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４．青少年のインターネット環境の課題への対応 

前節の課題に対する対策として、関連法令及び制度を整理し、①行政、②事業者、③

各種団体及び、④家庭における取組状況について説明する。本件に関わる連邦法を整理、

掲載し、主な州法及び前節で掲載した、ネットいじめ、性的搾取等の個別問題への対応

状況について概説する。具体的には、①連邦や州政府による教育活動や啓発活動、②民

間事業者による問題の防止策、③各種団体が実施するプログラム、④家庭における親か

ら子供への介入（ペアレンタルコントロール）の状況等について見ていく。 

（１）関連法令・制度 

ア 連邦法 

（ア）関連法令 

① 児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）52 

1998 年に制定された COPPA は、13歳未満の児童の個人情報を保護しようとするも

ので、FTC の要請によって成立した。COPPA に基づいて、児童を対象としたウェブサ

イト事業者やオンラインサービス事業者は、その児童の個人情報を収集・利用・開示す

る際、その児童の親に通知し、同意を得なければならない。急速に進化するテクノロジ

ーに対応すべく、2013年１月には、以下の項目を追加した改正法が施行された53。 

 業者が親の承諾なしに収集できない「個人情報」に含まれる項目として、児童の位置

情報であるジオロケーション、写真、ビデオを追加する。 

 親の承認を得るためのプロセスをより簡潔で自主的かつ透明性のあるものに改良する。 

 児童向けアプリやウェブサイト事業者が、プラグインによって第三者から親の承諾な

しに児童の情報を収集できた従来の法の抜け穴を塞ぐ。 

 COPPA の適用範囲を拡大し、児童の追加情報を収集する第三者も COPPA に準拠し

なければならない。 

 複数のウェブサイト、オンラインサービスの使用を長期間にわたって追跡し、IP アドレスや

携帯機器 ID 等の個人情報を収集する業者に対しても、COPPA 規則を適用する。 

 COPPA 規則に準拠しているウェブサイトやオンラインサービス業者が、収集した個人

情報を安全かつ極秘に取り扱える企業のみにリリースするよう、合理的な追加手続き

を要請することによって、データ安全保護の強化を図る。 

 COPPA 規則に準拠しているウェブサイトやオンラインサービス業者が、収集したデー

タの保管と消去を行う際、追加手続きが要請される。 

 自主的規制であるセーフハーバープログラム（Safe Harbor Program）を強化する。  

                                                   
52 Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 （COPPA）: 

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-
protection-rule (March 2018) 

53 FTC: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/12/ftc-strengthens-kids-privacy-gives-parents-
greater-control-over (March 2018) 
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2013 年 12 月、FTC は、子供がオンラインサービスやウェブサイトを利用するため

に親の承認を得なければならないが、承認者が本当にその子供の親であることを認定

する方法として、知識ベース認証（knowledge-based authentication）の方法を認める

こととした。これは、運転免許証等に含まれる一般的な ID 情報による認証よりも厳し

い本人確認方法で、本人でなければ正解できない難解な質問に複数回答させるという

ものである54。親であることを認定する方法に関し、2015年にもさらにバリエーション

を追加できるようにする改正案が提出され、審議中である55。 

また、2014 年には、セーフハーバープログラムが認可され、産業団体が独自に作っ

た規則で FTC が承認すれば、COPPA を遵守しているものとみなすことになった。こ

のように柔軟に対応することで、COPPA 遵守事業者を拡大する狙いがある56。最近で

は、2017 年６月、事業者に対する COPPA コンプライアンスの内容が強化され、セー

フハーバープログラムの改正が行われた。これは、市場の変化、特にテクノロジーの進

歩に対応するためのものである。改正版には、新たに以下の３項目が追加された57。 

 新しいビジネスモデル：テクノロジーの進化に伴って変化するデータ収集の方法にも

COPPA の遵守が要求される。例えば、音声起動装置によるデータ収集等。 

 COPPA が適用される製品の拡大：COPPA が適用されるのは従来のウェブサイトやアプ

リだけでなく、インターネットに接続して使用される製品にも適用される。例えば、イン

ターネットに接続して使用される児童用玩具等で、音声録音や位置情報等を収集するもの。 

 親の新しい承認取得方法：個人的で詳細な情報に基づいた質問による承認と、公の ID

カード写真が一致するかを見極める、顔の映像による承認。 

② 2000 年児童インターネット保護法（CIPA）58 

学校と図書館において子供がインターネットへアクセスする際に、児童ポルノ等有

害情報へのアクセスを制限するため、連邦政府が実施する資金的優遇措置59の利用条件

として、学校や図書館内のコンピューターにフィルタリング・ソフトのインストール等

が義務付けられている。現在、公・私立の小学校から高校までを含むほとんどの学校が

これを利用している。この制度に基づいて各学校のインターネット安全政策が 2012年

に更新され、ソーシャルネットワークやチャットルームにおける他者とのやり取りを

含む適切な行動等、ネットいじめに関する啓発事項を盛り込む義務が加えられた60。 

                                                   
54 FTC: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/12/ftc-grants-approval-new-coppa-verifiable-

parental-consent-method (March 2018) 
55 https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2015/07/ftc-seeks-public-comment-riyo-proposal-parental-

verification (March 2018) 
56 https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/08/ftc-approves-ikeepsafe-coppa-safe-harbor-oversight-

program (March 2018) 
57 https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2017/06/ftc-updates-coppa-compliance-plan-business 

(March 2018) 
58 Children’s Internet Protection Act of 2000 
59 E-料金プログラムに関し低額のインターネット利用が可能となる。 
60 https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act (March 2018) 

https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act
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③ 2002 年ドット・キッズ法61 

13 歳未満の児童に有害でないウェブサイトに kids.us というドメイン名を与えるこ

とで、安全なウェブサイトを児童に明示するのが目的である。kids.us のドメイン名を

得るには、暴力やポルノ等、児童にとって有害な内容、チャットルームやインスタント・

メッセンジャー、同ドメインを持たないウェブサイトへのリンクを含んではならない

と規定している。 

その後、インターネット環境が激変して親が仲介する選択肢が増え、元々少なかった

kids.us の登録者と利用率は激減した。2011年の登録者は 651件で、実際に利用された

の は ６ 件 （ nick.kids.us, nickjr.kids.us, pbskids.kids.us, smithsonian.kids.us, 

trampoline.kids.us, trampolines.kids.us）であった62。12 年７月、電気通信情報局

（National Telecommunications and Information Administration: NTIA）は、同法が

もはや施行当初の目的を果たしていないと判断し、同ドメインの使用を一時停止する

ことを発表し63、15年に一時停止の再延長を決定した64。 

④ 2006 年アダム・ウォルシュ児童安全法65 

この法律は、アメリカにおける性犯罪者の登録及び通知に関し、全般的かつ最低限の

基準を定めるものである。性犯罪者に DNA サンプル提出を義務付けることや、FBI が

運営する全国的な性犯罪者データベースを作ること等、性犯罪から児童を守るための

広範な法改正を含んでいる。同法は、2007年に暫定施行され、08年に同法実践のため

の指針が配布された後、11 年に最終規則が施行された。未成年に対するインターネッ

トを用いた犯罪として、紛らわしい言葉や画像をウェブサイトのソースコードに埋め

込み、児童を有害なウェブサイトに誘い込む行為を犯罪としている66。 

2011 年の期限までに同法を何らかの形で導入しない州には、連邦政府からの司法補

助金が 10％カットされる罰則が定められていたものの、同法導入にあたる経費が補助

金額をはるかに上回っている場合、カリフォルニア州等、同様なシステムをすでに確立

している場合や、性犯罪者のプライバシー侵害等の問題があり、実際の導入を躊躇する

州が少なくなかった67。16年には、未成年者の性犯罪者についてデータベースに加える

ことを義務付ける改正が行われ、同法はさらに厳格化した68。 

                                                   
61 Dot Kids Implementation and Efficiency Act of 2002：https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

107publ317/pdf/PLAW-107publ317.pdf (March 2018) 
62 http://www.about.us/img/education-advisory-committee-final-report.pdf (March 2018) 
63 https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/2013/us-cctld-request-comments-html (March 2018) 
64 http://www.about.us/policies/ustld-stakeholder-council/suspension-of-kids-us-namespace (March 2018) 
65 Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006 別名「性虐待者登録・通知法」（the Sex Offender 

Registration and Notification Act, SORNA）:https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/html/PLAW-
109publ248.htm (March 2018) 

66 Sec. 2252C. Misleading words or digital images on the Internet: 
  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ248/html/PLAW-109publ248.htm (March 2018) 
67 http://edition.cnn.com/2011/CRIME/07/28/sex.offender.adam.walsh.act/ (March 2018) 
68 https://www.smart.gov/pdfs/SORNA-Juvenile-Guidelines-8-1-2016.pdf (March 2018) 
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2017 年 10 月に発表された全米各州における同法のコンプライアンス状況報告によ

れば、同法で登録を義務付けられている５つの項目すべてを完全に準拠している州は、

コロラド州やフロリダ州等 18州と３自治領のみである。その他ほとんどの州において

は、一部の項目の準拠にとどまり、ニューヨーク州等、数州においては、いずれの項目

も準拠していない69。 

上述の①から④までの関連法について、関連機関及び事業内容に沿って整理すると

表 26のとおりである。 

表 26 連邦政府の児童関連事業 

関連機関 事業内容 関連法 

連邦通信委員会（FCC） アメリカ放送通信事業の規制監

督 

児童インターネット保護法

（CIPA） 

2008年 21世紀児童保護法70 

（Protecting Children in the 

21st Century Act） 

連邦取引委員会（FTC） 反トラスト法及び消費者保護法

の監査、調査 

児童オンラインプライバシー保

護法（COPPA） 

アメリカ商務省電気通信

情報局（NTIA） 

アメリカ大統領に対し電気通信

や情報政策に関する助言 

2002年ドット・キッズ法 

法務省（DOJ） DOJ 傘下の連邦捜査局（FBI）

は児童犯罪捜査、また刑事局 

児童搾取・わいせつ課

（CEOS）は児童性的搾取犯罪

の実行者を起訴、 法務省少年

司法・非行防止室（The Office 

of Juvenile Justice and 

Delinquency Prevention 

(OJJDP)）は児童をオンライン

上の性的搾取から保護し加害者

を追跡、捕獲 

-2006年アダム・ウォルシュ児

童安全法 

-2008年 性犯罪者のいないイン

ターネットを実現する法71 

（Keeping the Internet Devoid 

of Sexual Predators Act of 

2008） 

-2008年児童保護法

（PROTECT Our Children Act 

of 2008） 

国土安全保障省（DHS） DHS 傘下の移民通関管理局

（ICE）のサイバー犯罪センタ

ーは国境を越えて児童搾取に関

する連邦法違反を取り締まる 

2006年アダム・ウォルシュ児童

安全法 

 

教育省（ED）教育テクノ

ロジー室（Office of 

Educational 

Technology） 

全国の公立学校におけるテクノ

ロジー計画の作成 

CIPA 

 

