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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）。 
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32 Sky UK Limited 

 

（１）企業概要 

   1990 年設立156。イギリスの電気通信会社で、法人向け・消費者向けに有線電話サー

ビスを提供する。2015 年には、顧客数 1,100 万人のイギリス国内最大規模の有料テレ

ビ放送事業者となった。また、2007 年に Freeview 社に追い抜かれるまでは、イギリス

国内で最も人気の高いデジタルテレビサービス事業者であった。本社所在地はロンド

ン北部のアイズルワース。2014 年のグループ再編に伴い British Sky Broadcasting（BSkyB）

から Sky へと名称変更を行った。 

 

（２）取組概要 

   他のブロードバンド・プロバイダーとの連携により開設したオンライン・ポータル 

www.internetmatters.org.uk への支援やペアレンタルコントロールの提供等の取組を行っ

ている。 

 

（３）取組詳細157 

  ア ポータルサイト Internet Matters158の設置 

    イギリス国内の主要ブロードバンド・サービス・プロバイダーと連携し、子供の

インターネット安全に関する情報・助言・支援を提供するポータルサイト Internet 

Matters（www.internetmatters.org.uk）を 2014 年に立ち上げた。 

    同サイト開発段階において、Sky は主要３大ブロードバンド・サービス・プロバイ

ダーと共同で、イギリス国内の保護者に対し、彼らが必要とする情報についてのヒ

アリングを実施した。その結果、「保護者はどこへ助言を求めたらいいのかわからな

い」「保護者はガイドとなる信頼できるオンライン上のリソースを必要としている」

                                                   
156 1990 年、センチュリーフォックス傘下のスカイテレビジョンとブリティッシュ・サテライト・ブロー

ドキャスティングの合併により誕生。 

・Sky creates Europe’s leading entertainment company 

Sky「スカイはヨーロッパでエンターテイメントをリードする会社（Sky creates Europe’s leading entertainment 

company）」：

https://corporate.sky.com/media-centre/news-page/2014/sky-creates-europes-leading-entertainment-company 基準

日：2016 年 3 月 4 日 

the Guardian「BSkyB は、ヨーロッパの姉妹企業を買収後、Sky として再ブランドした（BSkyB to be rebranded 

as Sky after takeover of European sister companies）」： 

http://www.theguardian.com/media/2014/nov/13/bskyb-rebranded-sky-takeover-british-rupert-murdoch 基準日：

2016 年 3 月 7 日 
157 Sky Media centre「インターネット マターズ（Internet Matters）」： 

https://corporate.sky.com/media-centre/our-blog/2014/internet-matters 基準日：2016 年 3 月 7 日 

Sky Bigger Picture「安全オンラインとスクリーン（Safe online and on screen）」： 

https://corporate.sky.com/bigger-picture/responsible-business/customers/safe-online-and-on-screen  

基準日：2016 年 3 月 7 日 
158 参考１を参照。 
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ことが明らかになり、これらは Internet Matters の開発にも反映されているという。 

    Sky はサイト立上げ後の３年間に渡って、810 万ポンドをプロジェクトに出資を行

うと表明している。 

     

  イ ペアレンタルコントロール・ツールの提供 

    同社は家庭用ペアレンタルコントロール・ツール Sky Broadband Shield を提供して

おり、このツールを導入することによって、両親は、子供が家庭でアクセスしても

よいコンテンツを選択することができる。選択は、インターネットに接続されるす

べての端末に適用される。ツールの入手方法の案内のため、米国人俳優 Samuel L 

Jackson 氏によるプロモーションビデオが提供されている。また、イギリスやアイル

ランドで提供されている放送受信用セットトップボックス Sky+HD Box ではアダル

トコンテンツへのアクセス制限機能が初期設定されているほか、子供向けテレビガ

イド Sky TV Guide Kids Section も用意されている。 

     

  ウ 体験型テレビレポート制作の支援 

    自社スタジオ Sky Academy Skills Studios において、子供達に対し自ら課題に取り組

む機会を与えている。スタジオでは、学校で教わるトピックスについてテレビニュ

ースレポートを制作することができる。最も取扱いの多いニューステーマは、ネッ

トいじめである。 

     

  エ 関連団体への加盟や資金拠出 

    同社も加盟する業界自主規制団体 Internet Watch Foundation（IWF、インターネット

監視財団）に対し、児童の性的搾取撲滅活動支援のため、同業３社とともに百万ポ

ンドを４年間にわたり拠出している。また、イギリス政府機関 UK Council for Child 

Internet Safety（UKCCIS）やドイツのレイティング機関 Freiwillige Selbstkontrolle 

Multimedia（FSM）等のメンバーにも名を連ねている。 

     

