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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 
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        ※2016 年 3 月 10 日時点（頻繁に更新されるため、基準日をご確認されたい。） 

     

    Google セーフティセンターは、大きな見出しとして以下の項目から構成されてい

る。 

      

・すべての方へ 

・保護者の方へ 

・セーフティ ツール 

・パートナー 

・参考情報 

     

   ①「すべての方へ」 

     同セクションは、「プライバシーとセキュリティを管理する」と「サイバー犯罪

を防ぐ」から構成されている。 

      

    「プライバシーとセキュリティを管理する」では以下について説明している。 

      

・はじめに  

・パスワードを保護する 

・ログインとログアウト 

・複数のアカウントを管理する 
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・Gmail の設定を確認する 

・セキュリティで保護されたネットワークを使用する 

・画面や端末をロックする 

・端末をクリーンな状態に保つ 

・オンライン ショッピングの安全性 

      

    「サイバー犯罪を防ぐ」では以下について説明している。 

      

・はじめに  

・詐欺にあわないようにする 

・詐欺や個人を狙った不正行為からユーザーを守る  Google 

の取り組み 

・個人情報の盗難を防ぐ 

・個人情報の盗難からユーザーを守る Google の取り組み 

・端末をクリーンな状態に保つ 

・ユーザーのパソコンや端末をクリーンな状態に保つ Google 

の取り組み 

     

   ②「保護者の方へ」 

     同セクションは、「準備をする」「安全にウェブを探索」「インターネット上の評

判を管理」から構成されている。 

    「準備をする」では、以下について説明している。 

     

・はじめに 

・ご家族の安全を守るための基本事項  

・外出先でも安全に利用する 

     

    「安全にウェブを探索」では、以下について説明している。 

 

・はじめに 

・年齢に合ったコンテンツを探す 

     

    「インターネット上の評判を管理」では、以下について説明している。 

     

・はじめに  

・個人情報を必要以上に共有しない 

・インターネット上の人間関係をスマートに管理する 

  

   ③「セーフティツール」 

     同セクションでは、対象読者ごと、サービスごとの対策ツールを紹介している。 
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   ④「パートナー」 

     同セクションでは、以下をはじめとする関連業界団体等について紹介している。 

      

・Family Online Safety Institute 

・Internet Keep Safe Coalition 

・OnGuardOnline.gov 

・ConnectSafely 

・National Center for Missing and Exploited Children 

      

   ⑤「参考情報：もっと詳しく」 

     同セクションでは、各種参考情報をすべてのユーザー向け、保護者教育者向け、

学生向け、教育者向けに紹介している。 

 

 

22 IBM 

 

（１）企業概要 

   1911 年設立。民間法人や公的機関を対象とするビジネス用途のコンピュータ関連の

製品およびサービスを提供する企業である。本社は米国ニューヨーク州アーモンクに

所在する。 

 

（２）取組概要 

   ボランティア向け教材「活動キット」を提供している。 

 

（３）取組詳細110 

  ア 活動キット111の詳細 

    テーマとなる分野は、「マーケティングの基礎」「災害ボランティア」など多岐に

渡るが、「インターネット安全コーチング」「ネットいじめ」「オンラインにおける個

人情報の管理」など、子供のインターネット安全に関する分野も含まれている。 

    各分野のページには、「活動リソース」として、関連参考情報のリンクが提供され

ており、ボランティアはこれらの情報を使って資料を用意する。 

    また、キットのダウンロードページでは、利用者による評価やフィードバックも

確認することができる。 

                                                   
110 Citizenship initiatives＞Volunteer Activity Kits IBM「シティズンシップ・イニシアティブ 

（Citizenship initiatives）」：http://www.ibm.com/ibm/responsibility/initiatives/citizenship.shtml 基準日：2016 年 

3 月 8 日 
111 IBM「アクティビティキット（Activity Kits）」：http://www.ibm.com/ibm/responsibility/initiatives/activitykits/ 

基準日：2016 年 3 月 8 日 
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  イ「インターネット安全コーチング」 

    以下では、「インターネット安全コーチング（Internet Safety Coaching）」について

説明する。 

     

   ①「インターネット安全コーチング」の概要 

     子供達のオンライン上の安全を支援するため、ボランティアが、大人向けにプ

レゼンテーションを行う。 

     ボランティアは、学校や学区と協力して、子供達のオンライン活動経験、や彼

らのオンライン安全支援方法に関するプレゼンテーションを行う。 

     また、ボランティアは、インスタントメッセージやソーシャルネットワークを

含む、若者のオンライン活動に関する基礎情報も提供する。 

      

   ② プレゼンテーションの対象となる聴衆 

     プレゼンテーションの対象となる聴衆は、教員及び教育行政関係者である。 

      

   ③ プレゼンテーションの目的 

     日常的にインターネットを使用していない大人に対し、インターネット安全に

関する意識向上を促し、大人の役割について説明することと、及び、インターネ

ット安全に関する知識を大人に提供し子供と有意義な会話を行えるようになるこ

とである。 

      

   ④ ボランティアの義務 

     ボランティアの義務は、以下の２点である。 

     

・プレゼンテーションの内容を確認の上、背景調査を行い、学校及び教育行政関係

者たちと連携すること（所要時間：2 時間 30 分）。 

・プレゼンテーションを行い、大人の参加者たちと議論すること（所要時間：90 分）。 
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23 Instagram 

 

（１）企業概要 

   2010 年設立112。その後 2012 年に Facebook に買収された、無料の画像共有アプリケ

ーションソフトウェア開発会社である。 

 

（２）取組概要 

  「プライバシー＆安全センター」というページを設置しており、テーマ別、対象読者

別に情報を提供している113。 

   利用規約の中で 13 歳未満の子供はサービスを利用することが認められていないとし

ている。 

   また、プライバシーポリシー114の項目６「児童のプライバシー」においては、子供

のプライバシーポリシーについて定めており、13 歳未満の児童の情報の扱いを中心に

規定している。 

    

