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1.Briarとは
Briar とは，Android に対応したメッシュネットワーク通信アプリで，自由ソフトウェアライセンスで
ある GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）のもとで許諾・配布されて いる。
ほかの端末との通信には，無線 LAN（Wi-Fi），Bluetooth およびインターネットが利用できる。とく
に，インターネット接続はすべて Tor を介する。ときどきで適切な手段を使い分け，政府などの監視を
さけながら，情報を伝えていくことができる。
Briar プロジェクトの公式ウェブサイトは，クリエイティブ・コモンズの表示 4.0 国際ライセンスに
よって許諾されている。そのため，動作のようすを解説した図に日本語の訳をくわえて，ここに表示
する（図１）

メッセージアプリとしては，安全性は高いものの，日常で使うにはいくつかの問題がある。これは後述
したい。
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図 1: もとの画像 の著作権： 2018 Sublime Software Ltd. CC-BY 4.0
https://briarproject.org/how-it-works/画像を一部改変した。

Briarをもちいて，Wi-Fi，Bluetooth，およびインターネットを介したデータの共有

AがBriarにおいて， 
ブログにメッセージを投稿AはBに，Wi-Fiをもちいて， 

記事を共有する

BはCに，記事を 
Bluetoothで共有

CはDに記事を共有しなかったため， 
Dは記事を目にすることができない

Wi-FiおよびBluetoothの範囲

Cは街のなかの，違うところに移動する

Wi-FiおよびBluetoothの範囲

CはEに，Bluetoothで 
記事を共有

CとEは，Briarの連絡先ではないので， 
投稿を共有できない

Eはインターネットにアクセスできるので 
Wi-Fi，Bluetooth範囲外の連絡先に， 
投稿を共有できる

https://briarproject.org/how-it-works/


2.メッセージアプリとして適切ではない理由
これはメッセージアプリとしてけんでん喧 伝されているかもしれないが，じつをいうとメッセージに使うには
適切とはいえない。たしかに安全ではあるが，まったく便利ではない。利便性を捨てて安全性をおい
もとめる──もはやちょうほう諜 報用である。

イ) 連絡先を交換するには，リンクを送るか，直接会って QR コードを読み込まなければならない
（Signal のように，電話番号で連絡先を交換できない）。

ロ) Briar を常時インターネットにつないでいると，電池がとても早く減る。
ハ) 常時インターネットにつながず，充電時のみつなぐ設定にすると，送り手と受け手が同時に充

電した場合しか，メッセージが届かない（Wi-Fi または Bluetooth 範囲内を除く）。
ニ) 端末が壊れたり，リセットしたり，買い換えたりした場合は，メッセージ履歴はおろか連絡先

さえ引き継げない。
ホ) 2022 年 3 月現在，Android にしか対応していない。
ヘ) アプリを開くたびにパスワードをもとめられる。

上記の理由から，私は通常のメッセージアプリとしては，Briar を推奨しない。

4



3.Briarはどんなときに役立つのか
Briar はメッセージアプリとしては不便だが，マイクロブログとしては役立つ。災害や情報統制などで
通常の通信手段が絶たれた場合でも，Briar を使えば情報を伝達することができる。支援物資の供給や，
被災者の救助，医療などの活動に寄与するものだ。また，わが国に某国や某国が攻め込んだとしても，
しゅうげき襲 撃状況や亡命方法を伝えることができる。
このさい，特定の相手方以外にもれてはならない情報を除き，「ブログ」機能を使うこと。近くにい
る，あるいはインターネットでつながった連絡先全員に伝えることができる。
たとえば，下記の状況で Briar は役立つ可能性がある。

イ) エレベーターに閉じ込められ，インターホンも携帯電話もつうじない。
ロ) 某国軍が，わが国の市民を襲撃している。避難あるいは抵抗を呼びかけたい。
ハ) 災害により避難所を開設。避難者の受け入れ状況を知らせたい。
ニ) 当局による暴虐があいついでいる。世界にこのきゅうじょう窮 状をうったえたい。
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4.かんたんな使いかた説明
導入
Briar は，公式サイトから（https://briarproject.org/installing-briar-via-direct-download/），もしくは
F-Droid（https://f-droid.org）からダウンロードできる。また，プライバシーや倫理的な観点から推奨
はしないが，Google Play ストアからもダウンロード可能である。料金は無料だ。
Briar は自由ソフトウェアのため，ほかの人からコピーを受け取ることもできる。その人の人格とセ
キュリティ意識を信頼していないかぎり──ただし，あなたがソースコードを読んでビルドできる場合
を除く──，避けた方が無難だ。なお，Briar にはアプリのコピーをほかの人に送る機能もある。すで
に回線が絶たれている場合は，これを利用して信頼できる人からコピーをもらおう。

