
第２部 第１章 文献調査 

77 

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 
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   同社ウェブサイトの個人情報保護関連ページにおいて、子供のインターネット安全

に取り組む外部組織のリンクを紹介している。 

 

（３）取組詳細204 

  ア 子供のインターネット安全に取り組む外部組織のリンク紹介 

   「Privacy & Security Resources」ページにおいて、子供のインターネット安全に取り

組んでいる各種著名外部組織のウェブサイトのリンク（子供の携帯電話利用に関す

る保護者向け情報ページへの直接リンクを含む）を記載している。リンク先は次の

とおりである205。 

     

・子供及び家族の安全に関する情報 

 CTIA、Connect Safely、National Center for Missing and Exploited Children（全米失踪・

被搾取児童センター）、Wireless AMBER Alerts（CTIA） 

・個人情報保護に関する情報 

 STOP. THINK. CONNECT、OnGuard Online、FTC、CTIA 

     

     

43 Trend Micro UK 

 

（１）企業概要 

   1988 年にアメリカで設立された。コンピュータ及びインターネット用のセキュリテ

ィ関連製品の開発・販売を行っている206。 

 

（２）取組概要 

  「子供と家族のためのインターネットの安全性（Internet Safety for Kids and Families、

ISKF」に関するウェブサイトの開設及び CSR 活動ウェブサイトにおける同社取り組み

内容を紹介している。 

 

（３）取組詳細207 

  ア 各国における「子供と家族のためのインターネットの安全性（Internet Safety for Kids 

and Families、ISKF）」ページの開設 

    Trend Micro が事業展開している各国の個人ユーザー向けページにおいてインター

ネット安全に関するページを開設している。 

                                                   
204 T-Mobile「プライバシーとセキュリティリソース（Privacy & Security Resources）」： 

http://www.t-mobile.com/Company/PrivacyResources.aspx 基準日：2016 年 3 月 8 日 
205 各組織の概要については参考１を参照。 
206 Trend Micro「会社概要(About us)」： http://www.trendmicro.ie/about/index.html 基準日：2016 年 3 月 8 日 
207 Trend Micro「子供と家族のためのインターネットの安全性（Internet safety for kids and families）」アイル

ランド向けサイト：http://www.trendmicro.ie/home/internet-safety-for-kids/ 基準日：2016 年 3 月 8 日 
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    例えば、アイルランド向けウェブサイト208では、インターネット安全に関するペ

ージ209開設の動機づけについて、「オンライン安全と責任」という項目で以下のとお

り説明している。 

     

インターネットは、ユーザーが安全や個人情報セキュリティについて心配するこ

となく会話し、学び、買い物をし、共有することができる場所であるべきで、ま

た、ユーザーは、オンライン上でやり取りする際には、良き市民であり、責任あ

る決定をすべきであり、そのためにも、自身の振舞いに加えて、共有する情報や

共有相手について賢くあるべきです。 

     

    なお、2016 年３月上旬時点でのアイルランド向けウェブサイト内のインターネッ

ト安全に関するページで紹介している情報は以下のとおりである。 

     

・ユーザーのストーリーに関するコンテスト 

・学校向けインターネット安全普及啓発プログラム（Be-smart プログラム） 

・インターネット安全図書館 

・無料ツール＆サービス 

     

  イ 専門ブログサイト「子供と家族のためのインターネットの安全性（Internet Safety for 

Kids and Families、ISKF）」210の開設 

    子供インターネット安全に関する各テーマに関するブログを運営している。 

    投稿内容は、「親向け」「教員向け」「カテゴリーなし」に分類されているが、各記

事は、「子供達と家族のためのインターネット安全プログラム」設立者 Lynette T. 

Owens 氏が執筆するブログ記事であり、頻繁に更新される。「親向け」「教員向け」「カ

テゴリーなし」全カテゴリー向けに配信されるブログ記事も多い。 

     

  ウ Global Citizenship ページにおける子供インターネット安全に関する取組の紹介211 

    同ページでの報告内容は以下のとおりである。 

     

 インターネット安全への取組目標として教育啓発活動を通じて、責任あるデジ

タル市民の育成を掲げており、「教材・情報ソースの提供等を通じた教育」「外部

組織との提携をはじめとする連携」「製品やサービス改善に関するイノベーショ

                                                   
208 Trend Micro アイルランド向けウェブサイト http://www.trendmicro.ie/ 基準日：2016 年 3 月 1 日。なお、

Trend Micro 社がビジネス展開している地域ごとのウェブサイトごとに、子供のインターネット安全に関す

るページが設けられているようである。 
209「Internet safety for kids and families (ISKF)」http://www.trendmicro.ie/home/internet-safety-for-kids/ 
210 Trend Micro「子供と家族のためのインターネットの安全性（Internet safety for kids and families）」ブログ：

http://internetsafety.trendmicro.com/ 基準日：2016 年 3 月 8 日 
211 Trend Micro「子供と家族のためのインターネットの安全性（Internet safety for kids and families）」：

http://www.trendmicro.com/us/about-us/global-citizenship/internet-safety-kids-families/index.html#what-we-do 基