「児童のプライバシー」 

 Instagram は、13 歳未満の児童から情報を意図的に収集したり、請求したりしないほか、

かかる児童による本サービスの利用登録を認めません。本サービスおよびそのコンテンツ

は、13 歳未満の児童を対象としたものではありません。保護者の同意なく 13 歳未満の児

童から個人情報が収集されたことが判明した場合、当社はその情報を直ちに削除します。

13 歳未満の児童から当社が何らかの情報を収集している可能性があるとお考えの方は、お

問い合わせください。 

    

（３）取組詳細 

   以下では、「プライバシー＆安全センター」で提供される情報のうち、特に子供のイ

ンターネット安全に関連する項目について概要を説明する。 

  ア「安全に関するヒント115」についての説明 

    具体的なヒントとして、以下の各項目について説明ページを設けている。 

     

・Instagram のプライバシーと安全性に関するヒントをダウンロードする 

                                                   
112 Instagram「Instagram のブーメランを紹介（Introducing Boomerang from Instagram）」：

https://www.instagram.com/press/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
113「コミュニティガイドライン」「共有範囲の管理」「サイト誤用への対応」「利用者のブロック」「安全に

関するヒント」「セキュリティに関するヒント」「保護者のためのヒント」「法執行機関向け情報」「報告す

る」「規制製品及びサービス」「写真を安全に共有する」「接触障害について」「プライバシーポリシー」「利

用規約」「API 利用規約」 
114 Instagram「プライバシーポリシー」：https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ 基準日：

2016 年 3 月 7 日 
115 Instagram「安全に関するヒント」：https://help.instagram.com/377830165708421/?ref=hc_fnav 基準日：2016

年 3 月 7 日 
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・Instagram のペアレンツガイドのダウンロード 

・「助けが必要な友達のサポートガイド」のダウンロード 

・「オンラインコミュニティの安全に関するガイド」のダウンロード 

・Instagram での嫌がらせやいじめの報告 

     

  イ「保護者のためのヒント116」についての説明 

   「保護者のためのヒント」は、「基本情報」と「安全に利用するために」「セキュリ

ティ」という３つの大項目から構成されている。 

   「基本情報」では、以下の項目について説明している。 

     

・Instagram とは何ですか。 

・子供の写真を見ることができるのは誰ですか。 

・Instagram に乳房切除後の写真を掲載することはできますか。 

・Instagram では授乳中の母親の写真は認められますか 

     

    また、「安全に利用するために」では、以下の項目について説明している。 

     

・Instagram のプライバシーと安全性に関するヒントをダウンロードする 

・Instagram のペアレンツガイドのダウンロード 

・「助けが必要な友達のサポートガイド」のダウンロード 

・「オンラインコミュニティの安全に関するガイド」のダウンロード 

・子供の画像を削除してもらうにはどうすればよいですか。 

・Instagram で、13 歳未満の児童を報告するにはどうすればよいですか。 

・投稿した子供の画像が削除されたのはなぜですか。 

・子供や保護者が違反行為や不適切コンテンツ報告はどうすればよいです

か。 

・Instagram での嫌がらせやいじめの報告 

    

   「セキュリティ」では、以下の項目について説明している。 

    

・子供のアカウントにアクセスすることはできますか。 

・子供が Instagram をダウンロードできないようにすることはできますか 

    

  ウ「写真を安全に共有する117」についての説明 

   「写真を安全に共有する」では、以下の項目について説明している。 

    

・Instagram で私のヌードまたは性的な写真や動画を共有するように誰かに

                                                   
116 Instagram「保護者のためのヒント」： https://help.instagram.com/154475974694511/ 基準日：2016 年 3 月

7 日 
117 Instagram「写真を安全に共有する」：https://help.instagram.com/646840095358740/?ref=hc_fnav 基準日：

2016 年 3 月 7 日 
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言われたらどうするべきですか。 

・非公開のままにしておきたいコンテンツ（写真や動画など）をシェアする

と脅された場合、どうすればよいですか。 

     

  エ「法執行機関向け情報118」についての説明 

    法執行機関向けの運用ガイドラインを公開している。同ガイドラインは、Facebook, 

Inc.の完全所有子会社である Instagram LLC から記録を入手する必要のある法執行機

関担当者向けに策定されている。なお、当該情報は予告なく変更されることがある

としている。 

    運用ガイドラインでは、以下の項目について説明している。 

     

・ユーザー情報のリクエスト 

・データの保存と入手 

・記載する情報 

・緊急要請（注意事項として、法執行機関担当者のメールアドレスから送信

されたものでないメッセージは確認されない旨、また、緊急事態を認識し

たユーザーは、ただちに警察当局に直接連絡するようにと説明している。） 

・米国外からの法的手続き要件 

・アカウントの保全 

・ユーザーの同意 

・通知 

・証言 

・費用の払い戻し 

・申請の提出 

・備考 

 

 

24 Intel 

 

（１）企業概要 

   1968 年設立119。米国カリフォルニア州に本社を置く半導体素子メーカー。「Intel」と

いう名称は Integrated Electronics が由来である。米国でのスローガンは、”Sponsors of 

Tomorrow”、日本でのスローガンは、「その好奇心で、未来をつくろう」である。 

 

（２）取組概要 

   生徒及び親向け啓発ページを開設している。 

                                                   
118 Instagram「法執行機関向け情報」：https://help.instagram.com/494561080557017/?ref=hc_fnav 基準日：2016

年 3 月 7 日 
119 Intel「イノベーションの歴史（A History of Innovation）」：

http://www.intel.com/content/www/us/en/history/historic-timeline.html 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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（３）取組詳細120 

