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11 Convergys 

 

（１）企業概要 

   1983 年設立49。米国オハイオ州シンシナティに本社を置く、大企業向け顧客管理製

品・情報管理製品の販売企業である。 

 

（２）取組概要 

   カスタマーケア、人材、決済などのサービスを提供している Convergys Corporation

は、雑誌「PC マガジン」において「子供向けブラウザ及びサービス」第 1 位の The 

Children’s Internet, Inc と提携し、The Children’s Internet のマーケティング及び流通キャ

ンペーンの支援においてカスタマーコールに関するアウトソーシング合意を交わした。 

 

（３）取組詳細50 

  ア テレビマーケティングキャンペーン 

    就学前から中学校の子供向けに設計された、安全を保証された（secured）インタ

ーネットサービスへの登録をするためのテレビマーケティングキャンペーンを実施

した。 

     

  イ The Children’s Internet のサービス概要 

    The Children’s Internet は、雑誌「PC マガジン」に「編集部の選択」として認めら

れている包括的なインターネットセキュリティシステムであり、子供達に安全なウ

ェブ経験をもたらす。このサービスでは、生き生きした見映えで楽しく教育的かつ

娯楽的なリンクを持つ専用ブラウザが使用される。それらのリンクは、「ホワイトリ

スト」として安全が保証されており、非承認サイトからの情報が偶発的に表示され

ることはない。 

    最も包括的で安全なインターネットサービスであり、就学前から中学校までの子

供向けに設計された教育的スーパーポータルを運営している The Children’s Internet

は、子供達に安全なリアルタイムウェブアクセスを提供している。また、安全な検

索エンジンを介して、事前選択・事前承認された教育的・娯楽的ウェブページへの

アクセスを提供している。 

     

  ウ The Children’s Internet のツール提供とインターネット安全に関する方針 

                                                   
49 米通信企業シンシナティ・ベル社グループ会社として 1983 年に設立後、1998 年に独立。 
50 「Convergys to Support Launch of The Children’s Internet – Creators Anticipate a Strong Consumer Response」 

http://www.thefreelibrary.com/Convergys+to+Support+Launch+of+The+Children's+Internet+--+Creators...-a013445

4998 基準日：2016 年 3 月 18 日 
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    The Children’s Internet は、子供向け実用ツールとして、安全な E メール、宿題援助、

ゲーム、ニュース、学習活動などを、安全で保護されたオンラインコミュニティ上

で提供している。これらの製品は、20%の誤認識率が指摘されているフィルタリング

やモニタリング技術にはよらず、特許申請中のセキュリティソフトウェア SafeZone

技術を使っている点に特徴がある。SafeZone 技術は、これまでに前例がないほどの

レベルで、インターネットにおける危険・略奪・不適切コンテンツに対する安全確

保と管理を提供している。 

 

 

12 Cox Communications 

 

（１）企業概要 

   1964 年設立。米国の大手ケーブルテレビ事業者で約 600 万人の利用者を抱える。2014

年の売上高は 104 億ドルで、本社はジョージア州アトランタ51に所在する。 

 

（２）取組概要 

   ネットいじめ防止キャンペーンや非営利団体と共同での若者調査、インターネット

安全に関する各種情報の提供を行っている。これらの情報は同社ウェブサイトの

「Community」ページにおいて紹介されている52。 

 

（３）取組詳細 

 

  ア ネットいじめ撲滅キャンペーン 

   「Take Charge!」というキャンペーンでネットいじめ撲滅に向けた各種情報やアドバ

イス、ペアレンタルコントロール・ツールの紹介を行っている。 

 

  イ 非営利団体と共同で実施した若者調査53 

    同社は National Center for Missing and Exploited Children（全米失踪・被搾取児童セ

ンター）と共同で 10 代の若者を対象としたインターネット安全調査を毎年実施し、

                                                   
51 Cox Communications「会社概要（Cox Communications Fact Sheet）」：

http://newsroom.cox.com/company-overview 基準日：2016 年 3 月 8 日 

Cox Communications「アトランタ本社（Atlanta Headquarters）」：https://www.cox.com/aboutus/headquarters.html  

基準日：2016 年 3 月 8 日 

Bloomberg「Cox Communications の会社概要（Company Overview of Cox Communications）」：

http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=337605 基準日：2016 年 3 月 8 日 
52 Cox Communications「一般的なコミュニティの概要（General Community Overview」：

https://www.cox.com/aboutus/community.html 基準日：2016 年 3 月 8 日 
53 2014 年の調査結果（13 歳から 17 歳までの 1,301 名を対象にインターネット利用、ネットいじめ等につ

いて調査を実施した）。https://www.cox.com/content/dam/cox/aboutus/documents/tween-internet-safety-survey.pdf  
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その結果を公表し、利用者の意識向上を図っている。 

    また、子供・若者のインターネット安全に関する教育啓発活動に対し、経済的支

援、現物支給、公共広告に関する支援として、過去 11 年間で約３億ドルの財政支援

を行った54。 

     

  ウ 各種情報の提供55 

    インターネット安全に関する各種情報、アドバイス、同社製品等の紹介（ペアレ

ンタルコントロール、外部企業のウイルス対策ソフトの紹介等）を行っている。 

 

 

13 Dell 

 

（１）企業概要 

   1984 年設立56。エンドツーエンドの総合 IT ソリューションプロバイダとして、パソ

コン・モバイル端末から基幹システムやクラウドの導入支援、セキュリティサービス

に至るまで包括的な IT ソリューションを提供している。 

 

（２）取組概要 

  「インターネット安全に関する情報及びペアレンタルコントロールの選択肢」を提供

している。 

 

（３）取組詳細57 

  ア「インターネット安全に関する情報及びペアレンタルコントロールの選択肢」取組 

の動機づけ（Dell UK） 

    現代の子供達は、携帯端末、家族のコンピュータ、ゲームコンソール経由で前例

のないほどインターネットにアクセスするようになっており、親達は、子供達に、

オンライン上で得られる教育・娯楽・交流の豊かさを活用させると願うと同時に、

                                                   
54 Cox Communications「インターネットの安全性調査の概要（Internet Safety Survey Overview ）」：

https://www.cox.com/aboutus/take-charge/internet-safety-survey.html 基準日：2016 年 3 月 8 日 
55 Cox Communications「安全上のヒントとツール（Safety Tips and Tools）」：

https://www.cox.com/aboutus/take-charge/safety-tools-and-tips.html 基準日：2016 年 3 月 8 日 
56 Dell「会社情報（Company Information）」：