準日：2016 年 3 月 8 日 
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ン」を軸として活動している。 

 具体的には、Internet Safety Night 支援（ツールキットの提供）、上述の「あなた

のインターネットストーリー」コンテストの開催、Family Online Safety Institute、

Childnet International、教育情報サービス企業 School Family Media や、業界自主規制

機関 Internet Watch Foundation といった各種団体・企業との連携を行っている。「あ

なたのインターネットストーリー」コンテストでは、最高優秀作品・部門別優秀

作品に 500 ユーロから 3,000 ユーロの賞金を授与している212。 

 

 

44 Twitter 

 

（１）企業概要 

   2006 年設立213。「ツイート」と称される 140 文字以内の短文の投稿を共有するウェブ

上の情報サービスである。米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置く

Twitter 社が運営する。Twitter は同社の登録商標である。 

 

（２）取組概要 

  「セーフティセンター」214を設置している。 

 

（３）取組詳細 

  ア セーフティセンターの概要 

    セーフティセンター（Safety Center）は、「ポリシー」「ルールの執行」「保護者の皆

様へのアドバイス」「10 代のユーザーの皆様へのアドバイス」「教員の皆様へのアド

バイス」「ツール」「リソース」から成る。 

    上記のうち、「保護者の皆様へのアドバイス」「10 代のユーザーの皆様へのアドバ

イス」「教員の皆様へのアドバイス」は、「10 代のユーザーを守るために」というカ

テゴリーに含まれる。 

    セーフティセンターのページ構成を以下のとおり図示した。 

     

                                                   
212 Trend Micro「お話は何ですか？（What’s your story？）」：

https://whatsyourstory.trendmicro.ie/details-internet-safety-competition/ 基準日：2016 年 3 月 8 日 
213 Twitter「Twitter のマイルストーン」：https://about.twitter.com/ja/company/press/milestones 基準日：2016

年 3 月 7 日 
214 Twitter「セーフティセンター（Safety Center）」：https://about.twitter.com/safety 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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   ①「ポリシー」ページ 

    「ポリシー」ページの概要は次のとおりである。 

     基本方針として、グローバルなコミュニケーションプラットフォームである

Twitter が、さまざまな意見、概念、観点を持つユーザーが利用する場となってお

り、ユーザーたちの意見をできるかぎり尊重することが、Twitter の責務であると

している。 

     そして、ユーザーから報告された問題はポリシー運用担当部署に送られ、調査

の結果、Twitter ルールに違反していると認められた場合は、対象アカウントに対

する適切な対処が行われる、と説明している。スパム行為などの一部の違反につ

いては、調査負担軽減のため、警告の自動送付やアカウント削除といった対応を

行う、としている。 

     また、以下の各行為・事態に対する Twitter の運用ポリシーの詳細についての個

別説明ページが設置されている。説明項目は以下のとおりである。 

      

・脅迫行為、攻撃的な行為、嫌がらせ 

・自傷行為 

・個人情報 

・なりすまし 
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・パロディ、コメンタリー、ファンアカウントに関するポリシー 

・スパム 

・危険な状況にある場合 

       

   ②「ルールの執行」ページ 

     すべてのユーザーに安全な空間を提供することが、Twitter にとって重要な目的

の１つであると説明し、Twitter のルールは、「サービス利用規約」と「Twitter ルー

ル」によって規定されている、と述べている。ルール違反の報告を受け取った場

合、Twitter は自動と手動の両方の手段によって関係者に連絡し、調査を行い、必

要な措置を講じる、と説明している。 

     Twitter によるルールの取扱い方法として挙げられているのは以下の項目である。 

      

・Twitter によるアカウントの保護 

・ユーザーからの報告の処理 

・攻撃的な行為に対する対応 

      

     また、Twitter への報告方法についても記載がある。 

      

   ③「保護者の皆様へのアドバイス」ページ 

    「子供達と Twitter の使い方について話し合うことが重要」とした上で、次のアド

バイスを記載している。 

     インターネットは素晴らしい情報源であるが、面倒や問題が発生するというこ

とを子供が認識する必要がある、とした上で、「Twitter とは何か」「オンライン上

で子供の安全を守るには」といった保護者の疑問に応えるため、オンライン上で

発生するさまざまな問題や状況をまとめた、と説明している。そして、こうした

情報を、保護者へのアドバイスとして、また、保護者から子供達へのアドバイス

として活用することを推奨している。 

     基本的な事項についての下記の説明項目が設けられている。 

      

