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第２部 民間事業者の取組事例 

 

第１章 文献調査 

 

１ ALBtelecom SH.(Albanian Telecom) 

 

（１）企業概要1 

   1992 年設立。1912 年に国営通信事業体として発足し、1992 年に公営企業として固定

電話及びインターネットに関する事業許可を取得したが、その後民営化が進められ、

現在はトルコ企業の傘下にある。契約者数は固定電話 21 万、インターネット 7 万（2013

年末）である。 

 

（２）取組概要 

   電気通信の安全な利用のための行動規範を提示している。 

 

（３）取組詳細2 

  ア 子供達にとっての安全なインターネット取組の動機づけ 

    ALBtelecom と Eagle Mobile3は、インターネット安全に関するイニシアティブへの

取組は企業の社会的責任の一部と考えている。同社は 2013 年までの５年間で孤児院

の子供達、子供の貧困、明晰な学生などの支援プロジェクトに携わってきており、

そのようなプロジェクトを今後も継続する予定だという。 

    アルバニア国内の電気通信会社が参加した「電気通信の安全な利用のための行動

規範」の調印式において、ALBtelecom と Eagle Mobile の CEO である Erkan Tabak 氏

は、自主規制イニシアティブ及び行動規範への署名を支持すると述べた。 

 

  イ EU 指令や EU 諸国との協調 

    同社の取組は、安全な情報社会及びインターネット上の不適切コンテンツからの

子供保護に関する EU 指令に沿って進められ、また安全なインターネット利用に関す

る取組や自主規制実施に関する EU 諸国のベストプラクティスを参考にしたもので

ある。 

 

                                                   
1 ALBtelecom「ヒストリー(History)」： http://www.albtelecom.al/en/about-us/company 基準日：2016 年 3 月 7

日 
2 ALBtelecom「子供のための安全インターネット（Safe Internet for Children）」：

http://www.albtelecom.al/en/events-2013/593-safe-internet-for-children 基準日：2016 年 3 月 7 日 
3 アルブテレコムの携帯電話事業のブランド名。Eagle Mobile はもともと同社の子会社であったが、2013

年に合併した。 
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  ウ 取組において行うこと 

    ALBtelecom は、上述「電気通信の安全な利用のための行動規範」を順守しながら、 

以下を提供している。 

     

１：18 歳未満の利用者に対するアクセスコントロールの適切なメカニズム 

２：民間企業が提供する各種コンテンツの分類 

３：国民（特に親）に対する教育・普及啓発（ティーンエイジャーのインターネット利

用におけるペアレンタルコントロール利用について） 

４：報告手段・手法の確立及び迅速かつ適切な措置 

     

  エ 他機関との連携について 

    ALBtelecomは、安全なインターネット利用に関する意識向上のため、事業者、NGO、

子供保護団体、インターネットサービスプロバイダ、政府との協働による、安全イ

ンターネットプログラム（Safe Internet Program）をベースにした安全インターネット

センター（Safe Internet Center）の設立とその拡充について提案している。 

 

 

２ AOL 

 

（１）企業概要 

   1985 年設立。米国の大手インターネットサービス事業者である。また同社は、米国

で社名と同名のインターネット接続サービス・ポータルサイトを提供している。 

 

（２）取組概要 

   同社のペアレンタルコントロールサービスに関する「よくある質問」ページの設置

や、ヘルプセンターでの情報提供の一環としてのインターネット安全ヒント集の提供

を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア AOL のペアレンタルコントロールサービス4 

    AOL のサービスが提供する情報には教育に関する内容も多く含まれるものの、そ

れらのすべてが子供達にとってふさわしいものであるとは限らないとし、もし子供

が AOL ソフトウェアを利用しているのであれば、保護者は AOL のぺアレンタルコ

ントロールを使用し、子供のオンライン活動を監視し、子供が安全で楽しく豊かな

オンライン経験を持てるようにすべきであるとしている。子供が接触する相手や閲

                                                   
4 AOL「AOL Parental Controls」https://parentalcontrols.aol.com/ 基準日：2016 年 3 月 10 日 
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覧するウェブサイトについて、保護者は、保護者自身の安心度レベルや子供の成長

段階に応じた設定を行うことができる。 

     

  イ AOL ペアレンタルコントロール「よくある質問」5 

   「よくある質問」を以下のとおり掲載し、普遍的な疑問に対する返答を提供してい

る。 

     

