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このプレイブックは: 特に次の方々に向けた
ものです。

● 安心して使う。
● 安全を確保する。
● 自分のデジタルフットプリント
を管理する。

あなたを助けることを目的とした様々
なTwitterの機能を、詳しく説明するも
のです。

● 女性およびノンバイナリーの
ジャーナリスト

● Twitterのプラットフォームで、危
害または虐待を経験したことのあ
る人

...こうした方々に、すぐに使える様々
なツールについて理解いただくための
ものです。

Twitterの使い方に関する詳細は、
Twitter ヘルプセンターをいつでも
ご参照ください。

https://help.twitter.com/ja/safety-and-security
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Twitterを使う人たちには、インクルーシブで安全、信憑性のある会話をしてほしい
と考えています。ルールを設けて実行してはいますが、それでも時にネガティブな

ユーザー体験が生じることがあります。そのため、あなたをサポートする

セーフティツールを作成しました。

自分のデジタル
フットプリント
を管理する

安全を確保する安心して使う
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安心して会話に参加するための
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セーフティツールをいくつか見てみましょう
あなたが解決したいのは次のうちのどれですか？

ブロック

個人のアカウント 多数の人との会話 自分のTwitterフィード全
般

他の人たちに表示される
自分の情報

ミュート

フォロワーの削除

My DM

返信を非表示にする

返信できるユーザー
を変更

My DM

センシティブな内容
の削除

セーフティモード

２要素認証を有効に
する

非公開ツイート

写真タグ付けを無効
にする

見つけやすさ

データ共有
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ツールを使う
シチュエーション

Twitterで暴言や嫌がらせなどを受けていますか？

ツイートの返信で受けている DMで受けている

ひとつあるいは
少数のアカウント
から受けている

ひとつあるいは
少数のアカウント

から受けている

多数のアカウント
からまとまって
受けている

多数のアカウント
からまとまって
受けている

返信を非表示にする

返信できるユーザー
を変更

フォロワーの削除

ブロック

報告

セーフティモード*

返信できるユーザー
を変更

ブロック

報告

My DM*

フォロワーの削除

ブロック

報告

セーフティモード*

My DM*

ブロック

報告

*自分がフォローしていないアカウントにのみ使えます
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Twitterを
安心して使う
残念ながら、時にあるまじきことが

起きることがあります。そんな時に役

立つかもしれない手段を紹介します。
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Twitterでは、以下についてルールを設けています。

暴力
暴力をほのめかす脅迫や暴力の賛美

テロ行為/暴力的過激主義
テロや暴力的な過激思想の助長

児童の性的搾取
Twitterは、この様な行為は一切容認しません

攻撃的な行為/嫌がらせ
誰かが身体的危害を被ることを願う、または望む

ヘイト行為
このリストの保護されたカテゴリーを理由とした脅迫

自殺または自傷行為
助長や扇動は禁じます

悪質な共有やセンシティブなメディア
露骨な暴力、成人向けコンテンツ、憎しみに満ちた画像や映像を一方的

に共有・投稿する

違法または特定の規制対象商品・サービス
違法な物品・サービスの販売、購入、または取引を含む違法行為の促進

安全に関するポリシーについて、詳しくはこちらをお読みください。

https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/hateful-conduct-policy
https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules
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こうしたルールへの違反を見たら、

ぜひご報告ください。

Twitterは、あなたを守るため積極的に取り
組んでいます。ルールを徹底するため、

人間によるレビューとテクノロジーを併せ

て活用しています。
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報告は、Twitterでの会話の健全性を維持するのに役立ち
ます。報告の機能を使って、個々のツイート、DM、あ
るいはアカウント自体を報告することができます。こ
れらはTwitterのチームによって繰り返しモニター
されます。

報告の主な理由としては、スパム、悪質な内容、

なりすまし、著作権、商標権の侵害などが挙げられます
。ルールと報告について、詳しくはこちらをご覧く
ださい。

Twitterでの報告の
しかた
報告はあなたがとれる重要な手段です

報告のステップ

https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://help.twitter.com/ja/resources/rules
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報告について
よくある質問

● 報告はどのように送信しますか？
この短いビデオをご覧ください。

● なぜ私の報告の流れはビデオで見るのと異なるのですか？
報告の手順は常に改善されており、映像とは多少異なることがあり
ます。

● ひとつのアカウントの複数のツイートを報告しても構いませんか？
はい、構いません。

● いつ、Twitterから返事がもらえますか？
報告を送信すると、24時間以内に確認メッセージが表示されます。
Twitterのポリシーに違反している場合は、措置をとります (警告から
アカウントの永久凍結まで、適用レベルは様々です)。措置の内容に
より、フォローアップのメールをお送りする場合があります。