・Twitter とは 

・Twitter が公共の場であることを忘れない 

・アカウントを安全に保つ 

・オンライン上で身を守ることについてお子様と話し合う 

      

     また、Twitter への報告方法についても記載がある。 

     問題への対処法に関しては次の項目が設けられている。 

      

・ブロックして無視する 
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・違反を報告する 

・関係者と協力する 

      

     また、ここでも Twitter への報告方法についての記載がある 

      

   ④「10 代のユーザーの皆様へのアドバイス」ページ 

     Twitter が 10 代ユーザーにとって、とても楽しく刺激的な空間であり、楽しい体

験は Twitter を安全に使って初めて実現する、と伝えている。 

     また、Twitter の使用環境をコントロールするための、プライバシーとセキュリ

ティの設定に関する以下の項目について詳しく説明している。 

       

・設定を適切にする 

‐Twitter の設定をコントロールする方法 

‐公開ツイートと非公開ツイートについて  

‐安全にツイートするための基本情報 

・十分に考えてから共有する 

‐Twitter の設定は適切ですか？ 

‐その情報は共有しても問題ありませんか？  

‐なぜ共有には注意が必要なのでしょうか？  

‐自分の個人情報が公開されている場合は、どうすればよいでしょうか？ 

・いじめと嫌がらせ 

‐コミュニケーションの鉄則を守りましょう。 

‐ツイートが行われた背景や状況を考慮しましょう。 

‐他人の意見を尊重しましょう。 

‐他のアカウントのミュート。 

‐他のアカウントのブロック。 

      

     さらに、上記の Twitter 固有のアドバイス以外のいじめに関する一般的な知識と

対処方法についても以下のとおり紹介している。 

      

・いじめている側は、通常、いじめを自覚していません。 

・オンラインでのいじめの多くは、現実世界と本質的に同じです。 

・安全な空間づくりに協力しましょう。 

・専門家に相談しましょう。 

      

     また、Twitter への報告方法についても記載がある 

     なお、10 代ユーザー向けの説明は、保護者向け・教員向け説明に比べて、より

具体的な操作方法に関するものが多い。 

      

   ⑤「教員の皆様へのアドバイス」ページ 
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     教員は、オンライン上で身を守ることに関するアドバイスや有益な情報を、独

自の立場で生徒に伝えることができる、とした上で、オンライン上で発生するさ

まざまな問題や状況をまとめたので、これらの情報を、教員から生徒に対するア

ドバイスとして活用するよう伝えている。 

     説明事項としては、以下の項目が設けられている。 

      

・Twitter とは 

・Twitter が公共の場であることを忘れない 

・アカウントを安全に保つ 

・生徒と対話する 

・プライベートの範囲を定義する 

・十分に考えてからツイートする 

・背景や状況を考慮する 

      

     そして、上記問題に対する対処法に関しても以下の項目が設けられている。 

      

・ブロックして無視する 

・違反を報告する 

・関係者と協力する 

      

     また、Twitter への報告方法についても記載がある 

      

   ⑥「ツール」ページ 

    「ツール」ページで記載されている情報の概要は次のとおりである。 

     Twitter は、オープンで誰でもアクセスできるコミュニケーションプラットフォ

ームを維持し、ユーザーにとって安全な環境を提供する責任を負っている、述べ

ており、アカウントを安全に保ち、設定を理解し、Twitter の使用環境をコントロ

ールする方法について説明している。 

     安全利用に関する具体的な方法としては、以下の項目が挙げられている。 

      

・アカウントを安全に保つ 

・他のユーザーに公開される情報を管理する 

・表示される情報を管理する 

・Twitter ルールに違反しているアカウントの報告 

      

     また、Twitter への報告方法についても記載がある。 

      

   ⑦「リソース」ページ 

    「リソース」ページでは、ユーザーのために安全で楽しい環境を確立することは



第２部 第１章 文献調査 

85 

Twitter の不変の使命であり、Twitter は多様な組織に属する実務の専門家と協力し

ていることについて説明している。また、これによって、プラットフォームに搭

載された安全確保のメカニズムに関するフィードバックを継続的に得るとともに、

状況の変化に迅速に対応することができる、としている。 

     具体的な情報としては、「メンタルヘルス」「オンラインでの安全全般」「お子様

の保護」「攻撃的な発言」という４分野における各国の Twitter のパートナーを紹介

している。 

     また、Twitter への報告方法についても記載がある。 

 

 

45 U.S. Cellular 

 

（１）企業概要 

   1983 年設立。シカゴを拠点とする、全米第 5 位の携帯電話事業者である。2014 年の

売上高は約 39.9 億ドル、加入者数は、約 480 万215いる。 

 