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/about-dell?c=us&l=en&s=corp&cs=uscorp1 基準日：2016 年 3 月 8 日 
57 この内容は 2015 年 11 月 24 日時点でキャッシュでのみアクセス可能。 

なお同社製品サポートページでは、インターネット安全に関して「マイクロソフト安全センター（Microsoft 

Safety and Security Center）」（Microsoft の項を参照）へのリンクも紹介されている。 

Dell「セキュリティとウイルスのサポート（Security and Virus Support ）」：

http://www.dell.com/support/contents/us/en/19/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/hardware-suppo

rt/security-and-virus 基準日：2016 年 3 月 8 日 
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子供達に健全なインターネット安全の実践について教えなければならない、と述べ

ている。 

    子供達が若い時期に良いオンライン安全の基礎を築くことによって、親達は、自

信を持って、子供達の成長段階に応じて、新たな自由を促すことができる、と述べ

ている。 

     

  イ インターネット安全に関する会話開始時期についての説明 

    親達は、子供が初等学校の時にインターネット安全に関する会話を開始する 

ことができるとし、安全かつ適切なインターネット上での振舞いについて議論すべ

きである、と述べている。また、幼い子供であっても、安全に関する簡単なルール

を理解することができる、としている。 

     

  ウ リスク軽減に関する考え方の説明 

    開かれたコミュニケーションを促したり、新たな技術について知識を更新したり、

安全かつ責任を持って技術を利用するための最善の方法について子供を教育するこ

とによって、親達は自分の子供にふりかかるリスクを軽減すべきであるとしている。 

     

  エ 参考情報の紹介 

    インターネット安全についてさらに学ぶための参考情報として以下のページを紹

介している。 

     

・安全情報用語集 

・インターネット利用の年齢及び段階 

・オンラインコンテンツの監視及びフィルタリング 

・健全なゲーム標準 

・Windows 8 の家族管理機能 

・McAfee の家族保護ソフトウェア 

・ペアレンタルコントロールに関する FAQ 
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14 Deutsche Telekom 

 

（１）企業概要 

   1995 年設立58。ドイツ・ボンに本社を置く電気通信事業者。世界 50 か国で事業を展

開し、固定・携帯電話サービス、インターネット・アクセス・サービス、企業向けの

統合情報通信技術サービスなど幅広いサービスを提供している。契約者数はグループ

全体で携帯 1 億 5,100 万人、固定電話 3,000 万人、ブロードバンド 1,700 万人いる。2014

年の売上高は 627 億ユーロであった59。 

 

（２）取組概要 

   子供のインターネット安全に関する方針及び具体的な対策についての説明を行って

いる。また、優先取り組み課題のひとつとして挙げているデータプライバシー及びデ

ータセキュリティ60に関する取組として、政府プログラムや関連組織への支援、インタ

ーネット安全情報を提供するウェブサイト設置、イベントの開催等を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア 子供インターネット安全に関する方針の説明 

    ７割の子供が家庭でコンピュータを使用しており、うち半数がインターネットを

使っているという現状、また、子供が日常的に携帯電話のテキストメッセージやマ

ルチメデイアメッセージを送受信している現状を鑑み、インターネットや携帯電話

を使う子供達の安全が重要な問題であると考え、とりわけ、未成年は、不適切コン

テンツ、暴力動画の受信、インターネット上における過度の個人情報露出、過大な

費用負担などから守られなければならないと述べている61。 

    そして、保護者、教員、子供、若者が携帯電話やインターネットを安全に利用で

きるよう広範な取組を行っている。これらの取組には、知識の普及啓発、危険につ

                                                   
58 旧西ドイツの連邦郵政公社ブンデスポスト（Deutsche Bundespost、1950 年設立）が母体で、郵政事業改

革により 1995 年に株式会社への転換が行われ、ドイツテレコム（Deutsche Telekom AG）が設立された。 

・Deutsche Telekom＞Telecommunication milestones 

Deutsche Telekom「テレコミニケーションの歩み（Telecommunication milestones ）」：

https://www.telekom.com/company/milestones/153782 基準日：2016 年 3 月 4 日 

・ゆうちょ財団 旧郵政総合研究所研究成果＞片野健一「ドイツポスト、1990 年からの軌跡」 

郵政総合研究所「ドイツポスト、1990 年からの軌跡」：

https://www.yu-cho-f.jp/research/old/research/repo/16-k-deutschepost.pdf 基準日：2016 年 3 月 4 日 
59 Deutsche Telekom「ヨーロッパのテレコミュニケーションをリードしていく（Leading European Telco）」：

https://www.telekom.com/company/at-a-glance/92662 基準日：2016 年 3 月 8 日 
60 インターネット安全に関する年次報告書（DATA PRIVACY AND DATA SECURITY REPORT）を公表して

いる。Deutsche Telekom「データのプライバシーとセキュリティに関するレポート（DATA PRIVACY AND 

DATA SECURITY REPORT）」：https://www.telekom.com/static/-/267766/6/report-datasecurity-2014-si 
61 Deutsche Telekom「ドイツテレコムにおける子供の安全（Child Safety at Deutsche Telekom AG）」：

https://www.telekom.com/corporate-responsibility/social-commitment/media-competence/65120 基準日：2016 年

3 月 4 日 
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いての説明、技術的施策、特別なサービスや製品、子供にとって魅力的で年齢にふ

さわしいコンテンツの提供などが含まれる。 

     

