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第２章 ヒアリング調査 

 

１ Facebook 

・実施日：2016 年 3 月 7 日 

・回答者：フェイスブックジャパン株式会社 公共政策部 部長 山口琢也様 

    

■質問１：「子供インターネット安全」に取り組んでいる理由 

■返答： 

  Facebook 上でのコミュニケーションとつながりを安心して楽しんでいただくために、

安全な環境の提供は最も重要な課題として取り組んでいる。 

  また、子供インターネット安全に取り組んでいる理由は、コミュニティ運営の安全安

心なサービス利用のための対応としてそれが必要だと考えるからである。自社サービス

の性質として必要不可欠なことと認識して、取り組んでいる。 

  当社は 2004 年に 2 名が立ち上げた会社であり、設立当初はさまざまな試行錯誤があっ

たが、ユーザー・政府・有識者からのフィードバックを受け、2011 年にオンライン安全

に関する情報をワンストップで提供する Facebook Family Safety Center を立ち上げた。 

    

■質問２：インターネット安全に関連して行っている取組 

■返答： 

  具体的な取組は、 

「1 規約、ポリシー」：利用規約、データポリシー、コミュニティ規定 

「2 ツールの提供」：報告ツール、コミュニティーレポート、閲覧制御 

「3 ヘルプの提供」：豊富なヘルプ、Q&A 項目、解決策の提示 

「4 協力体制の構築」：関係各社、有識者等との協力体制 

「5 意見聴取」：ユーザーからの意見による不断のサービス改訂 

である。 

  規約ポリシーには、「利用規約」「データポリシー」「コミュニティガイドライン」があ

る。 

  利用規約とは、Facebook を利用するすべてのユーザーが守るべきルールであり

Facebook にアカウントを作成する際に同意いただいている。 

  また、データポリシーとは、Facebook がユーザーの情報をどのように取得・利用・共

有するかについての詳しい説明である。 

  コミュニティガイドラインとは、Facebook 上でどのような情報をシェアして良いのか、

どのような情報や行動が報告削除の対象になるかについての説明である。 

  規定される項目には、「脅迫行為、自傷自殺行為、暴力的組織、危害を及ぼす行動、い

じめハラスメント、性的暴力、人身売買、偽名、偽アカウント、詐欺、スパム、ID 窃盗、
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なりすまし、故人、性的内容、ヘイトスピーチ、猟奇的画像、不快な嘲笑、無責任な行

動」が含まれる。 

    

■質問３：ツール提供について 

■返答： 

  ツールの提供についての考え方は、「ユーザー自身が、情報のシェア・閲覧、他のユー

ザーとのコンタクトの範囲等を自由に設定できる機能を提供する」というものである。 

  ユーザーからの報告への対応フローは、ユーザーからの報告に基づいて Facebook が対

応開始し、ポリシーやガイドライン違反が確認された場合は直ちに削除する。画像につ

いては photo DNA 等によりプロアクティブに対応している。 

  すべての報告は世界４か所に設置された調査センターにおいて、法律・法執行・行政・

人権・ビジネス・コミュニケーション等幅広い専門家によって 24 時間 365 日体制で対応

している。 

  対応言語は、日本語を含む世界 24 か国言語である。 

  報告内容の重要度に応じて、優先順位を設けて対応しており、特に青少年保護とテロ

リズム関連は特別の配慮で迅速に対応している。 

  自殺に関するコンテンツの報告を受けた場合は、まずは自動で相談窓口を案内するコ

ンテンツを配信し、自殺の発生を食い止める努力をすると同時に、迅速に専門家チーム

が対応している。 

  さらに、「いじめやハラスメントのコンテンツは外的に認識が難しい場合も多い」とい

う主張を唱える、エール大学感情インテリジェンスセンターのブラッケット・スターン

両博士とともに解決策としてソーシャルレポーティングツールを開発した。このツール

では、例えば、「なぜこの写真を見たくないのですか？」という問いに対しては、「不快、

または面白くない」「私が写っていて、それを望んでいない」「Facebook に載せるべきで

はない内容」「スパムである」といったメッセージを投稿者本人に送信可能である。「な

ぜこの写真が不快ですか？」という問いに対して、「私にとって良くない写真」「不適切」

「悲しい気持ちにさせる」「不快な気持ちにさせる」「その他」といったメッセージを投

稿者本人に送信可能である。 

  Facebook の情報シェア、関係者にも送信可能で、サンプルテキストを自動生成するこ

とも可能である。このアプローチは効果が高いことが実証されてきている。 

  プライバシー設定に関するツールには、インタラクティブに最適なプライバシー設定

の方法に関して解説している「プライバシーベイシックス」と現在の設定がいつでもす

ぐに確認することができるツール「プライバシーショートカット」がある。 

    

■質問４：ヘルプの提供について 

■返答： 
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  ヘルプの提供は、「Facebook ファミリーセーフティーセンター」が代表的である。ここ

では、安全に利用するための情報・ツールを一元的に提供しており、保護者、教育関係

者、青少年本人、法的執行機関それぞれへの必要な情報を提供している。 

  「Facebook ファミリーセーフティーセンター」以外にも、Facebook の使い方や質問、

問題に対して、幅広い情報と解決法を提示し、常に有識者や政府機関等との対話を通じ

て改善を継続している。 

  また、インターネット上のいじめに関する特別ページを 2016 年中にリニューアル公開

する予定である。 

    

