相談員でありますと か、 地方公共団体との関 係がありまして、まだ慎 重な 御意見も根強くある と
ころであります。３ 番、 ４番につきましては 、そ ういった相談員さんであ りますとか、地方公 共
団体の御理解の状況 も踏 まえた上で、引き続 き検 討するのが適当であ ると されたところであり ま
す。
（２）その他の点 であ りますけれども、ま ず、 できることとして、 ①急 増指標と書いており ま
す。これは国民生活 セン ターでデータをとっ てい るものでありますが 、特 定の事業者などにつ い
て、最近相談件数が 非常 に伸びてきていると いう ようなデータがある わけ ですけれども、これ を
適格消費者団体に提 供し て、差止請求などに 活用 するということを検 討し てはどうかといった こ
とでありますとか、 ②で ありますけれども、 地方 公共団体との連携、 覚書 の締結などというこ と
でありますが、幾つかの適格消費者団体は、地元の地方公共団体と連携を図るということで、
PIO‑NET情報を超えた 個別 の相談事例でありま すと か、あるいは資料 として添 付されている契約書
の写しなどを地方公 共団 体から適格消費者団 体に 対して提供するとい った 運用がされておりま す。
これは地方公共団体 と適 格消費者団体との間 での 一定の信頼関係のも とに そういう取扱いをさ れ
ていると理解してい るわ けでありますけれど も、 そういった事例を広 く周 知することによって 、
適格消費者団体と地 方公 共団体の取組を促してい きたいと考えており ます が、そういった点に つ
いても取りまとめを され ております。
③でありますけれ ども 、いわゆる悪質業者 に関 する情報収集という こと で、これはとりわけ 被
害回復制度の仮差押 えと の関係が出てくるわ けで ありますが、逃げ足 の速 い事業者に関する情 報
というものが被害回 復の 場合でも非常に重要 にな ってくるわけであり ます が、これは関係機関 等
の調整を踏まえた上 で引 き続き検討するとさ れて おります。
２の財政面の支援 であ ります。
ここは適格消費者 団体から非常に要望は強 いと ころでありますけれ ども 、他方で適格消費者団
体が一定の経理的基 礎を 持っていることを前 提に 認定しているという こと のバランスでありま す
とか、いわゆる行政 丸抱 えの団体になるとい うこ とがよいのかどうか とい った問題点もあろう か
と思います。現行で やっ ていることの一つと して は、地方消費者行政 推進 交付金の中の、いわ ゆ
る先駆的プログラム の活 用でありまして、こ れによって適格消費者団 体の 設立がかなり促進し て
いるといった側面が あり ます。
現在、幾つか適格 消費 者団体が認定されて おり ますけれども、最近 認定 された団体は、この 先
駆的プログラムを活 用し て地方公共団体から 支援 を受けることによっ て財 政的な基盤を固めて、
認定を受けるに至っ たと いう例が増えてきて おり ます。そういった取組の事 例を周知することで、
今後、適格消費者団 体を 目指す団体や、それ を支 援する地方公共団体 に対 しても取組を促して い
きたいと考えており ます 。
（２）寄附増進の 方策 であります。
適格消費者団体が その 活動を広く一般にア ピー ルして寄附を募るこ とに よって財政基盤を高 め
ていくというのが望 まし いというのは、言う まで もないと思います。 その 観点から、できるだ け
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行政としてのサポー トも していきたいという こと でありまして、①の 制度 の周知・広報、これ は
もとよりのことであ りま すけれども、②の税 制や 、いわゆるクラウド ・フ ァンディングの活用 。
このクラウド・ファ ンデ ィングの活用も寄附をす る寄附者の具体的な 特定 をどこまでしなくて は
いけないのかという のが適格消費者団体の制 度と の関係では論点とな り得 るところであります け
れども、そういった クラ ウド・ファンディン グの 実情を踏まえて整理 をい たしまして、一定の 範
囲では活用できるだ ろう ということを盛り込 んで おりますが、その上 で、 クラウド・ファンデ ィ
ングについても活用 する ことが望ましいとい う書 き方をしております 。
また、民間基金で ありま すが、これは消費者 団体の 中でこういう動きが ある わけでありまして、
民間の基金を作って 、差 止請求や被害回復の 制度 などに活用できると いう 枠組みを検討してお ら
れるということであ りま すので、消費者庁と して もそういった動きを 積極 的に周知するなど、 基
金の創設に向けた後 押し をしていきたいと考 えて おりまして、そうい った 内容を取りまとめで も
盛り込んでおります 。
最後に、３の仮差 押え の点であります。
これは新しくスタ ート する被害回復制度の 中で 、この新しい二段階 訴訟 に対応した特殊な仮 差
押え制度というもの を設 けております。ただ 、こ の仮差押えをする場 合に は、適格消費者団体 が
裁判所に対して申立 てを するわけであります けれ ども、事業者に対し て損 害を与えるかもしれ な
い、その損害の担保 とし て一定の担保を立て なく てはいけないという よう な制度的な立て付け に
なっておりますが、 この 担保を用意する上で 、一 時的に現金がたくさ ん必 要になってくるとい っ
た可能性が出てまい りま す。この担保につい ては 、何らかの支援がで きな いかということで検 討
してまいりまして、 とり わけ、このいわゆる 悪質 事案に対してこの被 害回 復の制度が有効に機 能
するということを可 能に するという観点から 、第 三者が担保できる措 置を 設けるということで 、
これを制度的な観点 から 引き続き検討してい くと 。この第三者として どう いうところを想定す る
のかというところに より ますけれども、例え ば国 民生活センターとい うよ うなところを想定す る
のであれば、国民生 活セ ンターの役割に関し て、 新たな手当を講ずる こと が必要になってまい り
ます。これは制度的 な対 応が必要になってま いり ます。
また、財政当局とも引 き続き御相談をしな がら 調整を進めていきた いと 考えておるところで あ
ります。
その他のところで あり ますけれども、
（１）から 幾つか書いておりま すが、提出すべき書類の簡
素化でありますとか 、認 定の有効期間の伸長 であ りますとか、こうい った ところについて検討 し
ていきたいと考えて おり ます。
また、会計の面で あり ますけれども、適格 消費 者団体、また、特定適格 消費者団体は会計書 類
を作らなくてはいけ ない ということでありま すが 、この会計書類が現 状必 ずしも統一化されて い
ないというところが あり ますので、できるだ け透 明性を確保して適格 消費 者団体の情報公開を 促
進するという観点か ら、 この会計についても 一定 の考え方、基準の取 りま とめをしていきたい と
考えております。
雑駁（ざっぱく）にな りますが、以上がこ の検 討会の状況でありま す。 この取りまとめを受 け
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まして、先ほど申し 上げ たような制度的な手 当で ありますとか、財政 当局 との御相談などの調 整
をした上で、必要な 手当 をしていきたいと考 えて おります。
説明は以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

それでは、ただい まの 御説明の内容につい て、 質問、御意見のある 方は 発言をお願いいたし ま
す。
いかがでしょうか 。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

まず、PIO‑NETを団体に配備すると いう ケースを考えた場合、今は 課題として挙げら

れていたのは自治体 や相 談者や相談員の関係 でし たけれども、配備を する となると団体側の事 務
所のセキュリティー とか 、そういういろいろ な課 題があると思うので すが 、そうなった場合に そ
このところを財政的 な支 援で条件を確保する とい うような、そういう お考 えの在り方はないで す
か。現在、ただでも 大変 な団体なのでと思い ます が、そこはいかがで しょ うか。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

そういった とき に支援していくのと いう のも、発想としては あ

ろうかと思います。 セキ ュリティーとしてど のよ うなものを求めるの かというのはいろいろと 議
論がありまして、適 格消 費者団体は実は今で も守 秘義務を負っていま して 、かつ、相談者など の
消費者の個人情報に つい ては適切に取り扱わ なけ ればいけないという よう なルールが既にあり ま
す。それに基づいて ガイ ドラインが定められ てい て、例えば情報の取 扱者 を限定するとか、そ の
情報については、そ の使 用についての足跡を 残し て、後で行政が見て チェ ックすることができ る
ようにするなどとい った 手当は、実は既に講 じて おります。
それに加えて、セ キュ リティーとしてどこ まで 必要かということに なる わけでありまして、 要
するに、情報をむや みや たらに漏らさないと か、 そういったところが 重要 になってくるのかな と
思いますけれども、 ある 意味、やりようのと ころ もあって、それほど 施設 的に多大な施設が要 る
のかというと、必ず しも そうではないのかな とは 思っております。
配備のために要す る費 用が生じるというの は、 確かに生じるところ だと 思いますので、その 部
分についてできる範 囲で 支援をしてあげるこ とは 、考えられるのでは ない かと思っております 。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

鹿野委員、どうぞ 。
○鹿野委員

消費者 団体 訴訟制度の実効的な 運用 のための大きな課題 とし て、情報面と財政 面と、

それから、仮差押え の担 保措置を講ずるとい う点 などにつき御検討い ただき、とても有意義な 検
討であると思ってい ると ころです。
さて、先ほど長田委員か ら御指摘のあったPIO‑NETについて、私からも伺いた いところがありま
す。従来からPIO‑NETの 情 報は、適宜問題状況を把 握するための手段として、今 後の立法あるいは
大きな意味での政策など の検討のために活用され るということがあっ たと 思いますが、もしこ の
ような形で、消費 者団体訴 訟制度においてもPIO‑NET情報を活用していく ということになるとすれ
ば、このPIO‑NET情報が、従来と異なる機能も 含め 一層重要性を増して いく ということになろう か
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と思います。
そうなると、先ほ どはセキュリティーの問 題な どもご指摘がありま した が、さらに、データ ベ
ースそれ自体におい て、検索のキーワードをど うす るのかとかまで含め、この PIO‑NET情報をどの
ように充実整備して いく のかということも一 層大 切となるのではない かと思います。そこで、 こ
れは消費者庁にお願 いす るということなのか どう かわかりませんが、 その ような点について何 か
お考えなどはあるの かを お聞かせいただけな いで しょうか。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

実はそのと おり だと思っていまして、要す るに、PIO‑NETは情報

源として宝の山なの です けれども、玉石混交 みた いなところもあって 、非 常に使える情報と使 え
ない情報がある中で 、ど うやってきらりと光 る情 報にアクセスしてそ れを 差止めにつなげてい く
のかという問題意識 は持 たないといけないの では ないかと思います。 ただ 、私どもがどこまで で
きるのかということ はあ るのですけれども、 その 問題意識のもとでの 検討 は要るだろうという こ
とです。
更に言うと、このPIO‑NET端末は、元々は苦情相談 の傾向などを把握す ると いうデータ集積のた
めにできたというこ とが 発足の経緯のようで あり ますので、データの 集め 方でありますとか、 キ
ーワードの設定の仕 方、 そういう問題意識が 割と 色濃いのではないか と見 受けられるのですけ れ
ども、さらに、その 違法 事実にいかにアクセ スを 容易にするのかとい う問 題意識も持たないと い
けないのではないか 。そ うすると、例えばや はり キーワードの在り方など も、どちらかという と
不当条項とか、何か そう いうキーワード検索 みた いなものができるよ うな ものがあればアクセ ス
が容易になるかもし れま せんし、そこは引き 続き の検討課題ではない かと 思います。直ちにど う
するのかとなると、 これ は国センなどといっ たと ころとの調整が必要 にな ってくると思います の
で、私はこの時点で にわ かにこうですと申し 上げ ることは難しいので すが 、御指摘はそのとお り
であろうと思います 。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 でございます。

