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迷惑メール問題の状況迷惑メール問題の状況

iiモードモード
契約者数契約者数
（百万人（百万人))

ドコモへの迷惑メールドコモへの迷惑メール

関連問合せ件数関連問合せ件数
((千件千件))
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ドコモへの迷惑メールドコモへの迷惑メール

関連問合せ件数関連問合せ件数

iiモード契約者モード契約者

iモード契約者が2000万人
に達した2001年初頭から
迷惑メール問題が深刻化

iiモード契約者がモード契約者が20002000万人万人
に達したに達した20012001年初頭から年初頭から
迷惑メール問題が深刻化迷惑メール問題が深刻化

（年）（年）
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iiモードへの迷惑メールモードへの迷惑メール

iiモードへの迷惑メールの内容は、悪質出会い系サイトの広告と架空請求モードへの迷惑メールの内容は、悪質出会い系サイトの広告と架空請求

サイトへの誘引サイトへの誘引

悪質出会い系サイトの悪質出会い系サイトのURLURL

悪質出会い系サイト広告悪質出会い系サイト広告

脅迫的内容脅迫的内容

振込先口座、連絡先電話番号振込先口座、連絡先電話番号

架空請求架空請求

Address smile・・・@・・・

Title ドキドキしたいとき

"電車で見かける素敵な彼（＾。＾）
街で見かけたアノ娘（＾?＾)みんな
このメール? 見てるかも(?? ?)
出逢い? ?はい つ も スマイル
（＾?＾)

http://www.・・・・・・

女性はもちろん 完 全 無 料・ 男
性は５０ポイント分サービスです

Address 料金管理課

Title   最終通告

当方はメールサーチ内の有料サイト
課金管理部です。貴殿が観覧した観
覧料金（掲示板記載代含）１７９８０円
(無料ポイント超過分)が未納となって
おります。２月２日午後１時迄に大至
急ご入金ください。
振込先Ａ銀行　Ｂ支店（普）××××。
尚、今回入金無き場合地方の債権
回収業者に貴殿の債権を延滞金を
付け約６倍の金額で債権譲渡させて
頂きますのでご注意ください。
連絡先は06-××××-××××
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ビジネスモデルビジネスモデル 収益構造収益構造

悪質悪質
出会い系出会い系
サイトサイト
運営者運営者

一般一般

ユーザーユーザー

送信委託送信委託

AA．．広告メール広告メール
"" 無料ポイント無料ポイント""
"" 確実に出会えます確実に出会えます""

•無料ポイントを使い切るまでやり
とりを続ける
••無料ポイントを使い切るまでやり無料ポイントを使い切るまでやり
とりを続けるとりを続ける

送信業者送信業者

ｱﾙﾊﾞｲﾄ料ｱﾙﾊﾞｲﾄ料

サイト料サイト料

BB．．誘いのメール誘いのメール
"" 良かったら会いませんか？良かったら会いませんか？""

CC．．返答返答
"" 是非お会いしたいです是非お会いしたいです
（＾。＾）（＾。＾）. . ""

""さくらさくら""

悪質出会い系サイトのビジネスモデルと収益構造悪質出会い系サイトのビジネスモデルと収益構造

""悪質出会い系サイト運営者悪質出会い系サイト運営者" " は、は、""さくらさくら" " を巧みに利用し一般ユーザーをを巧みに利用し一般ユーザーを

有料会員化することで莫大な利益をあげている有料会員化することで莫大な利益をあげている

"" １サイト運営に１サイト運営に100100万円の万円の
投資で、年間投資で、年間600600万円の万円の
利益。利益。" " 

"" 多くの悪質出会い系サイト多くの悪質出会い系サイト
運営者は数十のサイトを運営者は数十のサイトを
運営。運営。""
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迷惑メールは最も安価な広告手段迷惑メールは最も安価な広告手段

