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子供を持つSnap Inc.社員か
らの手紙
保護者の皆様へ

お子様がSnapchatアカウントを作成しました。こ
れからどうなるのだろう？とご心配のことと思いま
す。なぜ、コンテンツのほとんどが削除されてしま
うのがデフォルトのアプリを、お子様は使いたがる
のでしょうか？ソーシャルプラットフォームは常に
進化していて、追いつくことが難しいとお考えでし
ょう。ご質問やご懸念がおありなのは当たり前で
す。このガイドでSnapchatを知っていただき、お子
様を教育し力を与えるリソースとしてご活用いただ
ければ幸いです。

10代のお子様には、十分な知識を得た上で安全にア
プリを使用してほしいという、保護者の皆様からの
ご要望を弊社は認識しています。弊社の目標は、10

代の皆様に、創造性と真の自分を表現する場所を提
供することです。Snapchatは、見知らぬ人とでは
なく、仲の良い友達と連絡を楽しく取り合えるよう
設計されている点で、従来のソーシャルメディアと
は異なります。

フティパートナー会社とともに、弊社は、10代の若
者たちに、彼らの安全が最優先であることをお知ら
せしています。 

保護者の皆様とそのご家族が、安全にご自身を表現
し、その瞬間を大切にし、世界について学び、一緒
に楽しむうえで力となる追加情報をご提供するため
に、この保護者のためのガイドを作成しました。お
子様がオンラインでどんなことをされているか、お
子様とオープンで正直な会話を継続していくうえ
で、このガイドがお役に立つことを願っています。 

弊社はいつでも保護者の皆様とお子様のご相談に乗
りますので、それをお忘れなく！

 子供を持つSnap Inc.社員一同より

Snapchatでは、他のプラットフォームのようにコ
メントが一般公開されることはありません。デフォ
ルトでは、フレンドとして追加したユーザーからの
メッセージのみを受信する設定となっています。 

フレンドと話すためだけでなく、Snapchatは家族
の絆を守るのにも最適です。Snapchatを使用する
と、ユーザーはクリエィティブになり、楽しくカジ
ュアルにコミュニケーションできます！Snapchat
は、お互いに楽しみを持てる場所です（やることリ
ストや食器洗いのリマインダーを気にせずに）。代
わりに、おふざけ写真を送ったり、その瞬間を大切
にしたりすることもできます（容量がいっぱいで写真が
保存できないということなく！）。 Snapchatを使
って、お子様が学校にいる間、愛するペットの写真
を撮ったり、レンズを追加したりして、お子様を笑
わせてあげてください！ 

弊社は、コミュニケーションを促進するアプリが悪
用される可能性を理解しており、プラットフォーム
の安全性については、多くの時間、リソース、エネ
ルギーを絶えず注ぎ続けています。アプリ内報告機
能、コミュニティガイドライン、そして多くのセー

「なぜ私の10代の子供
は、コンテンツのほとん
どが削除されてしまうの
がデフォルトのアプリを
使いたがるのでしょう
か？」
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保護者や教育者として、Snapchatというの
は、最近の10代の若者たちが友達と交流す
る数少ない方法の一つ、メッセージ送信と
カメラアプリであると、ご認識されている
かもしれません。弊社は最初から、本当の
友達と離れているときにつながることと、
その瞬間に自由に自分を表現することに焦
点を当ててきました。Snapchatは、ユーザ
ーがカメラで自分を心地良く表現できるツ
ールとして構築されています。

Snapchatは、意図的に従来のソーシャル
メディアと異なる設計にしており、コミュ
ニティにとってより安全なものになるよう
作られています。ガイドをご活用いただ
き、Snapchatやその他のプラットフォーム
の適切なご利用について、ぜひ保護者の皆
様と10代のお子様たちの間で定期的な会話
をお持ちいただくよう推奨します。

3

Snapchatの基本情報
Snapchatとは
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よくあるご質問
カメラに関しては、ユーザーが1つのSnapのなかで、文字
数制限のあるテキストメッセージよりはるかに多くのこと
を、クリエイティブツールを使って自己表現できるように
しました。Snapchatでは、一番大切な人たちと一緒に、自
分が自分らしくいられます。よくあるご質問に対する回答
は以下のとおりです。 

