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概要日本の家庭用ゲームソフトは CERO によりレーティングされている。その倫理規定には性的描写に関する規

制があるが、レーティングの基準は明確にされていない。本研究は成人向け PC ゲームの家庭用移植に注目し、グ

ラフィックに関する修正部分と発売されたレーティングより、性的描写のレーティング基準を調査した。その結果、

各レーティングにおける描写の違いが明らかになった。 
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1. はじめに 
日本のデジタルゲームでは、家庭用ゲームとPCゲー

ムに対して倫理規定が存在する。家庭用ゲームのレー

ティングは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: Computer Entertainment Rating 

Organization）が、PCゲームのレーティングはコンピュ

ータソフトウェア倫理機構（ソフ倫 , EOCS: Ethics 

Organization of Computer Software）と日本コンテンツ審

査センター（旧映像倫理機構）が行っている[1][2][3]。PC

ゲームは分離販売が行われるため、成人映画に相当す

る性的描写を含む「18 禁」が存在するが、家庭用ゲー

ムは分離販売が行われず、18 歳以上推奨の「CERO Z」

でも過激な性的描写は許可されず販売できない[4 ][5 ]。そ

のため性表現を目的としたゲームはPCを中心に製作さ

れる[6]

2004 年にPlayStation Portable: PSPが発売され、そのパ

ーソナル性と高解像度のディスプレイからビュワーと

しての利用が生まれ、UMDを媒体としたアダルトビデ

オコンテンツが発売された。一方、18 禁PCゲームのう

ち、性的描写を除いても評価が高いタイトルは、PSPの

家庭用ゲームとして性的描写が削除あるいは修正され

移植販売されている

。 

[7]。これらはCEROの審査を受けレ

ーティングされるが、その倫理規定により規制される

箇所は「性表現系」「暴力表現系」「反社会的表現系」「言

語・思想関連表現系」である[1]。しかし、その審査基準

は明文化されておらず、暴力表現の基準に関しては教

育分野での研究がある[8]。 

本研究は目標となるレーティングにするためには、

どの程度の修正が必要なのかを明らかにする目的で、

成人向け PC ゲームの家庭用移植における性的描写に

着目し、グラフィックの修正箇所から審査基準を検討

した。 

 

2. 研究の方法 
本研究はアダルト PC ゲームの家庭用移植の実態を

把握するためのインタビューと、発売されているアダ

ルト PC ゲームと同タイトルの家庭用移植のグラフィ

ックの比較を行った。インタビューはアダルト PC ゲー

ムの家庭用移植経験のある関係者に行い、CERO 審査の

工程を確認した。グラフィックの比較はゲームのスク

リーンショットから修正箇所を取り上げ、修正方法と

審査結果のレーティングより、各レーティングで許さ

れる描写について審査基準の分析を行った。 

 

3. 調査結果 
CERO 倫理規定より家庭用移植の際に規制される箇

所は、「性表現系」「暴力表現系」「反社会的表現系」「言

語・思想関連表現系」とされている。この４つの規制

対象の内、「性表現系」に関するグラフィック面での修

正事例が顕著であった。 
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3.1 インタビュー結果 

2016 年 10 月に、アダルト PC ゲームの家庭用移植の

実績を複数持つ、株式会社アルケミスト元代表取締役

浦野頌太氏にインタビューを行った。内容に関しては

移植経験を持つ複数の開発者に妥当性を確認した。 

3.1.1 移植工程 

移植タイトルの決定は、アダルト PC ゲームのヒット

作の中から、性表現がなくてもコンテンツとして成り

立つ作品が選ばれる。移植に際しての修正は「暴力表

現系」「反社会的表現系」「言語・思想関連表現系」に

関してはほとんどなく、「性表現系」に関するグラフィ

ックの修正が主である。 

3.1.2 審査工程 

修正を行ったコンテンツは、CERO に審査を依頼する

が、審査は特定のレーティングに対して合否を判定す

るのではなく、コンテンツがどのレーティングに当て

はまるか審査される。審査されたレーティングが不服

の場合は、再度修正を行って再審査を依頼する。 

3.1.3 レーティングによる差異 

営業的に見ると最も売れるレーティングは CERO D

であるが、CERO Z と審査されてしまうと移植する本来

の意味はない。移植における修正の程度はプロデュー

サーが決定し、審査の結果 CERO B となった場合には

修正審査を行う場合がある。どのレーティングとなる

かは審査担当者によって異なるため、修正のイメージ

は C 寄りの D が目標となる。 

3.2 グラフィック修正 

性表現に対するグラフィックの修正方法は、次の 4

つが挙げられる。 

 