  イ 企業責任ページにおける技術説明 

    ウェブサイト内の企業責任ページにおいて、年齢にふさわしくないコンテンツか

ら子供・若者を守ることを目的として、「子供保護ソフトウェア」「若者保護及び年

齢証明」「娯楽情報における若者保護の概念」「伝送時間制限」について、保護者向

けに説明している62。 

    子供保護ソフトウェアは、子供の検索習性の追跡を可能にするとしている。保護

者が子供が訪問可能なページやネットサーフィンが許される時間を定めると、ソフ

トウェアが、子供や若者にとって潜在的に有害なコンテンツに保護処理をかける。

当該ソフトウェアはホワイトリストも統合されており、メディア教育専門家によっ

て作成され定期的にチェック更新される、興味深く子供にふさわしいサイトに関す

る情報を多数提供する。 

    各技術の特徴は、以下のとおりである。 

 

・年齢証明システム NetGate を利用した年齢証明プログラムにより、年齢別管理が必要な

コンテンツへのアクセスはコントロールされ、成人のみがアダルトサイトにアクセスで

きるようになっている。 

・Telekom Deutschland Entertain 等の娯楽分野における若者向けに保護された、適切コンテ

ンツは dual-PIN によって保護されている。 

 テレビ番組と同様、いくつかのコンテンツには伝送時間制限がかかる。16 歳以上のもの

は午後 10 時～翌朝 6 時まで、18 歳以上のものは午後 11 時から翌朝 6 時まで、といった

伝送時間制限がある。 

・BPjM63がインデックス化したウェブページのアドレスは、検索エンジンの検索結果に現

れないよう、技術的対策が取られている。 

     

  ウ 政府プログラム及び関連組織への支援64 

    子供のインターネット安全の教育啓発を目的とするドイツ政府プログラム「Ein 

Netz für Kinder」への支援を行っている。同プログラムのもと、業界の自主規制団体

であるマルチメディア・サービス・プロバイダ自主規制委員会（Freiwillige 

                                                   
62 Deutsche Telekom「インターネットでの若者の保護（Youth protection on the Internet）」： 

https://www.telekom.com/corporate-responsibility/social-commitment/media-competence/65106 基準日：2016 年 

3 月 4 日 
63 Bundesprufstelle fur jugendgefahrdende Medien = 連邦青少年有害メディア審査会 
64 DATA PRIVACY AND DATA SECURITY REPORT 2014 基準日：2016 年 3 月 8 日 

 Deutsche Telekom「データのプライバシーとセキュリティに関するレポート（DATA PRIVACY AND DATA 

SECURITY REPORT）」：https://www.telekom.com/static/-/267766/6/report-datasecurity-2014-si 基準日：2016

年 3 月 8 日 
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Selbstkontrolle Multimedia Dinestanbieter e.V.、fsm）は子供向けウェブサイト fragFinn65

（６歳児から 12 歳児向け）を設け、安全なウェブサイトのホワイトリストを提供し

ている66。 

    また、同社は、自社も加盟する GSMA（移動体通信業界団体）を通じ、2014 年に

子供向け相談窓口 Child Helpline International Foundation（CHI）への支援を開始した67。 

     

  エ インターネット安全情報提供ウェブサイトの設置 

    データ保護やインターネット安全に関するさまざまな教材を提供するウェブサイ

ト teachtoday68を設置し、関連情報や教材類（「Media Obstacle Course」）の提供を行っ

ている。 

     

  オ イベントの主催 

    インターネット安全に関する子供向けイベント（Cyber Security Summit for Kids）

を主催し69、ドイツ大手メディアのフランクフルター・アルゲマイネと共同での

「Medien, aber sicher!」コンテスト70を実施している。 

 

 

15 EE（Everything Everywhere） 

 

（１）企業概要 

   2010 年設立71。英国の大手通話サービス事業者でブリティッシュ・テレコムグループ

の傘下企業である。本社はイングランド・ハートフォードシャー。EE、Orange、T-Mobile

の各ブランドでサービスを提供している。2014 年の売上高は 63 億ポンド、契約者数

3,000 万72である。 

                                                   
65fragFinn「子供のためのネットワークをチェックしよう（Gechekt ! Das Netz fur Kids）」： 

http://www.fragfinn.de/kinderliste.html 基準日：2016 年 3 月 8 日 組織概要については参考１を参照。 
66 http://enfk.de/ 組織概要については参考１を参照。ドイツテレコムは同自主規制委員会のメンバーであ

る。 
67 THE 2014 FINANCIAL YEAR ARCHITECTURE OF THE DIGITAL FUTURE（P122） 

Deutsche Telekom「2014 年版デジタル未来のア－キテクチャ（HE 2014 FINANCIAL YEAR ARCHITECTURE 

OF THE DIGITAL FUTURE）」：https://www.telekom.com/static/-/264854/7/150226-q4-14-pdf-si.pdf 基準日：

2016 年 3 月 8 日 GSMA, CHI の概要については参考１を参照。 
68 Deutsche Telekom「最新ニュース（Aktuelle Meldungen）」： http://www.teachtoday.de/en/140_Home.htm 基

準日：2016 年 3 月 8 日 
69 直近の同イベントは 2015 年 11 月に行われた。Deutsche Telekom「ニュースの詳細（News in detail）」：

http://www.teachtoday.de/en/161_News_in_detail.htm?nId=139 基準日：2016 年 3 月 8 日 
70 インターネット利用がもたらす機会とリスクについての教育啓発を目的に行われているコンテスト。 
71 総務省「世界情報通信事情＞英国 P17」：http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/uk/pdf/044.pdf 基準日：2016

年 3 月 8 日 
72 EE「2014 年 12 月 31 日の EE の事業結果（EE Results for the Year Ended 31 December 2014  

）」：http://ee.co.uk/our-company/financials/2015/02/05/ee-results-for-the-year-ended-31-december-2014 基準日：
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（２）取組概要73 

   従業員によるボランティアプログラムの実施、ガイドブック等の情報提供 

 

（３）取組詳細 

  ア 従業員によるボランティアプログラム 

    同社では、従業員によるインターネット利用教育ボランティア制度（Techy Tea Party）

を設け、さまざまな年代に向けた教育啓発活動を行っているが、2015 年には小学生

（Year 3 及び 4 の生徒、７歳から９歳に相当）とその保護者を対象にした同種のボラ

ンティア制度もスタートする旨が発表されている74。 

     