教育省プライバシー技術

補助センター（The 

Privacy Technical 

Assistance Center）、家

族政策コンプライアンス

室（The Family Policy 

Compliance Office） 

生徒のプライバシー保護

（Protecting Student 

Privacy）ウェブサイトを運営

し、生徒のプライバシー保護の

ためのテクニカルサポートを学

校や学校区に提供 

Protecting Student Privacy ウ

ェブサイト 

The Family Educational Rights 

and Privacy Act (FERPA) 

                                                   
69 https://www.smart.gov/pdfs/SORNA-progress-check.pdf (March 2018) 
70 FCC: https://www.fcc.gov/document/protecting-children-21st-century-act-amendment (March 2018) 
71 GPO: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ400/pdf/PLAW-110publ400.pdf (March 2018) 
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アメリカ量刑委員会（US 

Sentencing 

Commission） 

連邦裁判所のガイドラインマニ

ュアルを配布 

2007年児童ポルノの効果的起訴

法（Effective Child 

Pornography Prosecution Act 

of 2007） 

法務省少年司法・非行防

止室（The Office of 

Juvenile Justice and 

Delinquency 

Prevention (OJJDP)） 

OJJDP が運営する Internet 

Crimes Against Children 

(ICAC) Task Force 

Program はオンライン上の性

的搾取から児童を保護し、加害

者を追跡して捕らえる 

 

（イ）関連法令の概要と背景 

児童オンラインプライバシー保護法、児童インターネット保護法、2002年ドット･キ

ッズ法、2006 年アダム・ウォルシュ児童安全法、2007 年児童ポルノの効果的起訴法、

2008年キッズ法（性犯罪者のいないインターネットを実現する法）、2008年児童保護法、

ならびに 2008年 21世紀児童保護法それぞれの概要とその背景は表 27のとおりである。 

表 27 連邦レベル 

関連法 概要・背景 

児童オンラインプラ

イバシー保護法 

（COPPA）72 

13歳未満の児童を対象とするウェブサイトにおいて、児童の個人情報を

収集する場合、事前に親の許諾を義務付け、児童のプライバシーを守ろう

とする法律。1998年制定、2000年施行されたが、ウェブサイト運営者が

未成年者による有害情報の閲覧を制限する処置をとった場合における民事

責任の制限に関する規定は見られない。 

児童インターネット

保護法（CIPA）73 

 

学校と図書館における児童ポルノ等有害情報へのアクセスを制限すること

を目的として 2000年に成立した。連邦政府が実施する資金的優遇措置（E-

料金プログラム；低額でインターネットの利用が可能）の利用条件として、

学校や図書館内のコンピューターにフィルタリング・ソフトのインストー

ル等が義務付けられた。現在は、公私立の小学校から高校までを含むほと

んどの学校がこの制度を利用している。同法は、一度違憲訴訟が提起され、

連邦地方裁判所で違憲判決が出たものの、2003 年６月に連邦最高裁が合憲

の判断を示している。2011年に改正。 

2002 年ドット・キッ

ズ法 （Dot Kids 

Implementation and 

Efficiency Act of 

2002） 

13 歳未満の児童に有害でないウェブサイトに独自のドメイン名 kids.us

を与えることにより、児童にとって安全なウェブサイトを明らかにするの

が目的。2012年７月、同法はもはや施行当初の目的を果たしていないと

判断され、同ドメインの一時使用停止が発表された74。その後 15年に

は、以後数年間、一時停止のさらなる延長が決定された75。 

                                                   
72 COPPA: https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-

privacy-protection-rule (March 2018) 
73 CIPA: https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act 
74 https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/2013/us-cctld-request-comments-html (March 2018) 
75 http://www.about.us/policies/ustld-stakeholder-council/suspension-of-kids-us-namespace (March 2018) 
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2006年アダム・ウ

ォルシュ児童安全法

（Adam Walsh 

Child Protection 

and Safety Act of 

2006）76 

1987 年にフロリダ州のショッピングモールで誘拐され殺害された少年の

名前を付けた法律。児童をだまして有害なサイトに誘い込むため、紛らわ

しい言葉や画像を載せることを犯罪としている。同法によって、FBI が運

営する全国性犯罪者データベース、全米性犯罪者登録簿（National Sex 

Offender Registry）が作られ、性犯罪者の氏名、住所、職業（学校）、車

両・身分証明情報、指紋、DNA 標本、全犯罪履歴、写真等が載せられた。

一般公衆向けには、司法省のサイトで全米公益ウェブサイト（National 

Public Website）が公開され、性犯罪者に関する情報を、氏名等から検索

できる。2017 年現在、全国 17 州、３準州、108 部族が同法を実践してい

る。同年３月の改正では、2018年～22年の会計年度予算が前期より減額さ

れ、毎年$66,300,000 となり、登録が義務付けられる性犯罪者の年齢が 25

歳から 15歳に引き下げられた。全国のデータベースに登録を義務付けられ

た性犯罪者の情報は、その犯罪者が非行少年であると認定された場合、州

政府が公開を免除できる。さらに、同法を遵守しない州の刑事司法関連予

算を減額する等の項目が追加された77。 

2007年児童ポルノ

の効果的起訴法

(Effective Child 

Pornography 

Prosecution Act of 

2007）78  

未成年の性犯罪被害を防止することを目的とし、従来の法の抜け穴を防

ぎ、性犯罪者を効果的に起訴できるように法改正した。連邦刑法の児童ポ

ルノ所持罪で訴追された男性が 2007年９月に控訴審で逆転無罪となった

ことがきっかけ。取り締まり強化のため、児童ポルノの所持のみならず、

閲覧目的のアクセスも処罰の対象となり、またインターネットを介した児

童ポルノ入手に対する法的措置の適用範囲を広げた。 

2008年キッズ法 

（性犯罪者のいない

インターネットを実

現する法、Keeping 

the Internet Devoid 

of Sexual Predators 

Act of 2008 又は the 

KIDS Act of 2008）
79 

2006年アダム・ウォルシュ児童安全法が規定した性犯罪者の登録と告知に

関する内容が改正された。性犯罪者のオンライン上のユーザー名、メール

アドレス、ハンドルネーム等、同一性を確認し、本人であると特定できる

識別子についても、全米性犯罪者登録簿の登録対象となった。識別子は

SNS 会社等だけが参照でき、登録簿を閲覧・検索し、自身のサイトへの、

性犯罪者によるアクセス状況をチェックし、そのアクセスを防止すること

も認めた。また、性犯罪者の保護観察の状況に応じ、裁判所は性犯罪者に

対してインターネットフィルタリング・監視システムの設置に協力するよ

う命じることを、法律で明示的に定めた。 

2008年児童保護法

（Protect Our 

Children Act of 

2008）80 

インターネットを介した性犯罪、誘拐等の児童搾取の危険から子供を保護すべ

く、連邦、州、地方の捜査機関の拡充や新たな国家戦略等の策定を規定した。

児童ポルノ等を実際に扱う地方の法執行機関にさらに予算と権限を与え、FBI

の児童性犯罪捜査官の増員、また司法長官に児童搾取防止及び禁止のための国

家戦略の策定・実施を求め、nternet Crimes Against Children（ICAC）Task 

Force Program を設置させた。 

2008年 21世紀児童

保護法（Protecting 

Children in the 21st 

Century Act）81  

CIPA の E-料金利用者である学校や図書館に課した従来の要求項目82に、

SNS やチャットルームにおける児童たちの適切な行動及びオンライン上

のいじめに対する意識を高める教育を施すことを追加した。 

                                                   
76 https://www.govtrack.us/congress/bills/109/hr4472 (March 2018) 
77 Background Summary of SORNA: 
http://www.ncsl.org/documents/statefed/Background_on_SORNA_March2017.pdf (March 2018) 
78 Effective Child Pornography Prosecution Act of 2007：https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-

bill/4120 (March 2018) 
79 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ400/pdf/PLAW-110publ400.pdf (March 2018) 
80 https://www.govtrack.us/congress/bills/110/s1738/text (March 2018) 
81 https://www.congress.gov/bill/110th-congress/senate-bill/49/text (March 2018) 
82 47 U.S.Code(the Communications Act of 1934) §254, (h)Telecommunications services for certain providers 

(5)Requirements for certain schools with computers having Internet access (B)Educational providers and 
Libraries  https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/254 (March 2018) 
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イ 州法 

以下、青少年のインターネット利用に関する法律に関連し、各地域の州について示す。 

 

（ア）E-料金を受ける以下の条件を遵守・実施している州一覧83[表 28参照] 

CIPA の資金的優遇措置を受けるための以下の条件を満たしている州は表 28 のとお

りである。 

 公立学校：未成年者に有害なインターネットコンテンツのフィルタリングを行うソフ

トウェアをインストールし、インターネットの使用ルールを作成している。 

 公立図書館：未成年者に有害なインターネットコンテンツを阻止するソフトウェアを

インストールし、独自のポリシーを推進している。 

表 28 E-料金を受領するための条件の遵守状況（州別） 

州名 公立学校に適用 公立図書館に適用 

アリゾナ ○ ○ 

アーカンソー ○ ○ 

カリフォルニア  ○ 

コロラド ○ ○ 

デラウェア  ○ 

ジョージア ○ ○ 

アイダホ ○ ○ 

インディアナ  ○ 

アイオワ  ○ 

カンザス ○ ○ 

ケンタッキー ○ ○ 

ルイジアナ ○  

メリーランド  ○ 

マサチューセッツ ○  

ミシガン  ○ 

ミネソタ  ○ 

ミズーリ ○ ○ 

ニューハンプシャー ○  

ニューヨーク  ○ 

オハイオ ○  

ペンシルべニア ○ ○ 

ロードアイランド ○  

サウスダコタ ○  

サウスカロライナ ○  

テネシー ○  

ユタ ○ ○ 

バージニア ○ ○ 

出典：National Conference of State Legislatures 

  

                                                   
83 NCSL：http://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/state-internet-filtering-

laws.aspx (March 2018) 
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（イ）西部：カリフォルニア州における関連法 

西部の主要な州で、シリコンバレー等にハイテク企業を多く抱え、一般的に最もリベ

ラルな州とされるカリフォルニア州について述べる。連邦政府主導の COPPA と CIPA

以外に、同州が実施している青少年オンライン関連法は表 29のとおりである。 

表 29 COPPA・CIPA 以外のカリフォルニア州関連法令 

法律名 内容 

2014年学生オンライン個

人情報保護法84 

ウェブサイト運営者やオンラインサービス業者に、マーケティン

グや広告等の商業目的で、未成年の個人情報を使用、公開、収

集、又は第三者に使用を許可することを禁じる法律。 

2014年生徒のデジタル個

人情報に関する第三者の

契約に関する法律85  

教育機関以外の第三者に、契約条件下においてのみ生徒のデジタ

ル個人情報へのアクセスを許可する法律。 

カリフォルニア教育法 

§9912286 

公・私立の高等教育機関は各自のソーシャルメディアのプライバ

シーポリシーを各々のウェブサイトに掲載しなければならない。 

カリフォルニア教育法 

§51871.587 

公立学校区が州教育省の補助金を受給するためには、適切で倫理

的なインターネットの利用、安全性、マナー等についての教育を

生徒・教師に施すテクノロジー計画を作成しなければならない。 

2014年生徒のソーシャル

メディアにおける記録に

関する法（AB1442 

Pupil Record Social 

Media）88  

ソーシャルメディアにおける生徒の個人情報保護に関する法律。教

育機関が、ソーシャルメディアから入手した在学生徒の情報を回収

又は保管するプログラムを実施する場合、はじめに生徒及び父兄に

その旨通達し、教育委員会等の理事会で民間の意見を聞く機会を設

けなければならない。また回収する情報の内容は、以下の項目を遵

守しなければならない。 

(1)回収するのは、学校又は生徒の安全に直接関係する情報のみ。 

(2)生徒は、回収又は保管した記録にアクセスし、かつその情報を

訂正又は削除することができる。(3)回収した情報は、生徒が 18歳

になった後又はその学校区を去って１年以内に削除されなければ

ならず、その旨を保護者にも通達する。第三者の業者が介入して情

報を回収した場合、業者は契約外の情報の使用を禁じられ、生徒が

18歳になるか除籍された時点で情報を削除しなければならない。 

カリフォルニア教育法

§32265(b-9) §4890089 

生徒によるいじめの種類に、オンラインによるいじめが追加さ

れ、それによって学校はオンラインいじめの加害者に対し、退学

等の処置をとることが認められた。 

出典：California State Legislative Information 
 

アメリカ一の人口を抱えるカリフォルニア州の各省庁が定める関連法とその取組は

表 30のとおりである。 

  