■質問５：青少年のインターネット安全に関連して行っている取組 

■返答： 

  青少年保護に関連する規約ポリシーの一部について抜粋すると、 

・13 歳以上のみ利用可能 

・他人の情報の収集目的での利用を禁止 

・他の利用者に対するいじめ、脅迫、嫌がらせに当たる行為の禁止 

・差別的、脅迫的、または猥褻的な内容、暴力を誘発するような内容、ヌードや露骨な

暴力、根拠のない暴力の描写が含まれる内容の投稿の禁止 

・適切な年齢制限を設けることなく、アルコール関連、出会い目的、またはその他の成

人向けコンテンツ（広告を含む）を含む外部のアプリケーションを開発または運営す

ることを禁止 

 が挙げられる。 

    

 また、青少年保護に関する５つの重要な項目としては、以下がある。 

・危険な組織の完全排除：テロや犯罪活動そのもの、あるいはそれらを賞賛支援するよ

うな内容アカウントは即座に削除。 

・暴力的画像の排除：人権侵害やテロへの対抗に家を目的としたものを除き、サディス

ティックな快楽目的や暴力を礼賛する画像を削除。人権侵害への対抗や認知を目的と

したものでも、未成年の閲覧に制限を付与。 

・ヌード：未成年の利用者への配慮のみならず、様々な文化的背景を考慮し、ヌードや

性的なコンテンツの表示を制限。コンピューターグラフィックス等や詳細な猥褻行為

の描写の文章についても制限の対象。 

・児童の性的搾取画像の排除：性的暴力や搾取、それを助長するようなコンテンツはす

べて削除対象。性的暴力の現場にまつわる画像やビデオ、リベンジポルノにあたる画

像についても削除し、必要に応じて法的執行機関に通報。 

・いじめハラスメントの排除：意図的に個人を狙い蔑みや恥辱を与えるコンテンツや行

為を削除。 
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  その他、青少年に対する特別措置としては、以下の４項目がある。 

・青少年の投稿はデフォルトで「友人に公開」に設定。また、投稿のシェア範囲に関す

る積極的な警告と教育の提供 

・青少年の個人情報（コンタクト情報、学校名、生年月日他）を大人ユーザーの検索に

かからないように措置 

・友達申請の際、実際に知っている人とのみつながるべきである旨の警告を表示 

・位置情報のシェアの機能はデフォルトで「オフ」に設定。シェアされている場合は継

続的に警告を表示。 

・個別メッセージは「友達の友達」までしか受け取れないよう制限している。さらに、

大人が不自然な数のメールを青少年に送り、相当の数削除や協議されている状況が発

生していることをシステムが感知した場合、適切性についてアクションを開始するこ

ともある。 

    

■質問６：保護者、青少年、教育関係者、法執行機関の各立場向けにガイドを掲載してい

る理由 

■返答： 

  オンライン安全を維持するためには、オンライン活動に関わっている、それぞれの立

場でそれぞれの人が対応する必要があるという考えをしているからである。  

    

■質問７：子供インターネット安全取組の担当部署 

■返答： 

  取組には、コミュニティ・オペレーションチーム等様々な部門が関わっているが、各

国とも主導しているのはポリシー策定に関わる公共政策部である。 

    

■質問８：ウェブサイト以外に行っている取組について 

■返答： 

  ウェブサイト以外に行っている取組の代表的なものとして、協力体制の構築がある。 

  マイクロソフト社開発の photo DNA の導入と既知の児童性的搾取画像のアップロード

阻止の取組を行っている。 

  NCMEC と共同し、行き先不明児童の発見のための新たな AMBER 警告デリバリーシス

テムを開発している。これは、アメリカ、カナダ、オランダで運用が開始されている。 

  さらに、さまざまなステークホルダーや政府関係者との情報交換等を実施している。 

  日本国内では、安心ネットづくり推進協議会に加盟し、国民生活センターとの意見交

換を実施している。 

  技術の急速な進展や新たな犯罪の出現に柔軟に対応するためには、法整備に必ずしも
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よらず、関係者の自主的努力によるマルチステークホルダーの協力体制構築が有効であ

り、世界各国においても成果を上げている。 

  世界各国で青少年のネット利用に関するイベント等を現地政府や NGO、関係各社と協

力して開催している。 

  2016 年中には、日本において NPO 法人数社と共同で中高生向け啓発イベントを立ち上

げる予定で、インターネットいじめ対策についての議論の場とする予定である。 

    

■質問９：特に深刻と考えるインターネット安全に関する問題 

■返答： 

  コミュニティガイドラインでは、分け隔てなく、インターネット安全に関わるすべて

の問題に対する対策が重要だと考えているが、中でもテロやテロを実施する反社会的勢

力に若者が不用意に接近することについては特別な配慮が必要と考えている。また、自

殺自傷行為対策についても重要と考え、専門チーム編成などの対策を講じている。 

    

■質問 10：「青少年の安全を確保（Help Your Teens Play It Safe）」ページの設置時期と問題意 

 識 

■返答： 

  Family Safety Center の立上げと同時に、外部有識者から意見を聴取し、「青少年の安全

を確保（Help Your Teens Play It Safe）」ページも立ち上げた。 

    

■質問 11：「青少年の安全を確保（Help Your Teens Play It Safe）」ページ以外の取組 

■返答： 

  インターネット安全に関する教育啓発活動、いじめ防止キャンペーン等を世界各国で

実施している。 

    

■質問 12：「青少年の安全を確保（Help Your Teens Play It Safe）」ページの国ごとのローカラ

イズ状況について 

■返答： 

  基本的には全世界向けに共通のメッセージを発信している。言語や国に関係なく、オ

ンライン安全に関する考え方は共通しうるものだと考えている。 

  一方、各国での新ページ立上げの際には、現地パートナー企業や NPO からのフィード

バックを参考にするようにしている。 

    