  オ ワークショップの開催 

    若者のインターネット安全意識啓発のため、Childnet159との連携により、学校に出

向いてインターネット安全ワークショップを開催している。 

  

                                                   
159 子供達が安心して利用できるインターネット環境の構築を支援する英国の非営利団体。参考１を参照。

www.childnet.com 
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33 Snapchat 

 

（１）企業概要 

   2011 年創業。閲覧後に写真・動画が消去される特徴を持つスマートフォン向け写真

共有アプリケーション Snapchat の提供を行っている。 

 

（２）取組概要 

   安全センターサイトの設置、写真共有に関するガイドラインの策定、13 歳未満児童

の個人情報取扱い方針の公表を行っている。 

 

（３）取組詳細 

   専門家との連携によって安全センターサイト160 161を設置し、著名なインターネット

安全専門家等から構成される安全諮問委員会（Safety Advisory Board）において、自社

サービス利用時に安全に過ごすためのガイドも開発している。 

   安全センターサイトは、保護者、教員、Snapchat 利用者が、安全のための情報、研究、

資料を検索することができる。 

   安全センターサイトについてのリリース記事の末尾では「安全の問題は、共同責任

（shared responsibility）であるので、支援を求める者は同社虐待安全センターを通じて

Team Snapchat に連絡するように」と述べている。 

   また、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシー162 163を策定・発表しており、

その中で、13 歳未満の者向けにはサービスを提供しておらず、したがって同社は 13 歳

未満の者からは故意に個人情報を収集しないと述べている。 

   さらに、コミュニティガイドライン164 165を策定し、写真掲載すべきでない事項につ

いて以下のとおりリスト化している。 

    

【写真掲載すべきでないもの】 

・ポルノグラフィー 

・未成年（18 歳未満の人々）がかかわる、ヌードまたは性的内容を示唆するコンテ

ンツ 

・物理的に危険で有害な活動に興じる未成年 

・プライバシー侵害 

                                                   
160 Snapchat「安全センター（Safety Center ）」：https://www.snapchat.com/safety 基準日：2016 年 3 月 4 日 
161 同ページには、長さ 1 分 25 秒の動画説明もアップされている。 
162 Snapchat「プライバシーポリシー（Privacy Policy ）」：https://www.snapchat.com/privacy 基準日：2016

年 3 月 4 日 
163 プライバシーポリシーには、13 歳未満の子供向けにはサービスを提供していないと説明がある。 
164 Snapchat「コミュニティガイドライン（Community Guidelines ）」：https://support.snapchat.com/a/guidelines 

 基準日：2016 年 3 月 4 日 
165 コミュニティガイドラインには、写真掲載すべきでないものについてリスト化している。 
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・脅し 

・ハラスメントまたはいじめ 

・人格否定 

・自傷 

 

 

34 Sprint 

 

（１）企業概要 

   1899 年設立。米国の加入者数第 4 位の携帯電話事業者。2015 年 6 月末での加入者数

は、5681 万人である。本社は、カンザス州オーバーランドパークに所在している。2013

年 7 月に、ソフトバンクが 216 億ドルで買収し、78%の株式を取得した。同時に、Sprint

は、クリアワイアを 100%子会社化した。 

 

（２）取組概要 

   安全情報サイト 4NetSafety.com166を開設している。 

 

（３）取組詳細167 168 

  ア 取組の動機づけ 

    Sprint 社は、インターネット接続や携帯端末が普及している世界において、ユーザ

ーが遭遇するリスクへの対応に貢献していると自負している。ティーンエイジャー

の 95％がインターネットを使用し、80％がソーシャルメディアサイトを使用してい

る現代において、オンライン活動に伴う潜在的危険についてユーザーが理解するこ

とがより重要になっている、としている。 

     

  イ インターネット安全プログラム 4NetSafety の概要についての説明 

    Sprint 社は、家族や教育者たちが無料で容易に、子供オンライン安全に関する教材

にアクセスできるようにするという考え方を長きに渡って推進しており、インター

ネット安全プログラム 4NetSafety を通じて、Sprint 社は、若者がオンライン上で安全

に勉強し、学び、遊ぶことができることを保証する手助けをするとしている。良き

コーポレート・シティズンシップとしての取組の在り方を示しているとしている。 

     

  ウ 4NetSafety の構成 

                                                   
166 For Net Safety をもじったものであり、日本語訳は「インターネット安全のために」。 
167 Sprint 「インターネットの安全(Internet safety)」：

http://goodworks.sprint.com/people/communities/internet-safety/ 基準日：2016 年 3 月 8 日 
168 Sprint「オンラインで子供を守るために（protecting children and teens in an online world）」： 

http://goodworks.sprint.com/2014_CR_Performance_Summary/people.html#onlinesafety 基準日：2016 年 3 月 4 日 
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    「About Net Safety」では、スマートフォン、ネットいじめ、オンライン交流に関