「よくある質問」 

・AOL ペアレンタルコントロールとは？ 

・ペアレンタルコントロールをどうやってカスタマイズするのか？ 

・Web Browsing コントロールをどうやってカスタマイズするのか？ 

・自分の子供のインスタントメッセージ、電子メール、チャットコントロールをどうや

って設定するのか？ 

・ダウンロードコントロールをどうやってカスタマイズするのか？ 

・ダウンロードとプレミアムサービス 

・子供に、AOL ソフトウェアライブラリー、FTP ダウンロード、AOL プレミアムサービ

ス購読契約から得たファイルにアクセスさせないこと。   

・すべての画像のアップロードを可能にするためのペアレンタルコントロールをどうや

って設定するのか？ 

・誰がペアレンタルコントロール設定にアクセスできるのか？ 

・年齢にふさわしいペアレンタルコントロールをどうやって維持するのか？ 

・子供達のためのペアレンタルコントロールインスタントメッセージ安全リストとは？ 

・JSKY と AOL キッズペアレンタルコントロール設定を編集することはできるか？ 

・自分の子供のプライバシーはどのように保護されるのか？ 

・ペアレンタルコントロールを設定したのに、自分の子供は引き続きインスタントメッ

セージセッションを利用できている。なぜか？ 

・ペアレンタルコントロールを設定したのに、自分の子供は何故制限なしでインターネ

ットを使用できてしまうのか？ 

・ペアレンタルコントロールはオンラインゲームへのアクセスをブロックできるのか？ 

・何故 AOL ユーザーネームを使って AIM（インスタントメッセージ）にサインオンでき

ないのか？ 

・AOL ペアレンタルコントロールのヘルプ情報にどうやってアクセスできるのか？ 

・ペアレンタルコントロールについてのフィードバックをどうやって提出するのか？ 

・AOL のサービスとインターネットサービスの違いは？ 

                                                   
5 AOL「オンラインでの子供の安全を確保します（Keep Your Children Safer Online）」：

https://help.aol.com/articles/AOL-Parental-Controls-FAQs-USF1941 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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・AOL 社の規則や規制とは何か？ 

     

    なお、ペアレンタルコントロール設定の調整が許可されているのは、ユーザーが

アカウント上で最初に作成したユーザーネームである「マスター」と指定された「マ

スターユーザー」のみである。 

    また、注意事項として、12 歳以下の子供のアカウントを作成する際には、AOLの

フリー電子メールアドレスまたは AOL 以外の電子メールアドレスを持つ成人が、

AOL の年齢立証プロセスにおいて、自身が 18 歳以上であることを事前に証明しなけ

ればならない、としている。 

     

  ウ ヘルプセンターにおけるインターネット安全に関するヒント集の提供6 

    保護者等の具体的ターゲットを定めない一般ユーザー向けに作成された、インタ

ーネット安全に関するヒント集の冒頭で、ペアレンタルコントロールの利用を推奨

している。 

 

 

３ Apple 

 

（１）企業概要 

   1977 年設立7。米国カリフォルニア州に本社を置く、インターネット関連製品・デジ

タル家庭電化製品および同製品に関連するソフトウェア製品を開発・販売する多国籍

企業である。 

 

（２）取組概要 

   子供の利用を想定したプライバシーポリシーを策定し、公表している。 

 

（３）取組詳細8 

  ア プライバシーポリシー策定 

    Apple は、子供のプライバシー保護を含むプライバシーポリシーを策定している。 

     

     

                                                   
6 AOL「オンライン安全のための 10 のチップス（Top 10 tips for online safety）」：

https://help.aol.co.uk/articles/top-10-tips-for-online-safety 基準日：2016 年 3 月 4 日 
7 Apple「よくある質問（Frequently Asked Questions）」：:http://investor.apple.com/faq.cfm 基準日：2016 年 3

月 7 日 
8 Apple「プライバシーポリシー（Privacy Policy ）」：http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ 基準日：2016

年 3 月 7 日 
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   ① プライバシーの扱いについての考え方 

     ユーザーのプライバシーは Apple にとって重要であり、そのため Apple では、

Apple がユーザーに関する情報を収集・使用・開示・転送・保存する際の取り扱い

に関してプライバシーポリシーを策定した、としている。Apple のプライバシー保

護方針について確認を行い内容についてのユーザーの理解を求め、また質問を受

け付けている。 

      

   ② プライバシーポリシーの項目立て 

     プライバシーポリシーは以下の項目から成る。その概要は次のとおりである。 

      

・個人情報の収集及び利用について 

‐収集する個人情報の種類 

‐個人情報の利用方法 

・非個人情報の収集および利用について 

・Cookie（クッキー）およびその他の技術について 

・第三者への開示について 

‐サービス・プロバイダー 

‐その他の第三者 

・個人情報の保護について 

・個人情報の完全性及び保存について 

・個人情報へのアクセスについて 

・児童について 

・ロケーションベースサービスについて 

・第三者のサイトおよびサービスについて 

・米国以外のお客様について 

・プライバシー保護のための全社的取組について 

・プライバシーに関するご質問 

      

   ③ 子供のプライバシー保護に関する条項 

     上述のプライバシーポリシー項目のうち、子供のプライバシー保護に関する条

項については以下のとおり定められている（日本語訳9）。 

      

【児童について】 

 当社は、Apple 製品およびサービスを利用するお子様のプライバシーと安全

                                                   
9 Apple「Apple プライバシーポリシー（日本語訳）」：http://www.apple.com/legal/privacy/jp/ 基準日：2016

年 3 月 7 日 
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を保護するために特別な注意を払うことの重要性を理解しています。したがっ