   生徒及び親向けに啓発目的のページを開設し、インターネットの危険性（個人情報

流出、不適切コンテンツへのアクセス、ネットいじめ等）や、保護者、生徒が認識す

べき課題及び同社のソリューションについて情報を提供している。 

  「インテルの教育 サイバー安全とセキュリティ：保護者・生徒向け」の内容は以下

のとおりである。 

    

【インテルの教育 サイバー安全とセキュリティ：保護者・生徒向け】 

 生徒たちや親達はインターネット安全問題の最前線にいます。 

 それは、彼らが提供されるツール、アプリケーション、デバイスを使うからです。 

 生徒たちが問題ある状況に巻き込まれる理由には以下の３つがあります。 

・彼らがインターネットを安全かつ効果的に使えないから 

・彼らが他のオンライン利用者にいじめられるから 

・個人情報を開示することによって自分自身の安全を傷つけるから 

  

以下の番号をクリックすると、それぞれの問題について学ぶことができます。 

１ 不適切コンテンツや見知らぬ相手とのやり取りについて 

２ ネットいじめについて 

３ 個人情報の盗難、プライバシー保護について 

４ 動画「インターネットをより安全にする」（ユニセフ作成） 

 

 

25 Kaspersky 

 

（１）企業概要 

   1997 年設立。コンピュータセキュリティ会社でユージン・カスペルスキーにより設

立された。英国の Kaspersky HD 下にモスクワの AO Kaspersky Lab、日本の株式会社カ

スペルスキーが並列に存在し、本社機能はモスクワオフィスが負っている。ロシア法

人の正式社名は AO Kaspersky Lab である。なお、AO とは、ロシア語で「株式会社」を

意味する。 

 

（２）取組概要121 

   同社は子供のインターネット安全を主な対応分野の１つと捉え、特設サイト等にお

ける情報提供や子供のインターネット利用管理ソフト（有料、無料）の提供を行い、

                                                   
120 Intel「サイバー上での安全とセキュリティ（Intel Education Cyber Safety and Security）」： 

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/apps/cyber-security-and-safety-toolkit/parents-and-students.htm

l 基準日：2016 年 3 月 7 日 
121 Kaspersky「2014 年度版 シティズンシップレポート（2014 Citizenship Report）」：

http://media.kaspersky.com/pdf/csr_2014_eng.pdf 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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また各種イニシアティブを通じた啓発活動を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア 特設サイトにおける情報提供 

    特設サイト「Kids Safety」122において、子供インターネット安全に関する子供向け・

保護者向けアドバイス、ネットいじめ克服事例等の情報を提供している。 

    また、双方向性ポータルサイト「Words Can Save」123を開設し、関連情報やアドバ

イスを提供している。 

     

  イ「オンライン上の子供を守る（Protecting Children Online）」ページにおける情報提供124 

    同社はインターネット利用におけるリスクから子供を守らなければならないとの

問題意識のもと、同社ウェブサイト上に「オンライン上の子供を守る」を設け、イ

ンターネット上の危険及びその対応策についての情報をまとめている。 

    また、インターネット上では、あらゆる種類の情報や画像が得られるとしながら

も、子供のインターネット利用においては、接触すべきでない人、不適切・有害コ

ンテンツ、悪意のあるソフトウェアや攻撃から子供を守らなければならない、とし

ている。 

   「オンライン上の子供を守る」ページは、「①子供のインターネット安全」および「②

子供のインターネット安全改善のためのインターネットセキュリティチップス」か

ら構成される。 

     

   ① 子供のインターネット安全 

     オンライン上で子供に影響を与える危険の種類は幅広く、具体例として以下を

挙げている。 

      

【望ましくない人との接触】 

・インターネットチャットルーム等での小児愛好者との接触 

・ネットいじめ被害に遭うこと 

・子供や両親についての個人情報を流出させようとする手口に乗ってしまうこと 

  

【コンテンツ面での危険】 

・性的な情報・画像等の不適切コンテンツ 

                                                   
122 Kaspersky「子供の安全（KIDS SAFETY）」：https://kids.kaspersky.com/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
123 Words Can Save 同サイトでは情報提供の他、ネットいじめを受け自傷行為に及ぼうとするモデルキャ

ラクター2 人（ともにティーンエイジャーであるとの設定）を思いとどまらせ、その結果をソーシャルメ

ディアで共有することができる。Kaspersky「ワード-キャン-サーブ（Words can save）」：http://wordscansave.me/ 

基準日：2016 年 3 月 7 日 
124 Kaspersky「子供のオンライン保護（Protecting Your Children Online）」：

http://www.kaspersky.com/internet-security-center/internet-safety/kids-online-safety 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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・音楽・動画ファイル等の海賊版ダウンロード 

  

【コンピュータのセキュリティに関する問題】 

・ダウンロードに発する問題（ウェブにアクセスするだけで、ユーザーのコンピュータ

に自動的に悪意あるプログラムがインストールされる） 

・マルウェアによる感染の問題（P2P のファイル共有プログラムからのマルウェア感染

によって、子供のコンピュータに他者がアクセス可能となってしまう） 

・望ましくない広告類（フリーソフトやシェアウェアのプログラムをダウンロードした

際に、これら広告、ポップアップ、アドウェアプログラムが自動的にインストールさ

れる） 

     

   ②「子供のインターネット安全改善のためのインターネットセキュリティチップ 

ス」 

     実世界においてと同様、子供はオンライン上においても弱い存在であるので、

子供がオンライン上でリスクにさらされる可能性を減らすため、各種対策を講じ

ることが重要である、としている。 

     そして、インターネット安全改善のためのインターネットセキュリティに関す

るチップスとして以下の事項を挙げている。 

      