セットアップ
最初に Briar を起動したあと，名前とパスワードを求められる。名前は本名でなくても，活動名や筆名
などでもよい。
Briar のアカウントや連絡先情報は，クラウドではなく端末本体に保存さ
れる。したがって，パスワードは端末を落としたりハッキングされたりと
いった場合に備えるものだ。しかし，6文字以上のパスワードが必須とさ
れているし，忘れたらデータは永久にうしなわれる。もしこれが不満だっ
たら，ソースコードを改変してパスワードを不要にすることもできるだろ
う。もちろん，その場合はセキュリティが低くなる。
このあと，バックグラウンドでの常時実行許可をもとめられる。後述する
方法で電池消費を減らすことができるので，許可しておこう。

電池消費を減らす
Briar はそのままだと，勝手にインターネットにつないで電池をろ うひ浪費する。
なので，下記の手順にしたがって電池の消費を減らすことを推奨する。

1. メニューから，「設定」を選ぶ
2. 「接続」を押す
3. 「充電時にのみインターネットに接続する」をオンにする

なお，Wi-Fi と Bluetooth については，端末の設定でオンになっていないと通信しないので，Briar の
設定ではオンにしていてかまわない。必要になったとき，端末の設定で切り替えればよい。
緊急時など，いちはやく伝えたいことがある場合は，「充電時にのみインターネットに接続する」を
一時的にオフにすれば，インターネットにつながる。
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連絡先を追加する
連絡先を追加するには，ふたとおりの方法がある。ひとつは，実際に会うこと。もうひとつは，ほか
のメッセージアプリなど（もちろん，Signal のような安全なアプリでなければならない）を使ってリ
ンクを送ること。
実際に会う

1. たがいに Briar を開く。
2. メニューから，「連絡先」を選び，「＋」のえがかれた丸を押す。
3. 「近くにいる相手を連絡先に追加」を押す。
4. 「続ける」を押す。
5. 写真と動画の撮影，および位置情報の利用を許可する。
6. Bluetooth で近くの端末に公開することを許可する。
7. それぞれが，たがいの QR コードを読み込む。

メッセージアプリなど
1. 手順は不明。試したが成功しなかった。

「ブログ」を投稿する
Briar における「ブログ」とは，だれもが見ることのできるつぶやきのようなものだ。
メニューから，「ブログ」を選び，ペンの形のアイコンを押すと，入力画面があらわれる。改行が適用
されない場合があるので，留意願いたい。また，いったん投稿したら消すことも修正することもでき
ない。
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「ブログ」を共有する
画像１の共有ボタン（丸で囲った部分）を押すと，共有（リブログ）することができる。この共有方
法だと，Briar でつながっているすべての連絡先に共有される。
投稿をタップして表示される共有ボタン（こちらは，
ふつうのアプリの共有ボタンに似ている）からは，特
定の連絡先にかぎって共有することができる

「メッセージ」，「プライベートグ
ループ」の使い方
「メッセージ」とは，ここで書いた「ブログ」を，特
定の人にだけ宛てて書くようなものだ。自分と相手が，
同じ無線 LAN ネットワークにつながっているか，
Bluetooth でつながる範囲にいる，あるいは，同時に
Briar がインターネット接続している（この文書で説
明した，電池を節約する設定をおこなった場合，電源
に接続している）場合にだけ，メッセージが届く。
プライベートグループは，特定の仲間だけが読める
「ブログ」と考えればいい。家族や政治団体，学生団
体などにおける機密性の高い事務連絡や，安否確認な
どに適している。フォーラムはプライベートグループに似ているが，だれでもメンバーを追加できると
ころが異なっている。
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5.注意点
この Briar を使うにあたっては，いくつかの注意点がある。機能は「もうひとつのインターネットをつ
くる」ようなものなので，ご留意いただきたい。

端末が壊れたら，データが失われる
アカウント情報は端末に保存される。アカウント名，過去の投稿，連絡先のいずれも，いかなる場合
であってもほかの端末に引き継ぐことはできない。

Torの使用
インターネットに接続するには，Tor を利用する。国や地域によっては Tor の使用は違法であったり，
当局に目をつけられる原因になったりする。
そのような場合は，「設定」の「接続」から，「インターネット経由で連絡先に接続」をオフにするこ
と。

連絡先には信頼できる人だけを
連絡先に登録するのは，信頼できる人だけにしよう。連絡先はあなたの投稿を読むことができるし，
それをほかの人に伝えることもできる。

デマや誤情報
「信頼している人が，信頼している人」というように芋づる式で情報がやりとりされる。そのなかに
は，意図的な嘘やいたずら，誤情報がまぎれこんでいるかもしれない。もしかしたら，あなたがそれ
から身を守りたがっている，反対派や政府当局かもしれない。

いちど投稿したら消せない
いちど投稿したものは，削除ボタンすらないので，消すことができない。ネットワークを渡るうちに
反対派に読まれないともかぎらないので，投稿するさいは慎重になること。
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