て、当社では、検証可能な保護者からの同意を得ずに、13 才未満または該当

する管轄地域の同等の最少年齢未満のお子様の個人情報を故意に収集、使用、

または開示することは一切ありません。当社は、検証可能な保護者からの同意

を最初に得ることなく、13 歳未満または該当する管轄地域の最少年齢未満の

お子様の個人情報を収集したことを認識した場合、できるだけ早急に当該情報

を削除します。 

 13 歳未満または該当する管轄地域の同等の最少年齢未満のお子様は、学生

向け Apple ID プログラムを通じて、またはファミリー共有用の子供のアカウ

ントを作成する手順の一環として、保護者が同意した場合を除いては、自分自

身の Apple ID を作成することは許可されません。例えば、保護者は、お子様

のための Apple ID アカウントの作成手順を開始する前に、Apple ID and Family 

Sharing Disclosure (Apple ID およびファミリー共有の開示)を確認し、Apple に

よるお子様の情報の収集、使用、および開示に対する同意書に同意し、さらに

iTunes Store 利用規約に同意する必要があります。ファミリー共有、学生向け

Apple ID プログラムおよびお子様のアカウントに関する制限事項について、詳

細をご覧ください。 

 保護者は、ファミリー共有アカウントまたはお子様の Apple ID に関連付け

られたデータについてアクセス、修正、または削除する必要が生じた場合は、

いつでも、プライバシーコンタクトフォームにより、当社にご連絡いただけま

す。 

 

 

４ AT&T 

 

（１）企業概要 

   1983 年設立。米国最大手の電話会社。インターネット接続、映像配信サービス等も

提供する。本社はテキサス州ダラスにあり、AT&T とは旧社名 The American Telephone & 

Telegraph Company の略である。 

 

（２）取組概要 

   保護者向けに子供の携帯電話利用管理サービス（有料）を提供する他、関連資料の

提供やイベント協賛など、行政や民間団体（Family Online Safety Institute (FOSI)、

iKeepSafe、ConnectSafely、National Cyber Security Alliance）のインターネット安全に関

する活動への協力を行っている。 
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（３）取組詳細 

  ア 携帯電話利用管理のための有料サービス「スマートリミット」の提供10 

    同サービスでは、「通信時間の制限」「グラフによる通信内容の可視化」「利用内容

の週間レポート受領」「メール文字数の制限」「データアクセス制限」「迷惑電話・メ

ールのブロック11」「アプリ等の購入制限」を提供している。 

     

  イ 非営利団体の活動に対する協力12 

    ConnectSafely13の「Parents’ Guide to Mobile Phones」リリースに対し、主要携帯事業

者等（Sprint、T-Mobile 等）とともに協力を行った。同ガイドは英語・スペイン語の

2 言語で用意されており、子供に携帯電話を持たせる時期やプライバシー保護、コス

ト管理の考え方等を紹介している。 

    また、Family Online Safety Institute14によるGood Digital Parentingイニシアティブ（保

護者向けのインターネット安全関連情報を提供）に対しても協力を行っている。 

 

 

５ British Telecom 

 

（１）企業概要 

   1981 年設立15。イギリスの大手電気通信事業者で本社はロンドンに所在している。か

つては国営通信事業者であったが、1984 年にブリティッシュ・テレコム社として民営

化された。現在でも旧社名（ブリティッシュ・テレコム）で呼ばれることが多い。 

 

（２）取組概要 

   ブリティッシュ・テレコムグループの CSR 活動の一環としての子供インターネット

安全への取組や、ブリティッシュ・テレコム社ウェブサイトにおける子供インターネ

                                                   
10 AT&T「安全のプロモート（Promoting Safety）」：

http://about.att.com/content/csr/home/issue-brief-builder/technology/promoting-safety.html 基準日：2016 年 3 月 7

日 なお、同社ではこの他に無料のペアレンタルコントロールソフト（インターネット、携帯電話、テレビ

向け）も提供している AT&T「家族のスマートフォン管理（Your family smartphone manager）」：

https://www.att.com/shop/wireless/smartcontrols.html 基準日：2016 年 3 月 7 日 
11 電話番号案内 411 のブロックも可能 
12 AT&T「安全のプロモート（Promoting Safety）」：

http://about.att.com/content/csr/home/issue-brief-builder/technology/promoting-safety.html 基準日：2016 年 3 月 7

日 
13 組織概要については参考１を参照。 
14 組織概要については参考 1 を参照。 
15 20 世紀初頭に政府の郵政・通信事業としてスタートし、1969 年に国営企業化。1981 年に郵政と通信に

分割され、1984 年に民営化された。 

British Telecom「British Telecom の歴史（British Telecom History）」：

http://www.btplc.com/Thegroup/BTsHistory/History_of_BT.pdf 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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ット安全に関する情報提供を行っている。 

    

