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＜携帯型＞ ＜据置型＞ 

PlayStation®Portable 

PlayStation®Vita 

2014年2月22日発売予定 
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１. 製品と機能 

         
動画：他の機器で録画した番組を転送して見る など 
音楽：メモリーカード/HDに保存した音楽データの再生 など 
写真：メモリーカード/HDにある静止画データを見る など 
ネットワーク：コンテンツのダウンロードやネットワーク対戦、メッセージなど 

PlayStation®シリーズ 

PlayStation®3 

PlayStation®４ 

ゲームを遊んで楽しむ以外の機能 

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 
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２. ネットワーク接続と青少年保護の仕組み   

インターネット 
インターネット 

（フィルタリング付） 

PSN  
ゲーム、ビデオのダウンロード 

 ・オンラインゲーム 

PSN （制限付） 
    年齢別レーティングに従った 

ペアレンタルコントロール 

17歳以下  

サブアカウントの設定権 
 ・ショッピングストアの表示制限 
 ・チャット利用制限 
 ・ショッピング利用限度額設定 
 ・サブアカウントのパスワード設定 

Pass Word 

ブラウザー セキュリティ 
（フィルタリングサービス利用） 

トレンドマイクロ  

¥1,980/年 

PlayStation®Vitaの場合 

セキュリティON セキュリティOFF 

18歳以上 （自己申告）  

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 

オープンネットワーク クローズドネットワーク 

ブラウザー起動 

ブラウザー起動設定 アカウント取得 

マスターアカウント登録 
（初回のみ） 

サブアカウント登録 
（保護者がマスターアカウントで設定）  

PlayStation®製品 



 ブラウザーの利用制限が設定できる 
 設定するときに「パスコード」の入力が必要となる 
 「ペアレンタルコントロール」 → 「パスコード」 → 「機能」 → 「ブラウザー」と選択し設定 
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３．オープンネットワークの青少年保護の仕組み / ブラウザー 
 

 「PlayStation®Vitaの場合」 

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 
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フィルタリングソフト（有料） 
 未成年者に悪い影響を与えるアダルト/成人向け、カルト/オカルト、ギャンブル、違法行為、違法薬物、酒/タバコ、 
  武器/軍事、暴力/差別などに関する有害情報Webサイトを判定し、表示をブロックします。 
 

 PlayStation®Vita用 
 「トレンドマイクロ キッズセーフティ for PlayStation®Vita」（トレンドマイクロ株式会社）年額1980円 
 

 PSP®用 
 「トレンドマイクロキッズセーフティ for PSP®」（トレンドマイクロ株式会社）年額1980円 
 「i-フィルター for PSP®」 （デジタルアーツ株式会社）月額315円 
 

 PlayStation®3用 
 「トレンドマイクロ キッズセーフティ for PS3®」（トレンドマイクロ株式会社）年額1980円 
 「i-フィルター for PS3®」 （デジタルアーツ株式会社）月額315円 
 

 

３．オープンネットワークの青少年保護の仕組み /  
                            フィルタリングソフト 
    

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 



 PSNSM 
 登録会員が楽しむことができる専用サービス 
  PlayStation®Vita・ PSP®・ PS3®・PS4®で利用できる、 
   ゲームやデジタルメディア、オンラインコミュニケーションの楽しみ方を広げる 
   ネットワークサービス 
  具体的には…… 

 PlayStation®Store（ゲーム・ビデオ等取り扱うオンラインストア）の利用 
 PSNSM対応ソフトにおける、協力プレイ・対戦プレイなど 

7 

４．クローズドネットワークの青少年保護の仕組み  / PSNSM 

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 



■「サブアカウント」によるお子様の利用制限 
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４．クローズドネットワークの青少年保護 の仕組み  
                       / サブアカウント利用で制限 
   

 PSNSM のサービスは、「マスターアカウント」設定により18歳以上（自己申告）の方が利用できます。 
 

 17歳以下の方は、「サブアカウント」で利用することができます。 
 

 保護者が「マスターアカウント」となり、お子様の「サブアカウント」の作成をすることで、 
  お子様のPSNSM利用の許可/禁止の設定が可能となります。 
 

 「アカウント」は、ネットワークに接続されたPlayStation®の各ゲーム機、またはパソコンから設定ができます。 
 

   ○ マスターアカウント作成に必要なもの（18歳以上)  
      ・Eメールアドレス(携帯電話以外のもの) 
 