まず、この報告書 の中 でも適格消費者団体 の活 動が社会的な公益性 があ ると、例えば行政に よ
る業務停止や改善指 示と いった行政処分と、 ある 意味では共通する被 害の 再発防止、未然防止 と
いう意味で公益性が ある ということを正面に 掲げ ていただいていると いう ことは非常に評価で き
ると思います。
その上で、財政支 援の ことについて、二つ 質問 をさせていただきま す。
一つは、財政支援 が消 費者行政推進交付金 の中 で、各自治体でそれ を活 用するということが 位
置付けられておりま す。 報告書の中でも、17ペー ジ辺りに、適格消費 者団 体の設立に向けた活 動
の支援と特定適格消 費者 団体の認定に向けた 活動 の支援ということで 、両 方が可能であるとい う
ことが明記されてお りま す。
ただ、特定適格は 、今正に準備をしている とい うところですが、こ の１、２年認定を受けた 適
格消費者団体に聞く と、 設立するところまで は様 々な行事やあるいは 設備 について支援をして い
ただいたと。ところ が、 設立した途端にもう 出せ ない、あとは自前で やっ てくださいというこ と
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で、何かはしごを外 され たような感があると いう ような発言を聞いた こと があります。確かに 個
別の適格消費者団体 の日 常的な人件費や業務 その ものに国からお金を 出す となると、業務の中 身
にも関わりはしない か、 それは望ましくない とい う微妙な問題が出る のは 、そこは慎重である と
いうことは理解でき るの ですが、例えば数年 前と 最近で違うのが、事務所 の独立性や管理の独 立
性ということをいろ いろ 言われている、そう いう 設備面とか、業務の 中身 に関わらないところ で
は維持の面でも支援 でき る余地があるのでは ない かと思います。その辺り が報告書の中に文字 と
しては見当たらない ので すが、どういう議論 があ ったのか教えていた だき たいです。
それから、今のお 話の 延長になるかもしれ ませ んが、民間基金の存 在が 望ましいと。そこに 向
けて消費者庁が民間 基金 の運営に関与するの かど うか「引き続き検討」と いう記述になってお り
ます。適格消費者団 体の 制度ができた当初に 民間 の支援基金が設立さ れたときには、当時消費 者
庁からもお声掛けが あっ て民間からある程度 財源 が集まりましたが、 数年 のうちに、その後の 続
きの財源の確保がで きな くて、結局それは解 散し たという先例があり ます 。その意味で、民間 基
金を継続的に確保し て適 格消費者団体あるい は特 定適格消費者団体の 活動 基盤を維持するとい う
意味では、国が関わ って いく必要性というも のは 十分にあるのではな いか 。しかも、個別の団 体
の活動の中身に口を 挟む という問題も、その 基金 の形で間接的に関与 する のであればその懸念 も
払拭されると思うの です が、この「引き続き 検討」というものは、どうい う方向性なり、どう い
う課題について今後 どう していこうというこ とな のか。
「引き続き検討」と いうのは棚上げの場 合
にも使われる言葉で もあ りますし、ここの今 後の 議論の方向性につい て教 えていただければと 思
います。
以上、２点です。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

まず、財政 支援 で交付金の使途です ね。 これは設立支援とい う

ことで、いわゆる恒 常的 な部分についてはそ の対 象にはならないとい う立て付けになっており ま
して、これは例の地 方消 費者行政のときにも 似た ような議論がありま した けれども、財政規律 と
の関係というものが 大き いところであります 。適 格消費者団体につい てそ こを変えられるかと い
うことになると、こ れは 財政当局との調整が 必要 であろうと思います 。そ れ以上の状況は、特 に
この点について何か ある というわけではあり ませ ん。
民間基金の関係で あり ますけれども、先ほ ど池 本委員がおっしゃっ たか つての基金というも の
がついえてしまった とい うことは非常に残念 では あるのですけれども 、他 方で、民間基金のよ う
な企業の受け皿とい うも のがあるというのは 、こ の制度にとっては好 まし いことであろうと思 い
ます。適格消費者団 体が 直接事業者から寄附 を受 けるということにつ いて は果たしてどうなの か
という観点があるわ けで ありまして、そうい った 事業者も含めた寄附 の受 け皿として民間基金 が
あるということが望 まし いことは言うまでも ないことです。今般、そ うい った基金を設立しよ う
という動きがまた出 てき ましたので、それは 非常 に歓迎すべきことで あり 、その動向は私ども と
しても支援といいま すか 、民間基金の動向を 見守 りながらということ にな るのですけれども、 で
きる限りの支援をし てい きたいと思います。 ただ 、その支援の在り方とし て、例えば公的資金 を
そこに投入するのか とい う話になるのかとい うと 、そこはまた別の話 であ りまして、そこは先 ほ
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どの財政規律という 問題 が同様に出てくるだ ろう と思います。
ですから、当面は そう いった民間基金の設 立の 動きを見守りながら 、そ の基金が育成、発展 す
るようなサポートを 間接 的に、制度の周知で あり ますとか、運営がど のよ うにされているのか と
いったことについて私ど もが相談に応じるな どと いったコミットの仕 方と か、それは工夫の余 地
があろうかと思いま すの で、そういったとこ ろは やっていきたいと思 って おります。
○池本委員長代理

あり がとうございます。

今、消費者行政推 進交付 金からの支援も、あ るいは 今後の民間基金に対 する 支援ということも、
継続的なものとして 出し ていくには国の財政 規律 の問題があると御説 明を いただきました。も っ
とも環境分野では地 球環 境基金というもので すか。これは桁も１桁 、２桁違っ て、しかも毎年様々
な団体の様々な活動 に対 して支援をしている とい う実績があります。 その 意味では、この適格 消
費者団体の活動の公 益性 ということを踏まえ れば 、その推進交付金の よう な立ち上げのため、 一
度のためだけではな い、 継続的なことを含め た国 の財政規律の位置付けの 中で検討する余地も あ
るのではないかと思 うの ですが、そこまでの 議論 はこれまではなかっ たの か、あるいは今後そ う
いうことも含めた検 討課 題という位置付けが ある のかどうか、いかが でし ょうか。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

あってもい いと 思います。そうい う基金が 現にあるわけですが、

ただ、それは結局、 要す るに公的資金を適格 消費 者団体に投入すると いう ことに関する国民的 な
コンセンサスないし 同意 が得られるのであれ ばと いうことになるので はな いかと思います。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、どうぞ。
同じ財 政面 での質問なのですが 、こ この報告書の中に、 寄附 増進のための施策と し

ては、適格消費者団 体の 活動の周知を図って くだ さいというように書 いて ありますが、まずこ れ
が大事だと思います 。次 に知られた後に、今 、ふ るさと納税というも のが みんなに知られてい る
非常にいい施策にな って いますが、私もある ところ にふるさと納税して いま すが、選択肢の中に 、
新しくできた学校に 私の 納税金の何％を出し てく ださいということが 選択 できるようになって い
ます。もしこの公益 性が 非常に高いのであれ ば、 もちろん皆さんに周 知を していくということ が
大事ですが、地方納 税で あればあるほど、私 はこ の地方のここの適格 消費 者団体の活動費に充 て
てほしいのだという 選択 肢があれば、結構そ うい うところでいいです よと いって、税金ですか ら
割と持続性が出てく ると 考えたりもするので す。
ふるさと納税が出 てき たときは、これ をやれば肉 がもらえる、魚 がもらえる など、割と皆さ ん、
そういうところから 最初 は気を引いてくださ った のですが、今ではそ の地 域のために何ができ る
のかということを考 えた 選択肢も出てきてい たり しますので、今後、 例え ばそういうように、持
続性のある税金を個 人が選んで納税すること によ って活用していただ くと いうやり方があるの で
はないかと思ってい るの ですが、その辺の検 討は いかがでしょうか。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

ふるさと納 税に ついてまで検討した こと はないのですけれど も、

そういった、使途を 納税 者がある程度特定で きる ような仕組みという もの 、更に言うと、適格消
費者団体に限らず消 費者 行政に充ててくださ いな どというものはあっ ても いいのではないかと 個
人的には思います。
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税制との関係では、実は 認定NPO法人制度とい うも のがございまして、幾つか の適格消費者団体
が既にNPO法人になっ てお ります。これはか つての税 制改正でかなり認定 要件 が緩和されておりま
して、昔はパブリッ クサ ポートテストと呼ん でお ったのですが、一定 の寄 附があって初めて公 益
性を認定するという 、寄 附が先か公益性が先 かと いう議論がありまし て、 寄附の要件をかなり 緩
めて、仮認定という 制度 もありまして、かな り認 定が得られるように なっ てきているというこ と
もありまして、寄附 を受 け入れる一応制度的 な準 備はあると思います。た だ、それが十分活用 さ
れているのかという とそ うではないというと ころ だと思いますので、 そこ は基本的には周知や 、
先ほど国民的合意と 申し 上げましたけれども 、結 局適格消費者団体と いう ものが一体どういう 存
在で、それが消費者 、事 業者も含めて、この適格 消費者団体の活動と いう ものはそれなりにメ リ
ットがあるのだとい うよ うな御理解というか 、そ ういうコンセンサス を得 ていく工夫が必要で あ
ろうと。これは結構 地道 な活動が必要なわけ で、 第一義的には私ども がそ ういった周知をしな く
てはいけないのです けれ ども、適格消費者団 体自 身もそういった意識付け をして、事業者との 対
話をするなどといっ たこ とも必要になってく ると 思いますし、そうい う取 組の延長線で今、委 員
がおっしゃったよう なお話も出てくるのかな とい う気がいたします。
○河上委員長
○樋口委員

樋口 委員 、どうぞ。
私は、 全体 のスケジュールはど うい うことをお考えにな って いるのか伺いたいの で

す。情報面の支援で は、 例えば内閣府令の改 正と いう項目が上がっていま すし、また、財政面 の
支援のところでは「 引き 続き検討」と例えば 基金 のところに書いてあ りま すが、こういった報 告
書に載っている項目 の主 なもので結構なので すが 、今後行政の側とし ては どういう段取り、ど う
いう流れで検討を具 体化 されるのか、その辺 につ いてもし決まってい るこ とがあれば教えてい た
だければと思います 。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