（３）取組詳細16 

  ア ブリティッシュ・テレコムグループ CSR 活動の一環としての子供のインターネッ

ト安全への取組 

    家族のインターネット安全に関する情報提供や啓発活動を行い、2014/2015 年度に

は 92 回の保護者・教育者・子供向けのワークショップの実施、ブロードバンド製品

の全利用者に対する同社ペアレンタルコントロールの紹介を行った。また、子供向

けフィルタリングアプリ開発援助17も行っている18。 

    また、UK Council for Child Internet Safety（UKCCIS）、the Child Exploitation and Online 

Protection Centre（現 CEOP Command）、ユニセフなどの各種関連組織との協働による

教育啓発活動も行っており、ユニセフとの協働活動ではブリティッシュ・テレコム

グループ社員によるトレーニングプログラム19が実施された。2010 年以降の同社グル

ープのインターネット安全（フィルタリングツール、教育啓発活動）投資額は 500

万ポンドである20。 

     

  イ オンライン上での過ちが発生するメカニズムについての説明 

    多数の読者を前に意見を言う場合と１対１で面会する場合との心理状態の違い、

オンラインコミュニケーション特有の匿名性や即時性といった点については、特に

注意が必要であると説明している。 

    また、フォーラムや Facebook への投稿は、直接人に話すのとは異なり、声の抑揚

や顔の表情に関する情報が不足するので、真面目に言っているのか冗談で言ってい

るなのか区別ができないことがある。このことが、無害なコメントが誤解を招きい

さかいの原因となっている、と説明している。 

    さらに、投稿された情報がウェブ上に残り、後からは削除することができないと

いうことも問題の一因となっていると指摘している。 

     

                                                   
16 British Telecom 「子供達が安全にインターネットを利用するための 12 のチップス（12 tips to help children 

use the internet safely – and nicely ）」：

http://home.bt.com/tech-gadgets/internet/tips-to-help-children-use-the-internet-safely-11364017048963 基準

日：2016 年 3 月 7 日 
17 フィルタリングアプリ開発事業者を援助。Xooloo「子供を新時代へ導く（Bring your children 

 to a new area ）」：https://www.xooloo.com/tablet-for-kids/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
18 British Telecom 「ネットでつながった社会を築きます（Creating a connected society ）」：

http://www.btplc.com/Betterfuture/BetterFutureReport/Downloads/Creatingaconnectedsocietysummary.pdf 基準

日：2016 年 3 月 7 日 
19 対象教育機関数は 600 校、述べ参加者は 3 万 5,000 人 
20 British Telecom「安全性とプライバシー（Safety and privacy ）」：

http://www.btplc.com/Betterfuture/ConnectedSociety/Safetyandprivacy/index.htm 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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  ウ オンライン上での行動が子供の人生に与える影響についての説明 

    年齢に関わらず、ユーザーは、自分のオンライン行動の結果を生涯に渡って背負

わなければならないと説明している。 

    親による子供のオンライン安全保護支援団体で独立型 NPO 法人の Internet Matters

が実施した研究結果では、「学童期の子供達の 30％が自分たちのオンライン上での発

言をすでに後悔していること」「25％以上が子供達を心配させ、困惑させ、恐れさせ

るオンライン上での出来事を経験したことがある」という統計を紹介している。 

    子供達に良きデジタル市民である方法を教えることが、親自身にとっても、他の

人たちにとっても重要であるとしており、何から始めるべきかが問題だと述べてい

る。 

    その上で、「国家の反いじめ週間」の一環として NPO 法人 Internet Matters が公表し

た助言が良い契機になると述べ、それは自分の子供達がオンライン上でのいじめを

回避するのを助けるためのものであると同時に、大人自身にも適用されるものだと

して説明している。また、その助言は、オンライン上での振舞いについて議論する

際、子供に話すべき事柄をまとめたものである、としている。 

     

  エ 良きデジタル市民であるための 12 のチップスの提供 

    子供達に良きデジタル市民としての在り方を教えることは、子供達にとっての恩 

恵であるだけでなく、他者にとっての恩恵でもあるとしている。 

    以下の 12 の具体的項目について情報を掲載している。 

 

・情報１：自分が扱ってほしいのと同じように他者を扱う。 

・情報２：直接会って言いたくないことはオンラインでも言わない。 

・情報３：エクスクラメーションマークや笑顔マークを使用する際には慎重になる。 

・情報４：人々を挑発することによって状況を悪化させない。 

・情報５：オンライン上の誰かについて噂を始めたり、ゴシップを広めたりしない。 

・情報６：オンラインチャットにおいて誰かをからかわない。 

・情報７：人々にインスピレーションを与えたり、動機付ける事柄を投稿する。 

・情報８：中傷によって否定的な環境を作り出さない。 

・情報９：人々を故意に除外しない。 

・情報 10：オンライン上に投稿された事項は通常削除できないことを覚えておく。 

・情報 11：他者のプライバシーを尊重する。 

・情報 12：人々にメッセージを浴びせない。 
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６ CenturyLink 