  イ インターネット安全に関する情報ページの設置及び保護者向けガイドブックの 

提供 

    同社のインターネット安全に関する情報ページ（Digital Living）75の中で個人情報

の取扱いやネットいじめへの対応等の情報（動画を含む）、関連団体のリンク紹介76や

保護者向けのガイドブック77を提供している。 

 

 

16 Egmont 

 

（１）企業概要 

   1878 年創業78。北欧の大手メディアグループである。映画、テレビ、映画館、雑誌、

書籍、ストリーミングサービス、教材、ゲーム機、デジタルコミュニティ、アプリ、

ゲームなどを提供している。毎年、自社の利益の一部を子供若者支援に寄付している。 

                                                                                                                                                     
2016 年 3 月 8 日 
73 EE「2014 年度版ベターブリテン責任報告書（BETTER BRITAIN RESPONSIBILITY REPORT 2014）」： 

http://ee.co.uk/content/dam/everything-everywhere/documents/Our%20Company%20responsibility/EE%20Responsi

bility%20Report%202014.pdf 基準日：2016 年 3 月 8 日 
74 BETTER BRITAIN RESPONSIBILITY REPORT 2014（調査時点（2016 年 1 月 14 日）における CSR 報告

書直近版）では、2015 年に同制度を開始する予定としている。 
75 EE 「私たちは、誰もが賢く、安全なデジタルライフを楽しむことを望んでいる（We want everyone to have 

a brilliant and safe digital life）」：

http://ee.co.uk/our-company/corporate-responsibility/sharing-connectivity/digital-living 基準日：2016 年 3 月 8 日 
76 CEOP Command（参考１を参照）の提供コンテンツ掲載サイト Thinkuknow や UK Safer Internet Centre が

紹介されている。（UK Safer Internet Centre ：Childnet International 等の団体が運営、欧州委員会 Safer Internet 

Programme（第２章 Egmont の項を参照）が一部資金負担。） 
77 EE「親へのアドバイス（ADVICE FOR PARENTS）」：

https://explore-orange-live-orangedigital.s3.amazonaws.com/2013/04/05/EE_Advice_for_parents_guide.pdf 基準

日：2016 年 3 月 8 日 
78 Egmont「Egmont の歴史（Egmont History）」：http://www.egmont.com/int/About-Egmont/Egmont-History 基

準日：2016 年 3 月 8 日/ 
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（２）取組概要 

  「インターネット安全」（Safe Internet）ページを設け、EU の Safer Internet との連携に

基づくインターネット安全に関する啓発活動を行っている。また、実務指針（Code of 

Practice）においても、子供インターネット安全について定めている。 

 

（３）取組詳細79 

  ア「インターネット安全」（Safe Internet）ページ 

   ① 安全なインターネットに関する取組の動機づけ 

     同社は、大手メディア企業として生活に関する話題や興味深いコンテンツを提

供してきたが、より多くの消費者がデジタル手段を用いてコンテンツを得るよう

になるにつれ、デジタルフォーム経由で消費者に貢献するようになっている、と

している。 

     

   ② 安全なインターネット取組の基本コンセプト「３つの C」 

     子供やティーンエイジャーが晒されるオンライン上でのリスクは、「３つの C」

に分類されるとしている。 

      

【３つの C】 

・コンテンツ（content）：Egmont 社または同社サービスのユーザーによって作成された

コンテンツ 

・接触（contact）：Egmont 社とユーザー間の接触、またはユーザー間同士の接触 

・商業化（commercialization）：他者と交流したり、Egmont 社製品を販売するための、デ

ジタル手段やオンライン決済サービスを利用すること 

      

   ③ 実務指針（Code of Practice） 

     同社グループ内では、一連の原則から構成される実務指針についての合意がな

されている、としている。 

     同指針はグループ内で実施され、安全なウェブサイト及びオンラインサービス

提供に資するものである、としている。 

     実務指針の具体的な内容は以下のとおりである。 

      

・オンラインプラットフォームを用いて、子供達・ティーンエイジャー・彼らのコミュ

ニティによる安全かつ責任あるインターネット利用を促進する。 

・年齢にふさわしいオンラインコンテンツを作成する。自社プラットフォームにリンク

された外部ウェブサイトやユーザー作成コンテンツを監視し、自社規準に沿った内容

                                                   
79 Egmont「安全なインターネット(Safe Internet)」：http://www.egmont.com/int/social-responsibility/Safe-Internet/ 

基準日：2016 年 3 月 8 日 
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であることを確認する。 

・ユーザー間のやり取りが発生するウェブサイトにおいては、有害な接触のリスクを最

小化するための定期的な監視を行い、不適切な振舞いがあった場合は迅速に対応する。 

・子供や若者が提供する個人情報の収集及び利用に関する当該国または EU の法律を順

守する。また、有料サービスやオンラインマーケティングに関するすべての法律を順

守する。 

      

   ④ 制作物の安全性特徴に関するガイドライン 

     2014 年には、デジタル製品作成者が制作物に含むべき安全性関連の仕様につい

ての詳細なガイドラインを発表した。 

     2015 年には、Safe Internet ページ内に当該ガイドラインを含むイントラネットツ

ールも設置され、また意識向上のための社内キャンペーンも行われた。 

      

  イ イギリス法人によるインターネット安心デー（Safer Internet Day）参加 

    2014 年には、同社出版部門イギリス法人が Safer Internet Day に参加し、同社の主

要２誌における関連記事掲載、ネットいじめに関する作家インタビュー動画の公開、

当該コンテンツ掲載の専用ページの作成、Safer Internet Day TV への出演など、多面

的な取組を行った。 

 

 

17 Electronic Arts 

 

（１）企業概要 

   1982 年設立。米国の大手ビデオゲーム・コンピューターゲーム販売会社である。本

社はカリフォルニア州サンマテオ郡に所在する80。  

 

（２）取組概要 

   同社イギリス法人サイトでは、オンライン安全に関する普及啓発活動を行っている。

また、プライバシーポリシーページ内で子供のインターネット安全に関する注意喚起

を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア オンライン安全に関するページ81 

    オンライン活動は楽しく、社会的交流があり、インスピレーションを与えるもの

であることから、Electronic Arts 社としては、ユーザーが同社のサービスを利用し、

                                                   
80 「Electoronic Arts について（About Electoronic Arts）」 http://www.ea.com/ca/about-us 基準日：2016 年 3