・オンライン上で直面する可能性がある危険について子供達と話すこと。 

・可能であれば、リビングルーム（家族が集まる部屋）にコンピュータを置くこと。 

・コンピュータ利用を家族の共有経験とすること。 

・インターネット利用において腹を立てたり不快になったりした経験について、子供達に

話してもらうこと。 

・コンピュータ経由でアクセス可能なコンテンツの閲覧を制限すること（インターネット・

エクスプローラー（コンテンツ・アドバイザー機能を装備）や各種インターネットセキ

ュリティ・ソフトウェアの利用）。 

・子供達がインターネット上で「して良いこと」「してはいけないこと」についてのガイド

ラインを提供すること。具体的には、以下に関するガイドラインを定めている。 

‐ソーシャルネットワーキングまたはその他のサイトへの登録 

‐オンライン購入 

‐ファイルのダウンロード（音楽、動画、またはプログラムファイル） 

‐インスタントメッセージング・プログラムの利用 

‐チャットルームの訪問 

・子供達に対してインスタントメッセージングやチャットルームの使用を認めた場合、見

知らぬ相手・信頼できない相手とチャットしたり、彼らにメッセージを送ったりするこ

とは危険であると説明すること 

・悪意あるプログラムやハッカーに対して防御可能な厳格なアンチマルウェアソフトをイ

ンストールすること。多くのインターネットセキュリティ・ソフトウェア製品には、ア

ンチウイルス、先進的なペアレンタルコントロールの両機能が搭載されており、簡単に

オンライン上で子供達を保護することが可能である。 
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  ウ 子供のインターネット利用管理ソフトの提供125 

    子供のインターネット安全管理用（閲覧制限、ソーシャルメディア利用のモニタ

リング等）に設計されたソフト「Kaspersky Safe Kids」（有料版、無料版）の提供を行

っている。 

     

  エ 各種イニシアティブ 

    スペイン語ウェブサイト「Familia Segura」は、子供のインターネット安全、特に

ネットいじめに関する保護者向け及び子供向けの情報を提供している。）同サイトで

は、欧州学校ネットワーク（欧州諸国の教育関連省庁の連携組織、European Schoolnet）

と共同でのいじめ撲滅プロジェクトに取り組んでいる。後者の取組においては、欧

州学校ネットワークと Insafe ネットワークが運営するネットいじめ相談窓口「Insafe 

Helpline」に対して 30,000 ユーロの寄付126を行った。これは 9,000 人分の相談対応に

充てられるという127。 

 

 

26 KPN 

 

（１）企業概要128 

   1989 年設立。オランダ国内最大の通信事業者。以前は国営企業・独占事業者であっ

たが、1989 年に民営化された129。契約数（4G 契約）200 万、2014 年の売上高は約 80

億ユーロである。 

 

（２）取組概要 

   外部組織との協力により、子供向けインターネットブラウザーやインターネット安

                                                   
125 Kaspersky「デジタルが危険であるとは限りません。（Digital doesn't have to be dangerous. ）」：

http://www.kaspersky.com/safe-kids 基準日：2016 年 3 月 7 日 
126 同社の特定製品 1 個の売上に対し 1 ユーロの寄付 
127 Kaspersky「2014 年度版 シティズンシップレポート（2014 Citizenship Report）」： P17 

http://media.kaspersky.com/pdf/csr_2014_eng.pdf 基準日：2016 年 3 月 7 日 

同プロジェクトに関する Kaspersky 社プレスリリース 

Kaspersky「カスペルスキーとヨーロッパのスクールネットは、協力して、2015 年に 9000 人の子供達に安

全なオンラインを保つのを助けます（Kaspersky Lab and European Schoolnet collaborate to help keep 9000 

children safe online in 2015）」：

http://www.kaspersky.com/about/news/business/2014/Kaspersky-Lab-and-European-Schoolnet-collaborate-to-help-k

eep-9000-children-safe-online-in-2015 基準日：2016 年 3 月 7 日 
128 KPN「2014 年度 統合版アニュアルレポート（Integrated Annual Report 2014）」：

http://corporate.kpn.com/annual-report-2014/downloads.htm 基準日：2016 年 3 月 8 日 

総務省「世界情報通信事情 オランダ」： http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/netherlands/pdf/031.pdf 基準

日：2016 年 3 月 8 日 
129 KPN「よくされる質問（Frequently Asked Questions）」：http://corporate.kpn.com/company-kpn/faqs.htm 基

準日：2016 年 3 月 8 日 
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全に関する情報の提供を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア 子供向けインターネットブラウザー及び関連情報の提供130 

    オランダの公共教育組織「Kennisnet」131が運営する教育者向けウェブサイト「Mijn 

Kind Online（My Child Online）」132との協力により、子供向けの無料インターネット

ブラウザー「MyBee」を提供している。 

    また、同ブラウザを紹介するウェブサイトでは、インターネット安全に関する保

護者向け注意事項や、子供向け各種コンテンツ（子供向けキャラクターや玩具のウ

ェブサイト、教育ゲーム等）へのリンクも掲載されている。 

 

 

27 McAfee 

 

（１）企業概要 

   1987 年設立。米国カリフォルニア州サンタクララに本社があるコンピュータセキュ

リティ関連のソフトウェアとハードウェアを製作・販売する米インテルの子会社133。 

 

（２）取組概要 

   同社ウェブサイトでの関連情報提供134及び大手ケーブルテレビ局傘下の教育関連コ

ンテンツ企業と共同での特設サイト開設・教材類の提供135を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア ウェブサイトでの関連情報提供136 