 

（１）企業概要 

   1968 年設立。本社所在地は米国ルイジアナ州モンロー。 

   世界中で 60 か所以上のデータセンターを運用する、クラウド、コロケーション、マ

ネージドサービス、ネットワーク、ソリューション、セキュリティ、ソリューション

コンサルティングサービス提供企業で、2014 年度の売上は 180 億ドルである21。 

 

（２）取組概要 

   子供によるサービス利用に関する方針の説明、公的機関の参考サイトの紹介を行っ

ている。また、サポートサイトにおける他社セキュリティソフト製品の紹介、同社の

正規販売代理店を通じた情報提供も行われている。 

 

（３）取組詳細22 

  ア 子供達による自社インターネットサービス利用についての方針の説明 

    子供達が自社のインターネットサービスを利用する可能性があると理解した上で、

ユーザーに対して、子供達のインターネット上での行為や訪問サイト履歴に対して、

親が注意を払うよう促している。 

    さらに詳しい情報については、連邦取引委員会（FTC）23のインターネット安全関

連リソースである OnGuardOnline.gov24を参照するよう推奨しており、サイトのリン

ク情報を掲載している。 

    上記 OnGuardOnline.gov25のトップページには、「詐欺を回避する」「あなたのコン

ピュータの安全を確保する」「オンライン上の子供達を保護する」「オンライン上で

賢くある」「動画とメディア」「Onguard オンラインブログ」という項目がある。 

    上記のうち、「オンライン上の子供達を保護する」のページには、以下のリンク記

事が掲載されている。 

 

・オンライン上での子供のプライバシー保護 

・ビデオゲーム 

                                                   
21 Century Link「2015 Annual Meeting Documents」 

http://centurylink.uberflip.com/i/490093-2014-letter-to-shareholders 基準日：2016 年 3 月 9 日 
22 CenturyLink「プライバシーポリシー（Privacy Policy）」： 

http://www.centurylink.com/Pages/AboutUs/Legal/PrivacyPolicy/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
23 the Federal Trade Commission、FTC 
24 OnGuard Online 「オンガード・オンライン（OnGuard Online）」：http://www.onguardonline.gov/ 基準日：

2016 年 3 月 7 日 
25 OnGuard Online「オンガード・オンライン（OnGuard Online）」トップページ記載の項目：

http://www.onguardonline.gov/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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・子供の個人情報盗難 

・子供達と話し合う 

・子供のソーシャルメディア利用 

・ネットいじめ 

・子供と携帯電話 

・テキスト送受信と性的メッセージ送受信  

・子供とコンピュータセキュリティ 

・ペアレンタルコントロール 

・小さな子供のインターネット利用 

・ティーンエイジャー 

・トゥイーン（tween、８～12 歳の子供） 

・子供と仮想現実世界 

     

  イ サポートサイトにおける他社セキュリティソフト製品の紹介26 

    個人向けサポートサイトでは、OS プロバイダーや Norton 社のペアレンタルコント

ロール製品を利用するよう推奨している。同社のペアレンタルコントロール製品の

設定やインストールのサポートは行っていない。 

     

  ウ 正規販売代理店を通じた情報提供27 

    CenturyLinkの正規販売代理店US BUNDLESは、ウェブサイト「Internet Safety Center」

を設けており、保護者、子供、教師向けに、Google Family Center や先述の

OnGuardOnline.gov 等の各種情報ソースを紹介している。  

 

 

７ C4L 

 

（１）企業概要 

   2000 年設立。コロケーション、コネクティビティ、クラウドベースサービスを提供

している。顧客は、政府機関、FTSE 250、金融機関、イギリスのネットワークキャリ

アである。 

 

（２）取組概要 

   サッカーチーム AFC ボーンマス28と連携し、子供インターネット安全のための CSR

                                                   
26 CenturyLink「インターネットヘルプ（InternetHelp)」： 

http://internethelp.centurylink.com/internethelp/security-parental-controls.html 基準日：2016 年 3 月 7 日 
27 http://www.centurylinkquote.com/resources/internet-safety-center 
28 原語表記は Association Football Club Bournenouth。1890 年創設。所属リーグはプレミアリーグ。ホームタ
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活動「Connect with Care」を行っている。 

 

（３）取組詳細29 

  ア CSR 活動の一環としての子供のインターネット安全取組 

    自社の CSR 活動の一環として、C4L はサッカーチーム AFC ボーンマスの Connect 

with Care スキームを支援している。 

    同スキームでは、Dorset の初等学校を訪問し、サッカーや学級活動を通じて、子供

達に「個人的な事柄とは何か」（what is private & personal）、インターネット上のプロ

フィール記載に適したものとは何か（what is suitable to put on their internet profiles）に

ついて教えている。 

    また、C4L のサイトでは、以下の統計データが引用されている。 

     