                                                   
84 Student Online Personal Information Protection Act AB1177: 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB1177 (March 2018) 
85 AB-1584 Pupil records: privacy: 3rd-party contracts: digital storage services and digital educational software 

AB1584: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140AB1584 (March 2018) 
86 http://codes.findlaw.com/ca/education-code/edc-sect-99122.html (March 2018) 
87 http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_id=200320040AB2706 (March 2018) 
88 http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140AB1442 (March 2018) 
89 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=48900.&lawCode=EDC 

(March 2018) 
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表 30 カリフォルニア州の各省庁が定める関連法と取組 

州省庁 関連法・取組 

教育庁（Dept. of Education） CIPA 

司法省（Dept. of Justice）・地方警察庁 ICAC 

司法省、司法長官室プライバシー保護室

（Office of Privacy Protection） 
児童オンラインプライバシー保護法（COPPA） 

社会福祉省（Dept. of Social Services）養

子地方事務所 
2006年アダム・ウォルシュ児童安全法90 

出典：California State Legislative Information 

 

（ウ）東部：ニューヨーク州とデラウェア州における関連法 

アメリカ内の地域差を見るためにいくつかの州について調査したが、以下、一般的に

東部の代表的なリベラルな州の一つといわれ、オンラインいじめを含む特徴的な法律

を持つニューヨーク州と、一般的に保守派とされるデラウェア州が連邦政府主導の

COPPA と CIPA 以外に実施している事例を表 31と表 32に示した。 

表 31 ニューヨーク州 

法律名 内容 

すべての生徒の尊厳法 

（The Dignity for All 

Students Act）91、 

2010年成立（ニューヨー

ク州教育法第２条）92 

いじめ、嘲笑、脅し等を含むすべてのハラスメントや差別を禁止

する法律。ソーシャルメディア、テキスティング、電子メール

等、あらゆる形態のサイバー上のいじめを含む。学校はインター

ネットやその他電子コミュニケーションの安全で責任のある使い

方の指導を生徒に提供しなければならない。 

出典：New York State Education Department 

表 32 デラウェア州 

法律名 内容 

デラウェア州法 

§1204C93  

 

ウェブサイト運営者、オンラインクラウドサービス業者、オンライン

アプリ、モバイルアプリに対して、マーケティングや広告等の商業目

的で、たばこ、アルコール類、ポルノ等、未成年に不適切な製品やサ

ービスの関連コンテンツについて未成年の閲覧を禁じる法律。同法は

また未成年の個人情報の商業目的利用と公開を禁じる。 

出典：The Delaware Code Online 

（エ）南部：ルイジアナ州 

次に、一般的にアメリカ国内で最も保守色が濃厚といわれているルイジアナ州につ

いて記載する。[表 33参照] 

  

                                                   
90 http://www.childsworld.ca.gov/res/pdf/AdamWalshFactSheet.pdf (March 2018) 
91 The Dignity Act: http://www.p12.nysed.gov/dignityact/ (March 2018) 
92 New York State Education Law Article 2: http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/DignityLaw.pdf 

(March 2018) 
93 デラウェア州法§1204C: http://delcode.delaware.gov/title6/c012c/index.shtml (March 2018) 
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表 33 COPPA・CIPA 以外のルイジアナ州の関連法令 

法律名 内容 

ルイジアナ州法 

§91.1494 

インターネットプロバイダーに対し 18 歳以下の青少年に有害なコンテン

ツのインターネットを介した配給を禁じる。 

ルイジアナ州法

§51:142695 

インターネットプロバイダーは、州民の利用者にペアレンタルコントロ

ールを提供しなければならない*。 

出典：Louisiana State Legislature 
*同様な法律が、ルイジアナ州の他にメリーランド、ネバダ、テキサス、ユタ州で実施されてい

る。なお、テキサス州では、遵守しない業者に対し１日 2,000ドルの罰金を科している96。 

（２）行政機関の取組 

ア 連邦政府の取組 

連邦政府の省庁別・事業別の内容を表 34 に示す。連邦政府の ISIS 関連オンライン

コンテンツに対する対応としては、2016 会計年度外国諜報活動偵察法（Intelligence 

Authorization Act for Fiscal Year 2016）で、インターネットプロバイダーにテロリス

ト関連コンテンツを FBI に通報するよう義務付けた 603条（SEC. 603）がある97。 

表 34 連邦政府の取組内容 

省庁 教育・啓発事業 内容 

国土安全保障省

（DHS） 

Stop. Think. Connect

キャンペーン98 

サイバー上の危険を国民に知らしめ、より安全なイ

ンターネットの利用について国民を啓発しようとす

る、DHS 主導の官民が協力して実施されているキ

ャンペーン。 

全国サイバー安全意識

月間（National Cyber 

Security Awareness 

Month(NCSAM)）99 

国民のサイバー上の安全に関する意識を高めるた

め、指定された月に集中して啓発活動を行う。2017

年は 10月に実施され、毎週決められたテーマに重点

をおいて啓発活動が行われた。 

司法省（DOJ） 

 

Amber Alert システム
100 

誘拐等で失踪した児童を救出するための全国的なア

ラームシステムで、2013年１月よりスマートフォ

ン所持者に自動的にアラームが鳴る仕組みになって

いる。17年 11月の時点で、897人もの児童を捜し

出した。16年９月、FCC は、失踪した児童の写真

や連絡先等の情報へのリンクも同時に配信されるよ

う、携帯電話会社に要求し、19年までに導入され

る予定である。 

                                                   
94 ルイジアナ州法 §91.14: https://legis.la.gov/Legis/law.aspx?d=78708 (March 2018) 
95 ルイジアナ州法 §51:1426: http://legis.la.gov/Legis/Law.aspx?d=631671 (March 2018) 
96 NCSL：http://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/state-internet-filtering-

laws.aspx (March 2018) 
97 https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1705/text#toc-

id74E5C7B16F84430886009C81E4C2336B (March 2018) 
98 https://www.dhs.gov/stopthinkconnect (March 2018) 
99 https://www.dhs.gov/national-cyber-security-awareness-month (March 2018) 
100 https://www.amberalert.gov/ (March 2018) 
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National Sex Offender 

Public Website101 

性犯罪者の居住地等の情報を国民に提供するウェブ

サイト。モバイル用アプリも提供している。 

SMART (Sex Offender 

Sentencing, Monitoring, 

Apprehending, 

Registering, and 

Tracking)102 

2006年に成立したアダム・ウォルシュ児童安全法

によって作られた事務局で、全国の司法機関に同法

の適用について指導、または地方行政府や官民団体

に対し技術的な補助を提供する。また常に性犯罪関

連の法律や情報を更新する。 

司法省、The 

Information 

Technology 

Association 

(ITAA) 

cybercitizenship.org ウ

ェブサイト103 

司法省が非営利の ITAA と提携して作ったウェブサ

イト。児童たちに、ネット犯罪の怖さを知らせ、オン

ラインの安全な利用、倫理等を教育する。 

連邦捜査局 

（FBI） 

FBI Safe Online 

Surfing (SOS) Internet 

Challenge104 

全米失踪・被搾取児童センター（National Center 

for Missing and Exploited Children: NCMEC）と

の協力による子どものインターネット安全に関する

啓発プログラムで、学齢に応じて作られた児童向け

クイズ形式ウェブサイト。オンライン性犯罪対策と

して FBI が取り組む「イノセント・イメージ国家

イニシアティブ（INI）」の一環。 

連邦取引委員会

（FTC） 

OnGuardOnline ウェ

ブサイト105 

消費者保護の観点から安全なインターネット利用につ

いて情報発信を行う。協力省庁：DHS、DOE（エネ

ルギー省）、DOD、DOJ、DOC（商務省）等 

Protecting kids Online

ウェブサイト106 

児童の安全なオンライン利用に関する親のための情

報サイト。 

国防省（DOD） Department of Defense 

Education Activity：

DoDEA ウェブサイト107 

インターネットの安全な利用方法やインターネット

犯罪者に関する教育的情報を学校機関に提供してい

る。  

教育省（ED） 

保健福祉省

（HHS） 

司法省（DOJ） 

stopbullying.gov ウェ

ブサイト108 

複数の省庁が連携して運営するウェブサイト。ネッ

トいじめを含む様々ないじめに対する情報、対処

法、アドバイスを提供する。 

連邦通信委員会

（FCC） 

FCC Smartphone 

Security Checker109 

スマートフォンの機種ごとに安全性を確かめるため

のチェックリスト、アドバイスを掲載。 

イ 州・自治体政府 

州と自治州政府の取組として、バージニア州、アリゾナ州、テキサス州、フロリダ州

の事例を表 35に示す。  

                                                   
101 https://www.nsopw.gov/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (March 2018) 
102 https://www.smart.gov/ (March 2018) 
103 http://www.cybercitizenship.org/ (March 2018) 
104 https://sos.fbi.gov/ (March 2018) 
105 https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0038-onguardonline (March 2018) 
106 https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0002-parents (March 2018) 
107 http://www.dodea.edu/ (March 2018) 
108 https://www.stopbullying.gov/ (March 2018) 
109 https://www.fcc.gov/smartphone-security (March 2018) 
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表 35 州・自治体政府の取組 

州・自治体 内容 

バージニア州教育省インターネッ

ト安全110 

安全な学校環境構築の一環としてインターネットの安全

に関する情報を提供している。 

アリゾナ州法務長官（Arizona 

Attorney General）ウェブサイト
111 

防犯教育活動の一環としてインターネット安全関連情報

を提供。親向けに英語・スペイン語版を作成している。 

テキサス州ヒューストン学校区の

ウェブサイト112 

 

 

生徒、保護者、教育者のために、様々なサイバー上の安全

に関するトピック（いじめ、セクスティング、オンライン

ゲーム、ソーシャルメディア等）について、英語・スペイ

ン語で情報を掲載し、動画等により啓発と情報提供を行う。 

フロリダ州司法省113 

Safe Florida のウェブサイト 

 