   ○ サブアカウント作成に必要なもの  (17歳以下)  
      ・「マスターアカウント」 
      ・Eメールアドレス(携帯電話以外のもの） 
       ＊12歳以下の場合はパソコンでの作業が必要になります。 
 

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 



■「サブアカウント」のコントロール 
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４．クローズドネットワークの青少年保護 の仕組み  
                       / サブアカウント利用で制限する 
   
制限機能 設定内容 

チャット ・PSNSMのコミュニケーション機能の利用を許可する/しないを設定できます。 
・「許可しない」に設定することで、次の機能の利用を制限できます。 
  ゲームのチャットへの参加/アクティビティの使用/SNSへの情報公開 

月額利用限度額 ・「サブアカウント」が利用できるウォレットの月額上限を設定できます。 
 ￥0、¥1000、¥2000、¥3000、¥5,000、¥10,000、20,000 
・「サブアカウント」によるお買い物は、「マスターアカウント」のウオレットからのお支払いとなります。 
・ウオレットにお金をチャージできるのは、「マスターアカウント」のみです。 
・チャージは、クレジットカードおよびPSNカード等により可能となります。 

サブアカウントのパスワード設定 ・「サブアカウント」のパスワードを設定できます。 
PlayStation®Storeで表示 
 

・「サブアカウント」作成時に入力する生年月日で、自動的に年齢に合ったコンテンツのみ表示がされます。 

＊ウオレットとは、PSNSMのオンラインショップPlayStation®Storeなどで利用するオンライン上のお財布です。 

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 
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４．クローズドネットワークの青少年保護 の仕組み  
                       / サブアカウントのコントロール 
   

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 

■ 利用限度額（月額）設定による購入制限 

「マスターアカウント」のウオレットに購入相当の残金があっても、月額の利用設定金額を超えた場合には購入はできません。 

購入できません。 
利用限度額(月額)を超えています。 
 
利用限度額(月額)  ××円 
利用額 :  ×× 円 
 
 



５．その他の取り組み（保護者向け説明）   

■ ホームページ    
           http://pscom.jp/safety     
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  同梱チラシ 
 PlayStation®各製品に同梱し、本年12月より順次開始 

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 



５. その他の取り組み（保護者向け注意喚起）      

12 

初期起動時画面 「保護者の方へ」の注意喚起表示 

 
 

製品パッケージでの注意喚起 

 
 

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 

保護者の方へ： 
お子様がPS Vitaで遊ぶ時間やご利用になられる機能を制限できるアプリケーション
があります。 
ホーム画面が表示されたら、「ペアレンタルコントロール」をタップしてください。 
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５. その他の取り組み（啓発活動） 

  内容 

子どもにとって身近な「ゲーム」を題材に授業プログラムを開発し、
全国の小・中・高等学校で訪問授業を実施 

 目的 
青少年の健全育成とゲーム(機器/産業）の理解 

 授業テーマ 
メディアリテラシー、キャリア教育、 算数/数学/理科/英語  

 実施回数 
13年度：22回（予定/現在継続中） 
12年度：36回、11年度：29回、10年度：32回、 
09年度：27回、08年度：25回、07年度：15回、 
06年度：7回、 

■ 青少年向け/授業プログラムの開発と訪問授業の実施 ■ 保護者向け、メディア指導員向け/研修会での講演活動 

 内容 
  「フィルタリング普及啓発セミナー」（経済産業省委託事業） 
  「メディアリテラシー講座」（ＮＰＯ法人企業教育研究会）での  
  ゲーム機のペアレンタルコントロール機能説明 
 目的 

ゲーム機の青少年保護の仕組みの理解と活用の促進 
 実施回数 

１３年度：５回（予定/継続中）  
  

2013 Sony Computer Entertainment Inc. (C) All right reserved 
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