する統計データや留意事項について説明している。 

    また、「Games and Quizzes」では、パスワード略奪、オンライン救出、プロフィー

ル管理、ネットいじめ、オンライン投稿、カンニングなど、インターネット安全に

関する問題をゲームやクイズで経験し学習できるようになっている。 

    「Videos」は、インターネット利用や友達関係に関するさまざまなテーマに関する

動画を視聴可能にしている。 

    さらに、「Resource Center」では、アプリケーションやツール、教室向け情報、家

族向け情報を提供している。 

     

  エ 関連団体との連携 

    4NetSafety.com は、以下の４機関との連携によって運営されている。 

     

・National Center for Missing and Exploited Children 

・Boys and Girls Clubs of America 

・Family Online Safety Institute 

・CTIA ConnectSafely.org 

     

  オ 慈善活動の一環としての献金 

    2014 年には、慈善活動の一環として、電話リサイクルプログラム Sprint Project 

Connect を通じて、自社のインターネット安全プログラムに 100 万ドル以上献金して

いる。また、2007 年から 2014 年にかけての７年間で総額 700 万ドル以上の献金をし

ている。 

    また、Boys and Girls Clubs of America169との協同で、安全フェアを全国で開催して

おり、親、若者、自治体向けに子供のオンライン安全に関する注意事項を伝えてい

る。 

    さらに、CTIA170及び ConnectSafely.org171との連携で、親向け携帯端末利用ガイドを

作成している。上述の安全情報サイトからダウンロード可能なこのガイドは、安全

かつ責任あるワイヤレス利用についての親子間での話合いを促し、親がワイヤレス

サービス・端末・アプリケーションをナビゲートするのを援助している。 

  

                                                   
169 参考１を参照。 
170 参考１を参照。 
171 参考１を参照。 



第２部 第１章 文献調査 

67 

35 Swisscom 

 

（１）企業概要172 

   1998 年設立。スイスの大手通信事業者で、かつては独占事業者であったが 1998 年に

株式会社化され、現在は政府が株式の 51％を所有する。契約数は携帯電話 662 万、固

定電話 262 万、ブロードバンド 227 万、テレビ 133 万で、売上高は約 116 億スイスフラ

ンである。 

 

（２）取組概要 

   インターネット利用講座の開催、政府によるインターネットスキル教育プログラム

への協力等を通じ、インターネット安全教育啓発活動を継続実施している。 

 

（３）取組詳細173 

  ア インターネット利用講座の開催 

    保護者、教育者向け及び子供（４歳～９歳児）向けにインターネット利用スキル

の向上を目的とする講座を開催している。大人向け講座では利用マナー、ネットい

じめ、インターネットと法律等のさまざまなモジュールが用意されている。 

    また、スイスの全市民を対象として 2005 年に開講した「Swisscom Academy」では、

モバイルデバイス、インターネット利用に関する各種オンライン・オフラインコー

スを受講することができる。2008 年からの累計受講者数は 29 万 5,000 人である。 

     

  イ フィルタリングの強化 

    スイスの法規制（プロバイダーによる 16 歳未満へのポルノコンテンツ提供の禁止）

に基づき、同社のポータルサイトにおけるアダルトコンテンツの提供を禁じ、さら

に一部のコンテンツについては閲覧禁止年齢を「18 歳未満」に引き上げている。ま

た、スイス通信業界団体（Swiss Association of Teleccomunication、asut）174の規制に従

ったフィルタリングソフトウェアの提供等も行っている。 

  

                                                   
172 Swisscom「会社概要（Company profile）」：https://www.swisscom.ch/en/about/company/profile.html 基準日：

2016 年 3 月 8 日 
173 総務省「世界の通信事情 スイス」：

http://report.swisscom.ch/en/sustainability-report/sustainability-report/media-skills-and-security/protecting-minors-m

edia-promoting-media-skills 基準日：2016 年 3 月 8 日 
174 参考１を参照。 



第２部 第１章 文献調査 

68 

36 Symantec 

 

（１）企業概要 

   1982 年設立175。米国カリフォルニア州にあるソフトウェア会社である。日本法人の

株式会社シマンテックは 1994 年に設立された。 

 

