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ヒント 2．友達の承認は慎重に 

facebook からは「知り合いかも」と多くの友だち候補が入ります。良く調べられており、

懐かしい友達の顔もよく見受けます。ただそこで友達リクエストをかけるのは慎重にしまし

ょう。もし気になる相手でしたら、その方のタイムラインを開きプロファイルを見てから決

めるのも良いでしょう。 

友達になったものの、その関係を見直す必要が生じた時は次のいずれかにを選択いたします。 

H2-1.承認した友達を削除する 

削除は承認関係の解消です。一方的であってもこちらでその友達を友達リストから削除しま

すと、自分も相手の友達リストから削除されます。 

メニューバーの「その他」か

ら「友達を検索」を選択しま

す。 

 

 

「友達の検索」が開きます。 

まずメニューバーを「友達」

に切り換えます。 

友だちリストが表示されま

すので、削除したい友達を探

し出し、その右にある「友達」

ボタンをタップします。 

表示メニューが表示されま

すので「友達から削除」を選

択します。 
  

リストからすぐに削除をするのではなく、プロフィールを確認してから削除をすることもで

きます。 
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友達リストでアイコンをタ

ップします。 

その友だちのタイムライン

が開き、プロフィールが表示

されます。 

削除をするにはプロフィー

ルにあるメニューバーから

友達ボタンをタップします。 

そしてそこに表示されるメ

ニューから「友達から削除」

を選択します。 

  

H2-2.フォローをやめる 

友達関係を解消するまでもないが、自分のニュースフィードにその友達から投稿されるコン

テンツを表示しなくてよい。フォローをやめるはそのような時に便利です。 

つまりフォローをやめたからと言って友達の関係は今まで通りですので削除とは違います。 

フォローをやめたい友達の

タイムライン開きます。 

プロフィールにあるメニュ

ーバーから、友達ボタンをタ

ップします。 

そして表示されるメニュー

から「フォローをやめる」を

選択します。 
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または、 

プロフィールのメニューバ

ーから「フォロー中」と表示

されたボタンをタップしま

す。 

そして表示されるメニュー

から、「フォローをやめる」

を選択します。 

フォローが無くなりますと、

メニューバーのボタンの表

示が「フォローする」に変わ

ります。 

  

H2-3.迷惑行為をする人をブロックする 

ブロックしたい人のタイムラインを開きます。 

プロフィールにあるメニューバーの「その他」をタップし、表示から「ブロックする」を選

択します。表示が出ますので内容を確認し「ブロックする」ボタンをタップします。 
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ヒント４．プライバシーを設定して情報公開の範囲を定めます 

facebook にコンテンツを投稿するにあたり、誰しも気になるのはそのコンテンツが誰のニ

ュースフィールドに表示されるかということです。 

だれに表示するのかは最終的には facebook が定めますが、その決定にあたり投稿者が公

開の範囲に制限をかけておくことができます。これがプライバシーの設定です。 

H4-1.プライバシーの設定 

4-1-1．プライバシーの設定の設定内容 

プライバシーの設定は次の項目から選択して行います。 

（1）公開 

（２）友達 

（３）友達一部を除く 

（4）選択した友達 

（5）自分のみ 

4-1-2．プライバシーの設定方法 

ニュースフィールド、または自身のタイムラインにある「今なにしてる？」をタップし、コ

ンテンツを作成する際に行うことができます。 

その場所は、上段にある「友

達▼」と表示されたボタンで

す。 

「友達」と表示されているの

は、今のプライバシーの設定

が「友達」となっていること

を示していますので、そのま

まで良いなら何もしません。 

もしその設定を変更したい

ならそのボタンをタップし、

表示の中から選択して切り

換えます。 
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4-1-3．プライバシー設定の確認 

プライバシーの設定は次の場所から確認できます。 

メニューバーの「その他」か

ら「アカウントの設定」を開

きます。 

「プライバシー設定」を選択

します。 

ここでプライバシー設定の

確認ができます。 
 

 

4-1-4．あまり投稿を公開したくない友達は「知り合い」にしておきます 

「知り合い」とは「友達」より一歩手前の状態です。 

つまり、「知り合い」としておきますと通常の友達のように公開されませんから、あまり自

分の投稿を読んでほしくない友達は「知り合い」に登録しておきます。 

メニューバーの「その他」か

ら「友達を検索」を開きます。 

 

 

「友達の検索」が表示されま

す。 

「友達」リストを表示するに

はメニューバーで「友達」に

切り換えてください。 

リストから削除したい友達

を探します。 

見つかりましたら右にある

「友達」ボタンをタップし、

表示されるメニューから 

「友達リストを編集する」を

選択します。 
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どのように編集するのかが

表示されますので、「知り合

い」をタップします。 

これで「知り合い」に変更さ

れました。 

  