Safe Florida は、インターネット利用における安全につい

ての情報、アドバイス等を学校、保護者、ティーン、低学

年用にそれぞれ提供する。また、低学年の児童用のインタ

ーネット安全啓発サイト、KidsZone114は、ゲーム感覚でイ

ンターネットの安全について学べる仕組みになっている。 

（３）事業者の取組 

 事業者による取組の代表的な例を表 36に掲載する。 

表 36 事業者の取組内容 

事業者 取組 内容 

Google Be Internet 

Awesome115 

NPO （ iKeepSafe, ConnectSafely, Family Online 

Safety Institute (FOSI))との協力により、インターネ

ットの安全使用について啓発する児童用ゲーム116や教

育者用の児童啓発プログラムのカリキュラム等を提供

している。 

Microsoft YouthSpark 

Hub117 

 

YouthSparkHub は、学校、家庭に対してインター

ネットの安全な利用法等についてのアドバイスや情

報提供、またリサーチ等を行う同社のウェブサイ

ト。 

Symantec 

Corporation 

Kids’ Safety118 インターネットの安全性のアドバイスを提供する。 

                                                   
110 http://www.doe.virginia.gov/support/safety_crisis_management/internet_safety/ (March 2018) 
111 https://www.azag.gov/resources (March 2018) 

https://www.azag.gov/sites/default/files/documents/files/InternetSafety_Parents_2015_0.pdf (March 2018) 
https://www.azag.gov/sites/default/files/documents/files/Span_InternetSafety_Parents_5-2-
16_LowRes_0.pdf (March 2018) 

 https://www.azag.gov/sites/default/files/documents/files/InternetSafety_Teens_2015_0.pdf (March 2018) 
112 http://www.houstonisd.org/cybersafety,   http://www.houstonisd.org/cybersafety (March 2018) 
113 http://www.safeflorida.net/ (March 2018) 
114 http://www.safeflorida.net/SafeFL.nsf/kids (March 2018) 
115 https://beinternetawesome.withgoogle.com/ (March 2018) 
116 https://beinternetawesome.withgoogle.com/interland/reality-river (March 2018) 
117 https://www.microsoft.com/about/philanthropies/youthspark/youthsparkhub/programs/onlinesafety/resources/ 

(March 2018) 
118 https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-stressing-10-internet-safety-rules-to-help-keep-your-

family-safe-online.html (March 2018) 

https://www.azag.gov/resources
https://www.azag.gov/sites/default/files/documents/files/InternetSafety_Parents_2015_0.pdf
https://www.azag.gov/sites/default/files/documents/files/Span_InternetSafety_Parents_5-2-16_LowRes_0.pdf
https://www.azag.gov/sites/default/files/documents/files/Span_InternetSafety_Parents_5-2-16_LowRes_0.pdf
https://www.azag.gov/sites/default/files/documents/files/InternetSafety_Teens_2015_0.pdf
http://www.houstonisd.org/cybersafety
http://www.houstonisd.org/cybersafety
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AT&T Internet Safety 

Games for 

Kids119 

AT&T が開発したオンラインゲームにより、イン

ターネットの安全な利用法等について小学生にわか

りやすく教授する。 

Adina’s Deck 

 

 

Adina’s Deck 

DVD シリーズ
120 

スタンフォード大学が開発した、9歳～14歳の児童

対象の学校向け DVD 教材。ネットいじめや性的搾

取等、児童たちが陥りやすいオンライン問題を取り

上げている。 

Yahoo! Yahoo! Safety 

Center121 

オンラインの安全な利用法及びアドバイスを保護

者、教育者、ティーンに対し、世界 26か国、14言

語で提供している。 

YouTube YouTube Safety 

Center122 

YouTube 安全チームが、プライバシー、パスワード

保護、ネットいじめ、オンライン詐欺等、３種類の安

全に関するビデオを英語とスペイン語で制作してい

る。 

Sprint 4NetSafety123 

NSTeens124 

ネットいじめ、オンライン詐欺、プライバシー、セ

クスティング、ソーシャルメディア、ウェブカム等

のオンライン上の安全に関する情報を児童や保護者

に配信している。 

（４）各種団体の取組 

ア 各種団体の取組 

非営利団体等の取組内容は表 37のとおりである。 

表 37 非営利団体等の取組内容 

各種団体 取組 内容 

アメリカ小児科

学学会

（American 

Academy of 

Pediatrics, 

AAP） 

healthychildren.org125 AAP は 2016年 10月、児童のメディア使用に関

する新ガイドラインを発表し、過度なメディア

使用は健康や成長に影響を及ぼすと報告。同学

会 の 運 営 す る ウ ェ ブ サ イ ト

healthychildren.org では、児童のメディア使用

に関する保護者へのアドバイスやメディア使用

時間を各児童の生活スタイルに応じて算出する

ツールを提供している。 

全米失踪・被搾

取児童センター

（NCMEC） 

NetSmartz, 

NetSmartzKids ウェブサ

イト126 

Boys and Girls Club of America（BGCA）と

共同運営する 5 歳～17 歳向けのウェブサイト

では、ゲーム等を通して、安全なインターネッ

ト利用に対する意識向上を目指す。 

                                                   
119 https://www.att.com/Common/images/safety/game.html (March 2018) 
120 https://adinasdeck.com/home/ (March 2018) 
121 https://safety.yahoo.com/ (March 2018) 
122 https://www.youtube.com/user/SafetyCenterVideos (March 2018) 
123 https://www.sprint.com/4netsafety/ (March 2018) 
124 http://www.nsteens.org/ (March 2018) 
125 https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#home (March 2018) 
126 https://www.netsmartz.org/Educators; https://www.netsmartzkids.org/ (March 2018) 
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全米失踪・被搾

取児童センター

（NCMEC） 

The Cyber Tipline の運営 オンライン上で進行している児童の性的搾取

について、一般ユーザーやインターネットのサ

ービスプロバイダーから報告を受ける仕組み

（the Cyber Tipline）。サービスプロバイダー

からの報告が最も多く 33％、被害者自身 24％、

保護者 22％であった（2013 年 10 月～16 年４

月）127。 

全米サイバーセ

キュリティ連盟 

（National 

Cyber Security 

Alliance)128 

Stop. Think. Connect キ

ャンペーン、全国サイバ

ー安全意識月間、デー

タ・プライバシーデー

（Data Privacy Day）等 

DHS や民間企業と提携して安全なオンライン

利用について国民を啓発する活動を行う。 

家族のオンライ

ン安全機関

（Family 

Online Safety 

Institute: 

FOSI）129 

FOSI ウェブサイト 児童のインターネット利用における安全に関

する教育、意識の啓発、親に対する情報提

供、研究調査等を行う。 

iKeepSafe130 オンラインプログラムが

COPPA や FERPA 等の

プライバシー保護法を遵

守しているか認証 

児童が安全にテクノロジーを利用できるよう

な学習支援プログラムや学校と教育者のため

のツール等のオンラインソフトウェアが

COPPA、教育省 FERPA(Family 

Educational Rights and Privacy Act)、諸州

のプライバシー保護法を遵守した製品である

ことの認証を行う。 

Commonsense 

Media131 

各種メディアコンテンツ

のレイティング、教育ツ

ールの提供、啓発活動 

全国レベルの非営利団体で、児童や家族に必要

とされるメディアに関する情報や教育とそれ

らに関する見解や調査報告、データを提供して

いる。児童の年齢別に、独自のレイティングで

推薦する映画、ゲーム、アプリケーション、テ

レビ番組及びウェブサイトのレビューも行う。 

学校用のデジタル教育ツール、K-12 Digital 

Literacy and Citizenship Curriculum は、生

徒に安全なオンライン使用を指導するもので、

52 万人の教育者が登録している132。現在最も

力を入れている活動133は、児童たちのテクノロ

ジー中毒に警鐘を鳴らし、健全なテクノロジー

利用を社会に呼びかけ、啓発するキャンペーン

である。 

2018年２月７日「テクノロジーの真実：テクノ

ロジーはどうやって児童を虜にしたか（Truth 

About Tech: How Tech Has Kids Hooked）」

と題して、政治家、公共医療関係者、メディア

業界を交えた第１回目の会合を開催した134。夕

食時に電子機器を使わないようにするキャン

                                                   
127 http://www.missingkids.com/content/dam/ncmec/en_us/documents/sextortionfactsheet.pdf (March 2018) 
128 https://staysafeonline.org/ (March 2018) 
129 FOSI: https://www.fosi.org/ (March 2018) 
130 iKeeoSafe: https://ikeepsafe.org/ (March 2018) 
131 http://www.commonsensemedia.org (March 2018) 
132 https://www.guidestar.org/profile/41-2024986 (March 2018) 
133 電子メールによるヒヤリングの回答（2018年２月 26日） 
134 https://www.commonsensemedia.org/kids-action/truth-about-tech (March 2018) 



第２部 調査の結果 

第１章 アメリカ 

４．青少年のインターネット環境の課題への対応 

 

40 

 

ペーン「デバイスフリーディナー」135も推進し、

各種主要メディア・企業等がサポートしてい

る。 

NotMyKid136  児童が抱える様々な問題について児童と親に

対しアドバイスや情報を与える。インターネ

ット関係では、児童が陥るオンライン上のい

じめやオンラインのポルノに関する対策やア

ドバイスがされている。 

Business 

Software 

Alliance (BSA) 

B4USurf 137 

 

非営利のオンライン安全利用のための情報サイ

ト。児童対象の安全な利用のためのアドバイス、

倫理、ゲームの他、学校での指導教材も提供する。 

CyberBullyHelp CyberBullyHelp.com138  学校心理学者の３人が立ち上げたネットいじ

め対策に関する非営利サイト。保護者や教育

者を対象にした教育、講演、ワークショップ

等を提供する。 

The 

Information 

Networking 

Institute 

MySecurityCyberspace139    カーネギーメロン大学が設立した The 

Information Networking Institute と同大学

研究機関 CyLab が行う啓発活動。インターネ

ットの安全で責任のある使い方を子供から大

人まで年齢別にウェブサイトや地域のワーク

ショップ等で指導する。 

The Internet & 

Televsion 

Association 

& Television 

Association

（NCTA/全米ケ

ーブル・電気通

信協会) 

Cable Puts You in 

Control140 

全米のケーブル事業者 90%を代表する全米ケ

ーブル・電気通信協会(NCTA)により設立され

た。消費者にインターネットの安全な利用を

啓発し、ペアレントコントロール等のサービ

スを提供する。 

イ 民間の取組に関する評価指標と効果の測定 

民間の取組で大きな役割を果たしている NPO は、その運営資金の主要な部分を、個

人や企業からの寄付で賄っているため、それぞれの取組が成功しているかどうかを何

らかの指標を用いて測り、支持者へ報告することは彼らの大切な義務の一つであるが、

通常それは年次報告書という形で提供される。ここでは、子供たちに安全なインターネ

ット環境を提供しようと創立し成功している NPO の代表として、コモンセンスメディ

アの 2016年年次報告書141を基に、どのような評価指標が使用され、どのように効果が

測定されているかを考察する。 

コモンセンスメディアの主要な取組は、①各種メディアのレイティング、②安全なオ

                                                   
135 https://www.commonsensemedia.org/device-free-dinner (March 2018) 
136 https://notmykid.org/ (March 2018) 
137 http://www.b4usurf.org/index.php?page=about-bsa (March 2018) 
138 http://cyberbullyhelp.com/ (March 2018) 
139 http://www.ini.cmu.edu/about/mysecurecyberspace/index.html (March 2018) 
140 http://www.controlwithcable.org/ (March 2018) 
141 https://d2e111jq13me73.cloudfront.net/sites/default/files/uploads/pdfs/annual_report_final-for-web-new.pdf 