まず、内閣 府令 の改正など、こうい うこ とはさっさとやると い

うつもりでおります 。一 定のパブリックコメ ント 、その他の手続が必 要な のですが、それをさ っ
さとやるということ です。
他方で、PIO‑NET端末な ど、こういったところはも うちょっと環境整備 が図 られないといけない
のかなと思います。 地方 公共団体であります とか 相談員さんの懸念と いう ものが根強くありま す
ので、そういうとこ ろを 払拭できるような環 境整 備が図られてからと いう 気がいたしますので 、
現時点で具体的なス ケジ ュールが定まってい るわ けではありません。 地方 公共団体や相談員さ ん
の御理解を得るとい った 手順を踏む必要があ るか なとは思っておりま す。
先駆的プログラム や寄 附増進の方策等につ きま しては、これは既に ある 制度を活用しましょ う
ということなので、 これ はもうすぐにでもで きる ということで、すぐ にで もやろうと思ってお り
ます。
仮差押え関係は、 制度 的な対応が必要にな る、 法改正が必要になっ てま いります。また、財 政
当局との調整が必要 にな ってまいりますので 、財政 当局と御相談をする 中で 目星が立ってくれば、
必要に応じて措置を 講じ た上で、法改正をし た上 でやっていきたいと 考え ております。
○河上委員長

増田 委員 、どうぞ。
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○増田委員

処理結 果及 びPIO‑NETに関しては 御配 慮いただいて、引 き続き御 検討をしていただく

ということで、それ はあ りがたいと思ってお りま す。
処理結果に関して は、 相談員と相談者の信 頼関 係に基づいた聴き取 りの 様々な状況があって の
処理結果ですので、 個別 の事情がすごく大き く関 与します。それを知 りた いことの理由を明ら か
にしていただくとい うこ とがとても重要だと 思う ので、そのことを踏 まえ て今後検討をしてい た
だきたいと思います 。
PIO‑NETに関しまし ては 、今、適格消費者団体が各 地域で設立されてい ます し、その地域のその
自治体との連携を強 化し て詳細な情報提供が でき る仕組みが既にある とい うことからすれば、 そ
の地域に発生してい る問 題について知りたい とい うことであれば、そ うい う方法を第一前提と し
て使うということが ある のではないかと思い ます。まずはPIO‑NETという 考え 方ではないのではな
いかと思っておりま す。 これも引き続き御検 討い ただくというところ で、お願いしたいと思い ま
す。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

相談員さん から そういった御意見が 寄せ られるわけでありま す。

他方で、とりわけこ の被 害回復制度の関係で は実 際に被害がどうなってい るのかというところ に
関心があるという適 格消 費者団体の意見にも 一理 あると私は思ってお りま して、まず、相談情 報
というものは一体何 のた めにあるのかという こと について、それは個 別の 相談について処理す る
ということは重要で あり ますが、それを超え て消 費者被害の防止を図 ると いう全体的な公益的 な
側面もあって、それ に活 用していくという発 想の 転換が必要でありま す。
これは相談の在り 方、更に国センの在り方にも 絡む大きな話であり まし て、慎重な議論が必 要
だということはわか りま すけれども、意識を 変え ていかないといつま でたっても進まないとい う
のも事実であります ので、これはよく検討して いた だく必要があると思 いま す。この相談情報は 、
相談員のためである とか 、あるいは地方公共 団体 のためであるという 発想 も一部にはあるわけ で
ありますけれども、 そう いうことを言ってい ると 、消費者全体の被害 の防 止というものは進ま な
いということになら ざる を得ませんので、そ こは よく御議論いただく 必要 があると思います。
○河上委員長

よろ しい ですか。

ほかにはいかがで しょ うか。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

民間基 金の ところですけれども 、民 間基金を設立しよう とし ている者からすれば 非

常に大きな仕事を立 ち上 げるということにな り、 団体としてもとても 大変 な思いをこれからし て
いくのだと思います が、 まず、国としての周 知・ 広報の支援というも のは していただけるのだ と
思いますが、そこを かな り具体的に是非やっ てい ただいて、何となく 紙で 配りましたなど、そ う
いうことではなくて 、も うちょっと実質的な 支援 につながるような後 方支 援を是非検討してい た
だきたいと思います 。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

そこは御指 摘を 踏まえてやりたいと思い ます。基金について は

一度ついえたわけで すか ら、ついえた原因は 何か ということをよく考 えて 、私どもも積極的に コ
ミットした上で、せ っか く基金を作る動きが ある わけですから、それ をで きるだけ伸ばしてい く
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という方向で支援を して いきたいと思ってお りま す。
○河上委員長

ほか によ ろしいでしょうか。

どうもありがとう ござ いました。
PIO‑NETの端末を引 くと きの費用というもの は、 これは各団体から持 ち出 しになるわけですか。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

これまでの 議論 では、そういう議論 はし ておりました。そこ ら

辺についてどこまで 支援 ができるのかという とこ ろは、今日の長田委 員の お話であったと思い ま
すので、そこは検討 して いきたいと思います 。
○河上委員長

そう です か。いろいろな団体 から 聞くと、引いたとき のラ ンニングコストが相 当

大きくて、むしろそ れで あったら、県との間 で協 定を結んで必要なと きに 必要な情報をいただ く
というほうがかえっ て安 く上がっているので 、自 分たちはあえていた だか ないのだという話を し
た団体が圧倒的に多 かっ たように思います。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

例えば池本 委員 の団体はそういう御 意見 ですね。適格消費者 団

体の中でも幾つかの 御意 見があります。PIO‑NET端 末の導入自体に慎重 ないし反対の団体もあり ま
す。そうではなくて 、池 本先生の団体もそう です けれども、地方公共 団体 と既にある程度の関 係
ができているという ので あれば、そのできて いる 関係を活用すれば、 自分 たちの活動としては 十
分であって、それ 以上PIO‑NET端末を得てやるべ き活 動として何があるの かと いうことがあります。
これは団体のそれぞ れの 活動、地域密着的に やる のか、それともナシ ョナ ルセンターのように 日
本全国などそういう とこ ろの視野をにらんで 、あ るいは被害回復制度 もに らんでやっていくの か
といったところで、 各団 体のニーズの違いも あり ますから、各団体の ニー ズに応じて選択でき る
というのが在り方と して はよいのではないか と考 えております。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。

○池本委員長代理

埼玉 消費者被害をなくす 会の引用をしていただい てあ りがたいと思うので す

が、PIO‑NETの導入、今後 そうなった場合どう する のかということで議 論し たのは、導入した場合
のランニングコスト をそ れぞれの団体で持つ とい うのは余りにも負担 が大 き過ぎる。そうだと す
ると、次善の策とし て地 元でつながって、そ こで その都度お願いして 出し てもらうということ で
進めるのが現実的で はな いかという議論はし てき たのですが、導入あ るい は維持のランニング コ
ストを、これは業務 の質 に関する人件費の支 援で はないわけですから 、そ ういうところについ て
の継続的な支援もセ ット で検討していただけ れば それに越したことは ない だろうと思うのです 。
その辺りは、是非将 来像 を見た検討をお願い した いと思います。
○消費者庁加納消費者制度課長

団体ごとのニーズがいろいろあるということだと思います。

PIO‑NET端末を置いて いる というと、その情 報をきち んと活用したのかと いう 話も出てくるわけで
す。ですから、ある意味、それに見合った活動をする基盤がある程度ある団体でないと、この
PIO‑NETの情報を使い こな すのは難しいのでは ない かと思われるわけで す。
現在、適格消費者 団体の中でも実はスタン スが いろいろあると申し 上げ ましたけれども、幾 つ
かの団体は、費用は自己 負 担であってもPIO‑NET端末 を置いてほしい、その上 で 、自分たちは被害
回復制度をにらんで 積極 的にこの情報を活用 して いきたいと言ってい る団 体もあるわけであり ま
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す。それについては 、環 境が整いさえすれば やろ うと思ったらできる わけ でありますから、そ の
環境を整えることを した 上で、それに対する 配慮 というものを積極的 に検 討していくべきであ る
と思いますし、池本委員 の団体のようにそう でも ないという団体もあ るわ けでありますから、 そ
の 団 体 は そ の 団 体 で 、 そ の 団 体 の 必 要 に 応 じ た 活 用 と い う も の が あ れ ば い い だ ろ う と 。 PIO‑NET
がそれぞれの団体に必ず 必要かどうかという と、 そこは議論の余地が ある だろうと思います。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

この消費者団体訴 訟制 度というものは、従 来は 行政の役割とされて きた 事業者の不当行為の 是
正という作業の一端 を、 それを担うにふさわ しい として国が認定した 適格 消費者団体、あるい は
特定適格消費者団体 に実 質的に担わせる制度 ともいえます。これら の団体の 果たす役割の公益性、
あるいは重要性に鑑 みま すと、行政において 団体 の活動を充実させて 拡大 させる環境を整える た
めの適切な支援を行 うこ とは、これは不可欠 であ ります。このことは 、昨 年８月に当委員会の 消
費者行政における新 たな 官民連携の在り方ワ ーキ ング・グループが取 りま とめた報告書の中で も
指摘させていただい たと ころであります。
本年10月からは、 特定 適格消費者団体によ る被 害回復制度も始まり ます 。消費者庁におかれ て
は、本検討会の成果 をも とに消費者団体訴訟 制度 の実効的な機能に資 する 支援、これを積極的 に
実施していただくと とも に、更に検討が必要 なも のについてはその具 体化 に向けて早急に検討 を
行っていただいて、 今後 は制度がより実効性 のあ るものとなっていく こと を心から期待してい る
ところでございます 。
消費者庁におかれ まし ては、お忙しいとこ ろ審 議に御協力をいただ きま して、ありがとうご ざ
いました。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

どうもあり がと うございました。

（消費者庁加納消費 者制 度課長退席）
（東京大学大学院情 報学 環馬場教授着席）

≪３．オンラインゲームに関する消費者問題について≫
○河上委員長

次の 議題 は「オンラインゲー ムに 関する消費者問題に つい て」ということであ り

ます。
オンラインゲーム につ きましては、これま で株 式会社三菱総合研究 所、 独立行政法人国民生 活
センターに委員会に お越 しいただいて、三菱 総合 研究所からは消費者 のス マホゲームに対する 支
払額等の利用実態に つい て、また、国民生活 セン ターからはオンライ ンゲ ームに関する消費生 活
相談の内容等につい てヒ アリングをさせてい ただ いております。
本日は、東京大学 の馬 場章教授にお越しい ただ いております。馬場 教授 は、デジタルコンテ ン
ツなどを専門に研究 され ておられまして、ゲ ーム 全般にも知見をお持 ちの 方であります。馬場 教
授からは、スマホゲ ーム の特徴やスマホゲー ムに 起因する高額課金等 の消 費者問題などについ て
御説明をお願いした いと 考えております。
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馬場先生におかれ まし ては、お忙しいとこ ろお 越しいただきまして 、あ りがとうございます 。
それでは、大変恐 縮で すけれども、20分程 度で 御説明をお願いいた しま す。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