■質問 13：青少年が安全安心にインターネットを利用できるための商品サービスの設計に

ついての考え方 

■返答： 
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  システム全体として Privacy by Design の考え方を導入している。また、若年層、特に

13 歳～17 歳の若者のプライバシーを守るための特別な取組をしている。 

  例えば、アカウント作成時にはユーザーが最初に入力した年齢をクッキーとして登録

し、その後、同一ユーザーが最初の入力時と異なる年齢で登録しようとするとアカウン

ト登録ができないという対応を導入している。 

    

■質問 14：年齢制限に関する考え方（特に年齢制限に関する法規制がある国とない国での

対応の違いについての考え方） 

■返答： 

  アメリカでは COPPA に基づき 13 歳未満の利用制限をしているが、COPPA のような法

律が存在しない国においても、基本的には各国とも同じ考えで進めている。 

    

■質問 15：啓発活動の資料企画についての考え方 

■返答： 

  専門家と連携しながら様々な資料を作成している。各資料の効果を検証しながら常に

アップデートしていくようにしている。 イェール大学の SNS 上でのユーザーの感情に関

する研究結果を参考にするなど、学術研究の成果を積極的に吸収・活用している。 

    

■質問 16：取組に関しての効果測定・評価 

■返答： 

  取組についての世間の認知が重要であると考えており、当社が発信した情報に対して、

どのぐらい認知があったかを一つの効果をはかるものとして計測している。認知度は、

情報発信に対する反応や参加者からのフィードバックなどから計測している。 

    

■質問 17：Instagram や Whatsapp など買収した企業への Facebook の価値観共有状況 

■返答： 

  基本的には Facebook ファミリーの共通認識はあるが、それらの企業がグループに参加

した経緯や年数、サービスの性質によって異なる。 

  例えば、What’s app はピアツーピアのサービスなので、１対多を基本とする Facebook

とは必ずしも同じ価値感を共有してはいない一方、What’s app、Instagram とも年齢制限に

ついては、Facebook と同じ考え方に基づいている。 
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２ Google 

・実施日：2016 年 2 月 4 日 

・回答者：グーグル株式会社 公共政策部 

    

■質問１：何故「子供インターネット安全」について取り組んでいるのでしょうか？ 

また、Google セーフティセンターを設置した目的動機、想定読者、担当部署について。 

■返答： 

  インターネットの利活用が進む上で、子供を含め、様々なユーザーが安全安心にイン

ターネットを利用することができることは非常に重要だと考える。このような取り組み

は、基本的には事業部横断的に連携を取りながら進めている。関わっている部署として

は、公共政策部 、広報、品質管理、製品担当等があるが、これらが共同で協議する。基

本的にはグローバルに世界各国で取り組みを行っているが、適宜各国の状況を鑑み、ま

た各国のパートナーとも連携の上、情報発信につとめている。（Google セーフティセンタ

ーでも、例えば日本では、総務省や日本の第三者機関によるアドバイス等も掲載されて

いる。） 

    

■質問２：取組の目的は社会貢献でしょうか？それとも自社のリスク管理でしょうか？ 

■返答： 

  Google のインターネットの安全安心な利活用に関わる取組は、他社で言うような CSR

的視点がまったくないというわけではないが、そもそもインターネット企業としてイン

ターネットを取り巻くエコシステム作りという観点からも自然と重要になるものであり、

またユーザーと良い関係を保つという視点からも大切にしている取組でもある。青少年

のデジタルリテラシーを対象とした活動に限らず、Google という会社の基本的な考え方

を知ってもらうことで、より正しく楽しく使ってもらえるようになることも大事だと考

える。 

    

■質問３：取組は何をやっているのでしょうか？WEB 記事以外の取組もあるのでしょう

か？具体的に対策を打つ必要があると考えているインターネット安全に関する問題は何

でしょうか？例えば、不正コンテンツ、ネットいじめ、プライバシー保護、セクスティ

ング、マルウェア、ヌード写真、詐欺でしょうか？どれが最も重要な問題でしょうか？ 

■返答： 

  どの問題が重要かというのはユーザー次第で異なると考えている。各問題に対しては、

技術的側面から予防策を提供・支援したり、啓発活動を通じて意識向上を促進するなど

の活動を行っている。 

    

■質問４：セーフティセンターページの設置は、どのような問題意識があってやっている
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のでしょうか？開始時期、実施体制について。 

■返答： 

  Google セーフティセンターの設置は、以前は当社が提供するツールやアドバイスが分

散して配置されておりわかりにくかったものを、１か所に集約させることで、より保護

者や先生方を含めた多くの方にお役に立てるような情報発信を行いたいと考えたという

背景がある。また、Google のみならず、パートナーの方々のアドバイスや情報を、色々

なトピックや対象項目毎に、掲載することで、多くの方に有用でわかるものにしたかっ

た。 

  設置時期はグローバルイニシアティブのオープンと同時期である。今後も、随時中身

を改善していく予定である。 

    

■質問５：Google セーフティセンターに記載のある提携パートナー機関についてはどのよ

うな位置づけでしょうか？ 

■返答： 

  提携パートナー機関との関係において、期待するのは、第三者としての視点の提供で

あり、様々な方と共同で取り組むことにより、より多くの方にデジタルリテラシーの重

要性と必要性を届けることにある。 

    