月 10 日 
81 「オンライン安全（ONLINE SAFETY）」http://www.ea.com/uk/1/online-safety 基準日：2016 年 3 月 10 日 
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オンラインで過ごす時間を楽しんでもらいたいとし、そのためにユーザーのオンラ

イン安全保護の助けとなる情報を用意している、と述べている。 

    オンライン安全ページでは、チャット・インスタントメッセンジャー使用時やフ 

ォーラム参加時の注意事項について以下の項目のとおり定めている。 

     

・慎重であること。ユーザーが提供する情報は、皆に見られる可能性が高い。自分が世間に

知ってほしくない情報や見られたくない画像を共有しないこと。 

・匿名であること。個人に関する情報は共有しないこと。ユーザーや第三者を特定できる情

報を決して投稿または送信しないこと。 

・オンラインで知り合った誰かと実際に会わないこと。どうしても会わなければならない場

合、安全な公共の場所で会うようにし、（会うという）自分の計画について他者に話し、

友人と一緒に行くこと。ユーザーが成人でない場合、最初に親または保護者の許可を得て、

彼らに同行してもらうこと。 

・正直であること。ユーザー以外の何者かである振りをしたい欲求にかられるかもしれない

が、他者も同じことをするかもしれない。彼らのプロフィールは、額面どおりではないか

もしれない。 

・感じよくあること。いじめ、ネットいじめの相手をしないこと。もし誰かがユーザーを嘲

った場合は、コンピュータ利用を中止すること。当該人物や行為について、大人あるいは

管理者に報告すること。インターネットは楽しいものであるはずだから。 

・潔癖であること。送り主不明でウィルスチェックを行っていないメールやインスタントメ

ッセージを受け取った場合は、それらを閲覧したり、返答したり、転送したりしないこと。

そのコンテンツは、ソフトウェアを破壊、攻撃的する可能性がある。 

・安全であること。（ウイルススキャナーのような）セキュリティソフトウェアを使うこと。

自身のシステムが更新されており、受信メールによる思わぬウィルス感染が起きないよ

う、確認すること。 

・プライバシーを重視すること。パスワードまたはパスワードのヒントを他人と共有しない

こと。 

・発明的であること。オンライン ID は、自身の個人情報を想起させないものにすること。

創造的かつ独特なものであること。 

・気を付けること。うまい話は大抵信用できないものである。ユーザーが確証を持てない事

実についてはチェックし、自身が管理していることを忘れないように。どのような活動に

参加するか、どのような情報を提供するか決めるのはユーザー自身である 
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    また、オンライン安全に関するページでは、以下関連機関の活動内容とウェブサ

イトを参考情報として、紹介している。 

     

機関名称 欧州安全インターネット意識向上ネットワーク82（Insafe、the European Safer 

Internet awareness-raising network） 

活動 欧州委員会による共同出資を受けている。 

URL http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_illegal/

pdf/080425_2_si3.pdf 

 

機関名称 児童搾取対策オンライン保護センター83（CEOP、The Child Exploitation and 

Online Protection Centre：現 CEOP Command） 

活動 子供達の保護に取り組んでいる。 

URL http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h24/net-rating/pdf/03_03.pdf 

 

機関名称 英国インタラクティブ・エンターテイメント協会（UKie、the UK Interactive 

Entertainment Association 

活動 ゲーム業界全体に影響する課題に取り組んでいる。また、ゲームレイティング

に関する意識向上のため、安全性特化型ウェブサイト askaboutgames.com を提

供している。 

URL http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h24/net-rating/pdf/03_04.pdf 

     

  イ プライバシーポリシーページ内での注意喚起84 

    子供のインターネット安全に関する項目を設け、13 歳未満の子供の個人情報収集

は行わない旨や、同社サービス利用時の子供の個人情報に関する問合せ窓口の情報

を提供している。また、保護者に対しては、同社安全センターの情報の確認や、見

知らぬ相手との交流や個人情報開示に関して子供に説明を行う必要性を説いている。 

  

                                                   
82 「子供のためのより良いインターネット（Better internet for kids）」：

http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/sid.htm 基準日：2016 年 3 月 7 日 ここに記載した３団体につ

いては参考１も参照。 
83 Thinkuknow「CEOPs Thinkuknow へようこそ（Welcome to CEOP's Thinkuknow）

http://www.thinkyouknow.co.uk 基準日：2016 年 3 月 7 日 
84 http://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACY/US/en/PC/#section10 
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18 Facebook 

 

（１）企業概要 

   2004 年設立85。Facebook（Facebook Inc.）は、ソーシャルネットワーク・ウェブサイ

ト運営会社。ウェブサイト上での家族、友人、同僚間のコミュニケーションを可能に

する。また、ユーザー間で情報、写真、ウェブサイトリンク、ビデオなどの共有を容

易にする技術も開発。ユーザーは情報開示等に関する各自の具体的な基準を設定し、

情報を共有したり制限したりできる。 

 

（２）取組概要 

   インターネット安全に関する特設サイトの設置を行い、情報提供・啓発を行ってい

る。またネットいじめに関する研究への助成事業も実施した（2011 年）。 

 

（３）取組詳細86 

  ア インターネット安全に関するウェブページの設置 

   「家族全員が安全に利用するために（Family Safety Center）」ページを設置し、イン

ターネット安全に関する Facebook の方針説明や各種情報・ツールの提供、ターゲッ

ト別87の情報提供、ユーザーに対する不適切コンテンツ報告の要請等を行っている。

また、インターネット安全に関する活動を行う主要非営利組織をメンバーとする安

全諮問委員会（Safety Advisory Board）を設け88、インターネット安全強化の取組も行

っている。 

    以下に、「家族全員が安全に利用するために Family Safety Center）」で提供されてい

る情報の概要を整理した。 

  

                                                   
85 Facebook「Facebook について」：https://www.facebook.com/facebook/info/?tab=page_info 基準日：2016 年

3 月 7 日 
86 Facebook「青少年の安全を確保」：https://www.facebook.com/safety/groups/parents/ 基準日：2016 年 3 月 7