(March 2018) 
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ンライン使用に関する教育、③連邦、地方政府等への働きかけや啓発活動、④リサーチ

である。コモンセンスメディアは、これら各取組における成果を数字でわかりやすく表

し、いかにそれらが成功しているか、支持されているか、拡大しているか等を以下の各

評価指標のもと成果を強調している。[表 38参照] 

表 38 コモンセンスメディアの評価指標 

評価指標１：各種取組の利用者・参加者数が増加しているかどうか。 

(1) 年間 6,800万人ものユーザーによってサービスが利用された。 

(2) 50万人の教育者、また全米の小、中、高校の 50%以上、1,800万人の生徒によって教育

ツールが利用された。 

(3) 全米 50州で啓発活動を展開。11,000人が参加。 

(4) 総計 35億件の感想が寄せられた。 

 

評価指標２：新しい取組が行われているか。またその成果は出ているか。 

(1) 新たに 2,600のメディアに対するレイティングが加えられ、レイティングの付いたメ

ディア総数は 29,000に増加した。親へのアドバイス記事は 600以上、ビデオによるアド

バイス件数は 1,500に拡大した。また、スペイン語による情報も新たに追加。夕食時に

携帯等のデバイスを使用しないキャンペーン、Device Free Dinner を開始。

NBCUniversal 等メディア企業からの支持を受け全米に展開中。コモンセンスメディア

のアドバイス配給契約を交わしたパートナー企業は大手企業を含め 50社。 

(2) 小・中・高校用の教育カリキュラム、ダウンロード数、300万回。生徒によるデジタル

コンパスゲーム使用回数 900万回。 

(3) 地方及び連邦法のレイティングプログラムを新たに作り、保護者や教育者の意見が反

映されるようにした。児童関連の法案 37件が認可されるためのオンラインキャンペーン

を 25件行った。カリフォルニア州の児童関連 17法案に関するコモンセンスメディア投

票者ガイドをリリース。 

(4) ３本の研究報告書、「テクノロジー中毒：心配、論争、両立の模索（Technology 

Addiction: Concern, Controversy, and Finding Balance）」、「繋がりと抑制：低所得

層のマイノリティ青少年と親のメディア使用に関するケーススタディ（Connection and 

Control: Case Studies of Media Use Among Lower-Income Minority Youth and 

Parents）」、及び「（コモンセンスメディア人口調査：プラグイン状態の両親とトゥイ

ーンとティーン（The Common Sense Census: Plugged-In Parents of Tweens and 

Teens）」の発表。 

 

評価指標３：取組に対するレビュー、感想、反応、質問数等 

(1) デジタル時代の子育てに関する親からの質問に対し、記事による回答及びアドバイス

が 600件以上、ビデオによるアドバイス及び回答が 300件以上。 

(2) 新デジタル教育ツールに関し、編集レビューが 3,000件、教育者からのレビューが

9,500 件寄せられた。 

(3) コモンセンスメディアによって構築された、地方及び連邦議員との直接的なオンライ

ンパイプ等の努力をサポートすべく、カリフォルニア州の主要地区 20人の親の代表が運

営する、子供や家族に関する法律に各家庭から影響を与えようとする、California Kids 

Campaign と呼ばれる草の根運動が発足。 

(4)「コモンセンスメディア人口調査」報告書に関し、およそ 10億件の感想が、「テクノ

ロジー中毒」報告書に関しては、わずか３日で 20億件の感想が寄せられた。 

 

評価指標４：メディア露出度 

取組がメディアで取り上げられる頻度が多いほど、それらが社会に与える影響や人々の関

心が大きく、またその取組に対する社会的信頼や評価も高いといえる。コモンセンスメディア

による多くの取組は、これまで多くの主要なニュースメディアで取り上げられてきた。以下は

その例である。 
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- POLITICO「児童擁護団体が法律のレイティングシステムを開始（Child-advocacy group 

launches rating system for legislation）」142 2016年３月３日 

- コモンセンスメディアは、州の法律にも子供たちに有益か否かを基準にしたレイティング

を与えると発表。カリフォルニア州から開始し、他州にも拡大予定。 

- Washington Post 「デジタルデバイスなしの夕食に耐えうるか？（Can you survive a 

device-free dinner?）」143 2016年８月５日 

- コモンセンスメディアは、全米の家庭に夕食時にデジタル機器を使わないように呼びかけ

るキャンペーンを開始。 

- CNN「親もスクリーンに向かう時間はティーンエイジャーと同じ（Parents Spend As 

Much Time on Screens As Teenagers）」144 2016年 12月６日 

コモンセンスメディアが実施した調査によると 8歳から 18歳の子供を持つ親は１日に平均

９時間以上デジタル機器のスクリーンに向かっており、そのうちの 80％は仕事ではなく、テ

レビ、ビデオゲーム、SNS、ウェブサイトの閲覧等で、子供と同じくらいデジタル機器に依

存している実態が明らかになった。 

さらに、2016年にリリースされたこれら３つの調査報告に関する記事や報道総数は 1,000

万件に及び、「人口調査報告書」がリリースされた週には、CNN や TIME 等を含む、850

のニュースメディアで報道された。 

 

評価指標５：スポンサー、パートナー、寄付・補助金 

スポンサー企業や個人が多いということは、取組が各々のスポンサーにとって重要な意味

を持ち、かつ効果的であると評価されているからである。コモンセンスメディアの場合、2016

会計年度の財源 1,910万ドルのうち補助金 30％、寄付金 19％で、全体の収入の約半分を占め

る145。予算は過去５年間で多少の増減は見られるものの、５年前と比較すると増加した。また、

コモンセンスメディアと提携して啓発活動に協力するパートナー企業には、アップル、アマゾ

ン、AT& T、ロサンゼルスタイムズ等、大手ハイテクメーカーやメディア企業等が名を連ねる
146。このことも同団体の取組が高く評価されている証であり、信用にもつながる。 

出典：Common Sense Media 2017 

なお、各種団体の取組内容を評価するため、GuideStar147はアメリカの慈善団体や

NPO に関する情報を収集している。主に特定の NPO に寄付や助成金を付与すること

を検討している企業や個人等が、事前に対象団体の経営や運営の健全さをチェックで

きるようにするためのものである。 

同サイトには、主にアメリカ内国歳入庁（IRS）に NPO として登録している 180万

以上の団体のデータが保有され、取組内容や財政状態等の情報を常にアップデートし

ている団体は、提供された情報の量や詳細によって団体の透明性が測られ、プラチナ、

ゴールド、シルバー、ブロンズの４段階の格付けが行われている。団体名、連絡先、住

所、理念、活動及びプログラム概要、会計報告書等の基本的な組織の情報に加え、ゴー

ルド以上の格付けを得る指標として、Charting Impact と呼ばれる５つの質問に対し

回答する必要がある。これは、GuideStar と同業者である、BBB Wise Giving Alliance

                                                   
142 https://www.politico.com/states/california/story/2016/03/child-advocacy-group-launches-rating-system-for-

legislation-032272 (March 2018) 
143 https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/08/05/can-you-survive-a-device-free-

dinner/?utm_term=.0d97629b763d (March 2018) 
144 http://www.cnn.com/2016/12/06/health/parents-screen-use-attitudes-tweens-teens/index.html (March 2018) 
145 https://d2e111jq13me73.cloudfront.net/sites/default/files/uploads/pdfs/annual_report_final-for-web-new.pdf 

(March 2018, p. 22) 
146 同上 p.28 
147 https://www.guidestar.org/ (March 2018) 

https://d2e111jq13me73.cloudfront.net/sites/default/files/uploads/pdfs/annual_report_final-for-web-new.pdf
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や Independent Sector との共同プロジェクトでもある。以下はその質問メモの内容で

ある148。 

NPO の存在意義、長期的な目的。何を達成しようとしているか。 

 その目的達成のための具体的な戦略 

 目的達成を可能にするための財源・コネクション・人材等の能力の有無 

 目的達成のために進歩しているかどうかの測定方法 

 これまでに達成した業績、又は達成できていない事業 

これらの質問から、NPO に求められているものは第一に組織の透明性であり、さら

に組織の掲げる理念がぶれずに、効果的な戦略と実践によって成果を生み、理念を達成

又は達成に貢献しているかが重要視されているといえる。 

（５）各家庭の取組 

ア 親による青少年インターネット利用状況の確認行為 

今日、思春期の子供を持つ親たちは、子供同様にデジタル機器を利用している。Pew 

Research Center が 2014年と 2015年に実施した調査149によれば、13 歳～17歳の青少

年を持つ親で、デスクトップ又はラップトップ型のコンピューターを所持している割

合は 94％、スマートフォン 76％、Facebook 利用率 72％、またスマートフォン、タブ

レット端末機器等によるオンライン利用率は 84％である150。彼らは、青少年たちのオ

ンライン環境の確認にも積極的で、同調査対象の親のうちの６割は、子供がアクセスし

たウェブサイトやソーシャルメディアのプロフィールをチェックしたことがあり、過

半数は、Facebook 等のソーシャルメディアで子供をフォローしたり、また約半数は子

供の携帯電話の通話履歴やテキストメッセージをチェックしたことがある151。 

イ 親によるフィルタリング利用率152 

上述のように、回答者の親の大多数は、子供のオンライン使用の監視に積極的である。

上記の調査によれば、子供の電子メールアカウントのパスワードを知っている親の割

合は 48％、携帯電話のパスワードは 43％、またソーシャルメディアアカウントのパス

ワードは 35％であった。このように、実際に親自身が子供のアカウントに入って直接

監視する方法が好まれている一方で、フィルタリングソフトウェア等のテクノロジー

                                                   
148 http://independentsector; org/wp-content/uploads/2017/03/charting-impact-guide.pdf (March 2018) 
149 調査回答者数 1,637名、有効回答数 1,060（父親 455 母親 605; 13歳～14歳の児童の親 439 15歳

～17歳の児童の親 621; 45歳未満 510 45歳以上 550） 
150 Pew Research Center, “Parents, Teens, & Digital Monitoring”: http://www.pewinternet.org/2016/01/07/how-

parents-monitor-their-teens-digital-behavior/ (March 2018) 
151 http://www.pewinternet.org/2016/01/07/parents-teens-and-digital-monitoring/ (March 2018) 
152 ペアレンタルコントロール等をいう。 
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を駆使して、不適切なサイトをブロックしたり、閲覧履歴をチェックしたりする方法を

利用する割合は 39％、携帯電話の使用制限は 16％、携帯電話で子供の居場所をチェッ

クする割合は 16％と比較的少ない。また、13歳～14歳の中学生くらいの子供を持つ親

のほうが、15 歳～17 歳の高校生の子供を持つ親よりも、ウェブサイト履歴の監視や、

ペアレンタルコントロールの機能を使う割合が多かった153。[図６・図７参照] 