■質問６：普及啓発活動の成果を計測・評価しているでしょうか？効果の計測や評価は、

御社が行うのでしょうか？第三者機関でしょうか？それとも、EU が行うのでしょうか？ 

■返答： 

  ウェブレンジャー企画を含め、こうした活動は、数字で成果が上がってくるものでは

なく、今回の取組は参加していただく人が多いということ自体が望ましく、参加いただ

くことによって考えていただく機会になったというだけでも 1 つの成果だと考えている。 

    

■質問７：記事を WEB にアップするだけでなく、どのように浸透させるのでしょうか？

WEB 掲載記事以外の、具体的な普及浸透施策はあるでしょうか？ 

■返答： 

  安心ネットづくり促進協議会や各省庁にもご協力頂き、ウェブレンジャー（Web ranger）

プログラムという取組をしている。子供達（中学生、高校生）自身にウェブレンジャー

になってもらうことで、インターネットの安全安心に関わる課題発見・課題解決活動を

行っていただくというものである。 

  ミッション内容は、インターネットの安全安心について、子供自身が課題を設定し、

作戦を立て、遂行する、というものである。課題として、ネットいじめ、高齢者詐欺、

フィッシングなどを見つけ、それを解決・防止するための対策を考える。 

  昨年は、YouTube を活用し、活動報告の動画を提出してもらい、審査員は、その中から
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特に優秀な活動をしたものを表彰した。 

  今年も、安心ネットづくり促進協議会や各省庁に加え、他の民間企業とも協力して審

査会を構成することを企画しており、準備 を進めている。 

  ウェブレンジャー企画は、世界中で行われているので、各地域毎の特色が出る。 

  子供達が課題・対策を自ら考えることによって、幅広く考える習慣を身に着け、ま 

たより多くの人にその重要性が広がることが重要だと考えている。 

  昨年は取組 を動画として提出してもらう形を取ったが、今年は、必ずしも動画にこだ

わらない形での活動報告を提出してもらい、ファイナリストは実際にどのような活動を

行ったかのプレゼンテーションを実施の上、受賞者を決める予定である。  

  また、今年はモバイル（スマートフォン）を安全に使うための対策に重点を置く方針

で、２月末までにホームページ上で募集をかけ、学校の先生にも協力いただきながら、

順次進め、８月末までに表彰式を行うという予定を計画している。Google 単独でやると

言うよりは、関係者皆でやっていきたい。 

  ウェブレンジャー企画への子供達の応募の中には、学校が関わる場合、個別の教員に

ご協力いただく場合、クラブ活動や個人の活動としてなど（保護者の了解を得た上で）

自主的に提出する場合がある。 

  その他、常設のセーフティセンターはもちろん、それらを冊子化したものの配布や、

適宜、当社公式ブログやアカウントからセキュリティやリテラシーに関する情報を発信

している。また、政府や第三者機関が主催の関連イベント等への協力も行っている。 

    

■質問８：地域によって浸透施策は変えているでしょうか？ 

■返答： 

  例えば、ウェブレンジャーは世界的な取り組みだが、国によって取組内容は異なる。 

    

■質問９：（新興企業向け質問）青少年が安全安心にインターネットを利用できるための商

品サービスの設計についての考え方はどのようなものでしょうか？ 

■返答： 

  ペアレンタルコントロールといった手段等、ツールを提供することに加え、Google の

基本姿勢として、インターネットを安全安心に使う上で、子供や保護者自身がきちんと

したデジタルリテラシーを身に着けることが重要だと考えている。また、不適切なコン

テンツを発見した場合には、ユーザーが通報できるようにすることで、より健全で安全

なインターネット環境の構築への貢献も目指している。 

    

■質問 10：特に、年齢制限についての考え方や警告発信についての考え方などについて具

体的なお考えがありましたらお聞かせください。 

■返答： 
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  基本的には、当社のポリシーに則り、国際的に許容される範囲や適応される法律に遵

守する形で、適宜アカウントの作成などに年齢制限を設けている。（サービスによってこ

れらの年齢制限は変わってくるが、例えば、Google アカウントはいくつかの国を除き、

13 歳以上でなければいけないという年齢制限が設けられている。なお、そもそも YouTube

や Google Play などの当社がホストするサービスでは露骨な性表現を含むコンテンツは、

例えば一部の芸術的価値や報道ニュースでない限り、許可していない。） 

  また、ある程度の年齢を越えれば、それぞれの家庭環境や考え方にあわせ、各家族内

で、どのようにインターネットを使うのが良いかのコミュニケーションがはかられるこ

とが望ましいのではないかと考える。当社の様々なツールがそのためのきっかけにもな

れば嬉しい。 

    

■質問 11：啓発活動の資料は、どのような考えに基づき、企画しているでしょうか？ 

■返答： 

  Google の基本姿勢として、子供インターネット安全対策として、ペアレンタルコント

ロールといったツールを提供していく一方で、子供がきちんとした ICT リテラシーを身

に着けることが非常に重要だと考えている。 

  子供達自身がインターネットの安全安心に関する問題について自ら考え課題解決する

活動としてウェブレンジャーというプロジェクトを実施しているが、これも上記の考え

方に基づく活動の一環である。 

  親や教員から課題を与えられて何かをするのというのではなく、子供自ら課題を見つ

けて、それについて対策を考えられるようになることが重要だと考えている。加えて、

子供自らそれを周りの人に広めることで、より多くの子供や大人がより正しい使い方を

心がけるようになることを期待する。 

  将来的にきちんとした ICT リテラシーを持つ人になって、プライバシー設定を自分で

正しく選択できるようになってほしい、と考えている。 

  一方、ツールとして、ペアレンタルコントロールや、より成人向けコンテンツが見つ

けにくくなるセーフサーチ（セーフモード）や、不適切コンテンツの通報機能等を提供

している。  

    

