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　本号では小特集のテーマとして「今時のソーシャルネットワーキングサービス」を取り上げ

ました．一般の方にとって，ソーシャルネットワーキングサービスという言葉は聞き慣れない

かもしれませんが，略語であるSNSにはピンとくる方も多いのではないでしょうか．急激に

普及が進み，それゆえ，ICT技術になじみのない方でも耳にする機会が増えてきました．一

方で，「これってSNSなの？」と余り意識をせずに使用をしている方も多いと思います．

　昔は自宅のパソコンで1日 1回のインターネット接続でした．スマートフォンやタブレッ

トが普及するにつれ，今では各ユーザが常に身近に SNS に接続することが可能となりまし

た．本小特集では，インターネットへの接続形態が変化するにつれ，SNS が歩んだ道を振

り返るとともに，現状・活用事例を紹介します．更に，近年ニュースでも多く取り沙汰され

ている「インターネットにまつわるトラブルや犯罪」等にも触れることで，安心安全に活用

すべく，SNSとの接し方や，今後歩むべき道について感じて頂ければと思っています．

　具体的には，次の 6本の記事で構成しています．まず，「SNSの歴史」を通して，SNSが

歩んできた道のりを探ります．次に，「SNS，ソーシャルメディアの現状と関連する諸制度」

にて普及に至った現在を諸制度とともに紹介しております．続いて，活用事例として，「ソー

シャルビッグデータ活用のための研究事例」，「小学校での情報リテラシー教育における SNS

の活用─経緯と事例─」を紹介しています．最後に，やはり何よりも，安心安全に SNS を

活用してもらいたいという思いから，「SNS とサイバー犯罪対策」，「技術的観点からのネッ

トいじめ対策」を取り上げさせて頂きました．これらの記事を通じて，SNS とその現状，

そして危険性をお伝えしつつ，SNSの更なる発展につながれば幸いです．

　末尾となりましたが，大変お忙しいにもかかわらず，御寄稿下さった執筆者の皆様，査読

並びに校閲に御協力頂きました方々，そして本機会を与えて下さった編集委員会及び学会事

務局の方々に，本小特集編集チームを代表しまして感謝を申し上げます．

小 特 集の発 行にあたって

編集チームリーダ  羽多野裕之
Hiroyuki Hatano

小特集編集チーム
羽多野裕之，阿野茂浩，岡部寿男，村川一雄

今時のソーシャルネットワーキングサービス
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1. まえがき