・未成年者に対するオンライン性犯罪の 82％において、加害者は被害者の嗜好性を知

るために、被害者のソーシャルネットワーキングサイトを利用した。 

・13～17 歳のティーンエイジャーの 43％が過去１年以内にある種のネットいじめを経

験したことがある。 

・オンライン性犯罪加害者の 26％が、特定時間における被害者の居場所についての情

報を得るために被害者のソーシャルネットワーキングサイトを利用した。 

・80％の者が、オンラインいじめの方が現実世界で行ういじめ（in-person bullying）よ

りも親から隠すことが簡単であると考えている。 

・７～９年生（year 7～9）の子供達の９％が、誰かと実際に会うことについてオンラ

イン招待を受けたことがあり、また、10％が誰かに実際に会うよう求めたことがあ

る。 

     

  イ 子供のインターネット安全に対する取組の動機づけ 

    C4L の CEO Simon Mewett 氏は、インターネット安全の問題について、次のように

述べている。 

   「インターネットサービスプロバイダ事業者として成功しているということは、イ 

ギリス国内の多くのインターネット接続が当社のネットワーク上で動作している

ことを意味しており、何百万人もの人々の接続を実現させていることを誇りに思

う。しかし、インターネット接続を実現・提供している者として、C4L はインタ

ーネットが安全かつ正しく使用されていることを保証する責任を負っている。私

自身一人の父親として、オンライン上での安全な振舞いについて子供達に教える

ことは大変重要であると認識している。」 

     

  ウ Connect with Care スキームの目的 

                                                                                                                                                     
ウンはボーンマス。 
29 C4L「安全なインターネットの日（Safer Internet Day ）」： 

http://www.c4l.co.uk/blog/safer-internet-day#.VlR4YF4aCaY 基準日：2016 年 3 月 7 日 



第２部 第１章 文献調査 

15 

    Connect with Care は 40 週間（学校年度期間中）にわたって実施される。その目的

は、親子双方に対し、ソーシャルメディアサイトを含むインターネット利用には潜

在的な危険が存在することを伝え、危険が潜む利用状況に関する知識を与えること

である30。 

     

  エ 情報提供内容 

    インターネット上の危険から子供達を守るための重要な事実やポイントは、サッ

カーのドリルや活動を通じて提供される。一方、親達は、子供達が携帯電話、コン

ピュータ、その他のオンライン端末にアクセスする時の制限やペアレンタルコント

ロール対策について助言を受ける31。 

     

  オ 連携機関によるスキーム評価 

    AFC ボーンマス地域スポーツ信託の Steve Cuss 氏は、Connect With Care について

以下のとおり述べている。 

   「C4L との提携において地域社会のために Connect With Care を運営する機会を持て 

て、光栄である。C4L の存在がなければ、このようなスキームを提供することは

できなかった32。」 

 

 

８ Charter Communications 

 

（１）企業概要 

   1993 年設立33。米国の大手ケーブルテレビ事業者である。全米 29 州においてサービ

スを展開し、利用者は 620 万人、2014 年度の売上高は 91 億ドルである34。本社は、コ

                                                   
30 C4L「C4LとAFCBは Internet Safetyスキームのため協力します(C4L and AFCB join forces for Internet Safety 

Scheme)」：http://www.c4l.co.uk/news/c4l-and-afcb-join-forces-for-internet-safety-scheme#.Vs1UqX2LSM 基準

日：2016 年 3 月 7 日 
31 C4L「C4L は子供のためのインターネット安全に関わるコミュニティプロジェクト Connect with Care を

提供するため AFC ボーンマスをサポートします（C4L supports AFC Bournemouth to provide ‘Connect With 

Care’, a community project around internet safety for children）」：

http://dcfshelp.com/press/c4l-supports-afc-bournemouth-to-provide-connect-with-care-a-community-project-around-i

nternet-safety-for-children/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
32 C4L「C4L は子供のためのインターネット安全に関わるコミュニティプロジェクト Connect with Care を

提供するため AFC ボーンマスをサポートします（C4L supports AFC Bournemouth to provide ‘Connect With 

Care’, a community project around internet safety for children）」：

http://dcfshelp.com/press/c4l-supports-afc-bournemouth-to-provide-connect-with-care-a-community-project-around-i

nternet-safety-for-children/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
33 Charter Communications「会社の歴史（Company History）」：

https://www.charter.com/browse/content/about-charter 基準日：2016 年 3 月 8 日 
34 「8-K Charter Communications, INC.」 

https://ir.charter.com/mobile.view?c=112298&v=202&d=3&id=aHR0cDovL2FwaS50ZW5rd2l6YXJkLmNvbS9ma
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ネティカット州スタンフォード35に所在する。 

 

（２）取組概要 

   サービス契約者用セットトップボックスへのペアレンタルコントロール装備、個人

情報保護方針ページにおける年齢制限に関する注意事項を掲載している。 

 

（３）取組詳細 

  ア 契約者用セットトップボックスへのペアレンタルコントロール装備36 

    ケーブルテレビ放送受信用セットトップボックスの仕様の 1 つにペアレンタルコ

ントロールが組み込まれている。 

 