■質問 12：EU の Safer Internet キャンペーンとの連携に基づいているのでしょうか？ 

■返答： 

  EU の Safer Internet に限らず、インターネットの安全安心に関わる啓発活動は、産業界

全体（industry at large）あるいは社会全体（society at large）として実施し、広めていくこ

とに意味があると考えているため、Google としてだけでなく。色々な方と協力して活動

している。なお、２月の Safer Internet Day（インターネット安心デー）には、ヨーロッパ

だけでなく、日本を含めた各国で、啓発に関する情報発信を実施する予定である。  
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３ IBM 

・実施日：2016 年 3 月 2 日 

・回答者：日本アイ・ビー・エム株式会社 社会貢献 

    

■質問１：子供オンライン安全問題に取り組んでいる理由 

■返答： 

  当社の社会貢献活動の重点分野の一つとして教育支援がある。また、社員のボランテ

ィア活動推進のための取り組みの一つとして「Activity Kit」による社員の能力やスキルを

活用がある。すなわち、社員が業務で得た知識や経験を広く社会の方と共有することで

社会へ貢献できると考えている。また、当社は情報通信技術を適用した製品やサービス

によるビジネスを展開しているので、多くの社員がこうした技術に精通しているかまた

は一般の方々よりはより広い知識や経験を有している。そうした知識や経験を社会の方

とより効率よく共有することができるようにという意図で「Activity Kit」を用意し社員に

活用してもらっている。「子供オンライン安全問題」は教育面における社会課題の一つで

あり、また当社社員の知識経験が活かせる分野であるとの意図から用意している。 

    

■質問２：Internet Safety Coaching をはじめとした子供インターネット安全活動の動機付け 

■返答： 

  上記でご回答した通り、当社が情報通信技術を価値としたビジネスを展開しているた

め当社社員が同技術やインターネットの危険性に関する知識を備えていること、それを

社会に伝えることで社会に貢献できると考えているためである。 

    

■質問３：子供インターネット安全の取組の立上げフロー 

■返答： 

  「Activity Kit」という資料シリーズをそろえる際に、上記の「IBM のビジネスに関連し

ていて社員の知識経験が活かせる分野」という視点で、当社米国本社の社会貢献部門が

そのベースの部分を作製し、各国の社会課題に合わせてそれぞれの国で翻訳版を作製し

て社員に活用してもらうという方策を取っている。 

    

■質問４：社会貢献としての取組の目的 

■返答： 

  「Activity Kit」の活用はあくまで当社社員のボランティア活動推進とそれによる社会へ

の貢献となるので、「社会貢献活動」が目的である。  
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■質問５：社会課題解決からの経済価値創出（市場創出）についての意識 

■返答： 

  当社の社会貢献活動は直接的にビジネスに結びつくことを目的としていない。しかし、

社会課題解決に社会貢献活動を通じて支援させていただくことで、長期的には当社の企

業ブランド、企業イメージの向上を目指している。 

    

■質問６：WEB 掲載記事235以外の取組の有無 

■返答： 

  「Activity Kit」としては、「子供オンライン安全問題」の他にも社員の知識や経験を生

かせる分野として「マーケティングの基礎」「エンジニアのキャリア」「トライサイエン

ス(理科実験教室)」「プロジェクト管理」などの資料も用意している。 

    

■質問７：WEB 記事以外の浸透施策 

■返答： 

  当社には「On Demand Community」という社内コミュニティがあり、社員のボランティ

ア活動推進のための情報共有の場となっている。こうしたコミュニティを通じて「Activity 

Kit」を紹介したり、活用した事例を報告したりしている。 

    

■質問８：啓発活動資料企画の基本スタンス 

■返答： 

  前記「質問 1」でも回答させていただいた通り、当社が関連している技術分野に関して

当社社員の知識や経験を活用することで社会課題解決のご支援ができることが基本的な

スタンスとなっている。 

    

■質問９：取組みに関しての効果測定・評価 

■返答： 

 「Activity Kit」を活用した事例が発生した場合は活用した社員よりどの「Kit」をどのよ

うな場面で活用したのか、聴衆の反応なども含めて可能な限りヒアリングしている。ま

た、活用した社員からのフィードバック(使い勝手等)も受け付けている。 

    

■質問 10：サプライチェーンやバリューチェーン等への取組の推進状況 

■返答： 

  当社グループ会社の一部の社員も「Activity Kit」を活用できるし、当社の定年退職者も

活用できるようになっている。  

                                                   
235 「Internet Safety Coaching」http://www.ibm.com/ibm/responsibility/initiatives/activitykits/internet_safety/ 基

準日：2016 年 3 月 10 日 
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４ Kaspersky 

・実施日：2016 年 3 月 3 日 

・回答者：AO Kaspersky Lab Head of Internal Editorial Group Internal Communications 

     Margarita Khrapova 氏 

    

■質問１：子供オンライン安全に取り組む理由 

■返答： 

  当社の子供オンライン安全キャンペーンは、親の問題意識向上を目指した、CSR 取組

である。イギリスの調査会社 B2B International と共同で、当社は、「約 25％の親は自分の

子供のオンライン上での閲覧や活動を管理できていない」という調査報告を出している。

当社は子供オンライン安全問題がそうあるべき以上に語られていないことを実感してい

たので、人々の意識を向上させ、この話題をより議論しやすいものにしたいと考えた。 

    

