
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正されることをご存じですか？ 

 

子どもたちを守るはずの条例が、子どもたちの未来を壊してしまうかも知れない？ 

 

 

 

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」改正案《第 30 号議案》は、 

多くの反対の声により、2010 年６月の都議会において否決されることとなりました。 

 

しかし、東京都は今もこの改正案の成立に意欲を見せており、 

2010 年 9 月以降の都議会で文言を修正した案が提出されることが見込まれています。 

 

 

【もし、≪第 30号議案≫と同じ内容の改正案が施行されたら？】 

 

① 子どもたちがふれることのできる情報を、都が今まで以上に制限することになります。 

② 「青尐年と携帯電話」「青尐年とインターネット」を巡る保護者の責務が拡大されます。 

③ 家庭内の問題や教育方針に、公権力が介入することになります。 

④ 非実写のフィクションにおいても、「青尐年と性」というテーマを扱うことがタブーとなるおそれがあります。 

⑤ あいまいな基準により、混乱が懸念される「児童ポルノ単純所持の禁止」が「責務」として課されます。 

 

 

…東京都の目指す条例改正は、子どもたちや、子どもたちの未来を守ってくれるものとなるのでしょうか？  



１．東京都青少年の健全な育成に関する条例ってなに？ 

 

 

今回の改正案で大きなテーマとなっているのは 

  「青尐年と情報」「青尐年と性」といった 

子どもたち一人一人のおかれた環境や、個性、 

年齢に応じてその扱われ方が変わる 

デリケートなことがらです。 

 

 

•青少年の健全な育成を図る事を目的とした、東京都の条例です。

東京都青少年の健全な育成に関する条例とは

•都条例では『18歳未満のもの』を指します。（第二条の一）

「青少年」とは

0 歳から 18 歳の全ての子どもに 

一律に同じルールを適用することは 

子どもたちの成長において適切な判断なのか ？ 

 

改正案は、子どもたちの「成長」や 

「年齢による変化」を考慮していないのでは？ 
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２．改正案《第 30 号議案》は条例をどう変えるものだったの？ 

条文から読み取れる不安や懸念 

 

(1) 携帯電話・インターネットフィルタリングの場合 

(2) フィクションにおける青尐年の性描写規制の場合 

(3) 「青尐年性的描写視覚物」のまん延抑止の場合  

― フィクションにおける性描写の視点から 

(4) 児童ポルノの単純所持規制の場合 

 

※このセクションに記載する内容はいずれも、2010年 6月に否決された 

第 30号議案に示されているものです。 

 

 

【参考資料】 

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正案（第 30 号議案） 

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_joureikaisei/sinkyuutaisyou.pdf 

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」 

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」ほか  
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(1) 携帯電話・インターネットフィルタリングの場合 

 

  

フィルタリングを解除するためには監督・監視が必要になる？ 

携帯電話のフィルタリングを解除する際は、ログ

閲覧サービスなどを使って保護者が子どもの 

ネット利用を監督することを明示すること、その他

「正当な理由」を記載した書面を事業者に提出

することが必要になります。（第十八条の七の二） 

 

* 青尐年に対して行われる、インターネットの利用に関する啓発につい

ての指針を都が定めるようになります。（第十八条の六の六の 2） 

 

* 青尐年が使う携帯電話/PHSを、知事が推奨できるようになります。 

（第五条の二） 

 

* 行政機関は、青尐年がネットを利用して「自分や他人の尊厳を傷つけ

た」「違法・有害行為をした」「犯罪や被害を誘発した」と認めた場合、知

事にこれを通報できるようになります。（第十八条の八の 3） 

 

* 青尐年がネットを利用して、違法行為や有害行為により、犯罪もしくは

被害を誘発した場合、知事が保護者に対して指導や調査を行うことがで

きるようになります。（第十八条の八の 4、5） 

「自己もしくは他人の尊厳を傷つけること」「有害な行為を行うこと」「犯

罪もしくは被害を誘発すること」を容易にする情報が、フィルタリングの

対象として明文化されます。（第十八条の七） 

① フィルタリングの対象が、拡大/明示されます 

② 東京都の権限が大幅に拡大されます 

③ 保護者の責務が拡大されます 
違法行為でなくても 

知事に通報できる 

【有害情報の基準に行政は干渉しない約束では？】 

条例によるフィルタリング対象の明示は、2009 年 4 月に施行された「青

少年ネット規制法」の「（行政は）事業者等が行う有害情報の判断、フ

ィルタリングの基準設定等に干渉することがないようにすること」とい

う附帯決議に反しているのでは？という批判の声が上がっています。 

 