御紹介 をい ただきました、東京 大学 の馬場でございます 。

どうぞよろしくお願 いい たします。
御紹介にありまし たよ うに、10年少しの期 間ぐ らいゲームについて 研究 をしてまいりまして 、
技術的な研究である とか 、あるいはビジネス モデ ルの研究であるとか 、多 方面から研究をして ま
いりました。多少な りと も私がこれまで培っ てき た知見が皆様のお役 に立 てればと思いまして、
本日は御報告をさせ てい ただきます。
実は、日本のゲー ム文 化の特徴というもの は様 々なプラットフォー ム、様々なゲーム機が存 在
して、様々な分野の ジャ ンルが存在するとい う特 徴があります。一言 で言 えば多様性なのです け
れども、そのために 、学 会の中でもそうなのです が、特に一般におか れま しては、用語が非常 に
混乱をしています。私は 今回問題を絞ってお 話し したいと思いますの で、その用語の混乱をお 配
りしました資料の１ 番目 に書いておきました 。特 に御説明しませんけ れど も、もしこれはどう い
う意味なのだという こと がございましたら、 質疑 応答のときにでも御 質問 いただければと思い ま
す。ひょっとしたら皆様 の聞き慣れない言葉 を使 う可能性がございま す。
２ページから５ペ ージ までは、先ほど御紹 介が ございましたように 、こ れまで貴委員会にお か
れましてヒアリング で発 表され、報告をされ てき た三菱総研さんと国 民生 活センターさんの御 報
告の内容を、恐らく ここ が問題になるであろ うと いうところだけ私の 立場 で書き出してきたも の
です。後ほどの質疑 応答 のときに参照するこ とも あるかもしれないと 思い まして、付けておき ま
した。
今日の私のお話は 、資 料の６ページからに なり ます。
まず、今一番 問題になっ ている、ゲーム を巡る消費 者問題は何か。そこに問題 を限定した上で、
そこから解決してい く必 要があるだろうとい うこ とで「ヒト」と「モノ」と「サービス」ですね。
この議論の対象を明 確に する必要があると考 えま した。
「ヒト」に関して は、プレイヤーと書きま した 。これはユーザーと いう 言い方もしますけれ ど
も、特に問題となる のは未成年者です。ただ し、 小中学生、それから 高校 生、更には大学生、 大
学生は成年と未成年 と両 方含まれるわけです けれ ども、かなりプレイの実 態が違います。です か
ら、これは未成年と いっ ても一概に論じられ ない ところはあるのです が、 未成年者の中でも特 に
小中学生、あるいは 高校 生において問題は大 きい だろうと考えており ます 。
それから、対象と する「モノ」ですけれど も、 略してスマホゲーム 、ス マートフォンゲーム を
対象に考える。そこ がま ず最初に大事であろ うと 思っております。ス マホ ゲームはどういうゲ ー
ムかといいますと、業界団 体であるCESAのリリ ース に定義がございます。
「ス マートフォンからイ
ンターネットを介し て提 供されるゲーム」と いう ことです。皆様お持 ちの スマートフォンにイ ン
ターネットからダウ ンロ ードをしてきて、スマート フォンでプレイをす るゲ ームという意味です。
それから、
「サ ービス」です。これが問 題を発生さ せているわけですけ れど も、スマートフ ォン
ゲームはほとんどが フリ ーミアムというビジ ネス モデルをとっており ます 。フリーミアムとい う
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のは原則無料、一部 課金 というシステムです 。試 供品を提供して、よ けれ ば継続購入は有料と い
う、そういう商法が よく ございますけれども 、そ れに似たところがご ざい ます。ダウンロード を
してきて一定範囲で 遊ぶ 、その限りでは無料 なの ですが、ゲームで強 くな る、あるいはゲーム を
早く進める、ゲーム の時 間を延長させるため に課 金、お金を払うこと にな ります。特に、ゲー ム
の場合はフリーミア ムの ビジネスモデルを「Free to Play」という言い 方を しております。
このように対象を 限定 した上で、それでは 、日 本のゲーム文化の特 徴は どこにあるのかとい い
ますと、まず、
「ヒト 」に 関しては、欧米 に比較してプレイヤーの年齢層 が低 いということがござ
います。最近の統計 です けれども、アメリカ 合衆 国、これは実はカナ ダも 含めてですから北米 と
言ってよろしいので すが 、アメリカ合衆国、 北米 のプレイヤーの平均 年齢 は30代半ばになって い
ます。統計によって 若干 違うのですが、34歳 から37歳の間です。
ヨーロッパの代表 とし てフランスを挙げま した 。フランスでは、ゲ ームプレイヤーの平均年 齢
は41歳です。80歳を 超え て毎日プレイをする とい うのも決して珍しく あり ません。
それに比べて、日 本は27歳です。これも徐 々に年 齢が上がってきてお りま す。というのは、ス
マートフォンゲーム 、そ の前にソーシャルゲ ーム というものがあった ので すけれども、ソーシ ャ
ルゲームやスマート フォ ンゲームが登場して きて 、サラリーマンなどある いはサラリーウーマ ン
の方々が電車の中で 気軽 にゲームができるよ うに なったと。その分プ レイヤーの平均年齢が上 が
ってきております。 ただ し、分布を見るとや はり10代のプレイヤー、 ここの 層が非常に大きいと
いうことは明らかで して 、その部分に注目す る必 要があるだろうと思 いま す。
それから、
「サ ービス」ですけれども、ゲームデザ インという言い方を しま すが、ゲームの 設計
ですが、この分野で は世 界最先端の技術を持 って おります。元々日本 は世 界第２のゲーム大国 と
言われていまして、プレ イヤー人口あるいは 開発 されるゲーム数、ゲ ーム機も世界的なものを 誇
っているわけですけ れど も、その結果、プレ イヤ ーにエンターテイン メン トを与える技術が優れ
ている一方で、いわ ゆる 「はまる技術」とい いま すか、ゲーム会社の 立場 から言わせると「は め
る技術」ということ にな るかもしれませんけ れど も、これにも非常にたけ ていると言うことが で
きます。ただ、言葉 が汚いので、もう少しき れい な言葉で言いますと 、そ こに書いてある「プ レ
イ・モチベーション 維持 の理論と方法」、これ を非 常に研究していると いう 特徴があります。
次に、ビジネスモ デル のフリーミアムなの です が、実は、スマホの ゲー ムが登場することに よ
って、フリーミアム が二 重の意味で登場する こと になりました。
一つは、ゲーム機 のフ リーミアムです。こ れま ではあのゲームをし たい 、だからこのゲーム 機
を買うなどというこ とが あったのですけれども、 既に持っているスマ ート フォンにダウンロー ド
することによってゲ ーム ができるので、ゲー ム機代 が要らなくなるとい うこ とがあります。ただ 、
本当に要らなくなる のか というとそうではな くて 、ゲームのほうがバ ージ ョンアップするにつ れ
て、スマートフォン のOSのバージョンアップ が必 要になったりします ので 、その際には無料でOS
をバージョンアップ した り、場合によっては スマ ートフォン、スマホ を買 い替える必要も出て く
るのですけれども、 これ までゲーム機を新た に買 う必要があったもの が、既に持っているスマ ー
トフォンでゲームが でき るようになった。そ の意味 で、第１のフリーミ アムと言えると思います。
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もう一つのフリー ミア ムが、これが本来の フリー ミアムでして、先ほ ど御説 明しましたように、
ゲームプレイは基本 無料 、一部課金というシ ステ ムです。以前もコマ ーシ ャルでもこのゲーム は
無料ですということ を大 きくうたっていて、小さく 一部課金されますと 、そういうことがあって、
それが問題だという こと で「課金」という言 葉が だんだんコマーシャ ルの 中でも大きくなって き
たという経緯がござ いま すけれども、しかし 、パ ケット通信料は有料 とい う、それは変わりま せ
ん。
その二つ目のゲー ムの フリーミアムの仕組 みが どうなっているのか とい いますと、右側のピ ラ
ミッドのようになっ てお ります。大体一つの ゲー ムのプレイヤー、平 均し て75％程度はずっと 無
料でプレイしている ユー ザーたちです。25％ 、残 りのプレイヤーが有 料プ レイヤー、お金を払 う
課金のプレイヤーと いう ことになります。
何のためにお金を 払う のかというと、アイ テム といってゲームの中 で使 う道具なのですけれ ど
も、それから、ゲー ムに 登場するキャラクタ ーを 買う。それから、ガ チャ といいまして、カー ド
合わせのようなもの なの ですけれども、カー ドを 引いて合うとアイテ ムが 当たるというくじ引 き
のような仕組みがあ りま す。それから、プレ イ時 間を延長したいとい うこ とです。
無料のプレイヤーが圧 倒的に多くて、25％のプレ イヤーがお金を払っ てい るわけですけれども、
その課金額です。こ れは 、これまでの三菱総 研さ んや国民生活センタ ーさ んの数字が大きく違 っ
ています。それはな ぜか といいますと、三菱 総研 さんのほうはスマホ ゲー ムを対象にしている 。
それに対して、国民 生活 センターさんのほう はオ ンラインゲーム、PCゲー ムですね。PCを主体 に
したゲームを対象に して います。これは元々金額 が違うのです。
そこで、もう一つ のデ ータを今日はお示し した いと思っています。
2015年を対象にし たア メリカの調査会社の 調査 結果です。それによ ります と、年齢に関係なく 、
平均して日本の課金 額は 月当たり約3,000円で、世 界最高となっていま す。下のほうに国際比較が
出ておりますけれど も、 韓国の課金額は日本 の約 半分、1,500円です 。北米 は、更に約半分の800
円です。中国は、更 にそ の半分以下の300円と いう 報告が出ております 。
これは年齢別に丁 寧に 集計をとったもので はあ りませんので、その辺り は三菱総研さんのデ ー
タを御参照いただく とい いと思うのですけれ ども、平均3,000円といいまして も、30歳、40歳の成
人の3,000円と、小 学生の3,000円とでは、そ れの持 つ意味というのは大 きく 違うと思うのです。
ですから、30歳、40歳の 方がお支払いになる3,000円が問題なのではな くて 、子供たち、小学生 、
中学生が支払う3,000円、 これを問題にしなけ れば いけないのだろうと 思い ます。3,000円がなぜ
