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Introduction 

Legal Issues in FTP Model 
  
1. Unauthorized purchases by children. 

2. Advertising directed at children. 

3. Collection of information from children. 

4. Misleading advertisements. 



はじめに  

 FTP モデルにおける法的問題点 
  
1. 子供による無断購入  
2. 子供向けの広告 

3. 子供からの情報収集   

4. 誤解を招く恐れのある広告   



Introduction 

“Fun Pain” 
  
 Zynga executive: Create an uncomfortable situation for 

the player, which they can escape by paying money. 



はじめに  

「楽しさと面倒さ」   
 
 ジンガ幹部：プレイヤーにとって厄介な状況を作り出し、お金を払うこ

とによりプレイヤーはそれから逃れることができる。  



Introduction 

Unauthorized Purchases by Children 
  
• Lawsuits and government action have mostly  

     been about the platforms (app stores),  

     not the games. 

• 15-minute purchase window. 

• Parent provides password. 
2012 Wouterhagens  



はじめに  

子供による無断購入  
  
• 訴訟や政府の措置のほとんどは、ゲームについてではなく、 

プラットフォーム (アプリストア) についてとなっている。  
• 15 分の購入猶予時間。 

• 親がパスワードを提供。   
 

2012 Wouterhagens  



Introduction 

Advertising Directed at Children 
  
• Europe: Illegal in many countries to advertise to 

children. 

• US: Generally not a concern. 



はじめに  

子供向けの広告  
  
• 欧州：子供を対象とする広告は、多くの国で違法。   
• 米国：一般的には問題となっていない。   



Introduction 

Legal Enforcement: US 
  
• Federal Trade Commission (FTC) guidance. 

• FTC enforcement – limited. 

• Private lawsuits. 

 



はじめに  

法律施行：米国  
  
• 連邦取引委員会 (FTC) の指導。  
• FTC の執行 - 制限つき。  

• 民事訴訟。  
 



Introduction 

Legal Enforcement: Europe 
  
• EU and national guidance. 

• EU directives. 

• National laws. 

• Lawsuits by consumer organizations. 



はじめに  

法律施行：欧州  
  
• EU と国の指導。  
• EU 指令。  

• 国内法令。   

• 消費者団体による訴訟。   



United States 

Focus of US Regulations 
  
• Clear information regarding charges. 

• No collection of personal information from children. 



米国  

米国規制の焦点  
  
• 費用に関する明確な情報。  
• 子供から個人情報を収集することを禁止。   
 



United States 

COPPA: General 
  
• Must get parent consent to collect personal information 

from child. 

• Notice and consent process – ambiguity how it works on 
mobile. 

• Does not prohibit advertising to children. 

 



米国  

COPPA：一般  
  
• 子供から個人情報を収集するには、親の同意を得なければならない。  
• 通知と同意のプロセス - 携帯電話での仕組みの曖昧さ。  

• 子供向けの広告を禁止してはいない。   
 



United States 

COPPA: Games Covered 
  
1. Any game if there’s actual knowledge that player is 

under 13. 

2. Games “directed at children.” 

3. Games not targeted at children but may appeal to 
children. 

 



米国  

COPPA：対象となるゲーム  
  
1. プレイヤーが13歳未満であることが実際に分かっている場合、 

あらゆるゲーム。   
2. 「子供向け」ゲーム。  

3. 子供を対象としていないが、子供が興味を持つ可能性のあるゲーム。  



United States/米国  



United States 

COPPA: Information Collection 
  
• Includes cookie, UDID, MAC address. 

• Liability for activities of ad networks, other third parties 
in games. 

 
 



米国  

COPPA：情報収集  
  
• クッキー、UDID、MAC アドレスが含まれる。  
• 広告ネットワーク、ゲーム内の他の第三者の活動に対する責任。  

 



United States 

COPPA: Personal Information 
  
• Name. 

• Contact information: e-mail address, physical address, 
etc. 