1  アプリの使い方は？

アカウントを登録してBitmojiを作成したら、まず使って
みましょう！Snapchatには（左から順に）地図、チャッ
ト、カメラ、ストーリー、Spotlightの5つのタブがありま
す。Snapchatを開くとカメラが表示されます。 

カメラのアイコンをタップするだけで、写真やビデオが撮れま
す。「Snap（スナップ）」といわれる写真やビデオをフレ
ンドに送れますが、見知らぬ人からのメッセージを簡単に
受信できるようには設計されていません。アカウントを初
めて作成した場合、フレンドとして追加していないユーザ
ーからのメッセージは、デフォルトでは受信できません。 

自分を表現し
よう！

2  Snapとは具体的にどのようなものですか？

Snapは、実際の会話のように、迅速か
つ簡単なコミュニケーションがとれる
よう構築されています。そのため、フレ
ンドに送信されたSnapは、まるで音声で
話された言葉のようにデフォルトで削除
されます。この方法で、Snapchat全体
で毎日目にするものが、本当の会話の
レベルまで達するものと考えていま
す。

Snapはデフォルトでは削除されるように設計されていま
す。とはいえ、フレンドはスクリーンショットを取得した
り、画面を録画したり、別のデバイスでキャプチャしたり
することは可能です。

3  Snapのセーフティスタンダードはどうな
っていますか？

Snapchatのすべての  ユーザー  は、ヘイトスピーチ、差
別、誤報、いじめ、嫌がらせ、暴力的なコンテンツなどを
禁じた Snapの利用規約  と コミュニ
ティガイドライン を遵守する必要が
あります。Snapは、専用チームによ
ってこれらのポリシーを作成し施行
しています。 

ユーザー保護の方法についての詳細
は、プライバシーセンターをご覧く
ださい。

4  アカウントを作成するのに、年齢要件は
ありますか？

はい。13歳未満の方はアカウント作成やSnapchatの使用が
認められていません。また、13歳未満の方には一切サービ
スを提供していません。Snapchatを使用している13歳未満
のお子様がいらっしゃる場合は、お子様のユーザー名と保
護者とのご関係が確認できるものをご用意の上、弊社まで
ご連絡ください。 Snapの共有先、共有方法、Snapchat上での表示期間は、

自分で決めることができます。

24HR

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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弊社は効果的なガイドライン
を作成し、Snapchatユーザー
を保護し、創造性と自己表現
のための安全で楽しい環境を
提供することに注力していま
す。10代のお子様が安全上の
懸念があるような出来事を経
験した場合、常に弊社宛てに
報告していただく必要があり
ます。

5  Snapchatを10代のお子様が安全に使用す
るために、自分にできることは？

Snapchatは、従来のソーシャルメディアとは異なる方法で
意図的に構築されており、コミュニティに対してはるかに
安全です。Snapchatは友達や愛する人たちとつながってコ
ミュニケーションをとる場ですが、安全を保つ方法を知っ
ていることは重要です。弊社のポリシー、チーム、および
保護者と教育者の方に向けた情報について詳細をご覧いた
だくためには、安全センターをどうぞご確認ください。10
代のお子様に役立つアドバイスは、強力なパスワードを作
成し、メールと携帯電話番号を認証し、そして現実の生活
で知っている人からのフレンドリクエストのみを受け入
れ、コミュニティガイドラインを読んで遵守し、友達もガ
イドラインを守るようサポートすることです。 

6  安全上の懸念を報告するには？

不適切なユーザーやコンテンツ識別のため、アプリ内報告
やプラットフォーム外でのフィードバックを介して、コミ
ュニティからの連絡を容易にしています。ユーザーは、ア
プリ内報告、サポートポータル、SnapchatサポートTwitter
アカウントを通じ、どのコンテンツでも報告が可能です。
コミュニティガイドラインに沿って行動し、Snapchatを向
上させるフィードバックを集約しています。 

注意： 誰かが差し迫った危険にさらされていると感じた場
合は、すぐにお近くの緊急通報受理機関までご連絡くださ
い。

「フレンドリクエスト
は、実際の知り合いか
ら送られたもののみ、
承諾してください」

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/report-abuse-in-app
https://twitter.com/snapchatsupport
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アプリの展開当初から、弊社では本当の友人が離れている
ときにもつながりを持てるよう手助けし、
その瞬間に自分自身を自由に表現できる
ことに焦点を当ててきました。Snapchat
は、電話とビデオ電話のほかに、ビデオ、
写真、オーディオ、テキストチャットも可
能です。メッセージは削除されるのがデフ
ォルトで、まだフレンドではないユーザー
からの1対1のチャットは受信できません。