問題かというのは、 また 後ほど触れさせてい ただ きます。
１枚めくっていた だき まして、スマホゲー ムの 特徴とあります。
これは、気軽にプ レイできるということが 最大 の特徴であるわけで すけ れども、三つ目の丸 ポ
ツを御覧ください。 日本 で主流となっている ゲー ム専用機、パッケー ジゲ ーム、家電量販店で パ
ッケージで売ってい る、 最近はダウンロード で売 っているゲームです けれ ども、これと先ほど の
3,000円という金額を 比較 すると、3,000円がい かに 高いのかということ がわ かります。
文字化けしており ます けれども、今年の７ 月18日から24日までの約 １週 間の売上ベスト30の ゲ
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ームのタイトルの平 均価 格、これは税別価格 です けれども、これを計 算し てみました。そうす る
と、１本当たり5,309円 と いう金額が出ます。それ で 何か月遊べるのかと いう と、プレイ期間３か
月程度と書きました が、 実は永久に遊べるも のも あります。ゲームは 嗜好 性が高いので、好き な
ゲームは繰り返しあ るい は長時間プレイする でし ょうし、そうでない もの は飽きてしまって、 数
日でやめてしまうと いう こともあるかもしれ ない のですが、ここは一 般に パッケージゲームのプ
レイ期間は３か月と 言わ れていますので、仮 に３か月という数字を入 れて おきました。そうす る
と、１か月程度幾ら にな るか。3,000円を切 るわけ です。１本で買うと5,309円なので高いかなと
思うわけですけれど も、１か月ごとにならして いく と3,000円を切ります。ス マホのゲームのほう
が高額になります。 しか も、スマホのゲーム とい うのは、これはゲー ムの サービスが終わるま で
ずっと半永久的にで きる ものです。ですから、毎月3,000円支払うと考え てい ただいてお間違いあ
りません。次の丸ポ ツで 「ゲームシステムは 日々 チューニングされ、 バー ジョンアップされる 」
ということで、パッ ケー ジゲームのように１ 回売 って終わりではなく て、 サービスが開始され る
と日々ゲームが少し ずつ 変わっていく、継続 して いく、続いていくと いう 、そういう特徴がご ざ
います。
もう一つ、スマホ ゲームの特徴として、年 齢別 のレーティングが行 われ ていないということ が
あります。パッケー ジゲ ームの場合には、年 齢別 のレーティングが行 われ ていて、このゲーム は
全年齢でプレイでき ます 、あるいはこのゲー ムは18歳以上でなければプレイ できませんというも
のが、パッケージに マー キングされています 。こ れは業界の審査団体 があ りまして、そこで審 査
したものが販売され てい るわけですけれども 、ス マホのゲームの場合 には 、そういう仕組みが ご
ざいません。普通は、具 体的に名称を挙げま すとグーグルプレイスト アな ど、そういうところ か
らダウンロードして プレ イするわけですけれ ども 、グーグルプレイの レー ティングは北米基準 に
なっています。ERSBとい う業界審査団体がありま すけれども、そこの 基準 です。ですから、最 近
話題になりましたポ ケモ ンゴーというものが あり ますが、あれはグー グル からダウンロードす る
と、年齢別のレーテ ィン グが付いています。 ただ し、それはアメリカ の基 準です。３歳以上と 書
いてあるのですが、 日本 には３歳以上という レー ティングの区分はあ りま せん。
ほかにも問題はあ るの ですけれども、しか も、 日本は国際組織IARC、こ れはデジタル配信を す
るゲーム、スマホゲ ーム ですけれども、その レー ティングの国際組織なの ですが、これに入っ て
いないという問題が あり ます。これは私は 個人的に 非常に重大な問題で あろ うと思っております。
そのことはなかなか 専門 家でも御存じないよ うで 、北米、ヨーロッパ 、そ れからオセアニア等 の
いわゆるゲームプレ イの 先進国、ゲーム文化 の先 進国のレーティング 組織 というものは、ほと ん
ど国際組織IARCに入 って いるのですが、日本 は入 っていないという問 題が ございます。
そういう問題を解 決す るにはどういう視点 が必 要かということが、10枚 目でございます。
問題の中心は、特 に未 成年者による高額課 金へ の対応が一番重要で あろ うと、解決すべき最 初
の問題であろうと思 いま す。そのために、法 規制 を行うよりもゲーム 業界 の自主規制を促して い
くべきであろうと思 いま す。また、省庁横断 的な 対応が必要、さらに 、産 官民の連携が必要と い
うことです。情報公 開の 徹底、これについて は後 ほど触れます。
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さらに、これはよ くあ る論調ですけれども 、子 供たちをスマホゲー ムか ら遠ざけるのではな く
て、スマホゲームを 使い こなすような、そう いうITリテラシー、ある いはゲ ームリテラシーを養
っていく必要がある と。 これは、主要な問題 とし ては文部科学省の課 題に なるのかもしれませ ん
けれども、ゲームの 分野 で賢い消費者に子供 たち を育てていく、そう いう 仕組みというか、工 夫
が必要であろうと思 いま す。
次に、問題解決の 御提 案と書いておきまし た。
いろいろあるので全て に触れることはでき ないのですけれども、御 家庭 や消費者におかれま し
ては、学校と家庭に おい てゲームのリテラシ ー教 育というものが必要 であ ろうと思います。こ れ
は先進国では全て行 われ ています。アメリカ でも そうですし、メディ アリ テラシーの教育が盛 ん
なカナダでもヨーロ ッパ でもそうですけれども、 ゲームとどのように付き 合うのかという教育 を
早期から行っていま す。 日本では行われてい ませ ん。
あとは、ルールを作っ てそれを決める。そ のル ールを守ることによ って 子供たちの成長を促 し
ていくということで す。
重要なのが、業界 団体 とゲーム会社のほう です 。業界団体は三つほ どロ ゴを左下に出してお き
ましたけれども、こ の三 つの団体が連携して いく ということが重要か と思 います。最近になっ て
連携が進んできて、 統一 のガイドライン、統 一で はないのですけれど も、 別々に出されている の
ですが、よく見ると 表現 がそっくりなガイド ライ ンというものが発表 され ています。
それから、苦情受 付の 窓口なども、つい最 近JOGAという日本オンラ インゲ ーム協会が、先月の
29日に開設されまし た。 そこでどういう問題 が寄 せられて、どのよう に解 決したのかというよ う
な情報公開を徹底し てい く必要があるだろう と思 います。これまでも、そ ういう苦情が寄せら れ
ても業界団体の対応 が遅 いというユーザーの 不満 がありました。その辺り の対応の迅速さを促 し
ていくということも 必要 かと思います。
それから、ゲーム 会社 、これは業界団体と 連携 してということにな りま すけれども、真ん中 に
CEROというものがあ りま すが、これが日本の パッケ ージゲームのレーテ ィン グ団体です。Computer
Entertainment Rating Organizationです。家庭用の ゲームはここでレー ティ ングをするのですが、
スマホのゲームはレ ーテ ィングするところが ござ いません。
それから、ゲーム 会社 は、これはコンプラ イア ンスの問題から始ま って 、業界団体が取り組 む
べき課題とほぼ一致 して おりますけれども、 やは りゲーム会社におい ても 苦情の受付窓口と対 応
の迅速さを確保する とい うことが必要かと思 いま す。
それと、各社で社 内ル ールを作っていると 言わ れているのですけれ ども 、社内ルールが公開 さ
れていません。それ も情 報公開が必要だと思 いま す。業界団体のほう で大 きなガイドライン、 業
界のガイドラインを作っ て、ゲーム会社がそ れに 準拠して個別の企業 の方 針を発表するという こ
とはよくあるのです けれ ども、個別の企業の発表内 容がばらばらです。そのば らばらなところで、
どのゲーム会社がど れく らいの人気があるの かな いのかというのが大 体わ かってくるのですけ れ
ども、人気のあるゲ ーム 会社というのはやは り対 応がしっかりしてい ると ころがあるのですが 、
業界団体として、そ の辺りは単に情報公開す ると いうだけではなくて 足並 みをそろえていく、消
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費者目線に立った足 並み をそろえていくとい うこ とが必要かと思いま す。
その一例を出して おき ました。自主規制の 課題、最後の12枚目にな りま す。
これは日本オンラ イン ゲーム協会が、ガチ ャと 呼ばれる先ほどのく じ引 き、カード合わせの 有
料課金に対して出し たガ イドラインなのです けれ ども、2016年４月１ 日、今年の４月１日に改 訂
施行されたとありま す。 ただし、これはよく 見る とJOGAが出したので はな くて、JOGAの検討チ ー
ムの名前で発表され てい ます。決してJOGAの 名前 で発表されていない ので す。
それから、（１） を初め として全部「である 」調 で書かれているので すけ れども、（２）のと こ
ろは「有料ガチャに つい ては、以下のいずれ かを 遵守するものとしま す」 と、ここだけ「です ま
す」調で書かれてい ます 。これはなぜかとい うと 、やっつけ仕事でや った からです。それぞれa、
b、c、d、それから 、a、b、cとありますけれ ども、これに対してユーザ ーは 非常に不満を持って
います。要は、どれ か一つを遵守するという 形に なっているわけです 。１ 個守ればいいという 決
め方になっているわ けですけれども、それは おか しいのではないかと ユー ザーのほうから声が 上
がっています。
それに対する対応 も当 然今後必要になって くる と思うのですが、私 が申 し上げたいのは、や っ
つけ仕事ではなくて 、そ の業界団体としての 責任 を持ってしっかりと 内容 を検討した上で、先 ほ
ど申し上げましたけ れど も、消費者目線とい うか 、消費者の立場から この 中身を検討していた だ
きたいということで す。
以上、簡単な御説 明に なりましたけれども 、ス マートフォンゲーム に限 定しまして、特にそ の
未成年者に対する高 額課 金の問題に限定して お話 をさせていただきま した 。
どうぞよろしくお 願い いたします。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