図 6 13歳～17歳の子供に対する親の監視状況（１） 

出典：Pew Research Center 2016 

図 7 13 歳～17歳の子供に対する親の監視状況（２） 

 

出典：Pew Research Center 2016 

ウ 親子間の話し合い、ルール設定等 

（ア）罰則、しつけの手段 

Pew Reseach Center の調査によると、近年テクノロジーが青少年の交友関係の中心

的役割を担うようになるにつれて、親の子供に対するしつけや罰則の手法も変化して

いる。 

  

                                                   
153 http://www.pewinternet.org/2016/01/07/how-parents-monitor-their-teens-digital-behavior/ (March 2018) 
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図 8 罰と携帯電話・インターネット 

 
出典：Pew Research Center 2016 

65％もの親が子供を罰するのに携帯電話を取り上げ、インターネットへのアクセス

を遮断している。全体で 55％の親が、子供の態度の良し悪しにかかわらず、１日にイ

ンターネットを使用する時間を制限しているが、13歳～14歳の青少年の親では 69％と

多く、15歳～17 歳の青少年でも 46％の親がインターネットや携帯電話を利用して子供

のしつけを行っている。[図８参照] 

（イ）話し合い 

同じ調査によれば、青少年を正しい方向に導くため、ほぼすべての親が彼らと何らか

の話し合いをし、その 56％は頻繁に話をするが、その内容は学校、家庭、又は交友関

係等の実際の問題に関するものである。同様に、94％の親は適切なオンライン利用につ

いて話し、また 92％はネット上での他者に対する態度について話したと回答している。 

図 9 ティーンに対する親の指導内容 

 
出典：Pew Research Center 2016 

その頻度は学校や家庭での態度等に関する話し合いに比べて少なく、15歳～17歳の

青少年の親では、ネット上で閲覧するコンテンツ等について頻繁に話し合う親は 32％、

ネット上での他者に対する態度、行動について頻繁に話し合う親も 32％にとどまり、

年齢が低い 13 歳～14 歳の青少年の親では、その割合がそれぞれ 49％、43％とやや多
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くなっている154。[図９参照] 

エ 親の介入（ペアレンタルコントロール）における日米の違い 

Intel Security が 2017年１月に発表した世界 14か国の家庭における子供のネット管

理に関する調査結果によれば、デバイスを親が管理し、自分の目の届く範囲でしか子供

にデバイスを使わせないと回答した日本の保護者は、14か国平均の 35％を下回る 20％

であった。子供のネット行為を監視するソフトウェアを導入している親の割合はわず

か８％、ネット上のリスクについて話し合った親の割合も 64％で、両者とも調査対象

国の中で最下位であった。また、子供がインターネット上で搾取され、犯罪に巻き込ま

れたりする可能性を心配している親は、14か国平均 80％だったのに対し、日本の親の

割合は 61.5％と全体で２番目に低かった155。 

 アリゾナ大学マクレランド研究所の調査によれば、親の子育てに対する考え方や方法

は、青少年を取り巻く社会環境、学校制度、文化的な要因による違いが大きい。アメリカ

の一般的な白人家庭における理想的な子育ては、サポートとコントロールの併用と考え

られている。すなわち、青少年の考えを尊重し褒め、抱擁し愛情表現しつつ、学業や道徳

等に対し明確な基準、親の望むあり方と水準を示し、適度な制限を設けることである156。 

前述の Pew Research157の調査において、適切なオンライン利用について話したこと

があると回答したアメリカの親は 94％、ネット上の他者に対する適切な態度について

話したと回答した割合が 92％であった。この背景に、アメリカの親がコントロールの

一環として、青少年たちに明確なインターネット使用の基準、ガイドライン、制限を伝

える努力を行っていることがあるとしている。また、罰則として、スマートフォン等の

デバイスの使用を制限したり、取り上げたりするしつけを行う親の割合が 65％と高い

のも同じ要因によると考えられるとしている。 

アメリカには親が学校教育に関与するほうが子供の成績がよいという調査結果があ

る158。Pew Research の 2015年調査でも、調査対象の親の半数以上（54％）は、「子供

の教育に関与し過ぎということはない」と回答しており、特にミレニアル世代159の若い

親ではその割合が 60％以上になる160。また、過去 12か月に子供の学業について話した

                                                   
154 http://www.pewinternet.org/2016/01/07/how-parents-talk-to-teens-about-acceptable-online-behavior/ (March 

2018) 
155 インテルセキュリティ調査：https://www.mcafee.com/jp/about/news/2017/q1/0130-01.aspx (March 2018) 
156 University of Arizona, Frances McClelland Institute “Cultural Differences in Parenting Practices: What Asian 

American Families Can Teach Us”: 
https://mcclellandinstitute.arizona.edu/sites/mcclellandinstitute.arizona.edu/files/ResearchLink_2.1_Russell_Asi
anFam.pdf (March 2018) 

157 http://www.pewinternet.org/2016/01/07/parents-teens-and-digital-monitoring/ (March 2018) 
158 Center for Public Education: http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Public-education/Parent-

Involvement/Parent-Involvement.html (March 2018) 
159 2000年以後に成人・社会人になる世代をいう。 
160 http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/17/4-child-care-and-education-quality-availability-and-parental-

involvement/ (March 2018) 

http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Public-education/Parent-
http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Public-education/Parent-
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ことがある親の割合は 85％、PTA 等のミーティングに参加したことがある親の割合は

64％、特別な行事やプロジェクトに参加した親の割合は 60％であった161。 

保護者は、学校が指定した成績アプリをダウンロードし、履修科目すべてのプロジェ

クトや宿題の期日、提出の有無、成績、テストやクイズの日程及び点数、出席状態等の

詳細を定期的にチェックし、子供の学業の進捗状況162を常に把握し、サポートすること

が求められている。アメリカの親たちの学校教育への高い関心に加え、今日のアメリカ

の子供たちの学校成績をはじめとするすべての記録がオンラインで管理されている点

も、親が積極的に子供のオンライン行動を管理することと関連があると見られる。 

（６）課題への具体的な対応例 

ア ネットいじめ 

（ア）連邦及び地方政府による対応 

反いじめに関する連邦法は存在しないが、反いじめ法はすべての州にある。ただし、

表 39 に見られるとおり、刑罰を含まない法律もある。他方、この 10 年間ほどで被害

が急増しているネットいじめに関する法整備が間に合っていない状態で、適用される

法律がすべてネットいじめを含んでいたり、学校外で起こったいじめに適用されたり

するわけではなく、州によって規定も異なる163。連邦政府による対応としては、教育省

（ED）や保健福祉省（HHS）等、複数の省庁が連携し、様々ないじめに対する情報、

対処法、アドバイスを提供するウェブサイト、stopbullying.gov164や国土安全保障省

（DHS）の Stop. Think. Connect キャンペーン165等がある。[表 39参照] 

  

                                                   
161 http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/17/4-child-care-and-education-quality-availability-and-parental-

involvement/ (March 2018) 
162 USA Today, “Online grade access can lead to helicopter parents”, 9/24/2013: 

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/09/24/education-online-grades-helicopter-

parents/2862105/ (March 2018) 

カリフォルニア州サンディエゴの Carmel Valley Middle School のペアレントポータルの例: 

  http://cv.sduhsd.net/documents/Grades%20in%20Parent%20Portal%20Instructions.pdf 
163 https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index.html (March 2018) 
164 https://www.stopbullying.gov/ (March 2018) 
165 https://www.dhs.gov/stopthinkconnect (March 2018) 
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表 39 全米 50 州におけるネットいじめに関する法律166 

州名 反い

じめ

法167 

「ネット

いじめ」

を含む法
168 

「電子的

ハラスメ

ント」を

含む法169 

刑罰の

有無 

学校に

おける

処罰の

有無 

学校規

則への

義務化 

学校外

でのい

じめに

適用170 

アラバマ ○ × ○ × ○ ○ × 

アラスカ ○ × × ○ ○ ○ × 

アリゾナ ○ × ○ × ○ ○ × 

アーカンソー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

カリフォルニア ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

コロラド ○ × ○ ○ ○ ○ × 

コネチカット ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

デラウェア ○ × ○ × ○ ○ × 

フロリダ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

ジョージア ○ 審議中 ○ × ○ ○ 審議中 

ハワイ ○ ○ ○ 審議中 ○ ○ × 

アイダホ ○ × ○ ○ ○ ○ × 

イリノイ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

インディアナ ○ × ○ × ○ ○ × 

アイオワ ○ × ○ ○ ○ ○ × 

カンザス ○ ○ ○ × ○ ○ × 

ケンタッキー ○ 審議中 ○ ○ ○ ○ × 

ルイジアナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

メイン ○ ○ ○ × ○ ○ × 

メリーランド ○ × ○ ○ ○ ○ × 

マサチューセッツ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

ミシガン ○ ○ ○ 審議中 × ○ × 

ミネソタ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

ミシシッピ ○ × ○ ○ ○ ○ × 

ミズーリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

モンタナ ○ × ○ ○ × × × 

ネブラスカ ○ 審議中 ○ × ○ ○ 審議中 

ネバダ ○ ○ ○ ○ × ○ × 

ニューハンプシャー ○ ○ ○ × × ○ ○ 

ニュージャージー ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

ニューメキシコ ○ ○ ○ × ○ ○ × 

ニューヨーク ○ ○ ○ 審議中 ○ ○ ○ 

ノースカロライナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

ノースダコタ ○ × ○ ○ ○ ○ × 

                                                   
166 https://cyberbullying.org/Bullying-and-Cyberbullying-Laws.pdf (March 2018) 
167 https://www.stopbullying.gov/laws/key-components/index.html (March 2018) すべての州に何らかの反い

じめ法（Anti-Bullying Law）が存在し、いじめが生徒の学習、安全、また学校の安全や学習環境に与

える影響が指摘され、どのタイプのどの程度のいじめが違法とされるか詳細な規定がある。一般的な

いじめ法に「ネットいじめ」を含む州法もあれば、それに特化した法律を持つ州もある。 
168 cyberbullying 又は cyber-bullying を含む法律を指し、electronic harassment や bullying using electronic 

mean のみ含む法律は含まない。 
169 electronic harassment や bullying using electronic mean という単語を含む法律を指す。 
170 連邦法は、学校の学習環境に著しい混乱を招くような行為をする生徒に対し、それがキャンパス外

であっても学校に処罰できる権限を与えている。それを州法に成文化している州に○を付けた。 
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オハイオ ○ × ○ × ○ ○ × 

オクラホマ ○ × ○ × ○ ○ × 

オレゴン ○ ○ ○ × ○ ○ × 

ペンシルベニア ○ × ○ × ○ ○ × 

ロードアイランド ○ ○ ○ × ○ ○ × 

サウスカロライナ ○ × ○ × ○ ○ × 

サウスダコタ ○ × ○ × ○ ○ ○ 

テネシー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

テキサス ○ × ○ × ○ ○ × 

ユタ ○ × ○ × ○ ○ × 

バーモント ○ × ○ × ○ ○ ○ 

バージニア ○ ○ ○ × ○ ○ × 

ワシントン ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

ウエストバージニア ○ × ○ × ○ ○ × 

ウイスコンシン ○ × × ○ ○ ○ × 

ワイオミング ○ × ○ × ○ ○ × 

州合計 50 23 48 18 46 49 14 

連邦政府171 × 審議中172 審議中173 審議中
174 

× × × 

ワシントン D.C. ○ × ○ × ○ ○ ○ 

出典：Cyberbullying Research Center 2016 

（イ）民間による対応 

アメリカの場合、ネットいじめに対する実質的な対応は、表 40に示したとおり、事

業者、各種民間団体による情報提供、警鐘、自己防衛策等の啓発、ならびに被害者の相

談等によるものが主流である。 

  