（２）取組概要 

   子供の携帯電話利用に伴う親子間ルールフォーマットの提供や、スマートフォン向

けペアレンタルコントロールアプリの有償提供を行っている。 

 

（３）取組詳細 

  ア 子供の携帯電話利用に伴う親子間ルールフォーマット（Better Moments  

Parent-Child Agreement）216 

    同社は 2013 年に実施したオンライン調査「Better Moments Survey）の結果を受け、

各家庭でより楽しく携帯電話を使うための新サービス提供を開始した217。 

    子供の携帯電話利用時のルール「携帯・インターネット安全やエチケットに関す

るルール）といったの雛形が親子間契約フォーマットとして提供されている。 

     

  イ 有償ペアレンタルコントロールアプリケーション 

                                                   
215 U.S. Cellular「会社概要（About us）」：http://www.uscellular.com/about/index.html 基準日：2016 年 3 月 8

日 
216 U.S. Cellular「親と子供の約束でより良い時間を（Better Moments Parent-Child Agreement）」：

http://www.childphoneagreement.com/ 基準日：2016 年 3 月 8 日 
217 調査は 2013 年 4 月に実施され、回答者数 527。また同年にはユーザーによる Better Moments Advisory 

Board も設けられ、携帯電話利用についてのミーティングや情報共有活動を行い、同社フェイスブック等で

情報発信された。 

U.S. Cellular「プレスルーム（Press Room）」：

http://www.uscellular.com/about/press-room/2013/USCellular-Survey-Reveals-Better-Moments-via-Mobile-Devices.

html 基準日：2016 年 3 月 8 日 
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    上述のオンライン調査（Better Moments Survey）の結果に基づき、スマートフォン

向けのペアレンタルコントロール製品の提供を開始した。同アプリケーションは外

部開発者によって提供されているが、U.S.Cellular のウェブサイト上では、アプリケ

ーション開発者による個人情報保護方針が公表されている218。 

 

 

46 Verizon 

 

（１）企業概要 

   2000 年設立（ベル・アトランティックとしての設立は 1983 年）。本社所在地は米国

ニューヨーク州。電気通信事業者として、ワイヤレス、固定通信、音声、インターネ

ット、IT サービス/データセンター、セキュリティサービスを展開している。2013 年度

の売上は、1,206 億米ドルで従業員数は、17 万 6,800 人である。 

    

（２）取組概要 

   CSR 活動紹介ページにおいてインターネット安全に関する情報提供を行っている。 

   また、製品サポートページでもペアレンタルコントロールに関する情報提供を行っ

ている。 

    

（３）取組詳細 

  ア CSR 活動紹介ページにおける情報提供219 

    同社「Responsibility」ページにおいて、CTIA、Common Sense Media 等業界団体等

の提供する情報、ペアレンタルコントロールソフト等同社製品の紹介、ネットいじ

めに関する動画といった、子供のインターネット安全に関する各種情報を提供して

いる。 

     

  イ 製品サポートページでのペアレンタルコントロール関連情報提供220 

    インターネットは生徒・学生や若者に対して無限の可能性をもたらすことを認め

                                                   
218 U.S. Cellular「家族を保護するためのプライバシーステートメント（Family Protector Privacy Statement）」：

http://www.uscellular.com/protector-series/family-protector-privacy-policy.html 基準日：2016 年 3 月 8 日 
219 Verizon「製品責任（Product Responsibility ）」：

http://www.verizon.com/about/responsibility/product/online-safety 基準日：2016 年 3 月 7 日 

またこれら活動は同社 CSR レポートにも記載されている。 

Verizon「2014 年度版 企業責任サプリメント（2014 CORPORATE RESPONSIBILITY SUPPLEMENT）」： 

http://www.verizon.com/about/sites/default/files/annual/downloads/2014_Verizon_Corporate_Social_Responsibility_

Report.pdf 基準日：2016 年 3 月 7 日 
220 Verizon「子供のオンライン上での安全（Keeping your children safe online ）」：

https://www.verizon.com/support/residential/internet/fiosinternet/general+support/security/questionsone/97891.htm 

基準日：2016 年 3 月 7 日 
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る一方で、子供達にとって不適切コンテンツも提供しているとし、たとえ子供がそ

のようなコンテンツを能動的に探さなかったとしても、偶発的にアクセスしたり、

ポップアップ広告の中で表示されたり、あるいは、ファイル共有経由で目にしたり

する可能性があることを指摘している。 

    これに対する具体的解決策としては、ペアレンタル・コントロール・ソフトウェ

アを確実にインストールし、使用し、定期更新することが重要であるとしている。  

    市場に出回っているペアレンタル・コントロール・ソフトウェアには多数の種類

があるが、何よりもまず、ペアレンタル・コントロール・ソフトウェアは、ユーザ

ーの管理を可能にし、ユーザー自身が快適と感じられるウェブアクセスのレベルの

選択を可能にする、としている。 

    その上で、同社は下記の各種サイトを確認するよう推奨している。これらウェブ

サイトではペアレンタル・コントロール・ソフトウェアの詳細情報やユーザーが自

分自身及び家族をオンライン上で守るための方法について知識を得ることができる。 

     