● 他の人に代わりに報告してもらうことはできますか？
はい。報告フォームを介して直接報告することができます。ただし
場合によっては、直接影響を受けたアカウントから受けた報告の方
が、背景や内容を評価しやすいことがあります。

https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-behavior#video
https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/enforcement-options
https://help.twitter.com/ja/forms
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報告したことが、Twitterルールの違反に
当たらなかった場合はどうなりますか？

報告したことがTwitterルールに違反していると見なされなか
った場合、他に対応策を講じたいということもあるでしょう
。Twitter体験を良いものにするため、様々なツールが用意さ
れています。

報告後
ブロック
特定のアカウントからあなたのツイー
トを見たりフォローしたり連絡したり
できなくなるよう、制限します。次の
ページで詳しく説明します。

ミュート
特定のアカウントをフォロー解除した

りブロックしたりすることなく、その

ツイートをあなたのタイムラインから

除去します。また、特定のワード、

会話、フレーズ、ユーザーネーム、

絵文字、ハッシュタグをミュートする

こともできます。次のページで詳しく

説明します。通知フィルター
フィルターをかけて、受け取る通知を
調整します。[クオリティフィルター]
、[ミュートするキーワード]、[詳細フ
ィルター] を使ってフィルターをかけ
ます。 セーフサーチ

セーフサーチはセンシティブな可能性
のあるコンテンツや、他のユーザーた
ちにブロックやミュートされたアカウ
ントをサーチ結果から除外するための
機能です。センシティブなメディア

Twitterのデフォルト設定では、センシテ
ィブなメディアには警告メッセージを表
示し、見たい人は見られるようになって
います。こうしたメディアを見たい場合
は、設定を調整して表示させることがで
きます。

検討すべき手段

https://help.twitter.com/ja/managing-your-account/understanding-the-notifications-timeline
https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/sensitive-media
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安全のための基本的機能

ブロック

事態が悪化してしまった時に
ブロックは、特定のアカウントからあなたのツイートを見たりフ

ォローしたり連絡したりできなくなるよう制限するものです。

ブロックした時点では相手には通知されませんが、その人があな

たのプロフィールを見ようとした時に、ブロックされたという通

知を目にします。参加しようとしたスペースで、あなたがブロッ

クした人が話している場合は、あなたに対しラベルと警告が表示

されます。

ブロックについての詳細はこちら。

ミュート

ノイズを減らしたい時に
フォローは続けたいけれども、ボリュームを抑えタイムラインに表示さ

れるツイート数を減らしたい時に役立ちます。ミュートしたことは相手

にはわかりません。また、ミュートを解除することもできます。

アカウントやキーワードを、通知、ホームタイムラインや会話からミュ

ートすることができます。キーワードのミュートは、特定のテーマやコ

ンテンツをあえて避けるための手段です。

また、会話全体をミュートすると、通知の受信を停止できます。ただし

ミュートした会話は、タイムラインに表示されることがあります。

ミュートについての詳細はこちら。

https://help.twitter.com/ja/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts
https://help.twitter.com/ja/using-twitter/twitter-mute
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ミュートとブロックの判断のしかた
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この機能を使うと、誰かをブロックすることなく、

やりとりを制限することができます。誰でも使うこと

ができますが、特に次のような人に有益です。

● アカウントが公開されており、フォローリクエス
トの [承認する] [承認しない] 機能が提供されて
いない人

● 非公開ツイートから移行する人

● 他の人をブロックまではしたくないが、交流を減
らしたい人

現在、ウェブ (デスクトップ)でのみ使用可能です。

フォロワーの削除
フォロワーをブロックせずに削除する

よくある質問

● フォロワーはどうしたら削除できますか？
フォロワーの削除は、自分のフォロワー
リストまたはその人のプロフィールから
行えます。

● ツイートを公開していますが、それでも
フォロワーを削除できますか？
はい。ツイートの公開・非公開に関わ
らず、フォロワーは削除することができ
ます。

● 削除した人には通知されますか？
いいえ。フォロワーから削除しても、本人に
は通知されません。ただし気づいたら再度フ
ォローすることは可能です。

● この機能の前は、アカウントを公開している
人は、どのようにフォロワーを削除して
いたのですか？

以前は、ツイートの公開・非公開に関わらず
、まずフォロワーをブロックし、再び
ブロック解除することで削除していました。
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現在テスト中。近日世界で使用可能になる予定です。