                                                   
171 連邦法には、いじめに特化した法律はないが、いじめが人種、国籍、肌の色、性別、年齢、障害、

宗教のいずれかに関わる差別的ハラスメントである場合は、1964年公民権法（Title VI of the Civil 
Rights Act of 1964）が適用され、連邦政府の補助金を受給している学校は、それらのハラスメントを

解決する義務がある。学校レベルで十分な解決に至らない場合、教育庁（U.S. Department of 
Education’s Office for Civil Rights）や司法省（U.S. Department of Justice’s Civil Rights Division）にサポ

ートを依頼できる。https://www.stopbullying.gov/laws/federal/index.html (March 2018) 
172 HR1966。2009年４月議会に提出、同年９月の審議を最後に頓挫している法案で、“Megan Meier 

Cyberbullying Prevention Act”と呼ばれる。電子的に国内外でやりとりする相手に対し、深刻なレベル

の強制、威嚇、脅しを繰り返し、甚大な精神的苦痛を与える者に罰金か２年未満の拘置刑、又はその

両方が科される。http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h111-1966 (March 2018) 
173 “online harassment”関連法案として、2017年 11月議会に提出されたリベンジポルノ法、Ending 

Nonconsensual Online User Graphic Harassment Act of 2017（通称“ENOUGH Act”）がある。同意なしに

相手の性的画像を第三者に送付することを禁じ、違反者には罰金か５年未満の拘置刑、又はその両方

が科される。https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2162/text (March 2018) 
174 同上 164、165参照。 
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表 40 民間の取組内容 

対応制度・取組等 内容 

CyberBully411.com175 ネットいじめにあっているティーンを救うための情報サイト。

Center for Innovative Public Health Research が Community 

Foundation Technology of California の資金援助で作った。 

CyberBully.org176 オンライン上のいじめに関する情報サイト。子供と親のためのいじ

め対策、アドバイス等を掲載する。親のためのワークショップも全

米各地で開催する。 

SAFEKIDS.com177 オンライン上の危険についての情報、子供や親へのアドバイス、相

談サイト等の情報を提供する。 

ConnectSafely.org178 オンラインの安全な使用についてのアドバイス、親のガイドブック、関

連ニュース、政策等に関するコメント等を掲載する。毎年２月６日の「安

全なインターネットの日（Safer Internet Day）」を開催する。Facebook

の安全諮問委員会（Safety Advisory Board）のメンバーでもある。 

イ 性的搾取・性犯罪 

（ア）連邦及び地方政府による対応 

性犯罪に関し施行されている連邦法及び地方政府の対応は、それぞれ表 41と表 42の

とおりである。 

表 41 連邦法 

法律名 内容 

1977年性的搾取に関する法律

（Protection of Children against 

Sexual Exploitation Act 1977）179  

16 歳以下の児童をわいせつな描写物等を制作する目的で

使用することを禁じた。 

1986年児童性的虐待ポルノ法 

（Child Sexual Abuse and 

Pornography Act of 1986）180 

児童ポルノ適用年齢を18歳に引き上げ、非営利目的の児童ポル

ノ制作・頒布も罰し、法の適用範囲を広げた。 

1990年児童保護復旧及び刑罰強化

法（Child Protection Restoration 

and Penalties Enhancement Act 

of Abuse）181 

コンピューターによる児童ポルノの伝達・流通・受領を違

法とし、違憲判決を受けて施行されなかった「1988年児童

保護及びわいせつ強制執行法」を強化し、児童ポルノの営

利目的の所持、又は３つ以上の児童ポルノの単純所持を刑

事罰の対象とした。 

1998年性犯罪者から児童を保護す

る法律（Protection of Children 

from Sexual Predators Act of 

1998）182 

コンピューターの使用を含めた児童性的搾取、ポルノ犯罪の

刑罰加重、さらに再犯者についても加重。サービス・プロバ

イダーによる児童ポルノの通報義務化が規定された。 

1998年児童オンラインプライバシ

ー保護法（COPPA） 

13 歳未満の児童の個人情報を保護しようとするもので、児童

を対象としたウェブサイト事業者やオンラインサービス事業

                                                   
175 CyberBully411.com : https://www.cyberbully411.com/about-us (March 2018) 
176 http://cyberbully.org/ (March 2018) 
177 http://www.safekids.com/ (March 2018) 
178 http://www.connectsafely.org/ (March 2018) 
179 https://www.govtrack.us/congress/bills/95/s1585/text/enr (March 2018) 
180 https://www.govtrack.us/congress/bills/99/hr5560/text (March 2018) 
181 https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2001-title28-vol2/CFR-2001-title28-vol2-part75/content-detail.html 

(March 2018) 
182 https://www.govtrack.us/congress/bills/105/hr3494/text (March 2018) 
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者が、その児童の個人情報を収集、利用、開示する際には、そ

の児童の親に通知し、同意を得なければならない。 

2000年児童インターネット保護法

（CIPA）183 

学校と図書館において子供がインターネットにアクセス

する際に、児童ポルノ等有害情報へのアクセスを制限す

ることを目的に、連邦政府による資金補助（E-料金プロ

グラム）の利用条件として、学校や図書館内のコンピュ

ーターにフィルタリング・ソフトのインストール等が義

務付けられた。 

2006年アダム・ウォルシュ児童安

全法（The Adam Walsh Child 

Protection and Safety Act of 

2006 ） 

児童をだまして有害なウェブサイトに誘い込むことを目

的に、紛らわしい言葉や画像を載せることを犯罪として

いる。 

2007年児童ポルノの効果的起訴法

（Effective Child Pornography 

Prosecution Act of 2007） 

性犯罪者を効果的に起訴できるように法を改正した。 

2008年キッズ法（Keeping the 

Internet Devoid of Sexual 

Predators Act of 2008 又は the 

KIDS Act of 2008） 

2006年アダム・ウォルシュ児童安全法で規定された性犯

罪者の登録と告知の内容が強化された。 

2008年児童保護法 PROTECT: 

(Providing Resources, Officers, 

and Technology to Eradicate 

Cyber Threats to) Our Children 

Act of 2008 

インターネットを介した性犯罪、誘拐等の児童搾取の危

険から子供を保護するため連邦、州、地方の捜査・法執

行機関、戦略の強化。 

2008年 21世紀児童保護法

（Protecting Children in the 

21st Century Act） 

CIPA 内容の強化。 

表 42 連邦・地方政府による対応 

名称 内容 

Stop.Think.Connect キャンペーン
184（国土安全保障省（DHS） 

より安全なインターネットの利用について国民を啓発

するキャンペーン。DHS のウェブサイトには、親と教育

関係者用にオンライン犯罪から児童を守るための安全

対策に関する情報ソース、ツールが紹介されている。 

Project iGuardian185 （移民税関捜査

局、国土安全保障調査（Immigration 

and Customs Enforcement’s (ICE) 

Homeland Security Investigations 

(HSI)） 

Project iGuardian は、児童たちをオンラインによる性

的搾取から守ることを目的に、ウェブサイトで年齢別

に楽しめるゲームを通して、安全なオンライン使用の

教育と啓発を行う。 

Innocence Lost National 

Initiative186 (FBI, DOJ, NCMEC) 

FBI と DOJ の児童性的搾取及びわいせつ課（Child 

Exploitation and Obscenity Section）、NCMEC が共

同で立ち上げたイニシアティブで、国内における児童

の性的人身売買の問題を社会に知らしめ、全国 400以

上の法執行機関と連携し被害者を救出する。 

                                                   
183 https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act (March 2018) 
184 https://www.dhs.gov/publication/stopthinkconnect-parent-and-educator-resources (March 2018) 
185 https://www.ice.gov/topics/iGuardians# (March 2018) 
186 https://www.fbi.gov/investigate/violent-crime/cac (March 2018) 
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児童に対するインターネット犯罪調

査委員会プログラム187（The 

Internet Crimes Against Children 

Task Force Program (ICAC) ） 

ICAC は、州や地方自治体の法執行機関が、児童を狙っ

たオンライン上の性的搾取や犯罪に対し、迅速にかつ

効果的に対処できるように創設されたプログラムで、

全国 4,500の連邦、州、地方自治体の法執行機関及び

検察機関を代表する 61の調査委員会で構成される全国

的ネットワークであり、2008年児童保護法によって、

法執行機関、検察機関に対するトレーニング、及び児

童や親に対する教育も強化されることになった。 

（イ）民間による対応 

民間における非営利団体等による対応は表 43のとおりである。 

表 43 民間の対応内容 

団体名 内容 

CyberTipline

（NCMEC）188 

オンライン上で進行中の青少年の性的搾取について一般ユーザーやイン

ターネットのサービスプロバイダーから報告を受ける仕組み。 

Enough is 

Enough189 

市民の啓発、政府や企業への働きかけを通して、オンラインポルノ、性

的搾取、オンラインいじめ等を中心としたオンラインの危険から青少年

たちを守ろうとする非営利団体。 

全米教育協会

（NEA: National 

Education 

Association）190 

幼稚園から大学院までの公立学校の 300万人もの教員が加入するアメリ

カ最大規模の専門職協会である NEA は、メンバーに無料でオンラインい

じめやセクスティングを含む、セクシャルハラスメントやいじめ対策、

及び関連法等についてトレーニングを提供している。 

StopItNow!191 青少年の性的搾取を防ぐための啓発サイト。安全なオンライン使用を含

む、青少年や親向けの各種アドバイスを掲載。 

Protect Children 

Online192 

オンラインに潜む性的搾取の危険を訴え、青少年たちにセクスティング

の抑制等のアドバイス、親の監視、会話の重要性を説く啓発サイト。 

Darkness to 

Light193 

青少年の性的搾取を防ぐための成人に対するアドバイス、対処法、トレ

ーニング、情報等を掲載する。 

Parenting Safe 

Children194 

青少年の性的搾取を防ぐための親や教育関係者等に対するアドバイス、

有料のトレーニングや情報を提供する。 

Child Rescue 

Network195 

青少年の性的搾取を防ぐための大人に対するアドバイス、オンライン上

の安全を含む教育、コミュニティへの啓発活動等を行う。 

  

                                                   
187 https://www.icactaskforce.org/Pages/Home.aspx (March 2018) 
188 http://www.missingkids.com/home (March 2018) 
189 http://enough.org/ (March 2018) 
190 http://www.nea.org/home/47681.htm (March 2018) 
191 http://www.stopitnow.org/help-guidance/prevention-tools (March 2018) 
192 http://www.protectchildrenonline.org/ (March 2018) 
193 https://www.d2l.org/ (March 2018) 
194 http://www.parentingsafechildren.com/index.php (March 2018) 
195 http://childrescuenetwork.org/ (March 2018) 
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ウ テロリスト等に対する事業者の取組196 

