


近年、スマートフォンの普及もあって、インターネットを経由したサービスはます

ます便利で身近なものとなっています。その代表的な例が Twitter、Facebook、

YouTube、LINE、Instagram などのソーシャルメディアであり、便利なコミュニケーション

ツールとしてみなさんの生活にも浸透しています。

しかし、手軽に情報発信ができるソーシャルメディアは、時として思わぬトラブル

を招く事があります。残念ながら、ソーシャルメディアでのトラブルで、自分自身

や友人の将来に悪い影響を及ぼしてしまうケースが多々発生してしまっていること

も事実です。

以下の項目は、ソーシャルメディアを利用する際に注意すべきマナーについて、

産業能率大学の学生向けにまとめたものです。ソーシャルメディアをこれから利用

しようという学生はもちろん、既に利用しているという学生も、もう一度しっかり

とそれぞれの注意事項を確認し、より安全なソーシャルメディア利用を心がけてく

ださい。
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ソーシャルメディアを利用する
学生のみなさんへ
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自分だけでなく友人や知人を含めて
個人情報やプライベートな情報の
安易な書き込みは控えましょう

ソーシャルメディアの中には公開範囲を設定できるも
のもありますが、これを設定すれば情報が外部に流出
しない、という保証はありません。自分だけでなく友
人や知人を含めて、自宅の住所や個人の電話番号・メー
ルアドレスなどは絶対に書き込まないように心がけま
しょう。

友人宅でのパーティの写真を発信したと
ころ、所属大学の情報や窓から見えてい
た有名な建物の位置などからおおよその
住所が知られてしまい、インターネット
掲示板にさらされてしまった。

Case 1

1
 画面の向こうには、あなたの知らない人も

大勢いることを忘れないでください

ソーシャルメディアにはみなさんの家族や友人だけで
なく、世界中の人々が存在していることを忘れないで
ください。みなさんの発信により傷ついたり、不快に
感じる人がいることを常に意識し、普段から礼儀正し
い言動を心がけましょう。
他人に不快な思いをさせてしまった場合や誤った情報
を広めてしまった場合には、真摯な態度で謝罪しましょ
う。万一トラブルになった時は、担当教員や事務部に
相談してください。

Social Media Guideline
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著作権・肖像権に配慮しましょう
4

ブログなどで他者の著作物を引用・紹介する際には、
著作権に配慮し、法律で認められた範囲で使用しなけ
ればなりません。また、芸能人などの顔写真にはパブ
リシティ権という権利が付与されており、利用が制限
されています。コンサートなどで許可なく撮影するこ
とは禁じられています。また、撮影可能の場合でも、
ネットへの投稿は禁止されていることがありますの
で、必ず指示に従ってください。

あるタレントのブログの内容を、そのまま
自分のブログにコピペした。 ( 著作権の侵
害 )

Case 2

プロフィール画像に無断で有名人の顔を
使ってしまった。（パブリシティ権の侵害）

Case 1

集合写真など
他人が写っている写真を投稿する際には
写っている方の了承を得てください

3

集合写真を投稿する際には、一緒に写っている人たち
に公開の了承を得るようにしてください。集合写真以
外でも、他人が写り込んでいる写真を無断で投稿する
と肖像権やプライバシー権を侵害することになります
ので絶対にやめましょう。また、写真中に友人を関連
づける「タグ付け」のような機能を利用する際にも、
できるだけ了承を得たうえで慎重に行うように心がけ
てください。

サークルの集合写真を投稿した際に他のメ
ンバーの了承を得ていなかったため、写っ
ている一部のメンバーが不快に感じ、以降
の関係が悪化してしまった。

Case 1

なにげなく撮影した写真を投稿したとこ
ろ、背景に写りこんでいた第三者の目に留
まり、無断で撮影・公開されたことについ
てクレームを受けてしまった。

Case 3

電車内で乗客の写真を無断で撮影して投稿
したところ、さらし行為だとして批判の対
象となってしまった。

Case 2
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守秘義務を徹底しましょう

インターンシップや企業との連携講座などを通して
知り得た情報を外部に漏らしてはなりません

インターンシップや企業との連携講座などを通して知
り得た情報は、企業機密に係わるものを含むことが多
いため、絶対に外部に漏らしてはなりません。企業に
よっては、インターンシップを受け入れていることや
大学と提携していること自体が秘密となっている場合
もあります。具体的な企業名を出さなくても厳禁です。
同様に就職活動中に見聞きした情報にも機密事項が含
まれていることがあるので注意が必要です。何らかの
事情で情報発信する必要がある場合は、担当教員また
は事務部に相談し、指示に従って許可を得てください。