（２）取組概要 

   同社消費者グループ所属インターネット安心推進担当者によるガイド「家族のため

のインターネットセキュリティガイド176（Family Online Safety Guide）」を公表している。

同ガイドは PDF ファイル形式でダウンロード可能である177。 

   また、非営利組織との連携によるインターネット安全取組（社員のインターネット

安全教育ボランティア活動等）も行っている178。 

 

（３）取組詳細 

  ア「家族のオンライン安全ガイド」の概要 

    著者のマリアン・メリット（Marian Merritt）氏は、同ガイド作成の序文にて、イン

ターネットは楽しいものであると同時に危険なものでもあり、新しいゲームのサイ

トの発見、音楽のダウンロード、SNS やメールでの友達のとおしゃべりなど、子供

達の楽しい日常を危険から守るため、親達は知識を身に付け、子供達のオンライン

活動について把握することが重要であると述べている。 

    そして、シマンテック社は、子供達の自立心を育むと同時に、インターネットが

もたらす深刻な脅威の数々から子供達とパソコンを保護することに努めており、安

全ガイドでは、インターネット安全に関するさまざまな事項について取り上げてい

きたいとしている。 

    さらに、ネットを取り巻く環境は日々変化しており、意識の高い親達向けに推薦

ウェブサイトや書籍を紹介している。 

    子供のインターネット安全に関心を抱き、学ぶ意欲のある親達にとって、セキュ

リティ専門家やソフトウェアの助けを借りて問題に対処する知恵をつけることは決

して難しいことではないとしている。 

                                                   
175 Symantec「会社概要」：http://www.symantec.com/ja/jp/about/profile/ 基準日：2016 年 3 月 8 日 
176 日本語版翻訳のタイトルを採用した。 

Symantec「家族のためのインターネットセキュリティガイド」：

http://now.symassets.com/now/ja/pu/images/Promotions/onlineSafetyGuide/FamilyOnlineSafetyGuide_4thEd_Final.

pdf 基準日：2016 年 3 月 8 日 
177 Symantec「家族のためのオンライン安全ガイド（Family Online Safety Guiide）」：

http://now.symassets.com/now/en/pu/images/Promotions/onlineSafetyGuide/FamilyOnlineSafetyGuide_4thEd_Final.

pdf 基準日：2016 年 3 月 8 日 
178 Symantec「企業責任（Corporate Responsibility ）」：

http://www.symantec.com/corporate_responsibility/topic.jsp?id=online_safety 基準日：2016 年 3 月 8 日 
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  イ「家族のオンライン安全ガイド」の目次構成 

   「家族のオンライン安全ガイド」の目次構成は以下のとおりである。 

     

・年代別に見るセキュリティ対策 

‐就学前（３～４歳） 

‐小学校（５～７歳） 

‐トゥイーン（８～12 歳） 

‐ティーンエイジャー（13～17 歳） 

‐大学生以降 

・基本事項 

‐ネット犯罪は犯罪である 

‐ウイルス、ワーム、スパイウェア 

‐スキャムウェア 

 ‐クリックジャッキング 

‐深刻化するボット 

‐個人情報や身元情報の窃盗 

‐対人関係の問題 

‐ネットいじめとネットストーキング 

‐パスワードの保護 

‐子供を狙うオンライン犯罪者 

‐性的メッセージの送受信 

‐安全なインターネット閲覧 

‐無線ネットワークの保護 

‐ペアレンタルコントロール・ソフトウェア 

-子供との「対話」を習慣に 

・リスク 

 ‐盗用、不正行為 

‐ファイル共有、音楽や動画のダウンロード 

‐ソーシャルネットワーキング・サイト 

‐ポルノ、ギャンブル、人種差別、拒食症、ヘイトサイト 

‐オンライン上の評判 

‐オンラインにおける 10 代のプライバシー 

‐電子メール 

‐インスタントメッセージング 

‐携帯電話における安全 

 ‐モバイル機器における安全 

‐ブログ 

 ‐デジタル写真とプライバシー 

‐ネットショッピング 

 ‐オンラインバンキングとオンライン決済 

 ‐オンラインゲームと依存症の兆候 

 ‐キャンペーン「STOP. THINK. CONNECT.」 

・重要なアドバイス 

 ‐大人向けアドバイス 
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 ‐子供向けアドバイス 

・最後に 

‐情報ソース 

‐インターネット安全性に関するその他の重要なリソース 

・ノートンのセキュリティ製品 

・マリアン・メリット 

     

  ウ 社員ボランティアによる教育啓発活動 

    非営利組織コモン・センス・メディアとの協働で「Online Safety in the Community」

プログラムを推進し、従業員ボランティアによるインターネット安全に関するワー

クショップを開催している。2015 年度は英国で 1,000 名に対する啓発活動を行って

おり、2016 年は米国、アイルランド、南アフリカ・ケープタウンで啓発活動を実施

予定である。 

    また、2015 年のインターネット安心デー（Safer Internet Day）においては、同社従

業員 11 名がワークショップ開催に携わった179。 

 