    同社ウェブサイト上の「セキュリティ・アドバイス・センター」において家族の

インターネット安全に関する情報提供を行っており、ネットいじめ、有害サイトへ

のアクセス防止等のトピックが扱われている。 

                                                   
130 KPN「安全なインターネット利用のために（Veilig het internet ontdekken）」：

https://www.kpn.com/prive/klantenservice/veilig-internetten/kinderen-en-internet.htm 基準日：2016 年 3 月 8 日 
131 教育における ICT の利用促進を目的として設立された組織。参考１「Mijn Kind Online（My Child Online）」

の項を参照。 
132 参考１を参照。 
133 McAfee 「インテルのセキュリティについて（About Intel Security） 

http://www.mcafee.com/us/resources/brochures/br-intel-security-fact-sheet.pdf 基準日：2016 年 3 月 7 日 
134 McAfee Security Advice Center 「家庭での安全なインターネット利用術（Family Internet Safety）」：

http://home.mcafee.com/advicecenter/?id=ad_fis 基準日：2016 年 3 月 7 日 
135 McAfee 「接続する前に考えよう（Think Before You Link）」https://www.thinkbeforeyoulinkinschool.com/ 

基準日：2016 年 3 月 7 日 
136 McAfee Security Advice Center 「家庭での安全なインターネット利用術（＞Family Internet Safety）」： 

http://home.mcafee.com/advicecenter/?id=ad_fis 基準日：2016 年 3 月 7 日 



第２部 第１章 文献調査 

53 

    一例として、ソーシャルネットワーキングについての保護者向けガイド（A Parent’s 

Guide to Social Networking Sites）137の概略を以下に挙げる。 

  

「ソーシャルネットワーキングサイトについての親向けガイド：オンライン上で

交流する子供の安全を守るための５つのレッスン」 

・レッスン１ 

 ソーシャルネットワーキングとは何か？  

・レッスン２ 

 何故ソーシャルネットワーキングは危険になり得るのか？ 

・レッスン３ 

 ネットいじめ 

・レッスン４ 

 オンラインにおける搾取 

・レッスン５ 

 プライバシー侵害、なりすまし、個人情報の盗難 

     

  イ 特設サイトの開設及び教材類の提供138 

    大手ケーブルテレビ局傘下の教育関連コンテンツ企業ディスカバリー・エデュケ

ーションと共同のイニシアティブ「The Intel® Security Digital Safety Program」及び

「Think Before You Link」を実施し、特設サイトを開設している。同サイトでは学生、

教員、保護者それぞれに向けたインターネット安全教育の教材類を提供している。 

 

 

28 Microsoft 

 

（１）企業概要 

   1975 年設立。米国ワシントン州に本社を置く、ソフトウェアを開発・販売する会社

である。設立メンバーはビル・ゲイツとポール・アレン等。ダウ平均株価の構成銘柄

の 1 つになっている。 

 

（２）取組概要139 

   子供のオンライン安全イニシアティブの発表や、家族のインターネット安全に関す

る情報提供ページの設置を行っている。 

                                                   
137 McAfee 「ソーシャルネットワークサイトの親のためのガイド（A Parent’s 

Guide to Social Networking Sites）」： http://promos.mcafee.com/en-US/PDF/SocialNetworkinge-guide.pdf 基準

日：2016 年 3 月 7 日 
138 McAfee「接続する前に考えよう（Think Before You Link）」https://www.thinkbeforeyoulinkinschool.com/ 基

準日：2016 年 3 月 7 日 
139 Microsoft「子供のオンラインでの安全イニシアティブ（Microsoft Child Online Safety Initiatives）」： 

https://www.microsoft.com/presspass/safekids/initiatives.htm 基準日：2016 年 3 月 4 日 
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   また、各種ツールや教材の提供、児童性的虐待画像の判別技術開発、犯罪対応チー

ムの設置等、インターネット安全に関する各種取組を実施している。 

 

（３）取組詳細 

  ア 自社の子供のオンライン安全イニシアティブ140 

    同イニシアティブでは、社会全体におけるPCやインターネットの重要性とともに、

さらなる情報社会化の進展という文脈内で、子供をオンライン上の不適切コンテン

ツから守ることの重要性を指摘している。 

    また、同イニシアティブでは、インターネット接続によって、PC は、すべての世

代の人々に大変大きな機会を提供し、働き方・学び方・遊び方・意思伝達方法が高

められた、結果、ユーザーの自己啓発（personal empowerment）が引き起こされたと

している。 

    そして、他のメディア同様、インターネットが、保護者・教員・マイクロソフト

社を含むその他多くの者にとって懸念事項となる課題を引き起こしているとした上

で、マイクロソフト社は、社会がさらなる情報時代へと突入していくため、オンラ

イン上の不適切コンテンツから若者を保護することが極めて重要であるという点に

ついて長期間に渡って認識してきたとしている。 

    さらに、同社の信念として、インターネット安全を保証することが、保護者、産

業界、政府、地域社会の間で広く共有されるべきであるとしている。 

    また、これに対する単一的な解決策は存在せず、①保護者や子供に対する情報提

供及び教育、②広く利用可能な技術ツールの使用③適切な監督、といった施策の組

合せが問題解決のためには有効であるとしている。 

     

  イ 児童・若者向けインターネット安全ページの設置141 

    ユーザー向けの「安全センター（Microsoft Safety and Security Center）」において児

童・若者のインターネット安全に関するページを設け、コメント・画像投稿や個人

情報の管理などについての留意点を説明したり、各種リソースへのリンクの紹介を

行ったりしている。 

     

  ウ リスク対策についての姿勢142 

                                                   
140 Microsoft「オンラインでの安全（Online Safety）」：

https://www.microsoft.com/about/philanthropies/youthspark/youthsparkhub/programs/onlinesafety/ 基準日：2016

年 3 月 4 日 
141 Microsoft「家族のためのオンライン安全（Online Safety for Families ）」

https://www.microsoft.com/about/philanthropies/youthspark/youthsparkhub/programs/onlinesafety/resources/ 基準