• Photo. 

• Geolocation information (at least street name). 

 
 



米国  

COPPA：個人情報  
  
• 氏名 
• 連絡先情報：電子メールアドレス、実際の住所等  

• 写真  

• 地理位置情報 (少なくとも地区名) 

 

 



United States 

COPPA: Games Directed at Children 
  
• Games “directed at children.” 

o “Primarily” target children. 

o Must obtain parent consent to collect 
information from any user. 

 
 



米国  

COPPA: 子供向けのゲーム  
  
• 「子供向け」ゲーム。  

o 「主に」子供を対象とする。  
o いかなるユーザーからも情報を収集する 
   のには親の同意を得なければならない。  
 
 



United States/米国  

COPPA: Games Directed at Children 
COPPA: 子供向けのゲーム  
 
  

 
 



United States 

COPPA: Games that May Appeal to Children  

• Doesn’t include games “primarily targeted” at children. 

o Primary audience must not 
be children. 

o Choices:  don’t collect any 
information; or use age-gate 
before collecting information. 

o Age-gate  30-50% dropoff in users. 

 
 



米国  

COPPA：子供が興味を持つ可能性のあるゲーム 
  
• 子供たちを「主に対象とした」ゲームは含まれない。  

o 主な対象者が子供であって 
    はならない。  
o 選択肢：情報を一切収集しないこと。 
    または情報を収集する前に年齢を確認する。  
o 年齢ゲート  ユーザー数が30～50％低下。  

 
 



United States 

COPPA: Games that May Appeal to Children 
  

 
 



米国  

COPPA：子供が興味を持つ可能性のあるゲーム   
 
 



United States 

COPPA: Enforcement 
  
• Artist Arena (2012) 

o $1 million civil fine. 

o Actual knowledge through age-gate. 

o Children provided information to join fan clubs, get 
newsletters, etc. 

 
 



米国  

COPPA：施行  
 
• アーティストアリーナ (2012 年)  

o 100万ドルの民事罰金。  
o 年齢ゲートによる実知識。  
o 子供は、ファンクラブへ入る際やニュースレター 
   を入手するために情報を提供。 
  



United States 

COPPA: Enforcement 
  
• Playdom (2011) 

o $3 million civil fine. 

o Virtual items like “Pony Stars.” 

o Children provided names, e-mail addresses and location 
during registration. 

 
 



米国  

COPPA：施行  
 
•  プレイダム (2011年)  

 

o 300万ドルの民事罰金。  
o 「ポニースター」等の仮想アイテム。 
o 子供は、登録時に氏名、電子メールアドレスや所在地を提供。  
 
 



United States 

COPPA: Advice 
  
• Must have privacy policy. 

• Terms of use: no children. 

• Don’t rely on Facebook, iTunes etc. to confirm age. 

• Confirm activities of advertisers. 

 
 



米国  

COPPA：アドバイス  
• 個人情報保護方針が必要。  

• 利用条件：子どもは不許可。  

• 年齢を確認する際にフェイスブックや iTunes 等に頼らない。  

• 広告主の活動を確認する。 
 



United States/米国  

 
 



米国  

FTC Guidance 
  
• “Clear and conspicuous” information re: charges. 

• Charges or other conditions should be posted close to 
the player decision point – like IAP “buy” button. 

• Need short, clear disclosure for small mobile screens. 

• Can’t just put everything in linked screens. 

 
 



米国  

FTC 指導  
  
• 料金に関する「明確で目立つ」情報。  
• 料金やその他の条件は、IAPの「購入」ボタンなどのプレイヤーの決

定点付近に掲示する必要がある 。  
• 携帯電話の小さい画面用には、簡略でわかりやすい情報公開が必要。  

• リンク先の画面に、すべての情報を入れてはならない。  
 
 



United States/米国  

   FTC Guidance 
   FTC 指導  
 
  

 



United States 

FTC Enforcement 
  
• Apple, Google, Amazon refund claims. 

o Apple: $32.5 million of refunds (January 2014). 

o Google: $19 million of refunds (September 2014). 

o Amazon: No password required for IAPs (July 2014). 