■質問２： 子供オンライン安全に関する活動、特にウェブページ236以外の取組 

■返答： 

  これらのリンクは当社の反サイバーいじめ CSR イニシアティブ着手のために用意した

資料のうちのいくつかである。 当社は、MWC2015237の枠組みにおいて記者会見を行っ

た。 そこでは、各国記者団の前でサイバーいじめの話題を取り上げた。   

    

■質問３：自社の取組の認知を高めるための施策 

■返答： 

  当社のイニシアティブ普及促進のためソーシャルメディアやさまざまなPRツールを活

用している。 この着手に注目を集めるため、当社は多くの関連書類や公的活動を用意し、

また、記者会見向けに高い問題意識を持つ講演者を招待した。このことによって、当社

はこの話題議論に対する意識の向上が可能になり、普及促進させることができた。 

    

■質問４：製品サービスを開発する際の留意点、特に年齢制限や警告に関する考え方 

■返答： 

  当社の製品は様々なユーザー向けに作られている。このことを考慮すると、当社の製

品のいずれもが子供向けに設計されているということを保証することはできないが、当

社が「KIDS SAFETY by Kaspersky238」のようなウェブサイトを構築する際には、もちろ

                                                   
236 「2014 Citizenship Report」http://media.kaspersky.com/pdf/csr_2014_eng.pdf 基準日：2016 年 3 月 10 日 

「KIDS SAFETY」https://kids.kaspersky.com/ 基準日：2016 年 3 月 10 日 

「Words Can Save」http://wordscansave.me/ 基準日：2016 年 3 月 10 日 
237 スペイン・バルセロナで開催された世界最大級のモバイル展示会「Mobile World Congress 2015」（MWC 

2015） 
238 「Kids Safety」https://kids.kaspersky.com/ 基準日：2016 年 3 月 10 日 
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んこの点について考慮する。ユーザーは、同サイトの画目右上にあるキッズモードのオ

ン・オフを確認することができる。さらに、別バージョンのページは、子供向けに開発

されており、子供やティーンエイジャーが理解しやすい言葉で書かれている。 

    

■質問５：ウェブページや教材を作成する際の考え方 

■返答： 

  当社は、欧州の複数の大学の心理学者及び子供インターネット安全問題について豊富

な経験を有する NGO と緊密に連携している。また、こうしたプロジェクトに取り組みな

がら、当社自体においても調査や研究を実施し、社内に知見を蓄積している。 

    

■質問６：EU の Safer Internet との協力について 

■返答： 

  EU とは主に各国法人レベルで協力している。 最近の活動としては、2016 年２月８日

の行事がある。当社はイタリアの子供協会向けヘルプライン Telefono Azzurro239の働きか

けによって構成された、イタリアの Safer Internet イベントに参加した。会場では、Facebook、

Google、Microsoft 等とともに、Kaspersky Lab Italy の General Manager Morgen Lehn 氏がス

ピーチを行った。 

    

■質問７：子供インターネット安全活動キャンペーンの評価、特にその費用対効果の評価 

■返答： 

  当社の子供インターネット安全施策は、CSR イニシアティブに基づくものなので、当

社は、その費用対効果を測定することはしない。 しかし、もちろん、当社は、PR 効果の

観点からキャンペーンを評価したことはある。 そして、それは実際に成功であった。全

般的に、当社は、多くの国で、それまで広く議論をされてこなかった問題について対話

を始めるように努めてきたと考えている。例えば、ロシアを含む、いくつかの国におい

ては、当社は、子供インターネット安全の問題についてはじめて会話を開始した。それ

以前は、メディアはサイバーいじめの問題をまったく取り上げていなかった。   

    

■質問８：子会社や関連会社のインターネット安全活動への参加 

■返答： 

  当社は子会社や関連会社を有していない。子供インターネット安全は、Kaspersky Lab

本社が立ち上げたグローバルなイニシアティブであり、当社の地域事務所によって取り

上げられている。  

                                                   
239 Telefono Azzurro ウェブサイト http://www.azzurro.it/ 基準日：2016 年 3 月 10 日 
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５ Twitter 

・実施日：2016 年２月 29 日 

・回答者：Twitter, Inc. 

    

■質問１：子供インターネット安全問題に取り組んでいる理由 

■返答： 

  未成年も含む全ての方々に安心して利用いただける安全なサービスを提供することは、

Twitter にとっての最優先事項である。 

  特に未成年に関しては、児童ポルノ及び児童の性的搾取に関するポリシーを設けてお

り、 児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する画像へのリンクやコンテンツを投稿する

ことを厳格に禁止している。詳細については、脚注のウェブサイト240をご覧いただきた

い。 

    

■質問２：セーフティセンターにおいて、親や教員だけでなく、10 代のユーザー向けにメ

ッセージ・助言を発信している理由 

■返答： 

  未成年のオンライン上の安全に関して、保護者・教育者・10 代利用者の各層にはそれ

ぞれ異なったニーズや疑問があると考えている。そのため、各層向けに情報やメッセー

ジの伝え方を変えたコンテンツを作っている。 

    

■質問３：取組を始めた動機づけ 

■返答： 

  Twitter のプラットフォームがさまざまな年齢層に利用されている中、Twitter は未成年

に対してより安全なサービスを提供する責任があると考えている。我々の取組は、こう

した考えから行っているもので、外部からの圧力に応じる形で行っているものではない。 

    