スマートフォンや携帯電話で家族

や友達にメールを送るとき，メール

の本文がテキストだけでは楽しさ，

うれしさといった感情を表現しきれ

ず，素っ気ない内容になってしまう

と感じることはありませんか？  内

容によっては，自分は怒っていない

のに，怒っているような誤解を与え

てしまった経験を持つ方もいるので

はないでしょうか．

感情を相手に伝えるために，絵文

字は欠かすことができない便利な言

葉です．短い文章でも，絵文字が

入っていると，相手の状況や気持ち

が伝わってきます．更に，絵文字の

選び方一つで相手のパーソナリティ

やキャラクターを感じることがで

き，相手との距離感が縮まることも

あります．

では，そんな絵文字が相手に正し

く伝わらなかったらどうなるでしょ

うか．それは実際に起こった問題で

あり，その解決の取組みには，携帯

電話会社間での競争の枠組みを超

え，ユーザの利便性を第 1 にする

という携帯電話会社各社の共通した

思いがありました．今回は，絵文字

の仕組みや絵文字による誤解，誤解

を解消するための取組みについてお

話ししたいと思います．

2. 絵文字の仕組み

カラー絵文字は 1999 年，NTT

ドコモによって誕生しました．ちょ

うどその頃，携帯電話が急激に普及

し，利用機会の中心がビジネスから

プライベートへ移行しました．また

同時期に，家族や友人同士の間で

メールによる文字のコミュニケー

ションも広がっていきました．親し

い間柄でのメールでは，事務的な要

件だけではなく微妙なニュアンスや

感情を伝えることが不可欠となりま

した．しかしながら，当時の携帯電

話では，送受信できる文字数や液晶

画面の表現力に制限があり，ネット

ワークを介してスタンプや写真のよ

うなカラフルで容量が大きい画像を

受信し，メール本文に表示させるこ

とは簡単ではありませんでした．

そこで，携帯電話会社は絵文字も

文字と同じように送る仕組みを考え

ました．文字は携帯電話から送信さ

れる際に，文字コードの変換ルール

に基づいて文字コードに変換されま

す（図 1）．携帯電話間では文字コー

ドをやり取りし，受信した文字コー

ドを文字に変換することで，画面に

文字を表示します．絵文字について

も，携帯電話上にあらかじめその絵

文字の画像を保持しておくことで，

特定の文字コードを受信した場合に，

該当する画像を画面に表示できるよ

うにしました．絵文字送信時には，

その文字コードを送受信することで，

画像をやり取りすることなく絵文字

を伝えることを可能としました．

3. 絵文字の歴史と
　 絵文字による誤解

絵文字の登場後，ユーザがより表

現豊かなメールを送れるようにする

ため，携帯電話会社はそれぞれ独自

に絵文字の開発，サービス展開を進

めました．しかしながら，各社間

で，絵文字の数やデザインが異なっ

ていることに加え，扱っている文字

コードが異なっていました．

すると，異なる携帯電話会社間，

あるいは異なる種類の携帯電話間で

絵文字をやり取りしたときに，送っ

た絵文字とは異なる絵文字が相手の

携帯電話に表示されてしまう事象が

図1 文字コードとテキスト，絵文字変換
©KDDI Corporation. All Right Reserved.

絵文字で誤解を生まないための
仕組み

KDDI 株式会社 石井美佐恵 藤森恒正 山田健太
Misae Ishii                         Tsunemasa Fujimori      Kenta Yamada  　
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発生しました．また，絵文字として

送ったはずなのに，「〓」や意図し

ない文字列，例えば［火山］や［ア

イスクリーム］として届いてしまう

こともありました（図 2）．本来便

利な言葉であるはずの絵文字によっ

て，かえって誤解を生み，ユーザの

不満につながってしまいました．こ

のような事態を解決するために，絵

文字デザインや文字コードの統一

化，新たな文字コード変換ルールの

整備が必要となり，携帯電話会社間

の垣根を越えた取組みへとつながっ

ていくことになりました．

4. 絵文字の統一化

KDDI は絵文字の統一化に向け，

まずは NTT ドコモ，イー・アクセ

ス（現：ソフトバンク）とともに検

討を開始しました．2012 年 3 社は，

ユーザ数が多い NTT ドコモの絵文

字デザインに統一することにしまし

た．これによって，携帯電話会社間

での絵文字互換性を実現しました．

その後も，ソフトバンク，ウィル

コム（現：ソフトバンク）各社とも

検討協議を重ね，2014 年各社の

キャリヤメール，並びに SMS サー

ビスの文字コードを国際的な標準文

字コードである Unicode に対応さ

せ，各社の絵文字の数と種類をそろ

えることにより，「〓」や意図しな

い文字列に置き換わることなく，絵

文字同士を送受信できるようになり

ました（図 3）．

また，発売済みの携帯電話のとの

互換性を保つため，絵文字送受信時

にサーバ側で文字コードを変換する

ルールを整備しました．これによっ

て，従来型の携帯電話と Android OS

や iOS といった異なる OS のスマー

トフォン間での互換性を確保すると

同時に文字コード変換のための設備

投資を回避し，ユーザにとって安価か

つ利用しやすい絵文字サービスを提

供することができました（図 4）．

5. むすびに

今回は，絵文字の仕組みと，携帯

電話会社間，端末間での絵文字の統

一化の取組みについてお話ししまし

た．絵文字がどのようにして円滑な

コミュニケーションを実現すること

ができるようになったのかがお分か

り頂けたのではないでしょうか．

携帯電話は，端末機能の拡充や，

データ通信速度の高速化，料金の低

廉化など，携帯電話各社が競いあっ

て進化してきました．しかし，携帯

電話がコミュニケーションサービス

である以上，ときに携帯電話会社の

垣根を越えた取組みにより，利便性

の向上と豊かなコミュニケーション

社会の発展に貢献してまいりたいと

考えております．

©KDDI Corporation.All Right Reserved.  ©2002 NTT DOCOMO, INC    ©SOFTBANK MOBILE Corp.

図2 絵文字統一化前の絵文字対応表

©2014 KDDI Corporation ＆ NTT DOCOMO, INC
©2014 SoftBank Mobile Corp. All rights reserved.