※ ここで変更できるのは何もネガティブなことだけではありません 

「親しい友達」「仲が良い友達」ほか、投稿者のプロフィールに纏わるキーワードが表示さ

れていますので、そこにレ点を入れておけば投稿の公開先を決めるときに考慮されます。 

補足：タイムラインから投稿を削除するには 

自分の意図しない投稿、あるいは気に入らない投稿はタイムラインから削除できます。 

タイムラインにあるコンテ

ンツの右上にある「ｖ」をタ

ップします。 

表示されるメニューから、

「削除」を選択します。 

これでコンテンツが削除で

きます。 

  

H4-2.タイムラインの共有範囲の設定 

facebook の投稿で面白いのは友達のタイムラインに直接投稿できることです。 

冷静に考えれば非常によく考えられた方法です。 

投稿する側とすれば使い勝手の良い機能ですが、投稿される側としては迷惑に思うこともあ

ります。 

そこでタイムラインに投稿を受けるにあたって共有範囲を設定できるようになっています。 
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メニューバーの「その他」か

ら「アカウントの設定」を開

きます。 

「タイムラインとタグ付け」

を選択します。 

 
 

4-2-1．自分のタイムラインに投稿を許可する範囲を設定します 

「自分のタイムラインに投

稿できる人」をタップしま

す。 

表示から、「友達」か「自分

のみ」の何れかを選択しま

す。 
  

※「自分のみ」とすることは、他からの投稿を許可しないということです。 

従って友達がその人のタイムラインに投稿しようと開いても、「○○さんのタイムラインに

投稿…」が表示されません。 

4-2-2．他の人がタイムラインに投稿したコンテンツの共有範囲を設定します 

この意味は、自分のタイムラインを見に来た人に、その“他の人が投稿したコンテンツ”を

見せてよいかを範囲を定めるということです。 

「他の人の投稿したコンテ

ンツの共有範囲」をタップし

ます。 

表示から、投稿されたコンテ

ンツの共有範囲を指定しま

す。 
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H4-3.位置情報サービスの活用 

位置情報はモバイル機器に備えらえた便利な機能で

す。となれば“位置情報を投稿に加えない手はない”

と、モバイル機器から投稿するコンテンツには位置

情報が入るようになっています。 

しかし“便利は危険と隣り合わせ”との理由からこれを嫌う利用者も少なくありません。 

そこで facebook では位置情報サービスを入れるか入れないかの切り替えができるように

なっております。 

4-3-1．位置情報サービスを ON/OFFを切り換える 

これは facebook のサイトで行うものではなく直接モバイル機器内で行います。従ってモ

バイル機器にインストールされた facebook のアプリに設定しなくてはなりません。 

※モバイル機器の位置情報サービスの ON/OFF でありません。 

モバイル機器のアプリから、「設定」アイコンをタップしま

す。 
 

「アプリ」項の 

「アプリケーションの管理」

を選択します。 

表示されたアプリのリスト

の中から、「facebook」を選

択します。  

 

「facebook」アプリの設定

画面で、「権限」を選択して

ください。 

facebook で使用する機能リ

ストに「位置情報」がありま

すので、ここで ON/OFF を

切り換えます。 
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4-3-2．既に投稿したコンテンツの位置情報を削除する 

タイムラインにある投稿の

右上にある「ｖ」をタップし

ます。 

表示メニューから、 

「投稿を編集」を選択しま

す。 

  

するとコンテンツの画面の

下方にどのような付加情報

が入っているかが表示され

ます。 

これを変更するのですから、 

「投稿に参加」をタップしま

す。 

付加情報のリストが表示さ

れますので位置情報の「チェ

ックイン」をタップします。 

  

位置情報の詳細が表示され

ます。 

その情報を削除するなら、 

下段にあるその位置情報の

右端の「x」をタップします。 

※変更もできますし追加も

できます。 
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H4-4.自分に対するタグ付けについて 

タグ付けとは、投稿した写真に誰が写っているかを設定する行為です。 

タグ付けされたらどうする

かの設定は、 

メニューバーの「その他」か

ら、「アカウントの設定」を

開き、 

「タイムラインとタグ付け」

で行います。   

4-4-1．タグ付けされたコンテンツの扱い方を定めます 

・自分のタイムラインで、自分がタグ付けされたコンテンツの

プライバシー設定を定めます。 

・また誰かの投稿で、自分がタグ付けさたコンテンツがあった

らだれに見せたいのか、と尋ねられています。 

また直接の配信ではありませんが、 

・もし貴方と分かる写真があった時、タグ付けを提案したいの

だが誰にしてもいいか、を尋ねられています。 

 