 

37 Telefónica 

 

（１）企業概要180 

   1924 年設立。スペインの電気通信事業者。EU 圏のみならず、スペイン語圏である中

南米を含む 21 か国で事業を展開している。 

 

（２）取組概要 

   安全情報サイト Digital Family を設置した。また、関連機関と連携した活動を行って

いる。 

 

（３）取組詳細 

  ア グローバル市場におけるTelefónicaのポジショニング及び子供インターネット安全

に携わることになった経緯 

    スペイン企業として、スペイン語圏のラテンアメリカで事業展開している一方で、

イギリス・ドイツ・アイルランドといった欧州国にも拠点を持つ。このような自社

の立ち位置の特殊性から、グローバル展開とローカル展開それぞれの課題を以下の

                                                   
179 Safer Internet Day 2015: Symantec Volunteers Deliver Online Safety Workshops to Students 

Symantec「2015 年より安全なインターネット日（Safer Internet Day 2015 ）」：

http://www.symantec.com/connect/blogs/safer-internet-day-2015-symantec-volunteers-deliver-online-safety-worksho

ps-students 基準日：2016 年 3 月 8 日 
180 https://www.telefonica.com/en/web/about_telefonica/history 
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とおり整理して考えている。 

     

・グローバル展開の観点 

 倫理規範、道徳的健全、サプライチェーン、プライバシー＆データ保護、子供達にとっ

てより安全なインターネット、人権、電磁場、エネルギー消費といった観点で、世界中

の Telefónica にとっての共通ポリシーを定義すべく努めている。 

・ローカル展開の観点 

 現地法人が所在する国固有のローカル・アイデンティティを尊重しながら、教育、金融

サービス、グリーン ICTといった現地法人所在国に固有のビジネス機会を提供している。 

     

  イ 子供のインターネット安全に対する企業方針及びインターネット安全情報サイト

Digital Family の設置181 

     

   ① Digital family の概要 

     保護者、教員のための参照サイトであり、新技術やインターネットに関する疑

問や懸念についての回答を検索することができる。また、技術進歩や新アプリケ

ーション、新サービスの登場により親や子供が直面する課題や困難を克服できる

よう、体験談、証言の共有の場が提供されている。 

     

   ② 子供のインターネット安全取組の位置づけ 

     Telefónica における子供のインターネット安全の戦略的位置づけは、デジタル上

の信頼性及び双方向性世代（＝子供）に対する責任感に基づき有益な ICT 利用を

促進することであり、これを成し遂げるため、自主規制、関係各者との戦略的提

携、製品・サービスの開発、デジタル教育という４領域に取り組んでいる。 

     

   ③ Digital Family が提供する情報 

     情報提供状況は、以下のとおりである。 

      

・直近の関心話題は内容の深さ別に対処され、月ごとに更新される。 

・動画、ゲーム、活動、記事は５～８歳、９～12 歳、13～16 歳の年齢グループ別に提

供される。親や教育者は、インターネットの最大限の活用法や新技術、接続機器によ

ってもたらされる可能性について学ぶことができる。 

・グルーミング182、ネットいじめ、セクスティング183、位置情報などの用語集には、そ

                                                   
181 Telefonica「子供達の ICT（ICTs for children）」： 

https://www.telefonica.com/en/web/sustainability/digital-confidence/icts-for-children/digital-family 基準日：2016

年 3 月 7 日 
182 原義は「動物の毛づくろい（groom）をして、動物をリラックスさせること」。児童の性的搾取防止の分

野では、性的目的を隠して、児童や家族に近づき、信頼・友人関係を確立した後で、性的な話題や行動に

移行すること。 
183 性的な画像やテキストを携帯端末間で送受信する行為。 
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れらに関連した説明文、ヒント、規範集、推奨事例、リンク、動画などが付けられ、

大人たちが安全かつ責任感のある ICT 利用について概観を把握することができる。 

・Protegeles184のサイトにリンクしており、インターネット上で発見された潜在的な違

法コンテンツや児童性的虐待について報告することができる。 

・家族が端末を保護し、家庭で子供にとって適切な提案をできるよう最高の技術的ソリ

ューションやサービスを提供している。ペアレンタルフィルタリング、Kangaroo Net、

Safety Pack、教育的アプリケーションの選択、Classroom 365、“I’m Here”サービス等

はそれらの一例である。 

     

   ④ Digital Family の成果 

     同取組は、官民協力や自主規制の在り方の基準となり、また社会、特に家族に

とって有益なものとなった。 

     