セーフティモードはTwitterのルールに違反している、あ
るいは侮辱、中傷、暴言、ヘイト発言をしていると見

られるアカウントを自動的にブロックする機能です。望

まないやりとりから積極的にあなたを守ることを目的と

しています。

アカウントは7日間オートブロックされますが、オート
ブロックはいつでも調整または解除できます。

これは任意的かつ一時的に安全をコントロールするため

の手段です。ブロックがセーフティモードによるものか

、あなた自身によるものかは常にはっきりしています。

セーフティモードの詳細は、こちらとこちらをご覧くだ

さい。

セーフティモード
Twitterの、赤い大きな非常ボタンです

よくある質問

● この機能はどんな人のためのものですか？
すべての人のためのものですが、特に社会から
疎外されたコミュニティや女性ジャーナリスト
のためのものです。ユーザーはこのようなツー
ルを使うことで、会話が心理的・精神的な安全
性に影響を及ぼす可能性のある場合、どこで線
引きをするかを決めることができます。

● ブロックやミュートとはどう違うのですか？
セーフティモードは、多数の人から嫌がらせや
スパムを受けたり集中攻撃された場合に

助けとなる機能です。こうした状況では多数の
アカウントをブロックするのが困難なため、そ
の負担を軽減するためのツールを作りました。

● この機能をみんなが使えるようになるのはいつ
ですか？
2022年初頭に世界的に導入予定です。

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2021/introducing-safety-mode
https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/autoblock
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安全を確保する

Twitter上のメッセージ、会話、
表示内容を自分に合うよう設定

してください。
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見ると不快になるコンテンツ (暴力や裸体など) がある場合は、
[プライバシーとセキュリティ] → [表示するコンテンツ]から、
[センシティブな内容を含む可能性のあるメディアを表示する]
のチェックボックスをオフにしてください (変更できるのはウ
ェブ<デスクトップ>のみです。)

検索結果からセンシティブなメディアを除外したい場合は、[
サーチ設定] をクリックし、[セーフサーチ] モードの [センシテ
ィブな内容を表示しない] をオンにします (変更できるのはウェ
ブ版のみです)。

最後に、[トピック] のリストを見直して、ホームタイムライン
に表示されるTwitterおすすめのテーマやトピックを調整します
。

表示するコンテンツ
の管理
不快または関係のない内容の表示

を止める
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ダイレクトメッセージはプライベートな会話やグルー
プでの会話を可能にしますが、時には受け取りたくな
いDMが届くこともあります。DMを設定することによ
り、フィルターをかけて望まないメッセージを除外し
たり、フォローしていない人からのメッセージを制限
したりすることができます。

● 設定をオフにすると、自分がフォローしている人
からのみメッセージを受信します。

● [不適切な内容のメッセージをフィルタリングする] 
をオンにして、質の悪いDMやスパムの可能性のあ
るDMを除外することができます。

これらの設定の活用法について、詳しくはこちらをご
覧ください。

My DM
自分にメッセージできる人を制限する

よくある質問

● 自分がDMを削除すると、そのDMは同じ
会話に入っている他の人たちにも表示されな
くなりますか？
いいえ。あなたが削除したDMまたは会話は、
あなたのアカウントでのみ削除されます。同
じ会話内の他の人たちは、あなたが削除した
DMや会話を見ることができます。

● ブロックしたアカウントは、私にDMを送るこ
とができますか？
いいえ。ブロックされたアカウントは、
あなたにDMを送ることはできません。

https://help.twitter.com/ja/using-twitter/direct-messages#video
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「返信を非表示にする」機能は、会話において表示され

る人を選べるようにするものです。返信がトピックから

外れている、あるいは詐欺が疑われて会話の邪魔になる

時に、「返信を非表示にする」をクリックして隠すこと

ができます。返信は削除されませんが、クリックしない

と見られないようになります。

返信を非表示にするしかたは、こちらをご覧ください。

返信を非表示にする
会話の雰囲気や流れを管理する

よくある質問

● このような機能は会話を妨げることになり
ませんか？

この機能はオンライン上でも安全で礼儀をわき
まえたふるまいをしてもらうためのものです。
非表示にした返信は、返信欄でクリックすれば
見られるようになっています。

● 返信が非表示になったことは、返信した本人に
もわかりますか？

はい。元のツイートを見られる人は、誰でもど
の返信が非表示になったかを見ることができま
す。

https://help.twitter.com/ja/using-twitter/mentions-and-replies
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返信できる相手を選ぶことで、ツイートがしやすくな