それでは、ただい まの 御説明の内容につい て御 質問、御意見のある 方は 、御発言をお願いい た
します。
いかがでしょうか 。
鹿野委員、どうぞ 。
○鹿野委員

鹿野と 申し ます。貴重なお話を あり がとうございました 。

この資料の９ペー ジの ところについて質問 をさ せてください。
９ページの一番下 のと ころで、日本ではス マホ ゲームについてIARCとい うレーティングの国 際
組織に加入していな い、 これが大きな問題だ とい う御指摘がありまし た。 そこで、私自身この領
域に余り詳しくない ので教えていただきたい ので すが、この国際組織 が具 体的にどういう活動 を
やっているのかとい うこ とと、日本でこれだ けス マホゲームが普及し てい るにもかかわらず、そ
の日本がここに未加 入だ という点につき何か 特別 な理由があるのでし たらその理由を教えてく だ
さい。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

IARCと いう ものは、各国主要ゲ ーム 国のレーティング団 体

の国際組織ですけれ ども 、それだけではなく て、 グーグルとかアップ ルと か、そういうところ も
店舗という資格で参 加し ています。大体欧米 が中 心になっているとい うこ とはあるのですけれ ど
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も、この組織に加入 するとどういうことが行 われ るのかというと、レ ーテ ィングの分類の調整 が
行われます。例えば、ヨ ーロッパではPEGIと いう 団体があります。ア メリ カではERSBという団 体
があります。それぞ れ全 く同じ区分でレーテ ィン グしているわけでは あり ません。それをデジ タ
ル配信する際に調整 をし ます。デジタル配信 は世 界的に行われますの で、 その調整をします。そ
れは必ずしも強制で はな いのですけれども、 そう いう調整機能を一つ 持っ ているということがあ
ります。
それから、店舗が 入っ ていることによって 、店 舗といってもサイト 上で 、実店舗ではありま せ
んけれども、そこか らダ ウンロードする際に必ず レーティングマーク が表 示されます。これが 何
歳以上に該当するの かと いうことです。日本 はそ れがないために、例 えば12歳以上というよう に
欧米ではこのIARCに よっ て統一されているゲ ーム でも、３歳のお子さ んで もダウンロードする こ
とが可能です。プレ イす ることが可能です。 課金 することも可能なの です 。言葉はよくないの か
もしれないのですけ れど も、
「スマホの無法地帯」と呼んでいるのです が、日 本は無法地帯になっ
ています。
どうして日本では この デジタル配信のレー ティ ングが行われていな いの かといいますと、先 ほ
ど御紹介したCEROと いう レーティング組織は ある のですが、これはCESA、 家庭用ゲームソフト の
業界団体と密接な関 係に ありまして、したが って、家庭用ゲームソフ ト、 要はテレビゲームで す
ね。ゲーム専用機に パッ ケージで、今はダウ ンロ ードもありますけれ ども 、そういう形でプレ イ
するゲームソフトの 業界 団体です。そこが作った レーティング組織で すの で、ゲーム機が異な る
わけです。
実は携帯電話ゲー ム、 スマホの１世代前に なり ますけれども、ガラ ケー でもゲームができま し
た。今はスマートフ ォンのゲームもできます 。そ ういうゲーム団体も 一度作られたのです。今 は
CESAと合同、一緒に なっ ています。ですから 、本 来ならばCEROでもス マー トフォンゲームのレ ー
ティングをすべきと 私は 考えています。つま り、 業界団体が一緒にな った わけですから、それ と
関連しているレーテ ィン グ団体も両方の分野 を取 り上げるべきと思っ てい ます。
ところが、なかなか取 り 上げにくいのはなぜ かと いいますと、同じ紙に書 い てありますが、
「ゲ
ームシステムは日々 チュ ーニングされ、バー ジョ ンアップされる」と いうことで、配信された と
きとだんだん姿が変 わっ ていく。ですから、 年齢 別のレーティングに 適さ ないという考え方が業
界のほうにあります 。
これは、スマート フォ ンゲームだけではな くてオンラインゲームに 関し ても言えることです 。
PCのオンラインゲー ムも、CEROのレーティン グに 準拠して年齢別レー ティ ングをやっているタ イ
トルもありますけれ ども 、やっていないタイ トル もあります。韓国な どで はもう法律で決まっ て
いますので、全部や らな ければいけないので す。 ゲームセンターのゲ ーム もレーティングを受 け
なければいけません 。だ けれども、日本は、ゲー ムセンターのゲーム はレ ーティングの対象で は
ないです。レーティ ング 組織はCEROしかあり ませ んので、家庭用のゲ ーム ソフトのレーティン グ
しか行われていない 。
最初に言いました よう に、日本は多様性、様々 なゲーム機があって 、様 々なジャンルのゲー ム
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が存在するにもかか わら ず、実はレーティン グと いうのは世界の常識 なの ですけれども、日本 で
レーティングされて いる ゲームの分野という のは その一部でしかない とい う、そういう問題が あ
ります。その辺りを 業界 として是非調整をし てい ただきたいというこ とが 、私個人の考えです 。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

今の件 なの ですけれども、情報 とし ては、CEROは来年を 目指 してこの連盟の入会 を

検討していると聞い てお りまして、それは一 歩進 んでいくだろうと思 って いるのですけれども 、
ただ、日本の業界全 体と してレーティングを 嫌っ ているところはまだ 現状 としてあるのかなと は
思っています。
日 本 の い わ ゆ る ガ ラ ケ ー 、 フ ィ ー チ ャ ー フ ォ ン 時 代 の フ ィ ル タ リ ン グ と の 関 係 で 、 今 で も EMA
という組織がフィル タリ ングをしていますけ れど も、そこでの認定とOS上 でのレーティングと い
うところの、なかな かそ の移行がうまくでき てい ないということだと 思う のですけれども、こ の
連盟へ加盟すれば、 日本 の独特なネット上の 文化 みたいなものもある と思 うのですが、それは 解
決すると考えていい ので しょうか。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

解決の ため の一つの有力な方法 であ るとは思います。つ ま

り、言葉はよくなか った ですけれども、無法 地帯 に一定のルールを、 レー ティングという一つ だ
けですけれども、持 ち込 むという、これはす ごく 大事なことなのです 。そ れはITリテラシーあ る
いはゲームのリテラ シー の、実は一番中心に なり ます。
カナダで行われて いる ゲームリテラシーの 教育 というのは、日本で 言う ところの義務教育の 課
程で小学校の３年生 から ５年生、３年間ゲー ムに ついて勉強するので すけ れども、その中心は 何
かというと、レーテ ィン グです。どういうレ ーテ ィングが存在して、 どう いう年齢がプレイで き
るのかということで す。 そのパンフレットに 何と 書いてあるのかとい うと、「It

s your choice」

と書いてあります。
「これ は君の選択なのだよ 」とい うことなのです 。つまり、そういう形で主体
的に自分がプレイす るゲ ームを選んでいくと いう、その基準として、ガ イドラ インですけれども、
レーティングを活用 する ということです。
レーティングは年 齢別 だけではなくて、実 はい ろいろなレーティン グが あって、例えばこの ゲ
ームは暴力的な表現 が含 まれていますとか性 的な 表現が含まれていま すな どという、そういう コ
ンテンツマークとい うも のも別にあります。 それ もレーティングとい えば レーティングなので す
けれども、一番大切 なの は、世界で共通して いる のは年齢別のレーテ ィン グです。子供たちの 精
神的な発達段階に応 じて ということです。
それを業界の方々 がど のように考えている のか というのは、非常に 申し 上げにくいところで は
あるのですけれども 、業 界団体、それから、 ゲー ム会社の表向きの姿 勢と しては、レーティン グ
は重要であるという 立場 をとられています。 レー ティングのない業界 もあ りますけれども、レ ー
ティングがある家庭 用据 置型ゲーム機、ゲー ムソ フトの分野ではその よう に言われています。
ところが、実際の 開発 者の方々はレーティ ング を非常に嫌います。 レー ティングが１つ違うだ
けで実はマーケット が大 きく違ってくるわけ です 。それは会社の立場 から すると、青少年の健 全
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育成という立場から その レーティングが重要 であ るということになる わけ ですけれども、それ が
12歳以上に分類され るの か、15歳以上に分類 される のか、あるいは18歳 以上に 分類されるのかで、
マーケットが全然違 って きます。例えば人を斬り つけたときに、どう いう ように血が出るのか 。
血が出ないと全年齢 対象 になります。どばっ と出 ると18禁など、それ は表 現する立場にある開 発
者の方々にとっては ちょ っと邪魔臭いという 意識 があります。
ただし、私が 思うには 、レーティングという のは開発者あるいはゲー ム会 社、ゲーム業界 の方々
と消費者、ユーザー 、プ レイヤーとを結び付 ける 、対話するための重 要な 制度ではないかと思 う
のです。ですから、企業の 方々は、これは15歳以上の ゲームとして提供し ます と。それを消費者、
ユーザーやプレイヤ ーの 方々は、一つのガイ ドラ インとして受け止め て購 入する際の参考にし て
いく。だから、対話 の窓 口と言えばいいので すか 、そう捉えています ので 、レーティングはど ん
なにゲーム業界の方 が嫌 おうと、あるいはユ ーザ ーがそれを無視しよ うと 、必要なものと思っ て
います。
かつてはレーティ ング の認知度も非常に低 くて 、ほとんどの方、ユ ーザ ーもレーティングが あ
るということがわか らな かったのです。しか も、 日本はかつてパッケ ージ に小さくマークが付い
ていました。今、ヨ ーロ ッパのゲームを見る と、 パッケージにしっか りと 判別しやすく大きく付
いているわけです。 それ も日本の開発者の方 々は 嫌がります。せっか くパ ッケージをきれいに デ
ザインしたのに、そ のよ うな大きなマークを付け られたらせっかくの デザ インが台無しになる と
おっしゃるのですけ れど も、そうではないと 思い ます。わかりやすく 見や すい、そういうマー ク
を付けて、消費者、 ユー ザーの方々の購入の ガイ ドラインにする必要 があ るだろうと思ってい ま
す。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、どうぞ。
大変勉 強に なります。

レーティングと聞 くと、私はアメリカのテレ ビだ とか、映画だと か、必ず レ ーティングがあり、
ヨーロッパから入っ てく るおもちゃには必ず こん なに大きく何歳以上 とか 何歳以下などと書か れ
ていて、当たり 前のように 見ていますが、現実にこう やって見るとき 、親がテレ ビでやっていた、
レーティングでこれ はあ なたは見られないわ と言 って消せた時代と、 今の ように一人遊びをす る
スマホのような世界 でや るときに、実際に外 国で レーティングという もの はどういう抑止力を 持
っているのか。例え ば15歳以下はダウンロードで きませんと言われて も、 遊んでいるのは１人 な
ので、その辺の実態 はど うなっているのか教 えて いただけますか。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