■質問４：取組開始にかかる意思決定プロセス（ボトムアップまたはトップダウン）  

■返答： 

  安全は Twitter の核であり、全社にとっての最優先事項である。我々の安全に関する取

組は、企業や製品の発展とともに展開してきたものであり、社内の特定のセクションの

利害によって促されたものではない。 

  安全に関する初期の取組としては、Twitter ルールの導入・違反行為に関する報告スキ

ームなどが挙げられるが、これらも今後サービスが変化するに従って、その変化を反映

すべくさらに発展していくだろう。 

                                                   
240 Twitter「児童ポルノ及び児童の性的搾取に関するポリシー（Child sexual exploitation policy）」 

https://support.twitter.com/articles/37370?lang=en# 基準日：2016 年 3 月 10 日 
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■質問５：セーフティセンター以外の取組 

■返答： 

  セーフティセンター以外にも、利用者の安全やセキュリティに関する多くの取組を主

催したり、外部の取組に参加したりしている。 

  Twitter が本社及び全世界の拠点で行っている取組に関しては、脚注のブログポスト241 

242をご覧いただきたい。 

  外部の取組への参加に関しては、例えば昨年、米国が定めるいじめ防止月間の 10 月に、

Twitter のパートナー団体 Bystander Revolution が#MonthofAction というキャンペーンを行

った。このキャンペーンは、「いじめに遭遇したときに何をすべきか」という大きな問題

を、いくつかの行動指針（”Make ‘em laugh”, “Share your smile”等）に分解することで、人々

の行動を促した。このキャンペーンの際に、Twitter は Bystander Revolution と共同で「責

任あるデジタル市民であるには」というテーマでの Q&A セッションを設けた。 

    

■質問６：最も深刻だと考える子供オンライン安全の問題とその対策 

■返答： 

  Twitter は、児童ポルノ及び児童の性的搾取と分類されるコンテンツの投稿を厳格に禁

止している。 

  児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長する画像へのリンクやコンテンツを発見した場

合はただちにサイトから予告なしに削除し、全米行方不明 /被搾取児童センター 

(NCMEC) に通報する体制をとっている。また、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長す

る投稿や、児童ポルノ及び児童の性的搾取へのリンクを含む投稿を行ったアカウントは

永久凍結される。 

    

■質問７：意識向上キャンペーンの成果の測定・評価 

■返答： 

  Twitter は 2016 年 2 月 9 日に、Trust and Safety Council の設置を発表した243。オンライン

上の安全を推進する個人、学識者、研究者や、Twitter を主軸に運動を展開する草の根活

動団体、また嫌がらせ防止のために働くコミュニティグループと協力しており、この

Council にも 13 の地域から 40 以上の機関・専門家が創立メンバーとして参画している。

この Council は、Twitter の安全に関するサービス、ポリシー、プログラムについて、アド

                                                   
241 Twitter「#SaferInternetDay 2015」 

https://blog.twitter.com/2015/safer-internet-day-2015 基準日：2016 年 3 月 10 日 
242 Twitter「#SaferInternetDay 2016」 

https://blog.twitter.com/2016/saferinternetday-2016 基準日：2016 年 3 月 10 日 
243 Twitter「Announcing the Twitter Trust & Safety Council」 

https://blog.twitter.com/2016/announcing-the-twitter-trust-safety-council 基準日：2016 年 3 月 10 日 
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バイスや情報を提供するものである。 

    

■質問８：地域による法令の違いと地域別取組の違いについての考え方 

■返答： 

  セーフティセンターは本社主導で進められたグローバルなイニシアティブで、すべて

の言語において内容は統一されている。背景には、地域による法令の違いに関わらず、

デジタル市民教育は若い段階から始めるべきであるという考え方がある。 

  一方で地域別取組については、事業を展開する各市場において、オンライン上の安全

に関する情報ニーズを理解するために各市場でローカルなパートナーと緊密に連携して

おり、ときにはその市場にとって適切なガイドを共同で発行している。セーフティセン

ター上にも、ゆくゆくはこうした各市場のガイドを掲載することを計画している。 

    

■質問９：年齢制限やアラートに関するポリシー 

■返答： 

  Twitter は利用規約および Twitter ルールにおいて、非合法な目的や違法な活動を助長す

るために Twitter サービスを利用することを禁じており、違法なコンテンツは削除するな

どの適切な対応を取っている。 

  違法ではないが刺激の強いコンテンツ(ポルノ、過度の暴力、医療処置の様子が含まれ

る画像/動画など) が投稿された場合には、Twitter は当該 画像/動画に不適切な内容を含

む可能性があるとしてラベル付けし、投稿したユーザーのアカウント設定を「ツイート

する画像/動画を不適切な内容を含むものとして設定する」に変更し、今後の投稿に反映

されるようにする場合もある。また、ユーザーがそのようなコンテンツを定期的に投稿

する予定の場合には、予めアカウント設定を変更するよう要請している。 

  ユーザーは他のユーザーが投稿した画像/動画に対して、不適切な内容を含むコンテン

ツであることを Twitter に報告することができ、Twitter は報告を受けると上記のような対

応を取る。 

  不適切な内容を含むものとして設定された画像/動画には、警告メッセージが表示され

る。このメッセージをクリックすると当該画像/動画を見ることができるが、「不適切な内

容を含む可能性のある画像/動画を表示する」の設定を有効にしているユーザーには、警

告メッセージは表示されずに当該画像/動画が表示される。 

  なお、ユーザーが意図せずして刺激の強いコンテンツを目にしてしまうことを防ぐた

め、ポルノにあたるプロフィール画像、ヘッダー画像、または背景画像を使用している

場合には、アカウントを凍結し、問題のあるコンテンツを削除している。違反が繰り返

された場合はアカウントが永久凍結されることになる。 

  詳細は脚注のウェブサイト244をご覧いただきたい。  

                                                   
244 Twitter「メディアに関する Twitter のポリシー（Twitter media policy）」 
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■質問 10：未成年向け教材についての基本メッセージ 