      カメラ： 

Snapchatを開くと、自動的にカメラ画面
が表示されます。ここからSnap（ビデオ
や写真）を撮ります。Snapが作成できたら、フィルター、
テキスト、ステッカー、添付ファイルなどのクリエイティ
ブツールでSnapを重ね付けしていくことができます。Snap
では次の操作を実行できます。 

• チャットに送る
• メモリーズに保存する
• マイストーリーに追加、またはプラ

イベートストーリーやカスタムスト
ーリーの作成に使用する 

• 削除する

SnapchatがSnapとチャットを削除するタ
イミングの詳細については、こちらのサポ
ート記事をご覧ください。これらの用語の
詳細については、12ページでチェックして

ください！

       ストーリー： 

ストーリーでは、Snapchatユーザーが、フレンド、クリエ
イター、さらに広範なSnapchatコミュニティからのストー
リーを見ることができます！また、ディスカバーと「For 
You」オプションからのサブスクリプションを見ることも可
能です。

      Spotlight： 

Spotlightは、Snapchatコ
ミュニティで作成された
Snapのうち、特にみんな
が楽しめるものに焦点を当
てたものです。上下にスワ
イプすると様々なコンテン
ツが表示されます。気に入
ったものを見つけたら、ハ
ートをタップしてお気に入
りに登録しましょう。好み
のものがフィードに表示さ
れやすくなります。

Snapchatの使用方法
主な特徴

アプリの操作にサポートが必要な場合は、以下のSnapchatの
基本事項を確認してください。機能の完全なリストについて
は、12ページのSnap用語集をご覧ください。

覚えておくこと:Snapchatには写真やビデオメッセージ
の送信以外にも、さまざまな機能があります。 アプリ
には（左から順に）地図、チャット、カメラ、ストーリ
ー、Spotlightの5つのタブがあります。

      Snapマップ 

Snapマップは、コミュニティを、親友や世界中のさまざ
まな場所に接続します。Snapマップはすべての製品と同
様に、プライバシーを最優先にして設計されており、ロケ
ーション共有については、デフォルトでオフになっていま
す。Snapchatユーザーが初めてSnapマップを開くと、フ
レンド全員、カスタマイズした数人、1人もなし（ゴースト
モード）など、自分の場所を共有
する人を選択するよう求められま
す。Snapマップにある場所を指定す
ると、Snapchatユーザーは、営業時
間やレビューを見て、テイクアウト
と配達注文を行うことができます。 

      チャット： 

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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プライバシーに関する方針
Snapchatのプライバシー

Snapでは、お客様のプライバシーを優先しま
す。Snapchatやその他の弊社の製品を使用すると信
頼が得られる理由は、他のほとんどのハイテク企業と
は異なる方法で情報を扱っているためです。

弊社の製品は常に進化していますが、プライバシー原
則は変わっていません。

• 弊社は、正直かつ率直にコミュニケーションを取
っています

• ユーザーは、自分自身を表現する方法をご自身で
選択します

• 弊社は、プライバシーを念頭に置いて設計してい
ます

• ユーザーは、ご自身の情報をご自身で管理します

プライバシーの最優先事項に関する詳細については、
プライバシーセンターをご覧ください。弊社のプライ
バシー原則、プライバシーポリシーの詳細について書
かれています。また重要な問題について概要をお探し
の場合は、ユーザーのプライバシーの説明をご参照く
ださい。

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  フレンドは友人限定とする 。Snapchatは、親
しい友人同士の連絡に適した設計となっています。リアル
の知り合いからのフレンドリクエストのみを承認すること
をお勧めします。オンラインで出会う人に直接会うのは安
全ではない、ということをお子様に言い聞かせましょう。

5  プライバシー設定を確認する 。自分にSnapを
送信できる相手、自分のストーリーを見ることができる相
手、Snapマップ上で自分の位置情報を見ることができる相
手は、設定で選択できます。デフォルトでは、自分に連絡
を取ったり自分のストーリーを表示したりできるのは、フ
レンドのみとなっています。