  ウ 関連機関との連携 

    同社は、子供のインターネット安全に関する国際的団体（Inhope185、Insafe186）を

通じて欧州各地やメキシコ等の関連団体と提携しており、これら提携先団体におい

て児童性的搾取等の違法コンテンツ報告受付などを行っている。 

 

 

38 Telenet 

 

（１）企業概要 

   1996 年設立。ベルギーのケーブル事業者で、フランドル地方政府の主導により設立

された187。ブロードバンド、電話、ケーブルテレビ放送サービスを提供する。 

 

（２）取組概要 

   同社ウェブサイト上でインターネット安全に関する情報提供を行う他、EU の Safer 

Internet Day キャンペーンへの参加をはじめ、外部組織との連携による各種取組を行っ

ている。 

 

（３）取組詳細188 

  ア インターネット安全に関するウェブページ「子供達の保護」の公開 

    Telenet 社のウェブサイト内「社会的責任189」コーナー内の「デジタル社会の促進190」

                                                   
184 参考１を参照。 
185 参考１を参照。 
186 参考１を参照。 
187 Telenet「会社の歴史（History）」：https://corporate.telenet.be/en/about-us/profile/history 基準日：2016 年 3

月 8 日 
188 Telenet「子供の保護（Protection of children ）」：https://corporate.telenet.be/en/protection-children 基準日：

2016 年 3 月 8 日 
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タブ下の「子供の保護」ページでは、①情報パンフレットの配布、②ペアレンタル

コントロール、③Click Safe（子供・若者向け相談窓口）の支援が紹介されている。 

     

   ① 情報パンフレットの配布 

     主要株主リバティ・グローバル（LGI）の支援の元、EU の Safer Internet Day の

ゴールドパートナーとして活動しており、実践的なパンフレットとして、４～８

歳向け「遊びながら学ぶ：オンラインにて（Spelend leren: Online zijn）」及び６～12

歳向け「e-セイフティキット（e-Safety Kit）」を発表している。 

     これらのパンフレットは、学校で配布され、インターネット安全について遊び

ながら学べるよう設計されている。 

     2013 年には、European Schoolnet（欧州 31 か国以上の教育規制庁の国際パートナ

ーシップ）による教育動画「あなたの子供達のデジタル世界」制作にも関わった。

親向けに製作されたこの双方向性動画は、子供達の安全なインターネット利用に

ついての情報を提供している。動画の最後で部は、プライバシー、オンラインゲ

ーム、オンライン上の友人に関する情報の PDF ファイルをダウンロードすること

ができる。 

     また、同じく 2013 年には、13～16 歳向けマニュアル「我々が求める Web（The Web 

We Want）」を発表した。 

      

   ② ペアレンタルコントロールについての説明 

     子供・若者の保護強化のためには特別な施策が必要であるとの考えのから、

Telenet は、すべてのインターネットユーザー向けに最高水準の安全保護基準を提

供している。ネットワークにはスパム・ウイルス用フィルターが標準装備されて

おり、顧客は、厳密なオンライン・ペアレンタル・コントロールのための専用ソ

フトウェアパッケージにアクセスすることが可能である。 

     また、Telenet は、テレビ向けデコーダーへのコントロールシステム設置も行っ

ている。これによって、家長は、個人認証番号を用いて特定チャンネルをブロッ

クすることが可能である。 

      

   ③ Click Safe（子供・若者向け相談窓口）の支援 

     Telenet は、他のベルギーの業界パートナーとともに、Child Focus191の「オンラ

イン安全憲章（E-Safety Charter）」に調印した。この憲章は、インターネット安全

                                                                                                                                                     
189 原語は「Corporate Social Responsibility」 
190 原語は「Promoting a digital society」 
191「欧州失踪・被性的搾取児童センター（the European Center for Missing and Sexually Exploited Children）」

によるイニシアティブ及び情報発信ウェブサイトの名称。行方不明児童、児童誘拐、家出児童、性的に虐

待・搾取された児童の防止に関する活動を行っている。 



第２部 第１章 文献調査 

74 

に関する意識の啓発や、より多彩な安全性管理措置の導入を目的に制定された。 

     また、同社は子供・若者のインターネット安全を促進するためのヘルプライン

Click Safe（Child Focus のヘルプライン）も支援しており、Child Focus の予防サイ

ト経由で子供や若者のインターネット安全に関する相談を受け付けている。対応

は、専門知識を持つ Child Focus の相談員が行う。 

     