その日に受けた面接の内容を投稿したところ、
企業名は書かなかったにもかかわらず、所在
地の情報や就活サイト上の情報をもとに企業
が特定され、企業側に迷惑をかけてしまった。

Case 1

特に企業名は挙げなかったが、インターン先
について「思ったよりもセキュリティが緩い」
などと投稿したところ、過去の投稿内容から
業種や場所の推定を通じて企業が特定され、
インターン先企業に悪印象を与えてしまった。

Case 2

「企業Ａの人たちは本当にいい人が多い。一
緒に研究していてとてもやりやすい」などと
投稿し、自分のプロフィールに記載していた
ゼミ名をもとに企業名が特定され、非公開の
協働研究が外部に知られてしまった。

Case 3

5
インターネット上に

完全な匿名性は存在しないことを
理解しましょう

匿名やハンドルネームをベースとしたソーシャルメ
ディアに於いても、過去の発言やプロフィール、ソー
シャルメディア以外の情報などを集積することで個人
が特定されてしまう場合が少なくありません（さらし
行為）。このような場合、自分だけでなく家族や友人
を含めあらゆる情報が公開・拡散される場合があり、
思わぬ不利益を被る事があります。匿名で書き込んだ
つもりでも、実名がさらされて拡散される可能性があ
ることを常に意識し、慎重な情報発信を行いましょう。

飲食店で迷惑行為を行った画像を投稿した
ところ、具体的な場所（店名）や自分の大
学名は記載していなかったにもかかわら
ず、友人のプロフィールや発言内容から特
定され、大学宛に抗議が殺到してしまった。

Case 1
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他人の炎上に加担することは慎みましょう
8

ネット上で特定の個人を集中的に攻撃する行為は、時
として名誉毀損や人権侵害につながる恐れがあること
から、興味本位で加担することは慎みましょう。また、
悪乗りしたコメントが逆に非難されて攻撃の対象にな
ることも珍しくありません。

迷惑行為を行っている画像を見つけて、軽
い気持ちで攻撃的な文章とともに拡散させ
た結果、後になって自身も批判の対象と
なってしまった。

Case 1

ネガティブな意見（批判や攻撃を含む）には
冷静に対応しましょう

7

自分の書き込みに対して間違いを指摘されたり批判され
ることがあるかもしれません。その際に感情的に対応す
るとお互いのコメントがヒートアップし、大きなトラブ
ルに発展する恐れがあります。ネガティブな意見を付け
られた場合には感情的な対応は控え、落ち着いて対応し
ましょう。もし自分が間違っていたら訂正し、相手の指
摘に誤りがある場合にも、冷静にコメントを返してくだ
さい。意見を書き込む前に、もう一度見直すことを心掛
けましょう。また、過度の挑発に対しては、無視（スルー）
するのも一つの対処法です。少しでも対応に困る場合は、
担当教員または事務部に相談しましょう。
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使用しなくなったサービスのアカウントは

削除、または凍結を行いましょう

使用しなくなったアカウントを放置すると、不正ログ
インにより他人に悪用されるリスクが高まります。ま
た、トラブルに巻き込まれた際に過去の発言内容が状
況を悪化させる材料となることや就職活動に悪影響を
与える場合もあるため、使用しなくなったサービスの
アカウントは極力削除や凍結を行ってください。なお、
アカウントを削除しても過去の投稿はネット上に残る
場合もありますので注意が必要です。

使用しなくなったアカウントを放置していたと
ころ、第三者に悪用され、気づかないうちに意
図しない発言や拡散行為を行われてしまった。

Case 1

就職活動でエントリーした企業が応募者のソー
シャルメディアアカウントの検索を行っていて、
応募者が高校時代に利用していたソーシャルメ
ディアアカウントを発見し、公序良俗に反する
発言内容を見つけ心象を悪くしてしまった。