6  マップ上の自分の位置情報をカスタマイ
ズする 。自分の位置情報は、自分で追加したフレンド全
員に共有することも、選択したフレンドグループのみに共
有することも可能です。ゴーストモードをオンにすれば、
位置情報を非公開にすることもできます。Snapマップがあ
なたの位置情報を更新するのは、あなたがアプリを使用し
ているときのみであり、共有するのは、共有先として選択
した相手に対してのみです。 

7  マイストーリーを表示できるユーザーを
変更する 。デフォルトのプライバシー設定では、自分で
追加したSnapchatユーザーのみがストーリーを表示できま
す。後で設定を変更した場合も、Snap投稿時のプライバシ
ー設定が、そのままそのSnapに適用されます。

8  Snapchatでの不適切行為を報告する 。 
Snapchatでの不適切行為（嫌がらせ、いじめ、その他の
安全上の懸念など）は、いつでも報告できます。不快な行
為をするSnapchatユーザーをブロックしたり、グループ
チャットを離れたりすることもできます。報告する場合
は、Snapまたはストーリーを長押しして、「Snapを報告」
ボタンをタップしてください。 

9  フレンドの削除とブロックの違いを理解
する 。ユーザーをフレンドリストから削除した場合、そ
のユーザーはあなたの非公開ストーリーを見ることができ
なくなりますが、公開に設定されたコンテンツは見ること
ができます。ただし、あなたのプライバシー設定によって
は、チャットやSnapのやり取りをあなたと行うことも可能
です。フレンドをブロックした場合、そのフレンドは、あ
なたのストーリーを表示したり、Snapやチャットをあなた
に送信したりすることができなくなります。

Snapchatで安全を保つ
安全に楽しむヒント

Snapchatは、友達や愛する人とつながってコミュニケーシ
ョンを取る場所ですが、安全を保つ方法を知っておくこと
も重要です。弊社のポリシー、チーム、および保護者と教
育者の方たちに向けた情報の詳細については、弊社の安全
センターをぜひご確認ください。ご注意いただきたいのは
Snapchatは13歳以上を対象としているということです。

また、メンタルヘルスや情緒的な危機に直面している可能性、
あるいはこれらの問題やそれらに苦しむ友達を助ける方法
についてもっと知りたがっているSnapchatユーザーには、
アプリ内サポートも提供しています。弊社の「Here For 
You（あなたへの支援）」というツールでは、Snapchatユ
ーザーが、不安、うつ病、ストレス、悲しみ、自殺思考、
いじめに関連するものを含む特定のトピックを検索する際
に、専門家と開発した安全なリソースを提供しています。

Snapchatを安全に利用するヒントをいくつかご紹介します。

1  強力なパスワードを選択する 。パスワードは8
文字以上としてください。氏名、ユーザー名、電話番号、
誕生日などの個人情報は含めず、数字、記号、大文字と小
文字を混在させるようにします。また、他のユーザーに共
有したり、他のアプリやウェブサイトで同一のものを使用
したりしないようにしてください。 

2  メールアドレスと携帯電話番号で認証を
行う 。Snapchatの設定から、アカウントに関連付けられ
ているメールアドレスと携帯電話番号が正しいことの認証
を行なってください。

3  二段階認証を設定する 。これは、Snapchatア
カウントにログインしたのが本当に本人であるかを確認す
るための、オプションのセキュリティ機能です。これによ
り、アカウントの安全性が強化されます。詳細について
は、こちらをご覧ください。

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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Headspaceミニ ： Snapは
Headspaceと提携し、Snapchatユー
ザー向けにガイド付き瞑想とマインド
フルネスの実践を直接アプリ内で提供
しています。Headspaceミニを通じ
て、Snapchatユーザーは、フレンド
と瞑想の練習を行い、困っているフレ
ンドを積極的に後押しするために励ま
しのメッセージを送ることができま
す。注意： この機能は、一部の国での
み使用できます。

Here For You（あなたへの支援） ： これは人が
危機的状況に関連した言葉を入力したときに表示される検
索ツールで、リソースとコンテンツには、専門の非営利団体で
ローカライズされたものが含まれています。検索トピックに
は、うつ病、不安、悲しみ、いじめ、身体陽性、LGBTQ関
連の心の健康などが含まれます。

アプリ内報告機能 ： アプリ内報告ツールを使用する
と、Snapchatユーザーは、フレンドの自傷行為のリスクが
高まったと思われるときに匿名で弊社に警告することがで
きます。また、状況に対してSnapへ警告している人と、ア
プリ内サポートを受けている人の両方に、20以上の国と言
語で、自傷行為や危機ホットラインリソースを持つサポー
トサイトページへのリソースも共有します。