ちょっ とお 話がずれますけれど も、 例えばパッケージの 店

頭で販売されている ゲー ムの場合は、私の印 象で すと、子供が１人で 買い に行くということは ほ
とんど欧米ではあり ませ ん。親御さんと一緒 に買 いに行きます。それ は、 一定程度金額が張り ま
すので、自分でなか なか １本買うことができ ない 。日本の金額で言い ます と、5,000円から8,000
円ぐらいします。で すか ら、親御さんが付い てい くわけです。親御さ んに レーティングの知識 が
あれば、当然そのレ ーテ ィングは参考にしま す。
同時に、お店の側 、販 売する側も場合によ って は身分証明を求める こと があります。この子 は
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怪しいな、この親子 は怪 しいなという場合に は、身分証明書の提示を 求め ることがあります。 特
に法律でレーティン グが 定められている国 、お近く ですと韓国とか台湾 がそ うなのですけれども、
そういう国々では身 分証 明を求められること が多 いです。変な話です けれ ども、私などが行っ て
もアジア人なので若 く見 えるわけです。だか ら、 アメリカでゲームを 買お うとすると、18禁の も
のを買うときにはパ スポ ートを見せろと言わ れま す。ただ、研究のた めに は必要なので、そう い
うものも購入しない とい けないのです。
問題は、スマホの ゲー ムの場合１人でダウ ンロ ードできる。それは 確か に、親御さんが見て い
ないところでお子さ ん、 ユーザーが自由にダ ウン ロードできます。場 合に よっては、年齢認証 の
システムがあって、 それ をクリアしないとダ ウン ロードできないとい う場 合もあります。特に グ
ーグルの場合には、12歳以 下、13歳未満ですと、自分 でアカウントを作れ ない のです。ですから、
親御さんの承認のも とに 親御さんがアカウン トを作ってあげて、それ でダ ウンロードすること に
なります。ただ、ア カウ ントを作ってしまう と、 その後自由なので自 由に ダウンロードできる の
ですが、先ほど言い まし たように、欧米では メデ ィアリテラシーの一 環と してゲームリテラシ ー
の教育がかなり進ん でい ますので、自分たち がプ レイするゲームを選 択す るときに、自分自身 の
判断でレーティング をガ イドラインとして活 用す るという考え方が定 着し ています。ですから 、
先ほどカナダの例を 申し 上げましたけれども 、「It

s your choice」な わけ です。君がこのレー

ティングのマークを 見て 選びなさいと、選ぶ だけ の能力を身に付けな さい ということです。
私が知っている限 りで は、確かにレーティ ング を破ってダウンロー ドし ている例がないわけ で
はありませんけれど も、 ほとんどの場合はそ のレ ーティングを参考に して 、欧米の子供たちは 自
分たちでダウンロー ドし ている。それは家庭 ある いは学校での教育が徹底 しているということ が
言えると思いますし 、先 ほどおっしゃったよ うに 、レーティングはゲ ーム だけではありません の
で、いろいろなメデ ィア で行われていますの で、 彼らにとっては当然 なの です。ですから、そ の
一環として、ゲーム の場 合もレーティングを ガイ ドラインとして活用 する という、そういうス キ
ルといいますか、知 識が 発達していると思い ます 。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 でございます。

レーティングのシ ステ ムというものについ て非 常に関心を持ってい るの ですが、今、いろい ろ
御説明いただいた中 で、 特にゲームの中身、 子供 には刺激的過ぎる、 暴力 的であるとか、そう い
う中身の問題と、特 に最 近のトラブルの中に は、 課金のシステムが非 常に 便利というのか、プ リ
ペイドやクレジット で本 当に無限に使えると いう 、それが未成年者に とっ ては抑制力が乏しい た
めにどんどん上乗せ して いくという、こうい う世 界のところでこのレ ーテ ィングのシステムが ど
う機能するのかとい うこ とでお伺いしたいの です 。そのゲームなりの 中身 についての基準とい う
観点、あるいはそう いう 金額なり、あるいは 日本 だとガチャの射幸性 のあ るようなものがあり ま
すが、そういうもの もこの レーティングの基準 の中 に織り込まれている のか どうか、諸外国の例 、
あるいは日本の例で 、そ の辺りはいかがなの でし ょうか。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

現在の とこ ろ、レーティングは 年齢 別のレーティングが 中
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心になっていて、課 金制 度の違い、課金方法 の違 い等を基準にレーテ ィン グはされていないの で
すが、そのゲームに 関す る情報として、どう いう 方法で課金されるの かと いうことが、必ずし も
ではないのですが書 かれ ていることがほとん どで す。
クレジットカード に関 しては、今、未成年 でも15歳以上ならばクレ ジット カードを作れたりし
ますが、これも欧米 と日 本の違いかもしれま せん が、欧米はクレジッ トカ ードが発達している と
いうこともあって結 構子 供自身が持っている こと があります。ただし 、そ れは親御さんが自由 に
使えというのではな くて 、金額の上限を決め てい たりなど、そういう 方法 で課金額をセーブし て
いるということがあ りま す。
困るのは、プリペ イド カードなのです。プ リペ イドカードは子供た ちが 自由にお小遣いをた め
て、少し高めのカー ドが 買える。日本でもコ ンビ ニエンスストアで気 軽に 買えるということが あ
ります。その辺りは 、こ れは少し問題が大き くな ってしまうかもしれ ない のですけれども、や は
りフリーミアムのビ ジネ スモデルというもの を変 えていく必要がある ので はないか。25％の有 料
ユーザーから月々平 均し て3,000円取っていく、パ ッケージゲームより も高 額の金額を取ってい く、
そうではなくて、薄 く広 くといいますか、そ うい う形に持っていく必 要が あるのではないか。 で
すから、フリーミア ムで はなくて、最初の段 階で ダウンロードしてプ レイを始める段階で少額 あ
るいは定額の料金を 払っ ていただいて、あと は長 くプレイできるとい う仕 組みですね。
アイテム課金など の一つのアイテムの金額 は非 常に小さいので、支 払うと き、購入するときは 、
100円単位ですので、罪 悪 感は余りないのです。気 が付いたら、ちりも積もれ ば 山となっていると
いうケースが多いと 思う のです。ですから、 その辺りのアイテムの金 額を あらかじめ情報とし て
明示しておくという こと も必要かと思います 。別 にそれによってゲー ムが つまらなくなること は
ありませんので、逆 にこ のゲームを続けるた めに はどれぐらいの金額 がか かるのかという一つ の
判断の基準になろう かと 思います。
よく業界では100円 玉を 積み上げる、そういうビジ ネスだと言われるの です けれども、そのよう
なことはない。1,000円札 で数えているという 、実 態はそうだろうと思 って います。
○河上委員長

ほか にい かがでしょうか。

中原委員、どうぞ 。
○中原委員

大変貴 重な お話をありがとうご ざい ました。

１ページの用語の とこ ろで、四つ目のポツ のと ころですけれども、 ゲー ムで遊ぶことにはエ ン
ターテインメント以 上の 効用があるとされて おり、また、10ページの 一番 下のところで、スマ ホ
ゲームというのは社 会に 定着しており、排除 する ことは不可能で、む しろ ゲームリテラシーを 涵
養（かんよう）する とい う意味があるという お話 がございました。こ の点 に関して、特に子供 が
スマホゲームをすること の積極的な効用、意 味、 あるいは影響につき まし て、根本的な話で恐 縮
なのですけれども、 もし お考えがありました らお 聞かせいただければ と存 じます。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

まず最 初の 用語のところで、エ ンタ ーテインメント以上 の

といいますか、以外 の効 用があるということ は、 例えば医療、リハビ リ的 な効果であるとか、 学
習、教育的な使用法 であ るとか、エンターテ イン メントとして単に楽 しむ だけではなく、楽し む
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ということが核にな って いるのですけれども 、そ れに付随して様々な 有益 な活用の仕方がある と
考えておりますし、 私の 研究室ではその部分 の解 明が主要な課題にな って おります。ですから 、
単にエンターテイン メン トイコール遊ぶとい うこ とではなくて、日本 で定 着しているのかどう か
はわかりませんけれ ども 、プレイ、あるいはプレ イするという言い方 をし て、遊ぶという言い 方
を極力使わないよう にし ております。
申し訳ありません 。二つ目の御質問は。
○中原委員

今のお 話と関連しているのですが、10ページの一番下の ところ で、子供がゲームば

かりやっているとい うこ とに対しては、眉を ひそ める大人も多いので はな いかと思うのですけ れ
ども、定着している から 排除は難しいという 消極 的な面だけではなく て、 むしろ積極的にゲー ム
リテラシーを涵養（かん よう）するといった 意味 があるとすれば、具 体的 にどういうところか を
教えていただければ と思 います。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

ここは ゲー ムリテラシーの前に 「ITリテラシー」という よ

うに意識的に書かせ てい ただいたのですけれ ども、スマホも含めてあら ゆる ゲーム機というのは、
現在コンピューター なわ けです。それが小型 化し たり、あるいは特化 する 形でゲーム機として 使
われている、ある いはスマ ホのように通信機器 であ ったものがゲーム機 とし ても使われるという、
大げさに言ってしま うと 、社会の生活を豊か にし ていくための道具と して 例えばスマホの場合は
登場しているので、 その スマホを子供たちか ら遠ざけるとか、あるい は社 会からなくそうとい う
考え方は、時代に逆 行す るだろうと思うので す。 むしろ、それを社会 に定 着しているという現 状
から出発して、それ を使 いこなすためのリテ ラシ ーを身に付けていく 。
このリテラシーの 内容 については、地域あ るい はIT機器の普及の度 合い などによって内容は 異
なってくると思うの です けれども、例えば日 本と 韓国を比べますと、 日本 では一番最初にPCに 接
するのは大体６歳ぐ らい だと言われています 。小 学校１年生です。韓 国で は３歳ぐらいと言わ れ
ています。最初に接 する アプリケーションが 違う のです。韓国の場合 にはゲームです。ゲーム か
ら接します。ゲーム がモチベーションとなっ て、 韓国の子供たちは、 小学 校６年生ぐらいには ほ
とんどの子供がブラ イン ドタッチが可能にな りま す。日本では情報教 育は小学校でも進んでい ま
すけれども、小学校 ６年 生でブラインドタッ チは とても無理ですね。 実際 に使われているのは 、
ゲームのようなエン ター テインメント性のあ るソ フト、アプリではな くて 、ビジネスユースの ソ
フトが使われていま す。 それはそれで文章を 書い たり、あるいは絵を 描い たりと、そういう目 的
のために使えるソフ トで はあるのですけれど も、 子供たちのモチベー ショ ンを考えた場合に、 ゲ
ームから始めると違 うの です。
ただ、初めのとこ ろだ けゲームがモチベー ショ ンとして機能するわ けで すけれども、実は内 容
もゲームの仕組みを 使っ て教材を作っていく と、 一般の教材よりもよ り有 効な結果、教育効果 を
出すということがわ かっ ておりまして、やや 専門 的な言い方になりま すけ れども、ゲーミフィ ケ
ーションという言い 方を します。あるいはシ リア スゲームという言い 方を します。エンターテ イ
ンメントだけではな くて教育、学習、あるい はリ ハビリ、スマートフ ォン のゲームもリハビリ に
有効という見解で、実験 がアメリカでは行わ れて います。スマホ歩き にな ってしまうとよくな い
24

のですけれども、一 定の 時間、外をお散歩で きる わけです。ゲームを する ことによって有酸素 活
動が可能になります 。こ れは特定の精神疾患 の患 者さんには有効な、 これ まで認知行動療法と し
て使用されてきた方 法と 共通する部分があっ て、 それがゲームである こと によって、患者さん の
モチベーションが上 がる ということがありま す。 同じようなことは日 本で も全国で研究されて い
まして、医療、リハ ビリ 、学習、教育におい ては 、ゲームの活用とい うの は単にリテラシーを 上
げるというだけでは なく て、もっともっと具 体的 に広げていっていい 課題 ではないかと思って い
ます。
ただ、学校の先生 がお っしゃるとまた逆の 御意 見もあるようで、よ く新 聞に投書が載ってい ま
すけれども、先生の 中に も両方の考え方があ るよ うです。ただ、ゲー ムは 、今は諸外国におい て
エンターテインメン トだ けと考えている、そ うい う国は海外ではほと んど ないです。それはい ろ
いろな目的に使える 。使 うための研究である とか 、あるいは実際の実 践、 それで結果を出して い
るという事例が、今 、蓄 積されているところ です 。
○河上委員長