・GetNetWise (www.getnetwise.org) 221 

・Wired Safety (www.wiredsafety.org)  

・National Center for Missing and Exploited Children (www.cybertipline.org) 

     

    なお、Responsibility ページでは、アンチウイルス、アンチスパイウェアプログラ 

ム、ファイアーウォールソフトウェア、ポップアップ広告ブロッカー、ペアレンタ

ルコントロール等の自社製品についても紹介している。 

 

 

47 Vodafone 

 

（１）企業概要 

   1984 年設立222。イギリスに本社を置く世界最大の多国籍携帯電話事業会社である。

2006 年 6 月における市場価値は 1,340 億ドルに達している。Vodafone は現在 26 か国に

子会社があり、33 か国以上にパートナーネットワークが存在する。「デジタルペアレン

ティング」の印刷版の 2014 年発行部数は、イギリス国内で 40,000 部だった。 

 

（２）取組概要 

                                                   
221 これらの組織概要については参考１を参照。 
222 英国の軍需機器製造企業 Racal Electronics の子会社 Racal Strategic Radio Ltd として 1984 年に設立され、

1985 年に Vodafone ブランドで携帯電話事業を開始。1991 年に Vodafone グループとして独立した。 

Vodafone「コミュニケーションの統一（Unifying communications ）」：

http://www.vodafone.com/content/annualreport/annualreport15/assets/pdf/full_annual_report_2015.pdf 基準日：

2016 年 3 月 7 日 
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   安全なインターネット利用に関する情報ページを開設し、「デジタルペアレンティン

グ」「共通業界アプローチの促進」等の関連各種情報を提供している。 

 

（３）取組詳細 

  ア 子供のオンライン安全に対するアプローチ223子供 

    Vodafone は、子供達が不適切コンテンツから保護され、子供達にとってのオンラ

イン活動がより安全なものとすべくインターネットに接触できるよう、親を支援す

ると述べている。 

    また、新しい技術についての理解と安全な利用方法についての助言を保護者向け

に提供している。 

     

  イ 問題意識 

    特定年齢児童用にレイティングされたゲーム、ギャンブル、性的情報、ソーシャ

ルネットワーキングサイトなど、インターネット経由でアクセスできるコンテンツ

やサービスのいくつかは、若者ユーザーにとっては不適切であり、また、子供達は、

見知らぬ人とのチャット時やソーシャルネットワーキングサイトや位置情報サービ

スの使用時に個人情報を公表することに関する潜在的なリスクやオンライン被害に

遭った場合にすべきことについて理解する必要がある、と述べている。 

    そして、多くの親にとって、上記のリスクから子供達を保護することは困難であ

るものの、取り組むべき課題であるとしている。 

    一般的には、親達は子供達よりも新技術について理解しておらず、自分の子供達

のオンライン安全を支援する方法について詳細な説明を受けた上で行動する必要を

説いている。 

     

  ウ 各論についての説明 

    各論については、①「デジタルペアレンティング」②「業界共通アプローチの促

進」③「違法コンテンツのブロッキング」それぞれについて説明している。 

     

   ①「デジタルペアレンティング」についての説明 

     デジタルペアレンティング（Digital Parenting）のウェブサイトでは、不適切コン

テンツやソーシャルメディアサイトのリスクから子供達を保護するための情報を

提供している。雑誌版・アプリケーション版では、ペアレンタルコントロール等

に関する専門家の見解も紹介している。 

                                                   
223 Vodafone「オンラインでの子供の安全（Child safety online ）」：

https://www.vodafone.com/content/sustainabilityreport/2014/index/operating_responsibly/child_safety_online.html 

基準日：2016 年 3 月 7 日 
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     2013 年版の雑誌版・アプリケーション版では、子供インターネット安全に関す

る祖父母向け助言やデジタルプライバシーや性的グルーミングに関する専門家の

見解を含んでいる。 

     2013/14 年に、Moshi モンスター開発クリエイターと共同でデザインした、無料

インターネット安全カード「ウェブスーパースキル」は、幼い子供達にオンライ

ン安全についての良い習慣を教えるために開発された。 

     

   ②「業界共通アプローチの促進」についての説明 

     子供のオンライン安全活動では、機器メーカー、アプリケーション提供事業者、

コンテンツ提供事業者などを含む、ICT 業界横断的・統合的アプローチが求められ

るとし、安全なブラウジングやアプリケーション利用促進のため、他機関と密接

に連携していると説明している。 

     そして、以下の機関との協同取組の概要について説明している。 

     