2017年、コミュニティのメンバー向けに、アプリ内で危機
リソースをリリースしました。これについては、Snapchat
サポートからのメッセージをご確認ください。弊社の法執

行業務チームは、生命に対する差し迫った脅威が存在する
と思われた場合には、誠意を持って積極的に法執行機関に
サポートを求めます。Snapchatは、専門的なメンタルヘル
ス介入リソースではありません。友達や愛する人が危険な
状況にある場合は、こころの健康相談統一ダイヤルやいの
ちの電話などの緊急サービスを利用するか、110番に電話し
てください。 

Safety Snapshotのディスカバーチャンネル ： 
デジタルセキュリティとSnapchatアカウントを安全に保つ
ための重要な方法に関して、Snapchatユーザーの教育に焦
点を当てたディスカバーチャンネル、「Safety Snapshot」
を登録することを10代のお子様にお勧めください。注意： 
このチャンネルは指定国でのみでご利用いただけます。

リソースページ ： お客様と10代のお子様のためのセー
フティパートナーとリソースの完全なリストについては セ
ーフティセンターをご覧ください。 

タップしてアプ
リ内を長押しし
てスキャン

覚えておいていただきたいこと
ウェルネスリソース

Snapは、コミュニティの安全と健康について真剣に取り組
んでいます。Snapchatユーザーの安全、健康を維持し、
情報提供し続けるために、チーム、テクノロジー、ポリシ
ー、パートナーシップを用いています。

弊社は、業界の専門家や非政府機関と協力して、困難な状
況にあるSnapchatユーザーにリソースやサポートを提供し
ています。安全パートナーの完全なリストについては、弊
社のセーフティパートナーをご覧ください。

Snapchatは、情緒面でのサポートを求めているか、単にチ
ャットしたいかどうか、アプリ内のリソースとウェルネス
に関する機能を提供し、お子様たちを支援する手助けをし
ています！ウェルネスに関する機能は、Snapchatコミュニ
ティのメンバーが、メンタルヘルスで苦しんでいる可能性
があるフレンドをサポートできるように、教育あるいは力
づける目的で設計しています！ 

Crisis Text Line： 弊社は、米国内に住むSnapchat
ユーザーは年中無休で利用できるCrisis Text Lineと提携し
ています。訓練された危機カウンセラーとライブでの無料
チャットを利用できます。741741にKINDと入力するか、 
Crisis Text Lineをアプリ内で検索してみてください！米国
外の場合は、安全リソースで詳細を確認してください。 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety


10代のお子様たちと話す方法
会話スターター
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• フレンドだけが私の投稿内容を見ていることを確認す
るには？

• お気に入りのSnapゲームは何ですか？

懸念を認識する
10代のお子様のどの行動に目を光らせるべきかを知ること
が重要です。そうした行動は、10代のお子様がオンライ
ン上で問題を抱え、保護者の方やカウンセラー、他の大人
によるさらなる支援の必要性を示している可能性がありま
す。次のいずれかに思い当たる節はありますか？

• 性格の変化（不安、恐怖、怒りの増加）
• テクノロジーに関する会話を避けている 
• 携帯電話やパソコンの使用を避けている
• 友達や家族に距離を置いている
• 学校での行動に変化がある（成績が低くなった、出席

率が低くなった、授業中に居眠りをする）
• 自傷行為の思想がある

もしそうなら、必ず10代のお子様と話をし、潜在的に専
門家からのサポートを求めるか、弊社のHere For Youツ
ールをご確認ください。緊急事態に備えて、Crisis Text 
Lineが年中無休で利用可能であり、741741までKINDとテ
キストメッセージを送るよう認識させましょう。同社と
の直接提携により、Snapchatコミュニティは、訓練を受
けた危機カウンセラーから無料の機密サポートを受けられ
ます。

ウェルネスの実践

Snapchatはユーザーが共有したいものだけをしたい間だ
け、相手に表示できるように設計されています。また弊社
は、セーフティバイデザインアプローチを使用して新製品
や機能を開発し、相手やそのフレンドがメンタルヘルスの
危機にあるとき、当コミュニティが予防的なウェルネスツ
ールにアクセスできるようにしています。