図3 �文字コード統一化後の絵文字
対応表

図4 各社サーバによる文字コード変換（Eメール）
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1 はじめに
25 年を経過したWebの歴史の中で，ソーシャルネッ
トワーキングサービス（SNS）の誕生とその普及は大き
なトピックの一つに数えられるだろう．SNSはインター
ネットならではのコミュニケーションの在り方を提供し
ただけではなく，2010 年代初頭に北アフリカ並びに中
東地域で勃発した政権崩壊，いわゆる「アラブの春」や
世界各地で行われている大規模デモにおいて主要な役割
を担ったことや，アメリカ大統領選挙における若年層の
支持拡大の手段として用いられるなど，現実世界にも多
大な影響を与えている．国内でも，2011 年 3月の東日
本大震災発生時には携帯電話網と同等あるいはそれ以上
のコミュニケーションインフラとして機能したことは記
憶に新しい．
SNSの出現以前から，通信回線を使った遠隔コミュ
ニケーション手段は存在していた．パソコン通信からイ
ンターネットへとその基盤は変化していったが，コミュ
ニケーションの様式としてはメッセージの送信相手を明
示的に指定する電子メール型のサービスと，特定の話題
に興味を持つユーザが集まり，交流するフォーラム形式
のサービスに大別することができた．参加者がそれぞれ
持ち場を与えられ，リンクし合うことで関係を形成し，
そのネットワーク上で情報のやり取りを行う SNS は，
電子メール・フォーラムとは異なる第 3のコミュニケー
ション手段であると言える （1）．
現在では数億人を超える規模の巨大 SNSが複数存在
し，互いに覇権を争うとともに，SNS以外のサービス
においてもユーザのネットワークを活用するなど，SNS
とそれ以外のサイトの境界は曖昧になっている．また多
人数が利用することによる意図しない個人情報の流出
や，SNS上の情報の取扱いについて主導権がユーザか
らサービス側に移りつつあるなど，様々な課題が生じて
いる．本稿では SNSに関するこれまでの歴史を概括し，

今後の展望を議論するとともに，学術研究と SNSの関
わりについて，研究対象としての意義と研究活動の場と
しての活用の観点から述べる．

2 SNSの始まり
SNSがいつどのような形で生まれたかについては様々

な議論があり，定説はない．Webが本質的に持っている，
情報管理の分散性とハイパリンクを用いた相互連携の
アーキテクチャは，SNSの特徴そのものでもある．その
意味でWeb自体が一種のSNSであるとみなすことは間
違いではないが，より狭義の，今我々が慣れ親しんでい
るSNSの基本的なスタイルを意識的に取り入れ，多くの
ユーザを獲得した最初の事例は 2002 年開設の
Friendster ＊1 であると言われている．その後，2004年頃
にかけてLinkedIn ＊2 やOrkut ＊3，MySpace ＊4，国内では
GREE ＊5 やmixi ＊6 などが参入し，SNSの知名度が高まっ
た．なお Facebook ＊ 7 は 2004 年に開設されていたが，
当初は大学内でのネットワーキングを目的としており，
この時点では一般向けには公開されていない．
最初期の SNSは，ユーザが自身のページを作成して
プロフィールを掲載し，知人のページとリンクする機能
だけを備えていた．SNSと通常のWebページとの相違
点は，参加の条件として既存の会員からの招待が必要で
あること，リンクを張るためにユーザ同士の相互承認プ
ロセスを経ることであると定義されていた．図 1に

 ＊1 http://www.friendster.com 現在はゲーム中心のサイト
に転換．

 ＊2 https://www.linkedin.com
 ＊3 https://orkut.google.com 2014年9月に閉鎖．
 ＊4 https://myspace.com 現在は音楽中心のサイトに転換．
 ＊5 http://gree.jp
 ＊6 http://mixi.jp
 ＊7 https://www.facebook.com
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2004 年時点のOrkut のスクリーンショットを示す．
当初，招待制や相互承認は口コミによって参加者を集
めるための仕掛けにすぎなかったが，ここで構築された
知人関係のネットワークをコミュニケーションに活用す
るサービスが急速に成長した．これらのサービスでは，
日記・コメント・メッセージを直接の知人にのみ，ある
いは知人の知人にまで公開するなど，ネットワークをア
クセスコントロールの手段として利用することが可能で
ある．あらゆる情報がオープン化され，全世界からアク
セス可能であることが前提であったWebにおいて，プ
ライベートな情報共有を手軽に実現することができる
SNSは一般のユーザに広く支持された．折しもディジ
タル加入者線（DSL）や光ファイバ，携帯電話でのデー
タ通信など個人のインターネット接続環境が
整備され，利用者が急増した時期にも当たる．
当時Webサイトを容易に構築・維持するため
のツールとして普及が進んでいたブログとと
もに，SNS はユーザ主導によるWeb の変化
を意味する「ウェブ 2.0」の代表例として注
目された．
知人関係に基づく情報共有の仕組みはコ

ミュニケーションだけでなく他分野にも適用可
能である．同時期には写真共有のFlickr ＊8，ブッ
クマーク共有のDelicious ＊ 9，ニュース共有の
Digg ＊10，動画像共有のYouTube ＊11などが相次
いで開設され，多くのユーザを集めている．