00

1010

2020

3030

4040

PCPC発発
EEメールメール

携帯発携帯発
EEメールメール

携帯発携帯発
ショートメールショートメール

出会い系出会い系
雑誌への雑誌への
広告掲載広告掲載

DMDM

迷惑メール迷惑メール

55 55

3737

送信コスト送信コスト
（円（円//メールメール,,部部))

0.40.4～～33
0.0080.008
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実在する実在する
アドレスアドレス

業業 界界 構構 造造

悪質悪質
出会い系サ出会い系サ

イトイト
運営者運営者

iiモードモード
契約者契約者

名簿販売名簿販売

名簿開拓名簿開拓
業者業者

ドコモドコモ
サーバーサーバー

（ｉﾓｰﾄﾞｾﾝﾀｰ）（ｉﾓｰﾄﾞｾﾝﾀｰ）

送信依頼送信依頼

送信業者送信業者

名簿販売名簿販売

大量ランダム大量ランダム

メールメール

迷惑メール迷惑メール

迷惑メール迷惑メール

携帯電話携帯電話
. . .. . . . . .. . .

. . .. . .
インターインター
ネットネット

サイトアクセスサイトアクセス
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名簿開拓業者の進化名簿開拓業者の進化

ドコモの対策にも関わらず、名簿開拓業者の技術も "進化" し続けている

大量ランダム送信大量ランダム送信

初期アドレスの初期アドレスの
2020文字ランダム文字ランダム

英数字化英数字化

大量宛先不明大量宛先不明
メールのブロックメールのブロックドコモ

の対策
ドコモドコモ
の対策の対策

名簿開拓
業者の
進化

名簿開拓名簿開拓
業者の業者の
進化進化

エクセルで電話エクセルで電話
番号アドレス番号アドレス
作成作成

アドレス生成ソフトアドレス生成ソフト
の開発の開発

自動・手動での自動・手動でのWebWebなどからのなどからの
収集収集

送信能力、アドレス生成ソフトの送信能力、アドレス生成ソフトの
強化強化

•• 11時間に時間に200200万通送信可能万通送信可能
な配信エンジンな配信エンジン

WebWebなどからの収集などからの収集
再び再び

大量ランダム送信大量ランダム送信

WebWeb等でのアドレス等でのアドレス
公開の危険性周知公開の危険性周知

090XXXX0000
090XXXX0001
090XXXX0002
090XXXX0003

j＊n@docomo.ne.jp
t＊m@docomo.ne.jp
p＊r@docomo.ne.jp

・・・
・・・

・・・
・・・

Internet

http://…
BBS

• j＊n.0202@docomo.ne.jp
• .......................

× j＊n.0＊2-smile@docomo.ne.jp
j＊n.0＊3-smile@docomo.ne.jp
j＊n-2＊4.0202@docomo.ne.jp
j＊n-2＊4.0203@docomo.ne.jp
j＊n-2＊4.0204@docomo.ne.jp

・・・
・・・

電話番号電話番号 短い単語短い単語 長く複雑に組合された単語長く複雑に組合された単語
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送信業者の進化送信業者の進化

送信業者も、あらゆる手段を駆使し送信を続けている

ドコモ の対策ドコモドコモ の対策の対策

EEメール迷惑メール迷惑
メール送信メール送信
移動機の移動機の
利用停止利用停止

ショートメール迷惑ショートメール迷惑
メール送信移動機メール送信移動機
の利用停止（予定）の利用停止（予定）

移動機から移動機から
の送信数上の送信数上
限値設定限値設定
（（1,0001,000通）通）

送信業者の
進化

送信業者の送信業者の
進化進化

PC PC 発迷惑メール発迷惑メール

携帯発迷惑メール携帯発迷惑メール

EEメールメール

迷惑メール迷惑メール

ｼｮｰﾄﾒｰﾙｼｮｰﾄﾒｰﾙ

迷惑メール迷惑メール

EEメールメール

迷惑メール迷惑メール

. . .. . .