Snapchatの使用に関して、10代のお子様とコミュニケー
ションを取ることが重要であるということを弊社は認識し
ています。そのため、MindUP、Crisis Text Line、Snap 
Parentsの専門家と提携し、Snapを通じて10代のお子様と
つながる方法、潜在的に心配な行動を認識する方法、アプ
リ内でウェルネスを実践する方法について、いくつかの会
話スターターを考案しました！ 

関与する
保護者の方自身のSnapchatアカウントを作成すると、アプ
リを理解し、10代のお子様とよりよくつながる手助けにな
ります。 
プロのヒント： 10代のお子様に、新しいSnapchatの使用法
を教えてもらってください！ 

会話継続に役立つ楽しい質問集

• Bitmojiがどんなものか見ることができますか？
• 家族のプライベートストーリーやグループチャットを

作成したいですか？
• 最も使用するフィルターは何ですか？ 
• どのディスカバーショーがお気に入りですか？どれが

私におすすめですか？ 
• Snapchatの親友はどのような取り組みをしています

か？ 
• Snap連続更新記録が最長の相手は誰ですか？ 
• Snapを保存できますか？保存した場合、Snapはどこ

に行きますか？ 
• Snapマップでゴーストモードをオンにするには？ 
• アプリでお気に入りのタブは何ですか？ 

2:23

anxiety

Here For You

Cancel

Here For You
Whatever you’re going through, we’re here for you.

Headspace
Breathe. Relax. Check in on friends.

Feeling down?
Here For You · February 7, 2020

MINI



11

10代のお子様と話した後に

お客様とお子様はもう、Snapchatについてコミュニケー
ションを取るプロになりました。今後のためにいくつかの
契約を作るのも良し、こうした会話を継続的に行っていく
のも良いでしょう！ソーシャルメディア契約を策定するの
も、双方のプライバシーと信頼を維持するのに役立ちま
す。このような約束は、両当事者間の信頼を促進するのに
役立ちます。 

ここでは、10代のお子様との健全なコミュニケーションを
促進し、安全な画面の開発やソーシャルメディアの習慣を
サポートするための、いくつかの会話スターターをご紹介
します。 

• 会話の儀式を作り、家族の食事のときのように、話し
たり聞いたりする時間を確保します

• 10代のお子様を会話に参加させ、「これについてどう
思いますか？」というような質問をし、その考えには
心を開いて応じます

• 気を散らすものを排除し、目を合わせ続けることで、
傾聴する方法を学びます

• 毎日、ソーシャルメディアや電話の「休憩」を入れる
時間割に互いに協力して同意します 

• オンラインに関するリスクや懸念について率直に話
し、ブロックや報告など、オンライン上のリスクに対
処する実践的な方法を伝えます

ここでは、10代のお子様がソーシャルメディア上で安全か
つ健康に過ごすのに役立つ重要なガイドラインをご紹介し
ます。

• 身近なサークルにソーシャル投稿を継続することの重
要性 - 本当に知っている人からのフレンドリクエスト
のみを承諾しましょう

• 投稿する前に常に自分自身に尋ねましょう： 「 
WWGS（おばあちゃんは何と言うだろう）？」

• 傍観者になってはいけません - 何か不快になるものを
見たら、それを報告してください！ 

• 常にコミュニティガイドラインを守り、思いやりのあ
る行動を取りましょう

「
「

私たちは皆、マインドフル
ネスの自覚を実践し、感謝
の気持ちを表し、親切な行
動をとるなど、ポジティブ

なメンタル習慣を身に付
け、より多くの喜びと健康
を生み出す能力を持ってい

ます。 
- モリー スチュワート ローラー博士

10代のお子様に確認しておくべき内容

• 瞑想にHeadspaceを使用したことがありますか？ 
研究によれば、瞑想したりマインドフルネスを意識し
たりすることで、ストレスが軽減され、生活の質が向
上します。

• 誰かのSnapchatを報告すべき時、報告する方法が分
かりますか？

• ディスカバーチャンネルの安全への取り組みを扱った番
組「Snapshot」はご覧になっていますか？

• Here For Youに登録していますか？Snapchatの検索
バーで「Here For You」を検索すると見つかります

• Snapchatの中であなたを悩ませるものがあるとき、
話をする相手はいますか？

• Snapchatであなたをサポートするリソースを知って
いますか？

• アプリ内でどのくらいの時間を費やしていますか？ 
• アプリを使用して圧倒されるような感じはあります

か？それを感じたらどうしていますか？
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Snapコード： SnapコードはSnapchatでスキャンしてさ
まざまなことを行える特別な種類の画像であり、新しいフレンド
を追加したり、フィルターやレンズのロックを解除したりするこ
とが可能です。