  イ 利用年齢制限の注意事項37 

   「ウェブサイト個人情報保護方針」ページには、子供の利用制限について以下のと

おり記されている。 

     

・同社のウェブサイトは別途記載がない限り 18 歳以上の利用者向けのものであり、

同サイトへの個人情報送信の対象は 18 歳以上のユーザーに限られる。 

・同社は 18 歳未満のユーザーの個人情報について、断りなく故意に収集、使用、

開示を行わない。 

・ただし、18 歳未満のユーザーであっても、同社ウェブサイトのリンク先の外部

事業者によって個人情報収集が行われる可能性がある。その際は当該外部事業

者の方針に沿って行われ、また法令に基づき保護者の承諾を必要とする場合も

ある。 

・子供が同社または第三者に対個人情報をインターネットで送信する際は、保護

者の承諾が必要である。 

 

                                                                                                                                                     
WxpbmcueG1sP2lwYWdlPTEwMDQxMTYzJkRTRVE9MiZTRVE9MTMmU1FERVNDPVNFQ1RJT05fUEFHRS

ZleHA9JnN1YnNpZD01Nw%3D%3D 
35 Charter Communications「会社概要（Corporate Profile）」：

http://ir.charter.com/phoenix.zhtml?c=112298&p=irol-homeProfile&t=&id=& 

2014 Annual Report（P1）基準日：2016 年 3 月 8 日 

Charter Communications「アメリカ証券取引委員会（UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION）」：

http://ir.charter.com/phoenix.zhtml?c=112298&p=irol-SECText&TEXT=aHR0cDovL2FwaS50ZW5rd2l6YXJkLmN

vbS9maWxpbmcueG1sP2lwYWdlPTEwMDk1NTY5JkRTRVE9MCZTRVE9MCZTUURFU0M9U0VDVElPTl9FTl

RJUkUmc3Vic2lkPTU3#sB7F48B950A40DFB8BF75767CEF910C9A 基準日：2016 年 3 月 8 日 
36 2014 Annual Report（Form 10-K、P5 Video Services の項） 

Charter Communications 「アメリカ証券取引委員会（UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE 

COMMISSION）」：

http://ir.charter.com/phoenix.zhtml?c=112298&p=irol-SECText&TEXT=aHR0cDovL2FwaS50ZW5rd2l6YXJkLmN

vbS9maWxpbmcueG1sP2lwYWdlPTEwMDk1NTY5JkRTRVE9MCZTRVE9MCZTUURFU0M9U0VDVElPTl9FTl

RJUkUmc3Vic2lkPTU3#sB7F48B950A40DFB8BF75767CEF910C9A 基準日：2016 年 3 月 8 日 
37 Miscellaneous Privacy Issues の項 Charter Communications 「プライバシー保護について（Your Privacy 

Rights）」：https://www.charter.com/browse/content/your-privacy-rights 基準日：2016 年 3 月 8 日 
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９ Cisco 

 

（１）企業概要 

   1984 年創業38。米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置く、世界最大のコンピュー

タネットワーク機器開発会社である。 

 

（２）取組概要 

   CSR 報告書や同社ウェブサイト、同社製品情報を通じた、インターネット安全に対

する Cisco の基本方針を提示している。 

 

（３）取組詳細 

  ア CSR 報告書での表明39 

    企業ガバナンス・倫理の文脈においてデジタル・ライツへの取り組みを掲げ、そ

の中で、同社は米国内の公立図書館におけるインターネットアクセス基準やネット

ワーク管理能力と同等の装備を持つ製品を全世界で展開している。 

 

  イ 同社ウェブサイト「ネット上のプライバシー」ページにおける注意喚起40 

    同ページに「子供のプライバシー」の項目を設け、子供のインターネット安全を

保護するための留意事項を記載している。 

 

  ウ インターネット安全に対する Cisco の基本方針と法令遵守のための製品紹介41 

   「スイッチやルーターを含むすべてのネットワーク機器のセキュリティについて全

体論的な視点を取っている。すなわち、孤立して作動する個別システムを開発する

のではなく、１つのアクセスポリシーを実施するという立場を取っている。」との考

え方を表明し、米国 Children’s Internet Protection Act（CIPA、児童インターネット保護

法）の遵守に向けて学校全体のネットワーク環境保護が可能なソリューション「Cisco

セキュリティ・アーキテクチャ」を紹介している。 

    Cisco セキュリティ・アーキテクチャでは、生徒や教員によるリクエストを、要請

者、使用端末、接続方法（有線、無線、リモート）、時間、場所といったコンテキス

ト情報に基き承認することができる。例えば、生徒がタブレットからあるウェブサ

                                                   
38 Cisco「会社情報（Corporate Info）」： http://newsroom.cisco.com/overview 基準日：2016 年 3 月 7 日 
39 Cisco「会社の社会的責任（2015 Corporate Social Responsibility Report） Governance and Ethics 」：

http://www.cisco.com/assets/csr/pdf/CSR_Report_2015.pdf 基準日：2016 年 3 月 7 日 
40 Cisco「オンラインプライバシー声明（Online Privacy Statement ）」：

http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_full.html 基準日：2016 年 3 月 7 日 
41 Cisco「子供インターネット保護法、その他（Child Internet Protection Act and More ）

http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/gov/screen.pdf 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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イトにアクセスした場合でも、その端末が学校所有のものか個人のものかを検知し、

