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以下に、最初にやる事として、まず Facebook プライバシー設定について、パソコン版画面にて主に説明します。 

スマホのアプリで、できることはほぼ共通ですが、画面が異なります。 その差異に大きく戸惑う部分ところは、パソコン、

スマホの両方を説明します。 

 

1. セキュリティ設定 
 悪意ある他人からの不正アクセスやアカウント乗っ取られ、勝手になりすましで投稿されてしまう事を防ぎましょう。 

                               ※私の友達に数年前に一度発生しています 

1-1 『セキュリティとログイン』の画面を開く <開き方は以下参照> 

   <パソコン版> 

     ①画面上の▼マークをクリック  ⇒ ②「設定」をクリック ⇒③「セキュリティとログイン」をクリック 
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 <スマホ・Android 版> 

 

  ①画面上の三マークをクリック   

②「設定とプライバシー」をクリック  

③「設定」をクリック 

④「セキュリティとログイン」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 各種セキュリティ項目の設定 

①ログイン 

ログインする時のパスワードの変更  
の「編集する」をクリックして新しいパスワードに変更します。 

パスワードが漏洩して、なりすまし利用がされている恐れがある

場合は、PW 変更後は 「他のデバイスからログアウトします

か?」でログアウトして、乗っ取りを回避しましょう 
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②ログインの場所 

自分の Facebook にログインしている

PC やスマホや、その場所が確認できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心当たりのない、デバイスや場所からログインされています、とい

う情報があったら、それをログアウトしましょう 

 

 

 

 

 

③二段階認証 

見知らぬデバイスからログインを防ぐ手段

として「二段階認証」という方法がありま

す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分が管理するデバイスからログインアクセスしようとすると、 

自分の携帯SMS に、認証コードを伝えるメールが来ることで 

知らないログインを防ぐ仕組みです。 

めったなことで乗っ取りは無いと思いますが、ここまでしておけば、

相当安心できます。 

 

1-3 その他対策 

 ・自分の Facebook に、自分が投稿したものではない、身に覚えのない記事がある等のアカウント乗っ取り対応とし

て、以下の機能もあります。 
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2. プライバシー設定 
  自分のプロフィールや投稿を、誰まで公開するかを設定しましょう。 

   ※「友達」とは・・・相手から友だちになりたい!と Facebook 上で自分に連絡が入り、 

自分が「承認」した人を友達といいます。 

 

2-1. 『プライバシー設定とツール』を開きます。<開き方は以下参照> 

  <パソコン版> 

     ①画面上の▼マークをクリック  ⇒ ②「設定」をクリック ⇒③「プライバシー」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<スマホ・Android 版> 

  ①画面上の三マークをクリック   

②「設定とプライバシー」をクリック  

③「設定」をクリック 

④「設定」の画面のずっと下の方に「プライバシー」かあります 
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2-2. 「プライバシー設定」をします。 ※下記はパソコン版で説明しています。スマホ版は若干異なります 

①今後の投稿の共有範囲 

  誰が自分の投稿記事を見ることができるか 

  の一括設定をします。。 

   

★投稿記事をアップする時に、都度共有範囲  

  を指定することもできます。 

   

  ★一度アップした投稿記事の共有範囲を 

  各記事を個別編集して、変更する方法もあ

ります 

 

 

右の絵は、すべての選

択肢を開いた時の物で

す。 

 

右の絵の中から共有範

囲を選択します。 

 

カスタムでは「友達まで」

か「友達とその友達ま

で」か、共有する範囲

等をさらに細かく設定で

きます 

 

推奨設定: 「公開」か「友達」 

※どこまで共有するかは、各自の判断です。 

②「過去の投稿を制限」 

  

タイムラインの過去の投稿の共有範囲を変更 

              を押すと、過去の投稿済み記事で 

 「公開」と「友達の友達」の共有範囲の記事は「友達」に 

 一括変更されます 

③「私に友達リクエストを送信できる人」 「全員」の設定の場合は、旧友などが 

自分を見つけてくれ、承認を求めてくる 

こともあります 

「友達承認」が来たら「拒否」とすることも可能ですが、相手は

拒否されたことが分かります。(別記) 

「承認済みの友達」を解除する方法もあります。(別記) 

推奨設定:まずは「友達の友達」でスタート。後「全員」へ 

④「友達リストのプライバシー設定」 

  ※スマホ版では「自分がフォローしている人

物、リストを見られる人」という表現になっ

ています。 

自分の友達リストを公開する範囲を設定します。 

 そのリストを見た人は、「ええ、彼と友達!!」と驚く場合もあれ

ば、「なあんだ、私の友達とも、友達の人なんだ」と安心する

場合といろいろ起こる設定です。 

推奨設定: まずは「友達」でスタート。後「公開」へ 
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⑤その他設定  