日 
87 保護者向け、教育関係者向け、子供（ティーン）向け、法執行機関関係者向け 
88 セーフティー・アドバイザリー・ボードのメンバーは次のとおり。Childnet International、ConnectSafely、

The Family Online Safety Institute、The National Network to End Domestic Violence、WiredSafety（各団体の概要

については参考 1 を参照）。 
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   ①「Facebook の安全理念：安全は対話」89 

     安全を確保するためには、関係者間での対話が何よりも重要であると述べてい

る。安全は、保護者と子供、教師と生徒、企業とユーザーなどの間で常に考慮す

べき問題であり、どのような状況においても賢明な選択ができるよう、安全につ

いて対話を続けることが重要としている。 

     その上で、「Facebook のアプローチ」「Facebook の役割」「ユーザーの役割」につ

いて説明している。 

     さらに、「安全のために心がけること」として、以下を挙げている。 

      

・プライバシー設定ページを確認し、自分にあった設定を選択すること。 

・パスワードの安全を確保し、アカウントのセキュリティを維持すること。 

・Facebook のコミュニティ規定を参照すること。 

・Facebook 利用規約に違反するユーザーやコンテンツは報告すること。 

・一方的な接触や不適切コンテンツ送信を行ってきた相手をブロックし、報告すること。 

      

   ②「Facebook コミュニティ：コミュニティの安全」90 

     Facebook はオープンな環境で友達や家族とつながり、交流できる場である、と

説明している。 

     また、「各自の責任」「コミュニティによる報告」「安全諮問委員会」「Facebook

のセキュリティに関するページ」について説明している。 

     さらに、コミュニティに参加する際の注意事項として以下を挙げている。 

                                                   
89 Facebook「安全は対話」：https://www.facebook.com/safety/philosophy/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
90 Facebook「コミュニティの安全」：https://www.facebook.com/safety/community/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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・オンラインでは他のユーザーに配慮すること。 

・「ツール」ページで、安全を確保するための方法を学ぶこと。 

・プライバシー設定ページを確認し、自分にあった設定を選択すること。 

・コミュニティ規定を参照すること。 

・Facebook 利用規約に違反するユーザーやコンテンツは報告すること。 

      

   ③「ツール：今すぐスタート」91 

     Facebook を安全に利用するための、以下の各事項の対応方法について説明して

いる。 

      

・アカウント情報を更新 

・アカウントの安全確保 

・情報の公開範囲を管理 

・ユーザーを友達から削除 

・ユーザーをブロック 

・不適切または不快なコンテンツを報告 

・コミュニティによる報告 

・その他のセキュリティ機能（リモートセッションの管理、セキュアな接続、一時パスワ

ード） 

・「Facebook セキュリティ」ページ 

      

     また、参考情報として、Facebook 安全諮問委員会、いじめ防止に関するリソー

ス92、インターネット安全に関する活動を行う各種団体（Facebook サポートネット

ワーク93、家族の安全に関するその他のウェブサイト94）について紹介している。 

                                                   
91 Facebook「今すぐスタート」：https://www.facebook.com/safety/tools/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
92 助けが必要な人が誰かに相談し必要な情報にアクセスできるようし、また困っている友達がいる人がそ

の友達に助けることができるように必要なツールを提供できるよう努力しているとした上で、国別の相談

窓口についての情報も提供している。 
93 以下の米国内団体とパートナーを組み、性的マイノリティに対するオンラインいじめを防止する活動に

参加している。 

‐A Thin Line 

‐The Gay and Lesbian Alliance Against Defamation 

‐The Gay, Lesbian and Straight Education Network 

‐The Human Rights Campaign 

‐The Trevor Project 

‐Parents, Families & Friends of Lesbians and Gays 
94 紹介されているのは、以下のサイトである。 

‐Beatbullying 

‐Cyberbullying Research Center 

‐Insafe 

‐Media Awareness Network 

‐NetSmartz 

‐OnGuardOnline 

‐Stopbullying.gov 

‐UK Council for Child Internet Safety 
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   ④「保護者の方：青少年の安全を確保」95 

     以前の 10 代の若者による電話での長話とオンライン交流を比較し、変わったの

はコミュニケーションの選択肢が広がっただけであり、若者の行動自体にそれほ

ど大きな違いはないという考えを示している。 

     その上で、青少年の安全を確保する方法について「Facebook での青少年の行動」

「青少年による投稿の共有範囲について」「対話を始めましょう」「子供達から学

ぶ」「子供の立場を尊重」「Facebook での行動」「Facebook 用語」の各項目について

説明している。 

     また、「保護者のためのヒント」として、以下の項目を挙げている。 

      

・技術は日々変化している。わからないことがあったら、子供に説明してもらうこと。 

・まだ Facebook を利用していない場合は、登録を検討すること。自分で使ってみると、

それがどのようなサービスかがよくわかる。 

・家族の間で Facebook グループを作成しておくと、プライベートな環境で写真やメッセ

ージを交換することができる。 

・子供にオンラインを安全に利用するための基本を説明し、Facebook タイムラインやそ

の他のオンラインアカウントのプライバシーや安全を確保すること。 

・運転やスポーツをする時の安全と同様、オンライン安全についても日頃から会話をか

わすこと 

      

     また、「子供との対話をスタートするために」として、以下の項目を挙げている。

いずれも質問例を子供との会話の切り口として紹介している点が特徴的である。 

      

・学校やオンラインでのいじめなどの問題があったら、すぐに話してくれる？ 

・なぜ Facebook が大切か、説明してくれる？ 

・Facebook タイムラインの設定を手伝ってくれる？ 

・Facebook で誰と友達になっているの？ 

・Facebook で友達になってくれる？どんな条件なら友達になってもいい？ 

      

   ⑤「青少年の方：安全な利用方法について」96 

     青少年が Facebook を利用するにあたっての基本的な注意事項として、Facebook

で公開する情報は、学校での発言や友達との会話と同様に、青少年自身を反映す

ることになり、オンライン・オフラインに関係なく公共の場では常に自分を偽り

                                                                                                                                                     
‐WebWiseKids 

‐ACMA サイバースマート 
95 Facebook「青少年の安全を確保」：https://www.facebook.com/safety/groups/parents/ 基準日：2016 年 3 月 7