■返答： 

  Twitterは 10代ユーザーにとって、とても楽しく刺激的な空間だが、楽しい体験はTwitter

を安全に使って初めて実現する。Twitter 上には多様なユーザーがいるので、ときには 不

快なツイートを目にしたり、他のユーザーから喧嘩を仕掛けられたり、絶えず嫌がらせ

をするユーザーに遭遇することもあるかもしれない。Twitter は、セーフティセンターや

その他の取組を通じて、10 代ユーザーがオンライン上で適切に身を守り、自分が Twitter

の上で見るもの、関わる相手を自分で選び、よりよい Twitter の使い方について考えるた

めの支援をしたいと考えている。 

    

■質問 11：EU の Safer Internet キャンペーンとの関係 

■返答： 

  欧州委員会や、欧州委員会が Safer Internet Program の一環として形成したネットワーク

（Insafe、Inhope 等）とは、長い協力関係の歴史がある。 

  欧州議会とも、欧州議会が展開する No Hate Speech Movement245を通じて緊密に連携し

ており、Twitter はワークショップを開催、キャンペーン促進のための広告助成金を提供、

キャンペーンを支持するツイートをするなどしている。 

  また、Insafe 内の組織として欧州各地に設けられているいくつかの Safer Internet Center、

特に UK Safer Internet Center、EEnfance (フランスの Safer Internet Center)、Meldpunt (オラ

ンダの Safer Internet Center) 、Child Focus (ベルギーの Safer Internet Center)とは、長期にわ

たって強力なパートナーシップを組んでいる。パートナーのリストは、セーフティセン

ター内の「信頼できるパートナー」のページ246で確認することができる。 

  Safer Internet Programの一環として設けられた Safer Internet Dayに際して Twitterが行っ

た様々な取組については、脚注のブログポスト247をご覧いただきたい。 

    

■質問 12：EU との支援関係 

■返答： 

  UK Safer Internet Centerや International Network Against Cyber Hateなどのパートナーが展

開したイニシアティブに対して、助成金を提供したことがある。また、パートナー団体

が Twitter 上でターゲットするユーザーにメッセージを届けるための支援として、プロボ

ノ広告を提供したことがある。逆に、EUから財政的支援や人材支援を受けたことはない。  

                                                                                                                                                     
https://support.twitter.com/articles/20170312 基準日：2016 年 3 月 10 日 
245「No Hate Speech Movement」http://www.nohatespeechmovement.org/ 基準日：2016 年 3 月 10 日 
246 Twitter「信頼のおけるパートナー」https://about.twitter.com/ja/safety/resources 基準日：2016 年 3 月 10

日 
247 Twitter「#SaferInternetDay 2016」 

https://blog.twitter.com/2016/saferinternetday-2016 基準日：2016 年 3 月 10 日 
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■質問 13：子会社や関連会社による子供インターネット安全活動への参加状況 

■返答： 

  未成年のオンライン上での安全は、グローバルなソリューションを必要とするグロー

バルな問題であると考えており、Twitter のすべての地域法人には、当該地域市場向けの

子供オンライン安全イニシアティブを考案・実施するよう促している。また、オンライ

ン上の児童の性的搾取に取り組む世界中の政府機関とも携わっており、各市場において

他の企業、学術機関、市民団体等とも緊密に連携している。 

  注目すべきは、Twitter は多くの国において、National Center for Missing and Exploited 

Children(NCMEC) 、Inhope、Interpol といった組織と直接的な関係を持っているという点

である。世界中において築かれたこれらの関係は、重大な事態に対して Twitter がより迅

速に対応することを可能にしている。 

  その他のグローバルな取組としては、以下のようなものがある。 

●ECPAT International との連携。ECPAT International は、児童買春、児童ポルノ、性目的

の児童売買の問題に取り組む世界中の組織をつなぐグローバルなネットワークで、

Twitter は世界中の児童の性的搾取を根絶すべく、当団体と連携している。 

●Technology Task Force for Thorn の創立（Twitter は創立メンバーのうちの 1 社）。

Technology Task Force for Thorn は、インターネットユーザーによる児童の虐待・売買、

児童との性行為の勧誘、児童の性的搾取に関する画像の作成・共有を根絶することを

目的とした組織。 

●Internet Watch Foundation (IWF)への加盟。IWF は、Twitter 上にある児童の性的搾取に関

するコンテンツに関して Twitter に通知するサービスを提供。 

    

■質問 14：販売代理店やその他関連会社による、子供インターネット安全に関する価値観

の共有状況 

■返答： 

  オンライン上の安全は各社共通の問題であると考えているので、同業他社とも緊密に

連携し、多くの業界団体や連盟に所属している。 

例えば、Twitter はカリフォルニア州司法長官主導で進められている、同意を伴わない

ヌードに関するワーキンググループに所属しており、児童の性的搾取の問題に取り組む

ISEC（情報セキュリティ研究会）の理事会にも所属している。 

  日本でも、未成年のオンライン上での安全の問題について同業他社および有識者と緊

密に連携をするため、昨年、安心ネットづくり促進協議会に加入した。 

 