よろ しい ですか。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

先ほど もお 伺いした、国際レー ティ ング連盟に加盟して も、 この課金のところは 、

それでのレーティン グは ないだろうと。あそ この クエスチョネアの中 に、 アプリを通じてデジ タ
ルコンテンツを購入 する 場合のような項目が あり ますね。日本独自の レー ティングをそれで入 れ
るということは可能 と考 えていいのでしょう か。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

可能だ と思 います。可能だと思 いま すし、それは是非や ら

なければいけないこ とで すね。
○長田委員

その場 合、 ここへの加盟を考え てい るCEROでそういうこ とと いうのは、なかなか 提

案が可能なのかどう なの かちょっとよくわか らな いのですが、もうち ょっ と全体に日本として 本
当にOS上のレーティ ング をきちんと利用して いっ て、先生から先ほど 御提 案があったようなリ テ
ラシー教育も同時に かな り広範囲にやるとい うこ とでこの問題を解決 して いくとすると、日本 で
のレーティングの中 身に ついてはかなり大き な検 討が必要で、それを 反映 させていく頑張りも 必
要だと思うのですが 、何 かそういうお考えが おあ りですか。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

IARCに 加盟 する前に、日本のレ ーテ ィング制度をもっと 充

実させるというか 、それは 必要なことだと思い ます。同時に加盟してもい いの ですけれども、今、
CEROだけが加盟して も、CEROとCESAは仲がい いです が、JOGAなどほかの 団体 はどうなるのだとい
うところが見えてい ませ ん。ですから、業界 団体 が歩調を合わせると いう ことが大事であろう と
思っています。それ は、 開発者のレベルまで 含め て、これは倫理的な 問題 になるのかもしれま せ
んけれども、開発者 とし ての自覚を持ってい ただ くということが必要 で、 それをできるだけ多 く
の人たちにプレイし ても らうためには、使い やす い形で提供する。つ まり 、十分な情報を消費 者
の方に提供する。そ れが 消費者にとっては一 番使 いやすい形になるわ けで す。そういう考え方 に
立っていただいて、 その 考え方を業界団体と して 共有していただくと いう ことが必要であろう と
思います。
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血の出方でマーケ ット が変わるからではな くて 、変わっていいので す。 変わっていいのです け
れども、変えること にど ういう意味があるの かと いうところを開発者 の方 には理解していただ き
たいですし、消費者 の方 々、特に保護者の方 々に は、レーティングマ ーク の意味を理解してい た
だきたい。子供たち 、ユ ーザーにとっては、やは り「It

s your choice」 です。その主体性を 養

うためのリテラシー 教育 ということになろう かと 思います。
CEROの権限がもっ と大 きくなればいいなと いう のが私個人的な考え 方で、幾つかある業界団体、
これはもうプラット フォ ームが違ったり、ジ ャン ルが違ったりします ので 、なかなか一つには な
りにくいとは思いま す。 でも、CEROを大きく してCEROがあらゆる分野 のレー ティングを扱えるよ
うにすれば、それ ぞれの業 界団体から上がって きた ソフトのレーティン グは 可能だと思うのです。
それでも、数年前ま ではCEROは実はレーティ ング組織としては世界の最 先端 と言われていたので
す。ところが、このIARCに入っていないとい うこ とで、今はかなり遅れて しまっているという 現
状があります。もう 一度 日本をそういうゲー ム文 化というと一般的で すけ れども、そういう分 野
で本当に豊かな国に して いくためには、CEROを大 きくしていくという のは 一つのポイントだと 思
います。
○河上委員長

いろ いろ 伺いたいことはたく さん あるのですが、では 、最 後にしましょう。

○池本委員長代理

時間 を超過して申し訳あ りま せん。

今の最後の御説明 の点 ですが、現在あるCEROの レーティングに関す る検 討組織というのは、 例
えば外部の有識者や 消費 者団体とか、外部の 人も 含めた検討組織なの か、 それとも業界の中の 関
係者だけなのか、そ の辺りの構成をもし御存 じで あれば。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

基本的 には 業界の内部だけで検 討さ れています。です から、

ユーザーとかあるい は開 発者の方々の声とい うの は、直接の反映はな いで す。ただ、CESAで行 っ
ている様々な調査が あり ます。毎年 、もう20年目に なるのですが、
「 CESAゲー ム白書」という もの
を発表していまして 、そ れでユーザーの意識 も調 べています。その結 果がCESAを通してCEROの検
討にも反映されると いう ことになっています 。
ついでですので申 し上 げますと、レーテ ィングの 情報公開というもの も必 要だろうと思います。
今、CEROから発表さ れて いる年齢別の基準と いう ものは非常に曖昧、 抽象 的です。血の出方が 一
番わかりやすかった ので事例として申し上げ まし たけれども、実は、 そこ が開発者の方々にと っ
ての不信感にもなっ てい るのです。一応ゲー ム会 社からは、これを例 えば15歳以上に分類して も
らいたいということ で、ゲ ームの中身を添えてCEROに申請することにな って います。だけれども 、
これが本当に15歳以 上に 当てはまるのかどう かと いうのは、その基準 が曖 昧であるために恐る 恐
るではないですが、 そう 言うと言い過ぎかも しれ ませんけれども、自 信を 持ってゲーム会社が 申
請する形にはなって いな いです。
審査の過程も、審 査方 法は一通りホームペ ージ 等で公表されていま すけ れども、その審査過 程
がずさんであるとい うこ ともよく指摘される こと でして、要は、ゲー ム会 社が提出した場面だ け
を見て判断している ので す。全体を審査員の 方が 見ているわけではあ りま せん。審査員の方はゲ
ームの経験に関係な く、 ボランティアで選ば れて います。そうではな くて 、海外などでは専門 の
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審査をする方々、プ ロの 方がいらっしゃった りし ます。そういう制度 であ るというところまで は
公表されているので すけ れども、では、具体 的に どう審査されている のか はわかりません。わ か
らないのですが、例 えば 海外の北米のERSBで ある とか、あるいはヨー ロッ パのPEGI、ドイツで す
とUSKという組織があ るの ですが、それは全 部ホーム ページでタイトルご とに どういう審査を経た
のか検索をすること がで きます。毎月毎月、今月 はこのタイトルをこ うい うように審査して、 こ
ういうようにレーテ ィン グしましたというの は、 全部データベースで 公開 されているのです。 日
本にはそういう情報 公開 がありませんので、 今後 進めるべき課題では ない かと思っています。
○河上委員長

よろ しゅ うございますか。

どうもありがとう ござ いました。私などは 時代 に逆行しているほう だと は思いますけれども 、
レーティングの話を 聞け ば聞くほど、この課 金シ ステムを伴っている スマ ホゲームというのは 、
お酒やたばこの類い に近 いという感じがしま した 。プラスになるもの もあ るのかもしれません け
れども、問題が大き 過ぎ て、その部分が自主 規制 だけで本当にやって いけ るのかという疑問が ど
うも生じてしようが ない というところがござ いま す。
どうぞ。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

今、御 指摘 のあった点はおっし ゃる とおりで、懸念事項 だ

と思います。よくゲ ーム 依存症あるいはオン ライ ンゲーム依存症とい うこ とが言われます。日 本
ですと、例えば久里 浜の ほうに国立病院でオ ンラ インゲーム依存症の リハ ビリテーションを行 う
ための病院があった りし ます。諸外国、韓国 や中 国は、国営のそうい う組 織があったりします 。
例えばアルコールや たば こもそうですけれど も、 大麻、麻薬等、これ も薬 物依存と言われるわ け
です。それに対して 、ゲ ームに対する依存は 行為 依存と言われます。 借金 依存とかそういうも の
と同じなのです。
ただ、重要なのは 、ゲ ームのジャンルによ って その程度はかなり違 うと いうことで、PCを主 体
としたオンラインゲ ーム の場合には、海外か らの 報道で１週間寝ない でプ レイして亡くなって し
まったとか、そうい う極 端な事例も報道され てい ます。ただ、私たち の調 査によると、スマホ の
ゲームに関してはほ とん ど依存性はない。毎 日プ レイしたりというこ とは あるのですけれども 、
総合したプレイ時間 で言 うと決してほかのゲ ーム と比べて長くはない です し、課金額が極端に 高
いということはない ので す。具体的な数字を 申し 上げますと、スマホ の場 合、依存あるいは依 存
症と判断される事例 は、私 たちの調査ですと0.2％に なります。０％ ではありま せん。ただ 、それ
以上にスマホ依存で す。 スマホそのものに対 する 依存のほうが大きく て、 そこに乗っている一 つ
のコンテンツがゲー ムと いう位置付けで、0.2％の 方に関しては依存症 的な 傾向が見られるとい う
ことは言えると思い ます けれども、ゲームの スタ イルによって違うだ ろう と思います。
よくオンラインゲ ーム は、日本でも「ネトゲ 廃人」と言いまし て、
「ネ ット ゲーム廃人」という
言葉がはやって、「 親子で ネトゲです」という ネッ ト上の書き込みがあ った りしましたけれども 、
スマホに関しては、 少な くとも現状において は私 たちの見解では心配 はな いだろうと。むしろ 、
これからのリテラシ ーに かけていくべきでは ない かと思っています。
○河上委員長

最近 『依 存症ビジネス』とい う本 を読んだりしたもの です からとても気になっ て
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いて、スマホを彼女 や彼 のように大事になで ると いう人々が結構いる のだ という話を聞いたり し
ています。いずれに して も、本日は馬場先生 にお 越しいただいて、ス マホ ゲームの特徴等につ い
て非常に詳細な御説 明を いただいて、大変勉 強に なりました。
当委員会として、 スマ ホゲームに関する消 費者 問題には、やはり無 視で きないものがございま
すので、引き続き調 査を 続けてまいりたいと 考え ております。また機 会を 見て、お力添えをい た
だければありがたい と思 います。
馬場先生におかれ まし ては、お忙しいとこ ろ審 議に御協力いただき まし て、誠にありがとう ご
ざいました。
○東京大学大学院情 報学 環馬場教授

ありが とう ございました。

（東京大学大学院情 報学 環馬場教授退席）

≪４．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は以上になります 。

最後に、事務局か ら今 後の予定について説 明を お願いいたします。
○丸山参事官

次回 の本 会議の日程や議題に つき ましては、決まり次 第、 委員会ホームページ 等

を通じてお知らせさ せて いただきます。
なお、この後委員 間打 合せがございますの で、委員の皆様におかれ まし ては、委員会室にお 集
まりください。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。お 忙しいところお集ま り

いただきまして、あ りが とうございました。
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