4-4-2．タグ付けされた時に確認をするかどうかを定めます 

・貴方の投稿に対して、誰かがタグ付けを追加した時 

および 

・誰かが、貴方がタグ付けされた投稿を貴方のタイムラインに

投稿してきた時 

に確認するかどうかを尋ねられています。 
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ヒント 5：不適切なコンテンツや写真を facebook に報告しましょう 

H5-1．facebookに報告をする 

ニュースフィードに表示さ

れた投稿の右上にある「v」

ボタンをタップしますと 

メニューが表示されます。 

「この投稿に関するご意

見・ご感想」を選択し、 

表示されたメニューから 

最も適切な項目を選んで 

「送信」をタップします。 

 

 

H5-2．報告に対するサポートは「サポート受信箱」で確認できます 

メニューバーの「その他」か

ら「アカウントの設定」を開

きます。 

「サポート受信箱」はその下

方にあります。 
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補足．他人に成りすましたアカウントを発見したら facebookに報告

しましょう 

なりすましているアカウン

トのタイムラインを開きま

す。 

プロフィール画面の

メニューバーにある

「その他」をタップ

します。 

表示されるリストから、 

「報告」を選択します。 

  

どのような報告をするかの

選択リストが出ますので、 

「このプロフィールを報告」

を選択します。 

どのような報告をするかは

それで表示されるリストか

ら選択しますが、ここではな

りすましアカウントの報告

ですので「偽アカウントであ

る」を選択します。 
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ヒント 6:ログイン・ログアウトを安全に行うために 

H6-1．先ずは不正アクセスをされたかを確認しましょう 

「メニューバーの「その他」

をタップし、表示リストから

「アカウント設定」を選択し

ます。 

「アカウント設定」画面で 

「セキュリティとログイン」

を選択します。 

 
 

 

表示から「ログインの場所」を見てみましょう。 

この中に自分に記憶のない場所で facebook が使われてい

ましたら、タップしてみてください。 

 

詳細が表示され、いつ使用されたかなど経歴が分かります。 

今まだアクティブな状態でありましたら遠慮なくログアウ

トをしてください。 

もし正しいログインであり、ログアウトが間違っていてもと

くに大きな問題は起きませんので心配はいりません。 

※ログインの場所は中継局の関係もあり、必ずしも実際の場

所を反映していないことがあります。 

H6-2．より安全に使用するためにセキュリティを強化します 

（１）ログインアラートを設定します 

心当たりのない場所やブラウザからのログインがあったらどうするかの設定です。 
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Messenger、あるいはメールで通知を受け取るようにしておけば、パスワードをリセット

するなどの方法でアカウントが保護できます。 

（２）二段階認証を使用します 

（３）自分がログインできなくなった時に助けてもらう友達を設定します 

メニューバーの「その他」から「アカウントの設定」を開きます。 

「セキュリティーログイン」を選択します。 

「セキュリティの強化」はそこにありますのでそこから設定して下さい。 

 
 

 

追悼アカウントを設定しておきましょう 

自分が亡くなったのちアカウントをどうするか。 

・出来たら残しておき、友達や家族に思い出をシェアしてほしい。 

・自分の残したコンテンツを有効に利用してほしい。 

アカウント所有者がそれらの意思を持った時に設定するのが追悼アカウントの設定です。 

従ってアカウントの使用者は、ご自身のアカウントを追悼アカウントとして残すか、それと

も完全に削除をするかを決め、意思表示をしておく必要があります 

その 1．追悼アカウントとして残す場合 

ここで重要なことは、追悼アカウント管理人を定めておくことです。 
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メニューバーの「その他」か

ら「アカウント設定」を開き、 

「一般」を選択します。 

  

「アカウントを管理」を選択

します。 

「追悼アカウント管理人」を

選択します。 

  

「追悼アカウント管理人」の

ページが開きますので内容

を確認し、 

「追悼アカウント管理人の

選択」をタップします。 

そして表示されるページで 

追悼アカウント管理人候補

の名前を入れます。 

するとそのページがままメ

ッセージ画面となりますの

で「送信」します。 
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その２．追悼アカウントとせず完全に削除する場合 

自分が死亡したら削除をす

る場合の設定は「追悼アカウ

ント管理人」と同じページの

下方にある「アカウントの削

除」です。 

右にある表示で「いいえ」と

あるのは現在の設定が、「削

除を行わない」設定であるこ

とを意味していますので変

更が必要です。 

「>」をタップし、表示される

リストから、「死後にアカウ

ントを削除する」を選び「保

存する」をタップしてくださ

い。 
  

補足：追悼アカウントにするには遺族からの死亡の届けが必要です 

アカウント所有者が死亡した場合、 

遺族は facebook にアカウント所有者が死

亡した旨の通知を、証明できる資料を添え

て送る必要があります。 

 

 

 