Case 2

9
発信を行う前に、もう一度読み返し

よく考えてください

あなたが発信しようとしている文章や画像は、あなた
が削除しても半永久的にインターネット上に残る可能
性があります。あなたの発信により、大切な家族や友人、
先生やお世話になった方までもがトラブルに巻き込ま
れる可能性がある事をもう一度意識してください。また、
ソーシャルメディア上にはあなたの知らない人もたく
さん存在しており、あなたの発言を敵対的な目で見る
人がいるかもしれません。そのような人が目にしたと
しても、あなたの発信は誤解なく伝わるものでしょうか。
発言内容をもう一度見返してから、投稿しましょう。

発信前に
もう一度
確認しましょう

6



Social Media Guideline

トラブルが発生してしまった場合
すみやかに報告を行いましょう

12

炎上やトラブルに遭遇してしまった場合、一人で判断
を行わず、担当教員や事務部に報告を行い、対応につ
いて相談を行ってください。

【自由が丘キャンパス】
学生サービスセンター　
〒158-8630　東京都世田谷区等々力6-39-15

【湘南キャンパス】
湘南学生サービスセンター
〒259-1197　神奈川県伊勢原市上粕屋1573

【E-MAIL】

相談先

ＩＤやパスワードをしっかり管理しましょう
11

ＩＤやパスワードは、紛失しないように工夫して管理
してください。また、パスワードは他者に推測されに
くいものを設定しましょう。悪意をもった他人だけで
なく、ウイルス被害などによりあなたのアカウントが
他人に不正使用されてしまう可能性があります。サー
ビスによっては２段階認証と呼ばれるセキュリティ機
能があるので、そうした対策を積極的にとる事も有効
です。

短いパスワードを使用していたため、第三
者の攻撃によりアカウントを乗っ取られ
て、自分になりすまされてしまった。

Case 1

悪意のあるソフトウエアに感染してパス
ワードを知られてしまったが、他の端末を
用いて認証を行う２段階認証を設定してい
たため、不正にログインされる事態を防ぐ
ことができた。

Case 2

03-3704-1211

0463-92-2214
sns_support@mi.sanno.ac.jp 
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誰が情報を発信しているのか
はっきりと記載しましょう

14

発信や引用を行う前に
その情報が正確な情報なのか
もう一度確認しましょう

15

伝聞や推測に頼らず、根拠ある正確な情報を発信して
ください。不明なことがある場合は、どんなにささい
な事であっても必ず関係者に確認を取りましょう。少
しでも疑問が残るならば、発信や引用をしないでくだ
さい。また、引用を行う場合は、引用元を明らかにし
て発信してください。
万が一誤った情報を発信または引用してしまった場合
には、しっかりと訂正を行い、場合によっては謝罪を
することが大切です。

発信前に
もう一度
確認しましょう

ソーシャルメディアを用いる際に、産業能率大学公式のアカウントであることを表示するには、大学から公式アカ
ウントとして認定を受ける必要があります。学生のみなさんが開設するアカウントについては、「公式」という表現
をしないでください。
また、下記のような案内文をはっきりと見える場所に掲載してください。ただし、この案内文を掲示したからといって、
軽はずみな発言は許されません。常に産業能率大学に所属している学生として見られていることに注意してください。

このアカウントは産業能率大学サークル○○に所属する学生が運営しています。このアカウントでの情報発
信は、産業能率大学としての公式見解を表すものではありません。

案内文例
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不要となったアカウントは、削除を行うか

しっかりと引き継ぎを行いましょう
何らかの理由で管理者が変わる場合や、または団体か
らいなくなってしまう場合、引き継ぎをしっかりと行
いましょう。もしも更新する必要がなくなった場合に
は、アカウントを放置せず、確実にアカウントの削除
を行ってください。

不要な
アカウント

17
ＩＤやパスワードをしっかり管理しましょう

ＩＤやパスワードは、紛失しないように工夫して管理
してください。また、パスワードは他者に推測されに
くいものを設定しましょう。複数人で運営を行う際に
は、パスワードが外部に知られてしまわないように、
注意してください。

16
他のユーザーからのコメントや書き込みを

しっかりチェックしましょう
他のユーザーからのコメントや書き込み、メッセージ
を担当者を決めて定期的にチェックすることで問題の
発見を早期に行い、トラブルの回避につなげることが
できます。

CHECK!
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