【条文があいまいで、必要な情報も遮断される？】 

今回示された基準もあいまい、かつ広範で、技術的な問題からもインター

ネット上のほとんどの情報を遮断する結果となる可能性もあり、知る権

利の大幅な侵害が懸念されています。 

 

違法行為でなくても 

指導や調査を行える 
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 (2) フィクションにおける青少年の性描写規制の場合 

  

【条文があいまいで、恣意的運用を招くのでは？】 

「18 歳未満として表現されていると認識されるもの」 

「性的対象として肯定的に描写したもの」「著しく社会規範に反す

る行為を肯定的に描写したもの」等、条文があまりにもあいまいで、

行政の主観や恣意的な運用により、表現や言論が封じられることが

懸念されています。 

 

【文学性の高い作品まで、子どもたちから遠ざけるのか？】 

条文のあいまいな基準では、過去の名作（ex：竹宮恵子「風と木の

詩」など）も 18 禁とされるおそれがあります。そのような基準が

果たして適切と言えるのか、疑問視されています。 

 

【子どもたちが性について知り、考える機会を損なうのでは？】 

現在、中高校生を中心に読まれているライトな性表現を伴うマンガ

等も、条文に照らせば「18 禁」と判断できます。成長とともに子ど

もたちが興味を持つ「性」の世界から、全年齢を一律に遠ざける判

断は適切と言えるのか、心配の声があがっています。 

年齢または服装、所持品、学年、背景その他の年齢

を想起させる事項の表示または音声による描写から

『18歳未満として表現されていると認識されるもの』

（※）の、性交または性交類似行為に係る姿を視覚に

より認識できる方法で、必然性なく性的対象として肯

定的に描写した図書類または映画等が、いわゆる

「18禁」になります。（第七条の一） 

 

※東京都はこれを「非実在青尐年」と定義しています。 

① 表現規制の範囲が拡大されます 

上記に該当するもののうち、著しく社会規範に反する

行為を肯定的に描写したもので、東京都が「青尐年の

性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するも

の」と、認めた図書類や映画等も、東京都による「不健

全図書類」指定の範囲に含まれることになります。 

（第八条） 

 

（指定図書は「18禁図書」扱いとなりますが、流通の過剰自主規

制が起こり、事実上の禁書となってしまう現状があります） 

② 「不健全図書」の範囲が拡大されます 

条例の解釈と運用は、東京都の判断に任されます 

業界の過度の自主規制 

不健全図書指定 

子どもたちが知ることのできる情報が、都の意向によって制限される？ 

「性の成長」によって段階的に必要になる性の情報までも遮断される？ 
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 (3) 「青少年性的描写視覚物」のまん延抑止の場合 ―フィクションにおける性描写の観点から 

 

 

  

「青少年と性」というテーマが想像上の

世界でもタブー化されるおそれ 

青尐年性的描写視覚物（非実写の 

フィクションを含む）のまん延を抑止し、

これらが容易に青尐年の目についてしま

わないように、適切な措置を取るように

努めることを求められます。 

（第十八条六の三の 2） 

青尐年性的描写視覚物とは、（２）を含む性的描写物のうち、青尐年が性的対象として

扱われているものや、13歳未満の者であって衣服の全部もしくは一部を付けない状態・

水着・下着を付けた状態にあるものの扇情的な姿を視覚により認識することができる方

法でみだりに性的対象として描写した図書類や映画等を指します。（第十八条の六の二の 2） 

 