日 
96 Facebook「安全に利用するには」：https://www.facebook.com/safety/groups/teens/ 基準日：2016 年 3 月 7

日 
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なく表現することが大切である、としている。 

     その上で、「自分であることの重要性」「投稿は慎重に」「嫌がらせや迷惑行為が

あったら」「不適切コンテンツを報告」の各事項について説明している。 

     また、「未成年ユーザーのためのヒント」として以下を挙げている。 

      

・パスワードは誰にも教えないこと。 

・知り合い以外からの友達リクエストは承認しないこと。 

・保護者や先生、仕事先の人に知られたくないことは投稿しないこと。 

・偽名を使ったり、誰かになりすましたりせず、自分自身として利用すること。 

・プライバシー設定について詳細を学び、定期的に確認すること。 

      

   ⑥「教育関係者：デジタル世代の教育」97 

     新しい技術は至る所にあり、生徒たちは携帯やソーシャルメディアを活用して

いるが、授業中でも、教室の外でも、教育関係者は生徒たちの安全に大きな役割

を担っている、と説明した上で、「手本を示す」「学校で Facebook を活用」「教育者

としての利用」「プライバシーの維持」「不正使用を報告」の各事項について説明

している。 

     また、「教育者のためのヒント」として、以下を挙げている。 

      

・教育現場でのソーシャルメディアの利用に関するポリシーを確認し、したがうこと。 

・クラスの Facebook ページを作成すれば、宿題やその他の情報を発信できること。 

・限られたメンバーとのディスカッション等には、グループを利用すること。 

・オンラインでの良識的な行動の手本を示すこと。 

・Facebook で不適切コンテンツを見かけたら報告すること 

      

   ⑦「法執行機関：Facebook と法執行機関」98 

     Facebook サイトでは、オンライン・オフラインで警察関係者と共に安全を促進

している、と説明した上で、「プライバシーを自分で管理」「安全の推進」「ヘルプ

（警察へ連絡、Facebook への報告）」の各事項について説明している。 

     また、警察関係者は、「法執行機関のためのガイドライン99」を参照するように

との案内をしている。 

      

                                                   
97 Facebook「デジタル世代と教育」：https://www.facebook.com/safety/groups/teachers/ 基準日：2016 年 3 月

7 日 
98 Facebook「Facebook と法執行機関」：https://www.facebook.com/safety/groups/law/ 基準日：2016 年 3 月 7

日 
99 法的手続き要件（米国内、米国外）、法的手続き時のアカウント保全、迅速な情報開示のための緊急要請

等について記載されている。Facebook「法執行機関向け情報」：

https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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  イ ネットいじめに関する研究への助成事業（Digital Citizenship Research Grants）100 

    2011 年に実施された同社の助成事業。インターネット、ソーシャルネットワーキ

ングが生活の一部となっている時代における子供の成長、特にネットいじめに関す

る研究を行う大学生、非営利組織職員（国籍不問）を対象に研究テーマを募り、総

額 20 万ドルの資金援助を実施した。応募者（10 か国・約 100 件）の審査は同社の社

員及び安全諮問委員会が行い、米国、カナダ、欧州の４団体（大学、非営利組織）

が助成を受けた101。 

 

 

19 Forthnet Group 

 

（１）企業概要 

   1995 年設立102。ギリシャの大手放送・インターネット事業者で、同国初の ISP 事業

者でもある。衛星放送、インターネットテレビ、ISP 事業やウェブサイト開発、コンピ

ュータ・ソフトウェア、電気通信、ホテル事業等を行う。契約世帯数は 81 万 5,000、

契約件数 118 万である103。 

 

（２）取組概要 

   インターネット安全に関する政府イニシアティブへの支援を行っている。 

 

（３）取組詳細104 

  ア 政府機関との協力 

   ① 取組の動機づけ 

     Forthnet グループは、インターネットにおける国民、特に児童・若者の保護・安

全の問題についてはとりわけ重視をしており、国民保護省（Ministry for the 

                                                   
100 Facebook「Facebook のデジタルシティズンのための研究補助金（Facebook's Digital Citizenship Research 

Grants）」：https://www.facebook.com/note.php?note_id=244656792221777 基準日：2016 年 3 月 7 日 
101 助成を受けた団体は次のとおり。 

Education Development Center （EDC）、Society for Information Technology and Teacher Education （SITE）、Define 

The Line McGill University、European Schoolnet（EUN）

https://www.facebook.com/notes/facebook-safety/facebook-awards-200000-in-digital-citizenship-research-grants/348

583601829095 
102 第７次欧州研究開発フレームワーク計画（FP7、欧州連合における科学分野研究開発への財政支援枠組

み）交通分野における協調型運転システム研究プロジェクト（ICSI）ウェブサイトより。Forthnet は同プロ

ジェクトのメンバーである。ICSI 「パートナー（Partners）：

http://www.ict-icsi.eu/consortium.html#.Vs2KHH2LSM8 基準日：2016 年 3 月 7 日 
103 Forthnet「プロファイル（Profile）」：http://www.forthnet.gr/Article.aspx?a_id=1223 基準日：2016 年 3 月 7

日 
104 Forthnet「安全インターネット（Safe internet）」： 

http://www.forthnet.gr/Article.aspx?a_id=1277 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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Protection of the Citizen）とギリシャ警察サイバー犯罪対策部門が 2011 年夏に開催

した情報会議に対して多くの支援を行った。 

      

   ② 開催都市と開催目的 

     インターネットの安全なナビゲーションに関するこの会議は、複数の都市で開

催された。 

     開催の目的は、ギリシャの市民、特に親と子供達に対し、インターネット上の

安全やナビゲーション時の潜在的危険についての情報を与えることにある。 

 

   ③ 国家のイニシアティブへの協力 

     Forthnet グループとしては、ギリシャ国家による上記のイニシアティブを支持し、

また、当該情報会議を国民向けに拡大していくため、支援を継続する姿勢を示し

ている。 

 

 

20 Foursquare 

 