• Actions against publishers. 



米国  

FTC 施行  
  

• アップル、グーグル、アマゾン払戻請求。  
o アップル：3,250万ドルの払戻 (2014年1月)。  
o グーグル：1,900万ドルの払戻 (2014年9月)。  
o アマゾン：IAP にはパスワードの必要なし (2014年7月)。  

• 出版社に対する訴訟。   



United States 

FTC Enforcement 
  
• Google lawsuit: “friendly fraud”. 

o No password required for IAPs (until 2012). 

o No information of charges in IAP purchase screen. 

o No disclosure of 30-minute purchase window. 



米国  

FTC 施行  
  
• グーグルの訴訟：「友好的な詐欺」。  

o IAP にはパスワードの必要なし (2012年まで)  

o IAP 購入画面内に料金情報なし。  

o 30分の購入猶予時間の開示なし。  



United States 

Private Lawsuits 
  
• Against Apple, Google re: purchase windows. 

o Apple: $100 million of iTunes credits. 

o Google: Filed May 2014; pending. 

 

 



米国  

民事訴訟  
  
• 対アップル、グーグル：購入猶予時間について。  

o アップル：1億ドルの iTunes クレジット。  
o グーグル：2014年5月に提訴、係争中  

 



United States/米国  

Private 
Lawsuits 
民事訴訟  
 
  

 

 



Europe 

Advice: US 
  
• Need US terms of use and privacy policy. 

• If game is clearly “directed at children,” must 
incorporate parent consent mechanism; otherwise, may 
need age gate. 

• Make sure app store description clearly states that real 
money required for IAPs. 

• Must be high degree of clarity in IAP screens. 



欧州  

アドバイス：米国  
  
• 米国向け利用条件と個人情報保護方針が必要。  
• ゲームが明らかに「子供向け」の場合、親の同意メカニズムを包含し 
    なければならない。そうでない場合は、年齢ゲートが必要となる可能 
    性がある。  
• IAP には、現実の通貨が必要であることがアプリストアの説明に明確 
    に述べられていることを確認。  
• IPA 画面は鮮明度を高くする必要がある。  



Europe 

Focus of European Regulation 
  
• Marketing to children. 

• Misleading advertising. 

 
 



欧州  

欧州規制の焦点。  
  
• 子供へのマーケティング。  
• 誤解を招く恐れのある広告。  

 
 



Europe 

EU Directives 
  
• Consumer Rights Directive, 2011 (effective June 2014). 

• Privacy Directive, 2009. 



欧州  

EU指令  
• 消費者権利指令、2011年 (2014年6月施行)   

• プライバシー指令、2009年   



Europe 

Consumer Rights Directive 
  
• Right to return virtual items and virtual currency! 

o 14-day return period. 

o No requirement of any reason for return. 

 



欧州  

消費者権利指令  
 
• 仮想アイテムや仮想通貨を返品する権利！  

o 14日間の返品期間。  
o 返品には、いかなる理由も不要。  
 



Europe 

Consumer Rights Directive 
  
• Can avoid return period if user consents. 

• Not clear what “consent” means, but probably a 
checkbox or affirmative action. 

 



欧州  

消費者権利指令  
  
• ユーザーが同意する場合は返品期間を回避できる。  
• 「同意」が何であるか明確ではないが、おそらくチェックボックスまた 
    は肯定動作。  
 



Europe 

Consumer Rights Directive 

 Must provide: 

• Detailed information about game  
      on platform’s purchase page. 

• Specified information regarding charges,    
      price. 

• Specified information regarding publisher. 
 