ドメイン指定受信機能ドメイン指定受信機能
の提供の提供

. . .. . . . . .. . .
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. . .. . .

送信コスト送信コスト送信コスト

システム
概要

システムシステム
概要概要

STEP I STEP I （（2G2G））

•• PCPCとと22GG端末端末11台を公開されて台を公開されて

いる外部インターフェースと接続いる外部インターフェースと接続

STEP III STEP III （（3G3G））STEP II STEP II （（2G2G））

•• 33円／メール円／メール •• 0.40.4円円／／メールメール

•• PCPCとと22GG端末複数台を公開されて端末複数台を公開されて

いる外部インターフェースと接続いる外部インターフェースと接続
•• 33GG端末を分解し送信システムを端末を分解し送信システムを

構築構築

–– 3G3G端末は外部インター端末は外部インター

フェース未公開フェース未公開

22GG

•• 33円／メール円／メール

22GG

携帯発大量送信システムの進化携帯発大量送信システムの進化
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技術的側面以外のドコモの取組み技術的側面以外のドコモの取組み

"送信元を断つ"""送信元を断つ送信元を断つ"" "ユーザーへの拒否機能周知"""ユーザーへの拒否機能周知ユーザーへの拒否機能周知""

日本初の訴訟日本初の訴訟

•• 損害賠償請求損害賠償請求

•• 送信差し止め請求送信差し止め請求

迷惑メール送信移動機の利用停止迷惑メール送信移動機の利用停止

立法支援立法支援

ユーザーへの継続的な拒否機能提供ユーザーへの継続的な拒否機能提供

マス広告などによる周知マス広告などによる周知

ドコモ の取組みドコモドコモ の取組みの取組み

迷惑メール業者迷惑メール業者 iiモード契約者モード契約者
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今後の検討課題今後の検討課題

国境を越えた自主規制と法的対応が必要国境を越えた自主規制と法的対応が必要国境を越えた自主規制と法的対応が必要

アア
迷惑メール迷惑メール

迷惑メール迷惑メール

迷惑メール迷惑メール

迷惑メール迷惑メール

迷惑メール迷惑メール
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●公共のマナー、カメラ使用時のプライバシー配慮、自動車運転中の使用注意
等、携帯電話使用時のマナー喚起を各メディアで訴求。

●事業者合同でのマナー喚起ポスター制作を実施。

●公共のマナー、カメラ使用時のプライバシー配慮、自動車運転中の使用注意
等、携帯電話使用時のマナー喚起を各メディアで訴求。

●事業者合同でのマナー喚起ポスター制作を実施。

具体的取り組み
具体的取り組み

●テレビ

「カメラ付ケータイ」
篇

（カメラマナー訴求）

「運転中ﾏﾅｰ」篇
（ドライブモード訴求）

「カメラ付ケータイ」篇
（カメラマナー訴求）

「美術館」篇
（公共のマナー訴求）

マナー「心つかい」
篇

（マナーモード訴求）

マナー「カメラマナー」篇
●新聞 マナーを手紙風に７段展開

「我が家のちょっといい話」２段広
告

（ドライブモード訴求）

●ポスター
（事業者合同施策）

2004年2月実施

媒体 実施時期 テーマ
テレビ 2003年7月～2004年3月 公共のマナー、カメラマナー
ラジオ 2003年6月～2004年3月 公共のマナー、カメラマナー
新聞（７段） 2003年7～11月(毎月） 公共、カメラマナー、運転中
新聞（2段） 2003年9月～2004年3月(毎月） 公共、カメラマナー、運転中
ポスター 2004年2月 カメラマナー（事業者合同施策）
請求書同封物 2003年4月～2004年3月(毎月） 公共、カメラマナー、運転中
ホームページ 通年 公共、カメラマナー、運転中

マナーについて（社会責任の訴求）