→東京都はこれの「まん延抑止」を東京都および都民の責務と位置付けています。 

① 「青少年性的描写視覚物」という概念がつくられます 

青尐年性的描写視覚物（非実写の 

フィクションを含む）のまん延を抑止し、こ

れらが容易に青尐年の目についてしまわ

ないように努めることを求められます。 

（第十八条六の四の 3） 

保護者 

保護者 

都民 

都民 

② 都民の努力義務が増えます 

ま
ん
延
抑
止
の
た
め
に 

お
互
い
を
監
視
す
る
？ 

③ 事業者の責務が増えます 
成長に伴って必要

となる性情報まで

失われる可能性 

保護者や各家庭の「性

に対する判断能力の形

成」の方針が、東京都に

よって阻害されるおそれ 

まん延抑止のために 

事業者を監視する？ 

※2010/5 青少年治安対策本部に確認（電話での口頭確認） 

「非実在青少年」の性表現も性的描写視覚物に含

まれるとのこと（※）。想像上の世界で「青少年と

性」というテーマを扱うことすら、「まん延抑止」

のためにタブー視されるおそれがあります。 
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(4) 児童ポルノ単純所持規制の場合 

 

1.   

【合法だった作品、芸術作品をどう扱うのか？】 

現行法では「児童ポルノ」とみなされるおそれがある 18

歳未満のヌード写真集にも、完全に合法だった時代に、本

人の了承のもとに創られた芸術性の高い作品が多く存在

します。仮に「児童ポルノ」を所持することまで規制した

場合、そのように判断されるおそれのあるものを処分する

必要があるのか否か、過去の芸術を処分する文化的損失を

どのように考えるのか、これらに対する答えは未だに提示

されておらず、施行にあたっての心配は尽きません。 

【児童ポルノとは】 （児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律より） 

 

1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。 

2 他人が児童の性器等（性器、肛門又 は乳首） を触る行為又は児童が他人の性器等（性器、肛門又は乳

首）を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を 興奮させ又は刺激するもの。 

3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。 

 

同法では 18歳未満を「児童」と定義しており、 

これらの提供・製造・頒布・公然な陳列・輸入・輸出を禁止しています。 

都内では、何人もみだりに児童ポルノを所持しない責務を有することになります。 （第十八条六の四） 

◎ 都民及び、東京都の敷地内にいる人全てに、新しい責務が誯されます 

【『児童ポルノ』の曖昧な定義の問題】 

左記のうち、「３」の曖昧さは今もって問題視さ

れており、国会でも議論が続いています。「性欲

を興奮させ又は刺激するもの」とは、どのような

ものなのか？それを誮が判断するのか？ 

例えば、芸術的ヌード写真とポルノの境界線は？

子どもの成長記録に含まれる裸の写真は？水着姿

やふんどし姿は？…等、疑問は尽きません。常識

の範疇では含まれないと思われるものについても

「含まない」ことを明示する法は存在せず、匙加

減ひとつで「児童ポルノ」と断じられてしまう危

うさが現行法にも残されたままとなっています。 

【子どもの成長記録も「児童ポルノ」？「所持規制」？】 

上記のあいまいな児童ポルノの定義に準じれば、子ども

の「お風呂」「おむつ替え」「パンツ一枚で水遊びをす

る姿」等を記録した写真やビデオも、それが誮かの「性

欲を刺激する」おそれがある以上、「児童ポルノ」に含

まれる可能性が残されます。 

子どもの成長記録として今まで一般的だったものを 

所持していることまで、規制されるおそれがある… 

この状況が果たして適切であるか否か、 

慎重な議論が望まれているのが現状です。 

様々な不安や議論を残

し、国民への説明も不十

分なまま、「児童ポルノ

単純所持」が規制される

ことになります。 
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３．どのような問題提起がされているの？ 

おさえておきたい、「考える」テーマ 

 

 

 

(1) 「子どもと親」の視点から 

(2) 条文の検討不足や議論不足の指摘から 

(3) 東京都の行政、立法に対する批判から 

 

 

 

 

【参考資料】 

日本弁護士連合会《「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明》（2010.5.21） 

千葉大学教育学部教授／藤川大祐《「青少年のネット・携帯電話～教育と規制のあり方」勉強会 資料》（2010.5.14） 

社団法人日本ペンクラブ《東京都青少年条例改定による表現規制強化に反対する》（2010.3.18） 

社団法人日本図書館協会《東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例』について（要請）》（2010.3.17） 

都議会議員 福士敬子《東京都青少年健全育成条例改正案の問題点》（2010.3.17） 

楽天株式会社《東京都青少年健全育成条例改正案に対する当社見解》（2010.3.15） 

特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 ほか《東京都の青少年健全育成条例改正案に対する意見》（2010.3.12）ほか  
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 (1)「子どもと親」の視点から 