欧州  

消費者権利指令  
 
以下を提供する必要がある。  
• プラットフォームの購入ページにゲームに 
関する詳細情報。  
• 費用や価格に関する具体的な情報  
• 出版社に関する具体的な情報  



Europe 

Regulatory Guidance 
  
• UK Report on Children’s Online Games, 2013. 

• UK “Principles” regarding FTP, January 2014. 

• European Commission Meetings February 2014. 

o The Four “Issues” regarding FTP.  



欧州  

規制指導  
  
• 子供のオンラインゲームに関する英国のレポート、2013年。  
• FTP に関する英国の「原則」、 2014年1月。   
• 欧州委員会会議、2014年2月。  

o FTP に関する4つの「問題」。   



Europe/欧州  



Europe/欧州  



Europe 

UK Report: Principle 1 
  
 “Information about the costs associated with a game 

should be provided clearly, accurately and prominently 
up-front before the consumer begins to play, download 
or sign up to it or agrees to make a purchase.” 



欧州  

英国レポート：原則その 1  
  
 「ゲームに関連する費用についての情報は、消費者がその 
 ゲームをプレイ、ダウンロード、申し込みを開始する前、または 
 購入することに同意する前に、明確かつ正確で目立つように提供

されるべきである。」  



Europe 

Is it Really “Free”? 
本当に「無料」か？ 
 
  
  



Europe 

UK Report: Principle 2 
  
 “All material information about the game should be 

clear, accurate, prominent and provided up-front, before 
the consumer begins to play, download or sign up to it 
or agrees to make a purchase.” 



欧州  

英国レポート：原則その 2  
  

「ゲームに関するすべての重要な情報は、明確かつ正確で顕著な
ものであって、消費者がそのゲームをプレイ、ダウンロード、 
申し込みを開始する前、または購入することに同意する前に、 
前もって提供されるべきである。」  



Europe 

UK Report: Principle 3 
  
 “Information about the business should be clear, 

accurate, prominent and provided up-front, before the 
consumer begins to play, download or sign up to the 
game or agrees to make a purchase.”  



欧州  

英国レポート：原則その 3  
  
 「ビジネスに関する情報は、明確かつ正確で顕著なものであって、 
     消費者がそのゲームをプレイ、ダウンロード、申し込みを開始する 
 前、または購入することに同意する前に、 提供されるべきである。」  



Europe 

UK Report: Principle 4 
  
 “The commercial intent of any in-game promotion of 

paid-for content, or promotion of any other product or 
service, should be clear and distinguishable from 
gameplay.”  



欧州  

英国レポート：原則その 4  
  
 「有料コンテンツのゲーム内プロモーションや、他の製品または 
 サービスの販売促進の商業意図は、ゲームプレイから明確に区別 
 可能であるべきである。」  



Europe/欧州  



Europe 

European Commission Four “Objectives” 
  
1. Games advertised as “free” should not mislead 

consumers about the true costs involved. 



欧州  

欧州委員会4つの「目的」 
  
1. 「無料」と広告されたゲームは、実際に関連する費用について消費者 
     を誤解させるべきではない。  
 
 



Europe 

European Commission Four “Objectives” 
  
2. Games should not contain direct exhortation to children 

to buy items in a game or to persuade an adult to buy 
items for them.  



欧州  

欧州委員会4つの「目的」  
   
2. ゲームはゲーム内で子供にアイテムを購入することや、大人に 
     対して子供のためにアイテムを購入するよう説得することを、 
     直接 的に奨励するべきではない。  



Europe 

European Commission Four “Objectives” 
  
3. Consumers should be adequately informed about the 

payment arrangements for purchases and should not be 
debited through default settings without consumers’ 
explicit consent.  



欧州  

欧州委員会4つの「目的」  
   
3. 消費者は購入のための支払手続について十分に知らされるべきで  
    あって、消費者の明示的な同意なしにデフォルト設定で引き落としさ 
    れるべきではない。   



Europe 

European Commission Four “Objectives” 
  
4. Game publishers should provide an e-mail address so 

that consumers can contact them in case of queries or 
complaints.  