・Internet Watch Foundation (IWF) ※詳細については後述 

・ICT Coalition for a Safer Internet for Children and Young People 

・European Commission’s CEO Coalition on Child Safety Online 

・Board of the UK Council for Child Internet Safety 

・Family Online Safety Institute 

     

   ③「違法コンテンツのブロッキング」についての説明 

     インターネットは、18 歳未満の子供にとってふさわしくない情報を大量に含ん

でおり、インターネット上でアクセス可能な情報のうち、とりわけ児童性的虐待

に関するコンテンツは、他の多くの国においても違法であると説明している。 

     Vodafone は、インターネット上からこれらのコンテンツを削除するため、でき

うる限りのことを行い、違法コンテンツが自社サーバーで発見された場合には、

捜査において法執行機関と協力し、違法コンテンツを削除または適切に処理する

ことを保証する「ノーティス・アンド・テイクダウン」という措置を講じている、

と説明している。 

     加えて、インターネット監視財団（the Internet Watch Foundation、IWF）のメンバ

ーとして、IWF が提供するブラックリストを使用し、児童性的虐待コンテンツを

ホストするウェブページへのアクセスをブロックするため、自社ネットワーク向

けフィルターを保持していると説明している。ブロッキングのためのリストの使

用が違法であるオランダとドイツ以外の EU 市場においても同様の取組を実施し

ていると述べている。 

     その他、事業展開していない地域における対応のための提携関係についても説

明している。  
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48 WebRoot 

 

（１）企業概要224 

   1997 年設立。消費者向け・法人向けのクラウドベース、リアルタイムのインターネ

ット脅威検知システム開発会社で、700 万人以上の消費者、150 万社以上の法人ユーザ

ー、130 万人以上の携帯ユーザーが、同社のサービスを利用している。 

    

（２）取組概要 

   自社の調査結果に基づくガイド等、各種情報の公表を行っている。 

    

（３）取組詳細225 

  ア 自社の調査結果に基づくガイド情報 

    保護者向けに子供のインターネット安全情報「Parent’s Guide to Online Safety」や、

非営利組織の提供する関連情報「子供がネットいじめの加害者に。どうしたら良い

か？」226等を提供している。 

     

  イ「Parent’s Guide to Online Safety」の概要 

    以下は保護者向け情報「Parent’s Guide to Online Safety」の概要である。 

    米国の家庭におけるインターネット普及に伴い、子供達のインターネット利用開

始年齢が早まってきており、子供は娯楽、ゲーム、交流、宿題に至るまであらゆる

情報をインターネットから得るようになってきている。 

    また、子供は年齢を重ねるにつれて、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の利用も開始する。 

    子供がオンライン活動を深めるにつれて、オンライン犯罪者（online predator）か

らの被害にあうリスクが高まり、また保護者自身のコンピュータやプライバシーに

リスクが及ぶ恐れも生じる。 

    保護者がオンラインリスクについてのさまざまな知識を得ることで、子供達の安

全を守ることができる。 

    Webroot は、親と子供達の間の認識の違いや子供達のオンライン実情について調査

                                                   
224 Webroot「会社概要（Company Profile）」：http://www.webroot.com/gb/en/company/about/ 基準日：2016 年

3 月 7 日 
225 Webroot「オンライン上の安全のための親へのガイド（A Parent's Guide to Online Safety ）」：

http://www.webroot.com/us/en/home/resources/articles/digital-family-life/malware-kids-online 基準日：2016 年 3

月 7 日 
226 Webroot「私の子供がネットいじめをしている、私はどうしましょう？（My Child is a Cyberbully, What Do 

I Do?？」：

http://www.webroot.com/us/en/home/resources/tips/cyberbullying-online-predators/safety-my-child-is-a-cyberbully-

what-do-i-do 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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を行った。 

     

  ウ「インターネット安全を改善するために親が子供に教えられること」の概要 

   「インターネット安全を改善するために親が子供に教えられること」というチップ

スでは、「親の監督なしでの子供のオンライン活動を認めるに当たっては、親子間で

同意できる規則を決めておくべきである」としている。 

    さらに、「何から始めたらいいのかわからない場合、安全なインターネット利用に

ついて教えるため、子供と話すべき事柄として次を挙げている。 

  