適切なアクセスポリシーを実施すべく、この情報をネットワークインフラストラク

チャに通知することができる。また、学校のデータベースへのハッキングを試みる

生徒に対してアクセス制限またはアクセスブロックすることができたり、学校ネッ

トワーク上やインターネット上のブロックされたサイトへのアクセスを試みたりす

る生徒に対しても同様の対応をすることができる。 

    今後は、マルウェアブロッキング、ピアツーピア・ファイル共有、アクセス管理

などを含むセキュリティ課題に対応していく方針である。 

 

 

10 Comcast 

 

（１）企業概要 

   1963 年設立42。米国ペンシルベニア州フィラデルフィアに本部を置く、ケーブルテレ

ビ・情報通信・メディアエンターテイメント等の企業である。 

 

（２）取組概要 

   CSR 活動の一環としてのネットいじめ防止取り組みと外部施設への協力、同社（傘

下企業を含む）ウェブサイトでの関連情報提供、子供のオンライン安全に関するフォ

ーラム・講演への参加とその情報の共有等を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア ウェブサイトにおける情報提供及びサイト設置協力43 

    同社は CSR 活動の一環としてネットいじめ防止への取り組みを行っており、傘下

のNBCニュースサイト（教育版）が提供する保護者向けページへの関連情報掲載や、

小児専門病院（ボストン小児病院）によるネットいじめ防止ウェブサイト開設に対

する協力を実施している。 

    また、同社映像・通信サービスブランド Xfinity のウェブサイトにはテレビ、イン

ターネット等メディア別の「ペアレンタルコントロール」ページが設けられ、イン

ターネット安全に関する各種情報提供が行われている44。CSR 報告書によると、

                                                   
42 Comcast「アワーストーリー(Our story)」：http://corporate.comcast.com/our-company/our-story 基準日：2016

年 3 月 7 日 
43 Comcast「2015 年版企業の社会的責任レポート（2015 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 

COVERING 2014) ）：http://corporate.comcast.com/images/2015-Corporate-Social-Responsibility-Report.pdf 基準

日：2016 年 3 月 7 日 
44 Xfinity「ペアレンタルコントロール（Parental Controls）」： http://parents.xfinity.com/internet/ 基準日：2016

年 3 月 7 日 
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Common Sense Media45によるレビュー・レーティング情報が組み込まれた Xfinity X1

（放送受信用セットトップボックス）500 万台以上が顧客の家庭に設置されていると

いう。 

     

  イ 講演会への参加、議論内容の共有46 

    コミュニティ行事として行われるインターネット安全・セキュリティについての

講演に参加した従業員がその内容をウェブサイトで共有し啓発を行っている。 

    例えば、「インターネット上の危険から子供達を守る」というフォーラムに参加し

た従業員47は、次のような報告を寄せている。 

「同イベントの目的は、子供のインターネット利用に関連した潜在的脅威について

親達に情報提供し、教育するというものである。パネリストたちは、実例を紹介

するだけでなく、家族のオンライン安全を支援し、詐欺、身元盗難、サイバー犯

罪の被害を回避するために、有益情報や実用的手順について共有した。子供のイ

ンターネット安全に関するポイントとしては、『オンライン安全について子供と話

す』、『同社提供のインターネット安全ガイドブックを利用する』、『家族のコンピ

ュータを共有エリアに置く』、『セキュリティソフトウェアでコンピュータを保護

する』が挙げられる。」 

     

  ウ ウェブサイト上での情報共有 

    上記フォーラムに関するリリース記事上においても、子供のインターネット安全

に関する情報共有を行っている。 

    その具体的な内容は、以下の４点に要約される。 

     

・オンライン安全について子供と話す。 

・Cyber Safety Challenge48をダウンロードし、使用する。 

・家族のコンピュータを共有エリアに置く。 

・セキュリティソフトウェアでコンピュータを保護する。 

 

  

                                                   
45 組織概要については参考１を参照。 
46 Comcast「子供のオンラインでの安全を保つ（Keeping Kids Safe Online）」：

http://corporate.comcast.com/comcast-voices/keeping-kids-safe-online 基準日：2016 年 3 月 7 日 
47 同社でインターネット安全管理業務に従事している従業員。 
48 The Cyber Safety Challenge とは、親、ティーンエイジャー、子供向けの、インターネット安全、ソーシ

ャルネットワーキング、オンライン脅威、自分自身やコンピュータを守るためにすべきことについての会

話ガイドである。 