欧州  

欧州委員会4つの「目的」  
   
4. 消費者が質問や苦情がある場合に連絡できるよう、ゲーム出版社 
     は電子メールアドレスを提供する必要がある。  



Europe 

Action by Consumer Organizations 
  
• Most active in Europe: VZBV (Germany). 

• Lawsuits and threats of lawsuits against FTP publishers. 



欧州  

消費者団体による行動  
  
• ヨーロッパで最も活発：VZBV (ドイツ)。  
• FTPの出版社に対する訴訟と訴訟の脅威。  



Europe 

Lawsuit against Gameforge 
  
• Decided July 2013. 

• VZBV sues Gameforge for in-game 
ads directed at children in 
“Runes of Magic.” 

• “Seize the good opportunity and give your armour and 
weapons that certain ‘something.’” 



欧州  

Gameforge に対する訴訟  
  
• 2013年7月に判決  
• VZBV は、「魔法のルーン」のゲーム内の子供向け 
    広告について Gameforge を告訴。  
• 「この好機を利用して君の鎧と武器にあの『何か』を 
    付けてあげよう。」  



Europe 

Lawsuit against Gameforge 
  
• Uses informal “du” rather than formal “Sie” – directed at 

children? 

• Court: “direct exhortations to children” to purchase in-
game items. 

o “Children” – <14 or <18?  Unclear in German law. 

• Violates German Unfair Competition Law. 



欧州  

Gameforge に対する訴訟  
  
• 改まった言い方である「Sie」ではなく、くだけた言い方の「Du」を使用。

これは子供向けか？  
• 法廷：ゲーム内のアイテムを購入することを「子供に直接的に推奨」。  

o 「子供」とは 14 歳未満か、または18 歳未満か？   ドイツ法では
不明確。  

• ドイツの不正競争法に違反する。   



Europe 

VZBV Claim: Example 

1.  Game is advertised as “free,” but in reality must pay to 
play for very long. 

2.  Legal terms are too long to be reasonably viewed on 
small mobile screen. 

3.  Required information regarding game publisher, etc. 
must be in game. 

for very long. 
  
2.  Legal terms are too long to be reasonably viewed on 
small mobile screen  



欧州  

VZBVのクレーム：例 
  
1. ゲームは「無料」と広告されているが、実際には長くプレイするには料

金を支払わなければならない。 

2. 法的事項は小さな携帯のスクリーンで読むには長すぎて良く見えな
い。 

3. ゲーム出版社等に関する必須の情報はゲーム内に表示されなけれ
ばならない。 

 



Europe 

VZBV Claim: Example 
 
4.  It takes too long to advance in the game without paying 

money. 

5.  In-game ads for IAPs are directed at children. 

6.  Must disclose that players are receiving free items in 
exchange for tweeting about the game 



欧州  

VZBVのクレーム：例 
  
4. 料金の支払いをせずにゲームを先に進めるには時間がかかりすぎ

る。 

5. ゲーム内のIAP広告は子供に向けられた物である。 

6. プレイヤーはゲームについてツイートするのと引き換えに無料の 
アイテムを受け取ると明示しなければならない。 

 



Europe 

Advice: Europe 
  
• Need European terms of use and privacy policy. 

• Include waiver of return right. 

• Make sure app store description clearly states that real 
money required for IAPs. 

• Must be high degree of clarity in IAP screens. 

• Avoid “childish” language in IAP screens. 



欧州  

アドバイス：欧州  
  
• 欧州向け利用条件と個人情報保護方針が必要。  
• 返品権放棄を含む。  

• IAP には、実際の通貨が必要であることがアプリストアの説明に明確 
    に述べられていることを確認。  
• IAP 画面は鮮明度を高くする必要がある。  

• IAP 画面では「子供っぽい」言葉遣いを避ける。  
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