  

「有害情報」の基準を行政が定める行為は、行政による恣意的な情報遮断

や、過度の情報遮断を招くおそれがある。情報社会の中で生きて行く子ども

たちに必要なのは、そのような形で行われる情報遮断ではなく、自己決定

能力や判断力を、年齢に応じて磨いていくことではないのか？ 

情報遮断で子どもを守れる？ 自立させられる？ 

 改正案で都が定めているインターネットフィルタリングの範囲は非常にあいまいで

広いものとなっており、子どもたちの知りたい情報まで遮断する可能性がある。こ

れでは、子どもたちの知る権利が侵害されてしまうのではないか？ 

子どもたちの知る権利はどうなるの？ 

家庭の問題にここまで公権力が介入するべき？ 

 

情報が過度に遮断されれば、自己決定力や判断力を育てる機会や意識が

大人からも子どもからも失われてしまうのでは？  

仮に 18歳までインターネットや性の情報を遮断された子どもたちが、 

18歳になった途端に現実世界へ投げ出された時、何が起こるだろう？ 

誰がその身を守ってくれるだろう？ 

フィルタリング解除のための書面提出や、子どもの有害行為（違法行為で

はない）を理由に知事が家庭を調査できる権限…など、今まで家庭内で解

決してきた問題や、各家庭の教育方針に、ここまで行政が関与するべきな

のか？ 

「過干渉」は思春期を過ぎた頃の保護者と子どもにとって重要なテーマのひ

とつ…「子どもの監視」を強化するこの改正案は、このテーマと向き合い悩

んでいる保護者や子どもの負担になるのではないか？ 

子どもたちにポジティブな影響を及ぼしている情報まで遮断するようなフィルタリ

ング基準は適切か？子どもたちによって必要としている情報や「有害」となる情報

が異なるという点は熟慮したのか？ 

親子関係に不和がある、保護者から虐待を受けている等のケースであれば、保

護者に「書面提出」を一方的に拒否されることも考えられる…諸事情によりフィル

タリングを解除してもらえない際に子どもたちが被る不利益など、子どもたちのお

かれた環境の多様性は検討・熟慮したのか？ 

第二次性徴期に性に対する興味がわくのは自然なことであり、「性」との向き合い

方は年齢や個性に応じて様々となる。それにも関わらず、0歳から 18歳未満まで

一律に性表現に触れる機会を規制する…というのは正しい判断なのか？ 

この改正で子育ては 

どう変わるのかしら？ 

子どもはどう育つのかしら？ 

わたしたちの権利や 

自由はどう変わるの？ 
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(2) 条文の検討不足や議論不足の指摘から 

 

  インターネットフィルタリング、性表現規制のいずれにおいても条文があいまいで、いくらでも拡大解釈

が可能となっており、行政が恣意的にこれを運用できる危険な状態となっているのではないか？ 

 

本来、表現の自由や通信の秘密に関わる規制は限定的に、影響が最小限に抑えられるように作られ

なければならないのではないか？ 

条文が非常にあいまい…拡大解釈や恣意的運用が可能で危険 

 

歴史的にみても、表現規制は恣意的な運用の危険性を排除できていない。（今回の規制も、インターネット

フィルタリング・性表現規制ともに、恣意的な運用が懸念される文言が多く含まれている）。この条例改正

は、目先の表現の自由だけでなく、子どもたちの未来にまで弊害をもたらす可能性があるのでは？ 

 

親が子どもを監視することを前提としたフィルタリング解除など、子どものプライバシーや通信の秘密を軽ん

じる考えを伴っている改正案に危険はないと言えるのか？ 

表現の自由、内心の自由、通信の秘密を軽んじているのでは？ 

 

現行法である児童ポルノ禁止法においても、「児童ポルノ」の規定が主観的かつ曖昧であることは 2009年6

月の衆院法務委員会でも指摘されている。「児童ポルノ」という定義からして、国民全体での議論をもっと 

行っていく段階ではないのか？ 

 

十分なコンセンサスが図れていない状態で国会の議論でも見送られた「児童ポルノ単純所持規制」に一歩

踏み込むのは、正しい判断なのか？地方自治の越権行為、強権発動ではないのか？ 

「児童ポルノ単純所持規制」は、まだ国全体が議論の途中では？ 

 