・インターネット上での経験を親と共有するよう子供に促す。インターネットを子供と

一緒に楽しむ。 

・子供に自分の本能を信じるよう教える。もしオンライン上で何か心配になることがあ

ればそれを親に伝えるよう、子供に言い聞かせる。 

・名前など個人情報を入力してログインするような行動、例えばチャットルーム、イン

スタントメッセージ、オンラインビデオゲーム利用を子供が行う場合、ログインネー

ムの設定に手を貸してやり、そのログインネームが子供の個人情報を明かすものでな

いことを確認する。 

・子供が自分の住所、電話番号、通学先や遊ぶ場所等を含む個人情報について公表しな

いよう求める。 

・オンライン上でも実生活でも「やって良いこと」「やってはいけないこと」は同じだと

子供に教える。 

・オンライン上での他者の尊重方法について子供達に示す。良い振舞いの規準は、自分

がコンピュータを使っているからという理由だけで変わるものではない、ということ

を子供に理解させる。 

・子供が他者のオンライン上の所有物を尊重するよう求めるべきである。 

他者の作品（音楽、ビデオゲーム等）を不正に複製することは、実店舗からそれらを

盗むことと同じである、と子供に説明する。 

・オンライン上の友人には直接会うべきではない、と子供に教える。オンライン上の友

人の身元は、彼らがそうだと言っている内容とは異なるかもしれない、ということを

説明する。 

・オンライン上で読んだり見たりする情報すべてが真実であるとは限らないと子供に教

える。彼らが情報の内容について確信を持てない時は親に尋ねるよう促す。 
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49 WhatsApp 

 

（１）企業概要 

   2009 年設立。WhatsApp Inc.は、リアルタイムでのメッセージ交換が可能な世界最大

のスマートフォン向けインスタントメッセンジャーアプリケーション WhatsApp を提

供する米国企業である。 

   App＆Play ストアからダウンロードして入手可能なアプリケーションの月間ユーザ

ー数は、平均８億人である227。 

   2014 年２月、Facebook が 190 億ドルで買収した。 

    

（２）取組概要 

   非営利組織ウェブサイトにおいて、年齢制限・動作・操作方法の説明等の安全な利

用方法に関するガイドを提供している。 

    

（３）取組詳細 

  ア 安全な利用方法についてのガイド 

    子供のオンライン安全について親の援助を行う独立系 NPO 法人 InternetMatters の

サイト上で WhatsApp の安全な利用方法についての親向けガイドを発表（2015 年８

月）している228。 

    以下はその概要である。 

     

・年齢制限についての説明229 

 サービスを利用するための最低年齢要件は 16 歳であるとしている。 

・WhatsApp の動作についての説明 

 WhatsApp を使えば、子供はインスタントメッセージを、子供の WhatsApp アカウン

トに追加された連絡先に対してのみ送ることができる。 

 WhatsApp のアカウントを持っている人のみが、WhatsApp アプリケーション経由で

メッセージの送受信をすることができる。メッセージは１対１またはグループ会話

内で送られる。 

 メッセージの送受信や閲覧が行われた場合、WhatsApp から送り主に対して通知が

                                                   
227 Financial Times http://www.ft.com/intl/cms/s/2/30fd99a2-0c60-11e1-88c6-・

00144feabdc0.html#axzz1dhmHOExG 

Internet matters「WhatsApp の安全性：両親のためのガイド（WhatsApp safety: a how to guide for parents）」：

http://www.internetmatters.org/hub/guidance/whatsapp-safety-a-how-to-guide-for-parents/ 基準日：2016 年 3 月 7

日 
228 Internet matters「WhatsApp の安全性：両親のためのガイド（WhatsApp safety: a how to guide for parents）」：

http://www.internetmatters.org/hub/guidance/whatsapp-safety-a-how-to-guide-for-parents/ 基準日：2016 年 3 月 7

日 
229 WhatsApp のプライバシーポリシーページには、同社サービスは 16 歳未満を想定して提供されるもので

あり、16 歳未満の子供の個人情報等の収集は行わない旨記載されている。WhatsApp 「WhatsApp 法的情

報」：https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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送られる。 

・具体的な操作方法 

 プライバシー情報の管理、ロケーション情報のタグ付け、ユーザーの削除またはブ

ロック、スパム情報の報告などについて、画像を用いて具体的な操作方法の詳細に

ついて説明されている。 

     

     

    WhatsApp サイト上には、下図のとおり、操作手順についての説明がある。 
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    また、WhatsApp サイト上には、下図のとおり、個人情報管理方法や共有可能な情

報についての説明がある。 
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    さらに、WhatsApp サイト上には、下図のとおり、特定ユーザーの削除・ブロック

方法やスパム報告方法についての説明がある。 
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50 Yahoo! 