日：2016 年 3 月 4 日 
142 Microsoft 「シティズンシップに対する我々のコミットメント（Our Commitment to Citizenship）」：

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/transparencyhub/citizenship-reporting/ 基準日：2016
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    すべての年代・能力の人たちに対して、マルウェア、オンラインいたずら、技術

詐欺、ネットいじめに至るまで広範囲なリスク対策を手伝う取組をしている。 

    また、マイクロソフトの端末やオンラインサービスの安全利用を促進するため、

家族向け安全セッティングを含む安全対策も提供している。 

     

  エ 禁止事項に対する姿勢 

    自社の利用条件における自社のオンラインサービスへの侮辱的な振舞い（abusive 

behavior）に対しては、強く禁止しており、Xbox のようなサービスに関するクレーム

対応チームが対応している。 

    また、インターネット上の安全の促進についても取り組んでおり、子供や親への

オンラインリソースの提供を開始してから 20 年の歴史を持つ。 

     

  オ 双方向性オンライン教材安全教材の更新 

    2015 年度には、若者がより安全な習慣・実践を身に着けるための啓発と関与づけ

のため、Microsoft YouthSpark Hub イニシアティブイニシアティブ・ウェブサイトで

提供する教材の更新を行い、双方向的で魅力あるオンライン安全教材を導入した。 

     

  カ イギリスのイニシアティブへの参加 

    2015 年度には、イギリス首相による「我々はオンライン上の子供達を守る（We 

PROTECT Children Online）」イニシアティブに参加し児童性的搾取や虐待への対策を

講じ、業界代表として、子供保護における国際共同社会のための一連の行動を推奨

する We PROTECT 国際顧問会議（WePROTECT International Advisory Board）に参加

した。 

     

  キ 児童性的虐待画像の判別技術 PhotoDNA の共同開発 

    Dartmouth College と協同で画像マッチング技術 PhotoDNA の開発を行った。 

    この技術は、インターネット上に存在する数十億枚の写真から児童性的虐待画像

を判別し削除することが可能である。 

    PhotoDNA は、児童の性的虐待画像への対策における業界のベストプラクティスと

なり、NGO、法執行機関、Facebook 等によって使用されている。 

    PhotoDNA は、Bing、OneDrive、Outlook.com といった自社サービス内での児童性

的虐待画像拡散を防ぐ役割も果たしている。 

    2015 年には、PhotoDNA を無料クラウドサービスとして利用可能にし、企業が、

児童性的虐待に関する違法画像を、他者に見られる前に、より容易に検知・報告で

きるようにした。 

                                                                                                                                                     
年 3 月 4 日 44 ページより「5.4 Working to Protect the Rights of Vulnerable Populations」 
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  ク デジタル犯罪ユニット（DCU）の活動 

    デジタル犯罪ユニット（Digital Crime Unit、以下 DCU と呼ぶ）は、国際法務・技

術チームであり、100 名以上の弁護士、捜査官、ビッグデータサイエンティスト、法

医学者から構成される。 

    DCU のサイバー犯罪専門家たちは、「マルウェア対策及びリスク軽減」「脆弱な者

（特に幼少者・高齢者）の保護」という２つの領域に注力している。 

    DCU の業務には、疑いを持たず技術知識が高くない顧客（主に高齢者）を対象に

した詐欺や技術詐欺に関する捜査を含まれる。 

    詐欺被害の回避方法に関する消費者教育、詐欺加害者が明らかになった場合の法

的措置のため、DCU は、法執行機関、米国連邦取引委員会143、全米退職者協会144等

の権利擁護団体と連携している。 

 

 

29 Oracle 

 

（１）企業概要 

   1977 年設立145。米国カリフォルニア州に本拠を置く、民間法人や公的機関を対象と

するビジネス用途に特化したソフトウェア会社である。 

 

（２）取組概要 

   自社の教育財団が、シマンテックと連携して、普及啓発を行っている。 

 

（３）取組詳細146 

  ア 実施主体 OEF の役割 

    教育財団Oracle Education Foundation（「Oracle教育財団」の意味、以下OEFと呼ぶ。）

は、シマンテックと連携し、オンライン共同学習プログラム Think.com を、生徒や教

員にとってより安全なものにするための取組をしている。 

     

  イ OEF について 

    OEF は、Oracle Corporation が資金供給している独立型の 501 C (3)タイプ147の非営

                                                   
143 Federal Trade Commission、FTC 
144 American Association of Retired Person、AARP 
145 Oracle「従来の知恵に挑みます（Defying Conventional Wisdom ）」：

http://www.oracle.com/us/corporate/profit/p27anniv-timeline-151918.pdf 基準日：2016 年 3 月 7 日 
146 Oracle「プレスリリース（Oracle Press Release ）」：http://www.oracle.com/us/corporate/press/015788_EN 基

準日：2016 年 3 月 7 日 
147 内国歳入法（Internal Revenue Code）501 条（c）（3）項に該当する公益的な非営利団体で、その事業所
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利団体である 

    OEF は、初等教育中等教育向け無料オンラインプログラム Think Quest 及び 

Think.com に対してスポンサー出資しており、世界中でのオンライン協同学習を促進

するため、学校や NGO に助成金を与えている。 

    OEF は、73 か国の 300,000 人の生徒及び教員を支援している。 

     

  ウ シマンテックの役割 

    シマンテックは、e メールセキュリティソフトウェアとライセンスを Oracle  

Education Foundation に寄付し、Oracle Education Foundation の使命であるセキュリテ

ィ学習プログラムの無料提供を支援している。 

    具体的には、シマンテックは、自社メールセキュリティソフトのライセンスや契

約購読サービスを寄付している。 

     