改正された条例は、わたしたちの

未来に残されていく、プレゼント

のようなもの 

 

憲法との照らし合わせは十分？ 

議論は十分されたの？ 

過去の歴史の反省はしている？ 

 

素敵なプレゼントを 

選んでください。 
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2009年 11月 26日から 12月 10日まで、東京都は「答申素案」に対する「市民か

らの声」＝パブリックコメントを集めている。寄せられた声は約 1600件。うち、90%

以上が答申素案への異論を含んでおり（※）、都民/市民の懸念や不安は改正案

提出以前から高まっていたことがわかる。これらを真摯に検討し、理解を得て行く

努力を東京都は怠ったのではないか？寄せられた声をないがしろにすることは、

民主主義の観点から見ても、問題のある対応ではないのか？ 

 

※西沢都議会議員の請求によって 2010年 5月に開示されたパブリックコメントの集計速報より 

(3) 東京都の行政、立法に対する批判から 

 

 

  

改正案の作成過程に問題あり？ 

ある種の「情報」に触れることが人間の行動に及ぼす影響は明らかにされておら

ず、特に「フィクションにおける性描写の規制」の効果が不確かであることは東京

都も 2010年 3月の総務委員会にて認めている。そのような事柄に予算や時間、

人手を割り当てる余裕はあるのか？限られた予算や時間、人的リソースを「現実

の子どもたち」を助ける方法に使っていくことは難しいのか？ 

政策の優先順位をどう考えているの？ 

 

きちんと検証を行った、現実に即

した政治を！…そうして初めて、

子どもたちや保護者を悩ませる

現実を変えていけるのでは？ 

この条例改正案のもととなっている、東京都の「青尐年健全育成協議会」の議事

録からは実証、統計からの推論や、異論を取り入れるような動き/姿勢をほとん

ど読みとれず、反対意見検討や実証データを不要とする言説も残されている。 

 

実証や民主主義的な考えが排除されていった密室で条例改正案が作られたこと

は大きな問題では？ 

青少年健全育成協議会の議論内容に問題あり？ 

条例改正により、行政と企業の癒着や、新たな税金の投入先が発生する可能性

が指摘されている。この点を踏まえても、改正案の実効性については、さらに慎重

な検討がなされるべきではないか？ 

  

ex1： 第 5条の 2 「知事は青尐年の使う携帯や PHSを推奨できる」 

→事業者との癒着の温床となる可能性 

ex2： 第 18条の 6の 2の 4「青尐年性的視覚描写物まん延抑止に向けた活動を都が支援する責務」 

→表現物規制派団体（警察外郭団体など）への税金投入を容易にする可能性 

癒着や税金の投入先が発生する可能性をどう考える？ 

 

「答申」（※）に基づいて作られたはずの条例改正案の内容は、なぜか答申以上に

規制を拡大/強化したものとなっていた。答申提出から改正案提出までの経過は

明らかにされておらず、改正案の作成過程には、不透明な部分が残されていると

言わざるを得ない。都民/市民の信頼を得られない一因では？ 

 

※青尐年育成協議会の協議結果。改正案に先駆けて、都民./市民に示される改正の方針。 
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 ４．これまでの経緯と今後の動向について 

 

❚改正案提出から否決まで 

「青尐年健全育成条例改正案」（第 30号議案）は

2010年 3月の都議会に提出され、一度は継続審議

に。その後、2010年 6月の都議会において反対多

数で否決されることになりました。 

 

【2010年 2月～6月までの東京都の動き】 

2月末 改正案《第 30号議案》 提出 

3月都議会 多くの反対の声をうけ、継続審議に 

4月～5月 東京都は反対の声を「条文解釈の誤

解」に基づくものとし、問題点の指摘

に答えるかたちで「回答集」を数度に

わたり公表 

6月都議会 同案再審議 

反対多数により、否決 

 

【6月都議会：結果】 -東京都ホームページより 

賛成 62 反対 65 

自民党/公明党 

無所属 

（都議会日本創新党） 

民主党/共産党 

生活者ネットワーク 

無所属（自治市民’93） 

参照：http://www.gikai.metro.tokyo.jp/info/result.html 

❚今後の動向：東京都  

東京都は、依然として同改正案の可決に意欲をみ

せており、2010年 9月以降には文言を修正した改

正案が提出される見通しです。 

 