  イ 違法サイト・違法コンテンツに対する対応 

    Telenet の「行動規範（Codes of Conduct）192」によれば、同社は 2004 年に、違法コ

ンテンツの削除について国際レコード産業連盟ベルギー支部（IFPI Belgium、the 

International Federation of the Phonographic Industry）との協力同意書に調印しており、

また、2011 年には、他のベルギーのインターネット事業者と連携して違法ギャンブ

ルサイトへのアクセスブロックについてベルギーゲーム委員会（the Belgian Gaming 

Commission）との議定書に調印している。 

 

 

39 Telenor 

 

（１）企業概要 

   1995 年設立193。ノルウェーの国内最大の通信事業者で、以前は国営企業であった。

北欧に加え、中東欧やアジアにも展開する。本社はオスロ近郊のフォーネブに所在す

る。バングラデシュのグラミン銀行と共同でグラミンフォンを設立するなどの活動も

行う。オスロ証券取引所に上場しており、OBX 指数採用銘柄の１つである。 

 

（２）取組概要194 

   CSR 活動関連ウェブサイトにおいて、コンサルティング会社との共同研究「デジタ

ル回復力を作る（Building Digital Resilience）」の実施（2013 年）、外部組織との連携等

といった、インターネット安全に関する同社の各種取組を紹介している。 

 

（３）取組詳細 

                                                   
192 Telenet「行動規範（Codes of conduct ）」：https://corporate.telenet.be/sites/default/files/gedragscodes_en.pdf 基

準日：2016 年 3 月 8 日 
193 1855 年に前身の政府事業体による通信サービスがスタート。1995 年に Norwegian Telecom（Televerket）

名義で国営企業となり、1995 年に社名変更した。また 2000 年に一部民営化されている。 

Teleno「会社の歴史（Our History）」：http://www.telenor.com/about-us/our-history/explore-our-timeline/ 基準日：

2016 年 3 月 8 日 
194 Telenor「デジタル責任（Digital Responsibility）」： 

http://www.telenor.com/sustainability/responsible-business/safe-services/digital-responsibility/ 基準日：2016 年 3

月 8 日 
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   同社はグループ全体にとっての取組課題を次のとおり定めている。 

     

・教育機関へのアプローチを行い、子供、保護者、教員に対し意識向上、教育啓発を実

施。 

・有用かつ使い勝手の良いペアレンタルコントロールの紹介。 

・子供向け無料ホットラインを開設し、インターネット上で被害を受けた子供をサポー

ト。 

・違法、有害なコンテンツ報告の実効的な仕組みの確立。 

・子供の性的虐待防止に向けた有効なメカニズムへの継続的取組。 

     

  ア コンサルティング会社との協同研究195 

    同社は研究報告書完成のニュースリリースにおいて、人々の生活の急速な変化の

背景には、ソーシャルメディアでの交流や、膨大な情報娯楽サービスへの即時アク

セスを提供する携帯端末の存在がある、と述べている。 

    そして、インターネット上での交流が子供や若者の生活の一部となっており、恩

恵とともにリスクをもたらしているとし、このような背景のもと、同社の要請によ

って、大手コンサルティング会社との共同研究を実施することとなった、と説明し

ている。 

     

  イ「デジタル回復力を作る」研究報告書の構成 

   「デジタル回復力を作る」研究報告書の目次構成は以下のとおりである。 

     

・要旨 

・第１章 携帯インターネットサービスへのアクセス増加 

・第２章 携帯インターネットアクセスによって子供達にもたらされるリスク 

・第３章 リスク・回復力の世界中の変化 

・第４章 回復力を作り、リスクを軽減し、害を最小化する 

・第５章 利害関係者が果たすべき多様な役割 

・第６章 電気通信会社はすでに重要な役割を果たしている 

・第７章 電気通信会社はリスク軽減のために多くのことができる 

・付録 「デジタル回復力を作る」国別分析 

・スウェーデン 

・マレーシア 

                                                   
195 報告書完成に関するニュースリリース 

Telenor「デジタル回復力の構築（Building Digital Resilience）」：

https://www.telenor.rs/en/About-Telenor/Corporate-Responsibility/Telenor-Foundation/News/2013/Building-Digital-

Resilience 基準日：2016 年 3 月 8 日 

報告書概要 Telenor「2017 年には、１億以上の子供達がオンライにつながる。Telenor 社は、インターネッ

トをより安全にするための行動を呼びかけている。（100 million more kids online by 2017. Telenor calls for 

action to make Internet safer.）」：

http://www.telenor.com/media/press-releases/2013/100-million-more-kids-online-by-2017-telenor-calls-for-action-to-

make-internet-safer/ 基準日：2016 年 3 月 8 日 
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・モンテネグロ 