    

（１）企業概要 

   1994 年設立。Yahoo! Inc.は米国のインターネット関連サービス提供企業で、検索エン

ジンをはじめとしたポータルサイトの運営を主力事業としている。スタンフォード大

学の楊致遠とデビッド・ファイロによってウェブディレクトリとして始められた。 

    

（２）取組概要 

  「安全センター（Safety Center）230」ページを設置し、「プライバシーと身元情報」「セ

キュリティ」「家族向け情報」「安全ガイド」「最新ニュース」「リソース」について情

報を提供している。 

    

（３）取組詳細 

  ア「安全センター」ページの概要 

   「プライバシーと個人情報」「セキュリティ」「家族向け情報」「安全利用ガイド」の

各項目では、それぞれのテーマに関する情報を提供している。 

    各テーマで取り上げている内容は、次のとおりである。 

     

【プライバシーと個人情報】 

・位置情報サービス安全についての情報 

・リベンジポルノとは？ 

・パスワードのヒント 

・プライバシーを保護する 

・Yahoo!のプライバシーツール 

・子供の個人情報を保護する 

・Yahoo ID と別名 

     

【セキュリティ】 

・Yahoo!セキュリティリソース 

・プライバシーを保護する 

・共有コンピュータの利用時 

・パブリック・ネットワークの利用時 

・PC を保護する 

・トップセキュリティ情報 

・個人情報盗難をどのようにして防ぐか？ 

・コンピュータのバックアップを取る必要があるか？ 

・フィッシング詐欺被害にあった場合 

・ポップアップ、ウイルス、アドウェア、スパイウェアを駆除する 

・Yahoo!のセキュリティ課題を報告する 

                                                   
230 Yahoo!「安全センター（Safety Center）」：https://safety.yahoo.com/index.htm 基準日：2016 年 3 月 7 日 
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・パスワードのヒント 

・フィッシングサイト・メールの見分け方 

     

【家族向け情報】 

・親のためのソーシャル安全情報 

・安全に情報共有するためのヒント 

・ネットいじめについて親が抱く５つの質問 

・ティーンエイジャーによる携帯利用上の安全 

・インターネット安全の基本及び子供とのインターネット安全についての会

話の第一歩 

・ネットいじめ：子供、ティーンエイジャー向けの助言 

・良いネット評価を確立する 

     

【安全利用ガイド】 

・ヤフー・アンサーズ 

・フリッカー（画像投稿コミュニティサイト） 

・ヤフー・ゲームス 

・ヤフー・グループス 

・ヤフー・メール 

・コメント投稿可能な各種ヤフーサイト 

・ヤフー・メッセンジャー 

・ヤフー検索 

・ヤフー・スポーツ 

・ヤフー・ライブテキスト（無声ライブ動画テキストメッセージアプリ 

     

    また、「安全センター」内には「最新ニュース」ページも設けられている。「最新

ニュース」ページには、Yahoo!の担当分野コラムニストやインターネット安全関連機

関が投稿する記事が掲載されている。これらの記事は頻繁に更新されるものと考え

られる。 

 

 

51 YouTube 

 

（１）企業概要231 

   2005 年設立。米国の動画共有ウェブサイトで、2006 年に Google が買収し、現在は

Google の完全子会社である。 

    

（２）取組概要 

                                                   
231 YouTube「会社概要（About YouTube）」： https://www.youtube.com/yt/about/ 基準日：2016 年 3 月 8 日 

Google 「Google は、16 億 5000 万のドルで YouTube を買収した（Google To Acquire YouTube for $1.65 Billion 

in Stock）」：http://googlepress.blogspot.jp/2006/10/google-to-acquire-youtube-for-165_09.html 基準日：2016 年 3

月 8 日 
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   同社ウェブサイト上のインターネット安全・個人情報保護に関するページにおいて

情報提供を行っている。 

    

（３）取組詳細 

  ア「Safety Center」ページにおける情報提供232 

    個人情報保護の基本事項、閲覧制限の設定方法や、対象者別（10 代、保護者、教

育者向け）の情報提供を行っている。また、教育者向けオンライン研修プログラム

へのリンク（グーグルの教育ツール提供ウェブサイトへのリンクで、インターネッ

ト安全に関する内容を含む233）が紹介されている。 

     

  イ「Child endangerment」ページにおける注意喚起234 

    同社ポリシーセンターページ内に設けられた「Child endangerment」において、未

成年の関わる性的表現コンテンツについての同社方針（当該コンテンツの投稿やそ

れらに対するコメントの禁止、投稿者のアカウント停止）が示され、利用者に対し

ては当該コンテンツ発見の際には報告するよう要請を行っている。 

 

                                                   
232 Youtube「安全センター（Safety Center）」： 

https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=en&ref_topic=2676378 基準日：2016 年 3 月 8 日 
233 Google「Google の教育（Google for Education）」：https://www.google.com/intl/en/edu/training/ 
234 https://support.google.com/youtube/answer/2801999?hl=en&ref_topic=2803176 基準日：2016 年 3 月 8 日 