（１）企業概要 

   2009 年設立105。位置情報に基づくソーシャル・ネットワーキング・サービスのウェ

ブサイト、携帯電話用ソフトウェア、およびゲーム（位置情報ゲーム）を提供してい

る。利用者は、携帯電話のショートメッセージサービスでメッセージを送ったり（米

国国内のみ）、携帯端末固有のアプリケーションを用いたりして、「ベニュー」（venue、

「会場」の意）と呼ばれる特定の場所で「チェックイン」（check-in）する。 

 

（２）取組概要 

   プライバシーポリシーを策定し、年齢制限や個人情報の扱いについて説明している。 

   また、子供のネットセキュリティ・モニタリングサービス事業者のウェブサイト上

で、自社サービス利用の際の注意事項について投稿している。 

 

（３）取組詳細 

  ア Foursquare Labs, Inc.社の基本姿勢及びプライバシーポリシー106 

    同社は、GPS 機能搭載スマートフォンで利用可能な無料の位置情報ベースのソー

                                                   
105 Foursquare 「お問い合わせ」： https://foursquare.com/about/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 

TIME「創設者インタビュー（How Dennis Crowley Built Foursquare After Quitting Google）」： 

http://time.com/3690953/foursquare-dennis-crowley/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
106 Foursquare Labs「プライバシーポリシー」：https://foursquare.com/legal/privacy 

基準日：2016 年 3 月 4 日 
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シャルネットワーキング・アプリケーション FourSquare を提供しておりユーザーが

自身のプライバシーを重要視していることを認識しており、同社も同様の視点を持

っていると述べている。同社は、プライバシーに関する対処方法においての透明性

や、同社サービスに関する顧客のデータ管理を制御することを約束するとしている。 

    また、同社サービスのプライバシーポリシーや、同社サービスの開発方法ならび

に決定事項に関するガイドラインについて、簡潔に説明する「プライバシー101」ペ

ージを設けている。 

    同社のプライバシーポリシーでは、同社が個人的に身元を確認できる情報（＝個

人情報）および同社のサービスにアクセスする際に取得したその他の情報の取扱に

ついて、記載している。 

    また、13 歳未満による同社サービスの利用は認められていない。 

    プライバシーポリシーでは、以下の項目について説明について定めている。 

 

・Foursquare が収集する個人情報とは何ですか？ 

・私の情報はどのように共有されますか？ 

・位置情報の把握と共有 

・サービス機能 

・クッキーや、類似の技術については？ 

・私の個人情報は安全ですか？ 

・米国外のユーザー 

・どの個人情報にアクセスできますか？ 

・マイアカウントはどうやって削除するのですか？ 

・マイアカウントから情報を削除する方法は？ 

・本プライバシーポリシーは変更されることがありますか？ 

・質問または心配な点がある場合にはどうしたらいいですか？ 

     

  イ ネットセキュリティ・モニタリングサービス事業者ウェブサイトにおける

FourSquare 利用の際の注意事項107 

    子供のオンライン活動状況（携帯電話、Facebook、Instagram 等）のモニタリング

サービスを提供する uKnowKids のサイトで、子供が FourSquare を利用する際の注意

事項について、親向けガイドを提供している。 

    そして、子供が FourSquare サービスを利用する際の注意事項４点として以下のと

おり説明している。 

     

①単なるゲームではない 

 FourSquare 上では、特定場所へのチェックイン時にポイントが付与され、特定の

                                                   
107 UnknowKids「子供を安全に保ち、フォースクエアについて知るため、4 つのことをする必要があります

（4 Things You Need to Know About FourSquare and Keeping Your Kids Safe ）」：

http://resources.uknowkids.com/blog/bid/190779/4-Things-You-Need-to-Know-About-FourSquare-and-Keeping-You

r-Kids-Safe 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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場所に頻繁にチェックインすると、その場所の「市長（mayor）」となれる、と説

明している。これは単なるゲームではなく、実生活においてどこにいるか他の人

たちが知ることができるソーシャルネットワークなのである、と述べている。 

②FourSquare 上の友達リストは少人数が望ましい。  

 友達リストに加える人物は、子供が実際に知っている相手であり、かつ完全に

信用している人たちに限定されるべきである、としている。 

 そして、FourSquare の友達リストは Facebook の友達リストとは異なるものであ

り、オンライン上のみでの知り合いたちが MySpace バディリストに現れても、そ

れは、彼らが FourSquare の友達リストに属していることを意味しているわけでは

ない、と説明している。 

③自身のチェックインについてツイートまたは Facebook に投稿すべきでない 

 子供がある場所にチェックインすると、FourSquare では、この情報が自動的に

Facebook や Twitter で共有されるようになっているが、Facebook の友達や Twitter

のフォロワーたちは本当の友達ではなく、知り合い程度の関係であったり、また、

実際に会ったことのない相手であったりする。こうした相手が子供の居場所を知

ってしまうことについての注意喚起をしている。 

④地理情報付きカスタム立地 

 FourSquare は、ユーザーが商業地やその他の公的場所にチェックインするよう促

しているが、これはその場所が「地理情報付きカスタム立地（custom geotagged 

locations）」として追加されることを意味する。そのため自分の家を「カスタム・

ジオタグ立地」に追加しないよう注意を促している。 

 

 

21 Google 

 

（１）企業概要 

   1998 年設立108。検索エンジン、クラウド・コンピューティング、ソフトウェア、オ

ンライン広告といったインターネット関連のサービスと製品を提供する米国の多国籍

企業である。収益の多くをアドワーズと呼ばれるオンライン広告から得ている。 

 

（２）取組概要 

  「セーフティセンター」を開設している。 

 

（３）取組詳細 

  ア「セーフティセンター」の開設109 

    インターネット安全に関する各種情報を、自社のサービスと関連させながら紹介

するセーフティセンターを開設している。 

                                                   
108 Google「世界中の情報を組織化するための Google のミッション（Google’s mission is to organize the world’s 

information ）」：https://www.google.com/intl/en/about/company/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
109  Google「家族にフィットする安全な選択をします（Make safety choices that fit your family）」：

https://www.google.com/safetycenter/families/start/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 