都議会内の賛成/反対のパワーバランスも非常に

微妙なものとなっており、提出される修正案によっ

ては、賛成派が数を増やすことも予想されます。  

 

…仮に情報発信の中心地である東京都で情報規

制強化が実現されれば、結果的には全国的に規

制強化が行われたのと同じ状態になると考えられ

ており、今後も東京都の動向には全国からの注目

が集まることになりそうです。 

 

❚今後の動向：各地方自治体 

東京都と同様の条例改正を近県で足並みをそろえ

て行っていくことが、「八都県市会議」の枠組みのな

かで申し合わされていました。今後も東京都の《第

30号議案》と同じような方向性の青尐年保護育成

条例の改正の動きが近県で断続的に発生すること

が予想されています。 

 

また、大阪府でも東京都の動きを受ける形で、青

尐年に対する情報規制についての検討が始まって

おり、こちらにも注目が集まりつつあります。 

 

❚今後の動向：国政  

多くの方がご存じのとおり、東京都青尐年健全育

成条例の改正案《第 30号議案》と同様の方向性を

持つ法の成立は国政レベルにおいても目指されて

きました。 

 

現在もその動きは衰えておらず、改正案《第 30号

議案》の草案に関わった人物も、政策に同内容を

掲げながら国政進出を目指しているのが現状です。

各政党のマニフェストや、各議員、議員候補者の政

策にはぜひご注目ください。 
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 || おわりに || 

このドキュメントは 2010年都条例改正問題に反対する有志

による、非公式資料です。 

 

「東京都青尐年健全育成条例改正を考える会」代表、藤本

氏に Twitterでご紹介をいただいてからというもの、大変多

くの方にご活用をいただくことになり、公開サイトへのアクセ

ス数は、半月でのべ 6000 を超えました。 

都条例改正問題について考えるみなさまの一助となってい

るのであれば、それ以上に嬉しいことはありません。 

 

ご一読いただき、誠にありがとうございました。 
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【改正案《第 30号議案》：反対表明団体のご紹介】 

 

日本弁護士連合会  2010/5/21：http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100521_2.html 

東京弁護士会  2010/5/12：http://www.toben.or.jp/news/opinion/2010/20100512.html 

社団法人日本ペンクラブ  2010/3/18：http://www.japanpen.or.jp/statement/20102011/ 

出版流通対策協議会  2010/3/18：http://ameblo.jp/ryuutai/entry-10484988268.html 

社団法人日本図書館協会  2010/3/17：http://www.jla.or.jp/kenkai/20100317.html 

出版倫理協議会  2010/3/17：http://www.hakusensha.co.jp/protest/ 

一般社団法人日本アニメーター・演出協会  2010/3/17：http://www.janica.jp/press/press100317.pdf 

東京工芸大学マンガ学科  2010/3/17：http://d.hatena.ne.jp/goito-mineral/20100317/1268807133 

京都精華大学マンガ学部＆国際マンガ研究センター  2010/3/16：

http://info.kyoto-seika.ac.jp/info/info/2010/03/post-47.php 

楽天株式会社  2010/3/15：http://corp.rakuten.co.jp/newsrelease/2010/0315.html 

一般社団法人インターネットユーザー協会（略称：MiAU）  2010/3/13：http://miau.jp/1268478000.phtml 

特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟/一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構/ 

一般社団法人 ECネットワーク/社団法人電気通信事業者協会/社団法人テレコムサービス協会/ 

社団法人日本インターネットプロバイダー協会/一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム/ 

特定非営利活動法人 CANVAS  2010/3/12：http://www.ema.or.jp/press/2010/0312_01.html 

日本出版労働組合連合会  2010/3/12：http://www.syuppan.net/uploads/smartsection/114_seishonen-yousei.doc 

ネットビジネスイノベーション研究コンソーシアム/ゴルフダイジェストオンライン/ディーエヌエー/グーグル/ 

マイクロソフト/楽天  2010/3/12：http://nbi.sfc.keio.ac.jp/files/statement_20100312.pdf 

全国同人誌即売会連絡会  2010/3/10：http://sokubaikairenrakukai.com/news1003.html 

 

ほか 

※順不同：紙面の都合上、全ての団体を掲載できないことをお詫び申し上げます。 
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