・「デジタル回復力を作る」文献目録（書籍及び記事） 

・主要なウェブサイト及びその他のリソース 

     

  ウ 外部組織との連携 

    移動体通信関連事業者の業界団体（GSMA）及び子供向けホットライン提供組織

（Child Helpline International、CHI）のパートナーシップに対する支援をはじめ、ユ

ニセフ、赤十字や各種団体との連携により子供のインターネット安全保護に取り組

んでいる196。 

 

 

40 TeliaSonera 

 

（１）企業概要 

   2002 年設立。スウェーデンとフィンランドに拠点をおく携帯電話通信事業者であり、

欧州、中央アジアでサービスを展開している。2002 年に、スウェーデンの Telia 社とフ

ィンランドの Sonera 社が合併して誕生した197。契約者数 7,280 万、2014 年の売上高は

約 1,010 億スウェーデンクローナ198である。 

 

（２）取組概要 

   子供のインターネット安全に取り組む外部組織を通じ、子供の性的虐待防止等の活

動を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア 外部組織を通じた活動199 

    子供の性的虐待に関し、倫理的観点からその防止を同社の義務とし、関連外部組

織とともに活動を行っている。具体的には ICT Coalition、GSMA による活動「児童の

                                                   
196 ノルウェーやインドではネットいじめ防止の啓発活動を行っており、ノルウェーでは政府、赤十字等と

の連携により Use Your Head キャンペーンをスタートさせ、2009 年以降 550 校の生徒 16 万 6,000 人、成人

3 万 3,000 人に対する教育啓発を実施。またインドでは非営利組織と共同で 2014 年にキャンペーンサイト

を設置し、68 回のワークショップの開催（29 校の生徒計 1 万人を訪問）を通じてネットいじめに対する教

育を行った。 
197 TeliaSonera「会社の構築（Building the Company）」：http://www.teliasonerahistory.com/building-the-company/ 

基準日：2016 年 3 月 8 日 
198 TeliaSonera「会社概要（TeliaSonera in brief）」：http://www.teliasonera.com/about-us/teliasonera-in-brief/ 基

準日：2016 年 3 月 8 日 

売上高の円換算値：約 1 兆 4,000 億円（1SKE＝14.1477 円、2016/2/1 レート。http://jp.reuters.com/） 
199 TeliaSonera「子供の保護（Protection of children）」： 

http://www.teliasonera.com/en/sustainability/other-issues/protection-of-children/ 基準日：2016年 3月 8日 参加、

支援を行っている団体の概要については参考１を参照。 
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性的虐待コンテンツ撲滅のためのモバイル連合」（Mobile Alliance Against Child Sexual 

Abuse Content）への参加、Child Helpline International への支援を実施している。 

 

 

41 Time Warner Cable 

 

（１）企業概要 

   1968 年設立200。米国 2 位のケーブルテレビ事業者である。全米 29 州でサービスを展

開し、加入者数約 1,600 万人。2015 年の売上高は約 237 億ドルである。本社はニュー

ヨーク州ニューヨークに所在する。 

 

（２）取組概要201 

   非営利団体と協働してインターネット安全情報を提供している。 

 

（３）取組詳細 

  ア 非営利団体との協力によるインターネット安全情報提供 

    同社の専用ページ Internet Security において、インターネット安全に関するアドバ

イス記事や動画、映画等のレイティング等のインターネット安全に関する Common 

Sense Media コンテンツへのリンクが紹介されている。 

 

 

42 T-Mobile 

 

（１）企業概要 

   2002 年設立202。米国の大手携帯電話事業者で、株式の 66％をドイツテレコムが所有

する。ワシントン州ベルビューを本拠とし、加入者数 5,500 万人、2014 年の売上高は

約 296 億ドルであった203。 

 

（２）取組概要 

                                                   
200 Time Warnar Cable 「会社概要（Company Overview ）」：

https://www.timewarnercable.com/en/our-company/company-overview.html 基準日：2016 年 3 月 8 日 
201Time Warnar Cable 「スマートメディア選択のための家族の手助け（Helping Families Make Smart Media 

Choices ）」：https://www.timewarnercable.com/en/our-company/corporate-responsibility/internet-safety.html 基準 

日 2016 年 3 月 8 日 
202 総務省「世界情報通信事情＞米国 P38 」：http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/america/pdf/001.pdf 基

準日：2016 年 3 月 8 日 
203 T-Mobile「2014 年版アニュアルレポート（2014 Annual Report）」： 

http://investor.t-mobile.com/Cache/1500070818.PDF?Y=&O=PDF&D=&fid=1500070818&T=&iid=4091145 基

準日：2016 年 3 月 8 日 