 追加：規制部分を隠すために衣服を書き足す場合 

 拡大：規制部分を避け一部を拡大表示する場合 

 削除：規制部分のグラフィックを表示しない場合 

 変更：規制部分のグラフィックを書き直す場合 

 

3.2.1 股間表現の修正 

股間の下着に対する修正とレーティングについて、

『さかあがりハリケーン』(1)(2)(3)

 

の修正を図 1 に示す。 

 
図 1 「さかあがりハリケーン」における修正 

 

右が PC 版で、下着には性器の形状を反映した線が描

かれている。左は CERO B となっている PSP 版で、ス

カートの追加によって下着の露出を自然な範囲に抑え

ている。中央は CERO C の PS Vita 版で、下着自体の露

出はそのままだが、性器形状を反映した線は消されて

いる。 

性器形状の反映に関する例として『ひとつ飛ばし恋

愛』(4)(5)

 

の修正を図 2 に示す。 

 
図 2 「ひとつ飛ばし恋愛」における修正 

 

右が PC 版で不自然に性器が盛り上がった誇張表現

が行われている。左は CERO D となっている PS Vita 版

で、大幅に書き直され自然な着衣表現に留まっている。 

同様の性器の形状に関するCERO Dレーティングの

例として『ChuShingra46+1』(6)(7)

 

の修正を図 3 に示す。 

 

図 3「ChuShingura46+1」における無修正事例 
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右が PC 版であり、大陰唇の隆起を示す陰影が表現さ

れているが、左の CERO D の PS Vita 版でも修正は行わ

れていない。 

3.2.2 乳首表現の修正 

乳 首 に 対 す る 修 正 とレ ー テ ィ ン グ に つ い て

『ChuShingura46+1』の修正を図 4 に示す。 

 

 
図 4 「ChuShingura46+1」における修正 

 

右が PC 版で乳首を含め乳房は全て露出している。左

は CERO D となっている PS Vita 版で、着衣の掛かり具

合に加筆を行って乳房の露出を確保しつつ乳首を隠し

ている。 

乳房表現の修正に関して『学☆王』(8)(9)

 
図 5 「学☆王」における修正 

 

右が PC 版で横からのアングルで乳房と乳首が表現

されている。左は CERO D となっている PSP 版で、規

制に従った全く新しいグラフィックに変更されて、乳

房と乳首の露出を修正している。 

3.2.3 キス表現の修正 

キスに対する修正とレーティングについて『るいは

智を呼ぶ』

の例を図 5 に

示す。 

 

(10)(11)

 

図 6 「るいは智を呼ぶ」における修正 

 

右が PC 版で、お互いの舌が絡み合う表現がされてい

る。左は CERO D となっている PS Vita 版で、明らかに

ディープキスに見える表現を、避けた変更が行われて

いる。 

 

4. 考察 

今回の調査標本では、インタビューによる 4 つの修

正方法にすべてが当てはまった。これらの調査から、

各レーティングにおける許されている性的描写表現の

内容を分析したところ、次の 5 つの項目について修正

が行われていた。 

 

の修正を図 6 に示す。 

 

 下着の露出 

 乳房の露出 

 乳首の露出 

 性器の形状表現 

 キス表現 

 

また、レーティングにより明確な違いを持つ項目と、

程度によってレーティングが異なる項目があった。今

回の調査で明らかになった、各項目におけるレーティ

ングの基準を表 1 に示す。 
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表 1 修正項目とレーティングによる違い 

  CERO B CERO C CERO D 

下着の露出 自然な画角の範囲内で許可 許可 許可 

乳房の露出 規制 許可 許可 

乳首の露出 規制 規制 規制 

性器の形状表現 規制 規制 誇張表現は規制 

キス表現 唇の接触は許可 唇の接触は許可 舌が絡み合う表現のみ規制 

 

5. まとめ 
今回の調査によって、CERO のレーティングにおける

性的描写の規制基準が明らかになった。しかし一部の

程度によって判断される審査は、事例によって異なる

こともわかった。 

PS Vitaの発売以降は、PCゲームの移植に留まらず、

PS VitaオリジナルのCERO D作品も増えているが[7]
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