（ア）YouTube の対応 

2017 年後半に、YouTube は突然規制を強化し、コンテンツの内容にかかわらず、テ

ロリストに関わると米英両政府が認証する人物による動画のすべてを削除する、とす

る新しい政策に踏み切った。これは、両政府や人権団体からの圧力によるものであり、

同年６月にドイツで制定された反テロリスト法で、悪意に満ちた投稿が即座に削除さ

れない場合に５千万ユーロ（5.7千万ドル）の罰金がソーシャルメディアに科せられる

とする法律に類似するものである197。 

（イ）Twitter の対応 

Twitter は 2015 年半ばから、ユーザーからの通報や既存のテクノロジーによって割

り出されたテロリストや暴力的な過激思想家たちのアカウントの調査を開始した。そ

の結果、2016 年８月には、総計 36 万のアカウントが停止されることになった。また、

同社は、通報を受けた違反コンテンツを調査するスタッフを増やし、より迅速に問題の

アカウントを停止できるようにしたほか、暴力的な過激思想に対抗するためのチーム

も増員するなどして、国内外の批判に対応している198。 

（ウ）Jigsaw の対応 

ISIS による悪質なコンテンツに対抗する最新の技術として、Google の親会社となっ

た Alphabet 社のシンクタンク Jigsaw が開発した「リダイレクト（the Redirect 

method）」があり、2017 年７月から使用されている199。これは、過激思想のコンテン

ツを探している若者を、反過激思想の YouTube コンテンツに誘導する仕組みである200。

同社が 17 年２月に発表した「パースペクティブ（Perspective）」は、オンラインメデ

ィア上のコメント内容を理解し、悪意ある可能性を数値化する API で、過去に人間が

行った数十万もの評価コメントを学習した Perspective を基準に対象コメントを評価

する。これを使えば、問題のあるコメントを探知して人間のモデレーターに伝え、コメ

ントした人に対しそのコメントがコミュニティに与えるかもしれない影響について警

告する機能や、読者が有害コメントを非表示にできる機能を追加でき201、有害コメント

の一掃に一役買うことが期待されている。 

                                                   
196 本章第３節（２）ウ 参照。 
197 https://www.reuters.com/article/us-tech-hatespeech/google-broadens-takedown-of-extremist-youtube-videos-

idUSKBN1DE05X (March 2018) 
198 https://www.nytimes.com/2016/08/19/technology/twitter-suspends-accounts-extremism.html (March 2018) 
199 https://youtube.googleblog.com/2017/07/bringing-new-redirect-method-features.html (March 2018) 
200 https://jigsaw.google.com/projects/#redirect-method (March 2018) 
201 https://jigsaw.google.com/projects/#perspective (March 2018) 
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エ リベンジポルノに対する民間の対応 

昨今問題になっている性的搾取のリベンジポルノ（復讐ポルノ）は、元交際相手や元

配偶者の性的な写真・動画等を、インターネット上で本人の許可なく不特定多数の人に

公開する性的嫌がらせを意味し、オンライン上のセクシャルハラスメント、又はオンラ

インいじめの形態の一種とみなされている。 

リベンジポルノについて摘発されると、大抵の場合 misdemeanor（軽罪）が適用さ

れるが、ケース又は州法によっては felony（重罪）が適用される場合もあり、被害者が

18 歳未満の場合は罰則がより厳しくなる。2017 年 12 月現在、38 州でリベンジポルノ

に対する法律が整備されている。罰則の内容については、州によって異なり、比較的新

しい法律であるため、現在も進化中であるが、ほとんどの州で、リベンジポルノ罪には、

「性器、肛門、女性の胸部又は性的行為の画像が含まれる動画の出版又はオンライン配

信による意図的な嫌がらせ」の行為が対象となる202。 

民間による対応としては、ソーシャルメディア大手の Facebook が、2017年４月、リ

ベンジポルノに該当する写真や動画が拡散するのを防ぐ写真適合技術（photo-

matching technology）を導入した。これは、通報により削除された写真や動画が、

Facebook 及び同社の Instagram、Messenger サービス間でその後も繰り返し共有され

続けないようブロックする仕組みである。また、ユーザーがリベンジポルノを発見した

場合に簡単に通報できる通報ボタンも新たに加えた。その他、通報を受けた画像を検閲

させるため、特別にトレーニングを受けたスタッフで構成する専門チームも配置し、通

報を受けると直ちに画像を吟味、削除し、アカウントを不能にする体制をとっている203。 

その他のソーシャルメディアや検索サイト等でも、リベンジポルノは問題となって

おり、Google, Twitter, Microsoft でもリベンジポルノ画像の通報及び削除のプロセス

を簡素化しようとする試みが行われている。Google では、被害者から通報を受けると、

検索結果から問題の画像を削除するよう対処している。また Twitter は、これまでも本

人の同意なしの性的画像を投稿することを禁じていたが、2017年 10 月にはその禁止画

像の内容をより具体的に定め、かつ違反者のアカウントを削除すると発表した204。

Microsoft では、簡単なフォーム205に記入すれば、Bing、OneDrive、Xbox Live におけ

るリベンジポルノの通報ができるようにしている206。 

連邦政府によるリベンジポルノ規制法はまだ制定されていないが、2017 年 11 月 27

日、カリフォルニア州選出の上院議員、ハリス上院議員らによって、リベンジポルノ連

                                                   
202 http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/revenge-porn-laws-by-state.html (March 2018) 
203 https://www.usnews.com/news/technology/articles/2017-04-05/facebook-to-use-photo-matching-to-block-

repeat-revenge-porn (March 2018) 
204 http://fortune.com/2017/10/27/nudity-revenge-porn-twitter/ (March 2018) 
205 https://www.microsoft.com/en-us/concern/revengeporn (March 2018) 
206 https://www.theverge.com/2015/7/22/9016053/microsoft-fighting-revenge-porn-bing-onedrive-xbox (March 

2018) 
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邦法案である Ending Nonconsenual Online User Graphic Harassment Act of 2017、

通称 ENOUGH 法案が提出された207。 

オ 個人情報の漏えい・窃盗等 

個人情報の漏えい・窃盗対策として、連邦及び地方政府と民間における対応は表 44

及び表 45に示したとおりである。 

表 44 連邦及び地方政府の対応 

法律・プログラム 内容 

1998年児童オンラインプライバシ

ー保護法（COPPA） 

児童のプライバシー情報保護に関する連邦法。 

Protecting Kids Online（FTC）208 児童の安全なオンライン使用のための親に対するアドバ

イスや情報を掲載。 

Child ID Theft（FTC ウェブサイ

ト）209 

青少年の ID 窃盗に関する警告、窃盗されないための方

策、窃盗にあったか否かの確認方法、窃盗にあった場合

の報告先、被害にあった後の対処法等の情報を掲載。 

US-CERT（Computer Emergency 

Readiness Team）210（DHS） 

家庭用コンピューターのセキュリティを守るためのアド

バイス。アラート受信に登録するとインターネットセキ

ュリティの最新情報を得られる。 

表 45 民間の対応 

機関・プログラム名 内容 

Identity Theft 

Resource Center 

(ITRC)211 

ID 窃盗に関する情報の提供及び電話による相談を受け付けている。 

Fraud.org212 全国消費者連合（The National Consumers League）が作った非営利団

体。オンライン詐欺、ID 窃盗を防ぐためのアドバイスのほか、詐欺や被

害にあった場合の通報窓口を設け、詐欺アラートシステム（Fraud Alert 

System (FAS)）として各分野の法執行機関に自動転送される仕組みに

なっている。FAS は、全米 90の連邦、州、地方政府が使用している。 

Stay Safe Online213 全国サイバーセキュリティ連盟（National Cyber Security 

Alliance）が立ち上げた非営利団体。ウェブサイトが提供する C-

Save は、幼稚園児から高校生までを対象に、サイバーセキュリテ

ィ、倫理等を教えるためのガイドラインを掲載している。 

Family Online 

Safety Institute214 

プライバシーに関する情報やソーシャルメディア、モバイル機器、オン

ラインの安全等に関する情報、アドバイス、リサーチ報告書を提供する。 

Connect Safely215 インターネット利用者に安全な利用を啓発するためのウェブサイト。親

や教育者に対するアドバイスやテクノロジーの最新情報を掲載する。 

                                                   
207 https://techcrunch.com/2017/11/28/senators-introduce-revenge-porn-bill/ (March 2018) 
208 https://www.consumer.ftc.gov/topics/protecting-kids-online (March 2018) 
209 https://www.consumer.ftc.gov/articles/0040-child-identity-theft (March 2018) 
210 https://www.us-cert.gov/home-and-business (March 2018) 
211 https://www.idtheftcenter.org/ (March 2018) 
212 http://www.fraud.org/ (March 2018) 
213 https://staysafeonline.org/get-involved/at-school/c-save/ (March 2018) 
214 https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ (March 2018) 
215 http://www.connectsafely.org/ (March 2018) 
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iKeepSafe216 青少年が安全にテクノロジーを利用できるような学習支援プログラム

や学校、教育者のためのツール等を提供する。 

Savvy Cyber Kids217 年代別に青少年や親に対するオンライン倫理に関する青少年用教本や

セミナー、ワークショップ等を行う。 

 

ID 窃盗に関しては、すべての州において何らかの法律が制定され、29 の州では ID

窃盗に関する特別の賠償条項がある。また、アーカンソー、デラウェア、アイオワ、メ

リーランド、ミシシッピ、モンタナ、ネバダ、ニューメキシコ、オハイオ、オクラホマ、

バージニアの 11 州では、被害者救済のためのプログラムが作られている。しかし、近

年青少年をターゲットにした ID 窃盗が増加していることで、各州はそれぞれの罰則を

強化し、被害を受けやすい里親に預けられている青少年たちに関しては、彼らの社会保

障番号が悪用されていないか確認するためにクレジットレポートを要求するか、被害

にあった場合には、青少年の消費者レポートの凍結を要請できる権限を親や保護者に

与える等、対策を講じている。 

特に、フロリダ、インディアナ、ルイジアナ、ペンシルベニア州では、未成年に対す

る犯罪の罰則はより重いものになっており、特にフロリダとペンシルベニア州では、被

害者が 18歳未満の場合の犯罪は、通常の刑より１級罪が重くなる。例えば、フロリダ

州では、成人の ID を悪用した場合には第３級の重罪が科せられるのに対し、未成年が

対象の場合、第２級の重罪が適用される。また、インディアナ州でも、2009年より、青

少年や扶養家族の ID を悪用した場合、従来の第６級から第５級の重罪が適用されてい

る。また、カリフォルニア、コロラド、コネチカット、イリノイ、デラウェア、ネバダ、

バージニア州では、里親に預けられている青少年たちには、16 歳になると毎年、里親

から離れて自立するまで、無料の消費者レポートが送られ、クレジットを含む自分の履

歴をチェックすることができるように法律で義務付けられている218。 

 

  

                                                   
216 https://ikeepsafe.org/ (March 2018) 
217 http://savvycyberkids.org/ (March 2018) 
218 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/identity-theft-strikes-young.aspx (March 2018) 