Snapスター： 幅広いオーディエンスを抱えるクリエイタ
ー（著名人やセレブなど）はゴールドスター。このようなクリエ
イターを登録できます。 

Snapマップ： 何が起こっているかを見たり、フレンドを
探したり、このタブを使用すると冒険に出かけたくなるような気
分になるでしょう。位置情報の共有はデフォルトではオフになっ
ています - フレンドとあなたの位置情報を共有するか、ゴースト
モードで位置情報を自分のみに表示するかどうかを自分で決定し
ます。

Spotlight： この1ヶ所を見ればSnapchatの世界が分かりま
す。このエンタメプラットフォーム上に広がるコミュニティを一
望できる場所です。

おすすめユーザー： 「おすすめユーザー」には、既存の
フレンドや、あなたが同意したユーザーといった、いくつかの要
因に基づき、フレンドのおすすめが表示されます。

みんなのストーリー： コミュニティ全体の異なる
Snapchatユーザーから送られたSnapのコレクション。「みんな
のストーリー」で紹介されているSnapは、Snapマップやプラッ
トフォーム以外でも表示できる公開コンテンツです。

カスタムストーリー：  カスタムストーリーのフレンド
を選びます！参加者はストーリーにメンバーを追加したり他のメ
ンバーを表示したりできます。

カメラ：  写真やビデオでフレンドにSnapを送信するとき
に！

クリエイティブツール：  Snapを作成したら、ステッ
カー、テキスト、落書きなどを追加できます。

ゲームとSnapミニ： ゲームは、Snapchat上でフレン
ドと楽しめるものです。Snapミニは、フレンド用にカスタマイ
ズできるミニサイズのユーティリティで、夜観る映画の計画や、
フラッシュカードの作成などに活用できます。

ゴーストモード：  オンにすると、フレンドはSnapマッ
プ上でユーザーの位置情報を見ることができません！

チャット：  ビデオ、電話、テキストチャットを送信しま
す。

ディスカバー：  Snapオリジナルや主流メディアなど、プ
レミアム ニュースとエンターテイメントが視聴できます。

ヒミツのエリア： この機能は、メモリーズで見つかりま
す。Snapchatのユーザーがメモリーズに保存したSnapとストー
リーを「ヒミツのエリア」タブに移動できます。見るにはパスコ
ードが必要です。 

フィルター：  Snapを右にスワイプすると様々なフィルタ
ーが表示され、カラーエフェクトの追加、ロケーション情報の表
示、Bitmojiの使用、ユーザーの行動の表示などができるように
なります。

プライベートストーリー：  プライベート ストーリー
では、Snapchatのユーザーが選択した人数のフレンド限定で共
有するストーリーを作成できます。

マイストーリー： フレンドが24時間時系列で見るこ 
とができる一連のSnap。「すべてのユーザー」、「マイフレン
ド」、「カスタムユーザーリスト」の中から、共有したい人たち
を選択できます。  

メモリーズ：  メモリーズに保存されたSnapとストーリー
であり、Snapchatユーザーの個人的なコレクション。  

レンズ：  フェイスをタップしてレンズ カルーセルを起動し
ます。レンズを使用すると、3Dエフェクト、オブジェクト、キ
ャラクター、変換を、Snapに追加できます。

位置情報サービス：   Snapchatはユーザーの場所を感知
し、フィルター、検索、Snapマップ、広告などの機能を使いま
す。オンにすると、Snapchatを開いているときにユーザーの位
置情報が更新されます。   

検索： 検索で入力すると、さまざまなものが表示できるの
で、フレンド探し、Here For Youツール確認の場合などで、自
分に最も関連性の高い検索ができます。 

連続更新記録： チャット画面でフレンドの名前の横にあ
る  絵文字は、連続更新記録の日数（Snapを何日連続で送り
合っているかなど）を基本的に示しています。Snap連続更新記
録はつまり、Snapを最も頻繁に交換している相手は誰かを楽し
く気軽に知れるものです。
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