・自分のメールアドレス、携帯番号で検索 

 できる、できないの設定 

・Yahoo などでプロティールが見せる、見せ

ないの設定 

どこまでオープンに自分を探してもらうか? で設定を決めましょ

う。ただし別記しますが、自分のメールアドレス、携帯番号を

公開する、しない等の設定が可能です。 

 

また別記しますがプロフィールは最小限の項目入力としましょ

う。検索で検出され見られても、心配ありません。 

いっそうの事、Facebook をやっていない人には「見せない」と

いう事の方がすっきりするかも 

 

 

 

2-3. 「タイムラインとタグ付け」の設定をします。  

※下記はパソコン版で説明しています。スマホ版は若干異なります 

    タイムラインて?⇒自分の記事が時系列に載っているところ 

    タグ付けて? ⇒ 投稿写真に写っている友達の Facebook のページ「プロフィール」や「タイムライン」にリンクを

付けること、または投稿写真にその友達がだれなのかの名札を付けること。 

               よほど親しい人なら、トラブルにはならないが、迷惑だなあ、とその友達に思われることもあり 

               タグ付けは慎重に!! 

  

●タイムライン 

①自分のタイムラインに投稿できる人 推奨設定: 自分のみ  

②他の人があなたのタイムラインに投稿したコ

ンテンツの共有範囲 

推奨設定: 自分のみ 

 もともと①で、他の人は認めていませんが 

 

③あなたの投稿を他の人が自分のストーリー

ズでシェアすることを許可しますか? 

推奨設定: オフ 

 Facebook を事業利用する場合にはシェアは有効ですが 

 個人利用では、勝手に自分の投稿が拡散することが嫌な

ので「オフ」としましょう 

④特定の言葉が含まれるタイムラインのコメン

トを非表示にできます 

推奨設定: 現状は空欄でスタート 

 自分の Facebook の公開性を高めた時に起きるかもしれ

ない炎上を防止するツールです 
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●タグ付け 

①タイムラインで自分がタグ付けされた投稿の

プライバシー設定 

友達の誰かが、その人の Facebook 投稿記事にて、自分

の Facebook へタグ付ける(リンクを付ける)ことを行った場

合に、そのリンク情報を誰までに共有するのか?の設定ができ

ます。 

推奨設定: 「自分のみ」 

※自分の意思に反して、情報が拡大することを未然に防止 

②自分がタグ付けされた投稿のプライバシー設

定に含まれていない人で、その投稿の表示範囲

に追加したい人 

推奨設定: 「自分のみ」 

 

③あなただと思われる写真がアップロードされた

ときにタグ付けの提案が表示される人 

推奨設定: 「非公開」 

友達の誰かが、その人の Facebook 写真投稿にしようとし

たとき、自分のプロフィール写真とよく似ていると、Facebook

側が勝手に推察し、タグ付けしませんか?と自動で提案する

機能があります。「非公開」としておけば、タグ付けされにくく

なります。 

●確認 

①タイムラインに表示される前に自分がタグ付

けされた投稿を確認する 

推奨設定: 「オン」 

友達の誰かがタグ付けした場合、「タグ付けしましたが、よろし

いですか?」と確認連絡が事前に入るようにします 

②Facebook で表示される前に他の人が自

分の投稿に追加したタグを確認する 

推奨設定: 「オン」 

 

 

※プライバシー設定のその他の項目の説明 

 ① ストーリーズ 

   Facebook 画面(ニュースフィールド)の一番上に、画像・動画を表示さ

れる簡単投稿です。24 時間経つと自動的に消去されます 

誰に公開できるのか? 設定する

機能があり「公開」「友達」等か

あります。 

 ② ハイライト 

   Facebook 画面(ニュースフィールド)に表示される順番には「最新情

報」といって、投稿の新しい順に表示される方式と、「ハイライト」といっ

て、友達やグループのなかで人気のある記事が、一番上から表示され

る方式があります。 

   事業用途Facebook に有効な機能です。 

自分の投稿記事をハイライトし

てもらう相手を設定する機能が

あり「公開」「友達」等かありま

す。 
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2-4 「プライバシーセンター」で重要なプライバシー設定を素早く行うことができます 

 

<パソコン版> 

 ① 「?マーク」をクリック  ⇒ ②「プライバシーセンター」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<スマホ版> 

①「三マーク」をタッチ⇒②画面下の方に送って見えてくる「設定とプライバシー」をタッチ⇒ 

③「プライバシーセンター」をタッチ 