ることがあります。

会話設定を使うことで、歓迎できない返信を避けて、

より有意義な会話に集中することができます。

ブロックを使わなくとも会話を自分でコントロールし

、スパムを予防することもできます。

全員に公開しているツイートや会話においても、返信

できる相手を制限できるよう設定できます。

会話の設定
返信できる人を管理する

よくある質問

● 会話の設定は、いつ変更できますか？
ツイート前に設定できますが、ツイート後に
も変更可能です。

● 変更後も、そのツイートを見た人はいいねし
たりリツイートしたりできますか？
はい。返信できない人も、ツイートの
閲覧、コメントを付けてのリツイート、
共有、いいねをすることができます。

● この設定をジャーナリストはどのように使え
ますか？

報道機関やジャーナリストの使い方として、
一対一のインタビューを行なう、

記者チームとしての対話をする、パネルディ
スカッションをホストするなどが挙げられま
す。
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自分のデジタルフ
ットプリントを管
理
Twitterの自分のデータと自分自身
を守りましょう。そのスタートと

なるのがここです。
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アカウントの安全を
確保する

２要素認証の使用:
パスワードに加えてさらにセキュリ

ティチェックを行い、アカウントの

セキュリティをもう一段階高めるこ

とができます。[設定とプライバシー
] → [セキュリティとアカウントアク
セス] → [セキュリティ]と進んでくだ
さい。

パスワードリセットの保護

を有効にする:
ログインする際に、アカウントに登

録されたメールアドレスや電話番号

を尋ねるオプションが選択できます

。これにより、メールまたは携帯メ

ールによるパスワードのリセットが

可能になります。他のウェブサイト

で使用していない強いパスワードを

使用してください。[設定とプライバ
シー] → [セキュリティとアカウント
アクセス] → [セキュリティ] から設
定してください。

ツイートを保護する:
Twitterに登録した時点ではツイート
は公開されており、全員が見られる

ようになっています。これを、自分

のフォロワーのみが見られるよう変

更することができます。あなたをフ

ォローしたい人が出る度に、リクエ

ストが届きます。 [設定とプライバ
シー] → [セキュリティとアカウント
アクセス] → [オーディエンスとタグ
付け] から設定してください。

不審なメッセージにご注意

ください:
Twitterではユーザーへの連絡にはア
プリ内もしくはEメールのみを使用
しており、https://twitter.com以外の
ドメインからご連絡することはあり

ません。疑わしいメッセージを受け

取った場合は、Twitter.comに直接ロ
グインしてみてください。

https://twitter.com
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自分の公開情報を
コントロールする

画像のタグ付けを無効にする：

自分の名前の一般公開を限定するために、

誰でも自分を画像にタグ付けできる機能を

オフにするか、あなたをフォローしている人

のみがタグ付けできるよう設定することがで

きます。 [設定とプライバシー] → [セキュリ
ティとアカウントアクセス] → [セキュリティ] 

から設定してください。

他人からの見つけやすさ：

Twitterの新しいユーザーがあなたのメールア
ドレスまたは電話番号を連絡先に登録してい

る場合、あなたのアカウントが「おすすめユ

ーザー」として提案されることがあります。

この情報に基づいて他のアカウントにフォロ

ーの提案をしてほしくない場合は、メールア

ドレスあるいは携帯電話による見つけやすさ

をオフに設定することができます。
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あなたが自分の全データに
アクセスできることは、
とても重要です。

Twitterでは、私たちのサービスを利用する誰もが、自身のデータ管理につい
て理解し有意義な管理ができるようにすべきだと考えています。

[設定とプライバシー] → [プライバシーとセーフティ] の設定を学び、調整し
てください。また、プライバシーセンターでプライバシーについてより詳し

く学ぶことができます。

Twitterが保存するあなたのデータに関しては:

[設定とプライバシー] → [アカウント]でご確認ください。アカウント情報の
提供を求められ、データのアーカイブをダウンロードすることができます。

https://privacy.twitter.com/ja


まとめ27

Twitterを自分にとってより安全な
場所にする詳しい方法について、

セーフティビデオをご覧ください

。また、セーフティ＆セキュリテ

ィハブにアクセスください。

https://help.twitter.com/ja/resources/a-safer-twitter
https://help.twitter.com/ja/safety-and-security