  エ Think Quest 及び Think.com の役割について 

    Think Quest 及び Think.com のプログラムによって、教員たちはプロジェクト学習

をカリキュラムと統合させることが容易になり、生徒たちは生活や勉強における重

要スキルの習得が可能になった。文化を超えた理解がより重要になっている世界に

おいて、オンライン・オフラインとも、国境を越えた学習や協同が容易になってい

る。 

     

  オ OEF による施策の評価 

    Oracle Education Foundation の Clare Dolan 副社長は、「シマンテックの寄付によって、

数千もの生徒と教員が Think.com を使って共同学習しながら知識を共有し、さらに保

護されている」としている。 

    また、Clare Dolan 副社長は「シマンテックのソフトウェアが、望ましくないスパ

ムやウイルスを避けてきた学校や教員たちにとって、新たな層のセキュリティを提

供するだろう。シマンテックの援助を得て、我々は、世界中の生徒にとっての安全

で快適な学習環境として、Think.com をさらに向上させていく。」と述べている。 

     

  カ シマンテックによる施策の評価 

    シマンテックのインターネット安全擁護者 Marian Meritt 氏は、Think.com との連携

について、 

  「シマンテックは、子供のオンライン相互やり取りを保護してきたし、当社の Think.com

への寄付が世界中のオンライン安全の意識向上を促進し、より多くの生徒たちが安

全なコンピュータ環境への参加、協同、学習を可能にするようなやり方で、Think.com

                                                                                                                                                     
得は原則的に免税対象となる。 



第２部 第１章 文献調査 

58 

の文化を超えた教育イニシアティブの支援を可能にする。」 

   と評価している。 

 

 

30 Orange グループ 

 

（１）企業概要 

   2013 年設立。電気通信事業の世界大手フランステレコム（1990 年にフランス政府機

関から独立経営に移行）が 2013 年に展開主要ブランド名と同一の Orange へと社名を変

更して誕生した148。欧州、アフリカ等世界各国でインターネット、テレビ、携帯電話

サービス等を提供している。 

    

（２）取組概要 

   グループの各国法人において、インターネット安全に関する教育啓発活動を実施し

ている。 

    

（３）取組詳細 

   同グループは、インターネット利用に伴うリスク（ネットいじめ、衝撃的な映像、

依存、過大なプライバシー公表）からの児童の保護を課題に挙げ、保護者への働きか

けを中心にとした取組を行っている。以下にフランス、アルメニアの事例を記載する。 

     

  ア フランス法人の取組例 

    Orange フランス法人は、契約者を対象とした保護者向けトレーニングプログラム

が開催した。フランス国内 19都市にあるOrangeの店舗で 134種類の講座が開催され、

1,500 人の保護者が参加した。講座で取り上げられたテーマは、インターネットやテ

レビにおけるペアレンタルコントロール、ソーシャルネットワーク利用上の留意点、

個人情報の保護やプライバシー・セッティング設定方法等であった149。 

    また、同社は、CSR 関連情報サイト「Bien vivre le digital」（フランス語）において

家族のインターネット安全に関する情報（ペアレンタルコントロール等の同社サー

                                                   
148  

日本貿易振興機構アジア経済研究所 「アフリカ成長企業ファイル（African Growing Enterprises File）」:：

http://www.ide.go.jp/Japanese/Data/Africa_file/Company/madagascar03.html 基準日：2016 年 3 月 7 日 

・Orange「ヒストリー（history）」： http://www.orange.com/sirius/histoire/en/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 

・ウォール・ストリート・ジャーナル 「フランステレコム、7 月 1 日付で社名を「オレンジ」に変更」：

http://jp.wsj.com/articles/SB10001424127887324182504578512650225112028 基準日：2016 年 3 月 7 日 
149 同社の 2013 年 CSR レポート「Initiatives #3」によればこの取り組みは 2012 年に行われ、2013 年も継続

される予定である。

http://www.orange.com/en/content/download/13482/269993/version/4/file/Orange_CSR_Initiatives_3.pdf 
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ビスの紹介や利用上の留意点等）も提供している150。 

     

  イ アルメニア法人での取り組み例「Safe Internet アルメニア」151 

    アルメニアの Safe Internet 委員会、NGO メディア教育センターと連携して、Safe 

Internet アルメニアを立ち上げた。 

    同プロジェクトでは、150 校で 3,000 名以上の生徒が公開授業に参加し、インター

ネットの安全な利用方法について適切な情報や教材を提供された。 

    また、3,000 名以上の親達とのミーティングも実施され、安全なインターネット利

用に関する課題やリスクに関する議論が行われ、また、子供達のインターネット利

用をより良いものにするための技術的解決方法について説明された。 

     

  ウ 年齢カテゴリーによる安全インターネット利用に関するリーフレット 

    Safe Internet アルメニアでは、５つの年齢カテゴリー「０～３歳」「３～６歳」「６

～９歳」「９～12 歳」「12 歳以上」について、スクリーン閲覧時間や子供の安全なイ

ンターネット利用に関する注意事項を定め、親向けのガイド資料としてまとめたも

のを配布した。 

    同リーフレットは、精神科医・医学博士・パリ第７ドゥニ・ディドロ（Denis Diderot）

大学助手 Serge Tisseron 氏の著書「3-6-9-12 Taming Screens and Growing Up（３歳-６歳

-９歳-12 歳 スクリーンを手なずけ育つ）」に基づいている。 

     

【３歳未満の子供】 

－空間・時間における自分の参照ポイントを確立することと同時に、自分の肉体を

認識することを学ぶ。 

－テレビ視聴は避けるべきである。精神や肉体の発達のために、他の種類のゲーム

に参加させよう。 

－タブレットとゲームで遊ばせても構わないが、親はこの過程において子供を管理

指導するべきである。この年齢グループに最もふさわしいゲームを慎重に選択す

るべきである。 

 

【３～６歳の子供】 

－感覚的能力・手による操作能力を会得する。 

－テレビを観せても構わないが、この年齢グループに最もふさわしい番組や映画を

慎重に選択するべきである。子供が画面の前から離れようとしないなら、視聴時

間を制限し、譲歩すべきではない。 

－タブレットとゲームで遊ばせても良いが、子供は自身のコンソールを持つには若

過ぎる。親は、子供と一緒に遊ぶようにし、子供にタブレットを持たせたまま一

                                                   
150 Bien vivre le digital「ファミリーコネクト (Famille connectée)」：

http://bienvivreledigital.orange.fr/famille-connectee 基準日：2016 年 3 月 7 日 
151 Orange「子供のためのより良いインターネット（better internet for your children）」：

https://orangearmenia.am/en/about-orange-armenia/CSR/safe-internet/ 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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人にしておくべきではない。テレビとコンピュータは、子供の寝室ではなく、リ

ビングルームに置くこと。 

 

【６～９歳の子供】 

－社会的交流についての基本ルールを学ぶ。 

－子供がスクリーン前で過ごすことを許しても良いが、親はその所要時間やタイミ

ングについて子供と事前に合意しておくべきである。コンピュータとテレビはリ

ビングルームに置くこと。子供が映画を観る時やコンピュータ・ゲームで遊ぶ時

には、必ず親に伝えた上で行うよう、子供に求めるべきである。 

－ペアレンタルコントロール 

 コンピュータとゲームステーションには、ペアレンタルコントロールが装備され

ている。ペアレンタルコントロール設定を使って、子供を不適切コンテンツ不適

切コンテンツから守るように。加えて、Kaspersky 社のインターネットセキュリテ

イソフトウェアの利用を勧める。Orange の契約者は１か月間の無料トライアルバ

ージョン利用が可能である。 

 

【９～12 歳の子供】 

－世界の複雑さについて学び、探求する。 

－コンピュータとテレビは、リビングルームの皆から見える位置に置くこと。また

子供がコンピュータやタブレットを使用したりテレビを観たりする長さや時刻に

ついて事前に合意した上で、その視聴・閲覧時間を制限すること。同時に、子供

の創造的作業を促すべきである。 

－インターネット上の真実と偽物 

子供は、偽物を含む、インターネット上の多様なコンテンツに遭遇するだろう。

子供が真実と偽物を区別できるよう、支援をすべきである。 

－プライバシーとオンライン上の評判 

子供に、自分のプライベート生活を公表しないよう教えるべきである。インター

ネット上に投稿した写真または動画は誰でも見ることができ、また一度投稿した

写真、動画は、将来削除されたとしても、存在し続けるということを子供に警告

すること。 

 

【12 歳以上】 

－親の監督下から独立するようになる。 

－スクリーン閲覧時間 

子供のインターネット利用を許しても構わないが、親はその長さや時刻について

事前に子供と合意すべきである。インターネットのさまざまな特徴を発見し、子

供が自分の能力を試し、創造的であるよう、またソーシャルネットワークに限定

した利用をしないよう促すこと。 

－不快なコンテンツ 

子供はインターネット上で不快なコンテンツに遭遇するかもしれない。それにつ

いて話してみるよう子供に求めるべきである。 

－プライバシーとオンライン上の評判 

子供はインターネット上への写真・動画投稿を望むかもしれない。しかし、今日

の自分にとってお洒落な行為が明日は自分にとっての妨げとなるかもしれない。

インターネット上に投稿した写真または動画は誰でも見ることができ、また一度
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投稿された写真・動画は、将来削除されたとしても、存在し続けるということを

子供に警告すること。インターインターネット上で交流している相手、閲覧して

いるもの、している行為について話し合うべきである。 

 

 

31 Pinterest 

 

（１）企業概要 

   2010 年設立152。米国カリフォルニア州に拠点を置き、米国の写真共有ウェブサイト

を運営している。ユーザー数は１億人を超える（2015 年）。 

 

（２）取組概要 

   同社ウェブサイト上で注意喚起や情報提供、関連団体へのリンク表示を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア プライバシーポリシーページにおける注意喚起153 

    13 歳未満の利用はできない旨を表示した上で、保護者に対し、その承諾なしで 13

歳未満の子供が個人情報を提供してしまった場合は通知するよう要請している。 

     

  イ 投稿可能なコンテンツの説明154 

   「投稿してはいけないもの（Stuff you can’t post）」（明らかにポルノ画像と分かるもの、

未成年の性的搾取であるもの、いじめや暴力を含む内容等）についての説明を行い、

投稿しても問題のない画像の例や関連団体へのリンク、問題発生時の通知先を表示

している。 

     

  ウ ヘルプセンターにおける情報提供 

   「Reporting and blocking」ページにおいて、ハラスメントやネットいじめ、なりすま

しについての項目を設け、対応策の説明や関連団体155のリンクの表示を行っている。 

 

 

                                                   
152 Pinterest「ウェブで見つけたクリエイティブなアイデアをワンクリックで保存できます。」：

https://about.pinterest.com/en/press/press 基準日：2016 年 3 月 8 日 
153 Pinterest「プライバシーポリシー（Privacy Policy）」：https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 基準日：

2016 年 3 月 8 日 
154 Pinterest「利用規定（Acceptable Use Policy）」：https://about.pinterest.com/en/acceptable-use-policy 基準日：

2016 年 3 月 8 日 
155 「Harassment and cyberbullying」の項目において次の 3 団体が紹介されている。Connect Safely、

Cyberbullying Research Center（ともに参考１を参照）、Kids Help Phone（カナダの団体で Child Helpline 

International Foundation（参考１に記載）のメンバー）。 