 ＊8 https://www.flickr.com  2005年3月 に
Yahoo!により買収．

 ＊9 https://delicious.com  2011年4月 に
Yahoo!により買収．

 ＊10 http://digg.com
 ＊11 https://www.youtube.com 2006年10月

にGoogleにより買収．

SNS はユーザが増加するほど利便性が高まるネット
ワーク外部性を有する．そのため，成功を収めたサービ
スにおけるユーザ数の推移は非線形的であることが多
い．図 2に 2005 年 4 月から 2011 年 2 月にかけての
国内での主要な SNSのユーザ数を示す．どのサービス
においても急速な成長の時期があることが見て取れる．
2007 年 5月にmixi が国内で初めて 1,000 万ユーザを
突破したことで，SNSを通じたコミュニケーションが
一過性の流行ではないことが印象付けられた．世界的に
は 2006年 8月にMySpace が会員数 1億人に到達して
いる．
国内ではSNSとゲームを組み合わせたソーシャルゲー

ムが早くから普及したことが特徴的である．GREEやモ
バゲータウン ＊12 は SNSを通じたユーザの招待や対戦，
ゲーム内アイテムの交換などを行えるようにするととも
に，ほかのゲーム事業者にこの環境を提供した．この戦
略によって若年層の利用が急拡大し，ユーザ数で先行し
ていたコミュニケーション系サービスを抜き去るととも
に，課金システムの整備によって高い収益性を誇った．

3 巨大化とプラットホーム化
ネットワーク外部性を持ち，口コミを中心としたボト
ムアップでのユーザ獲得が行われる SNSは，利用状況
と普及プロセスが国ごとに大きく異なる．図 3下は
2009 年 6 月における，各国で最もシェアの高い SNS
を示している．主要な SNSとして 17のサービスが掲
載されているが，地理的に離れたブラジルとインドでの

 ＊12 http://www.mbga.jp
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図2　国内主要SNSのユーザ数推移（万人）
（出典：総務省平成23年版・平成24年版情報通信白書から筆者作成）

図1　Orkut のスクリーンショット（2004年）
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みOrkut の利用率が高いなど，その分
布に地域性を認めることは困難である．
日本・韓国・中国の東アジア圏におい
てそれぞれ国産のサービスが普及して
いる点はやや特徴的であると言える．
そのような状況を一変させたのは
Facebook である．2006 年 9月に学生
以外の一般ユーザの登録が開始された
こと，また積極的かつ継続的な新規機
能の投入を行ったことなどを要因とし
て，2008年 4月には全世界の訪問者数
で，2009年 5月にはアメリカ国内でも
MySpace を抜き，名実ともに世界最大
の SNSとなった．その後も順調に拡大
し，2010 年 11 月には月間アクティブ
ユーザ数が 5億人，2012 年 1 月には
10 億人の大台に乗り，2015 年 1 月時
点では 13 億 9,000 万人と発表されて
いる．図 3上は 2014 年 7 月時点で普
及状況である．主要なサービスは五つ
に収れんされており，またその中でも
ロシア・中国などを除くほぼ全ての国
で最も利用される SNS となっている．
Facebook は 2010年 3月にアメリカ国
内のアクセス数でGoogle を上回り，あ
らゆる種類のサイトの含めて世界最大
となった．Facebook と Google は質的
には全く異なる種類のサービスではあ
るが，互いの収益源である広告や人材
獲得においてし烈な争いを続けている．
図3に掲載されているSNSの多くは，
日記やコメントといったテキストでのコミュニケーショ
ンだけではなく，写真・音声・動画像の共有機能を提供
するなどマルチメディア化や多機能化を進め，幅広い
ユーザ層を取り込むことを目指している．その一方，こ
れらを補完するようにより簡易なコミュニケーションに
特化したサービスが注目を集めた．2006 年 6月に開設
されたTwitter ＊ 13 は，知人へのリンクに双方向の承認
プロセスを必須とせず，140文字以下のつぶやきを公開
するだけのシンプルなサービスとして登場した．
Twitter の特徴である機能の単純さや文字数の制限は，
携帯電話や普及途上であったスマートフォンとの親和性
が高く，身の回りの出来事や感情をリアルタイムで知人
に伝える手段として急速にユーザ数を伸ばし，2011 年
9月には月間アクティブユーザが 1億人を突破，2014

 ＊13 https://twitter.com

年 10月時点では 2億 8,400 万人となっている．国内で
はmixi に続く形で普及し約 2,000 万人のユーザがいる
と推定されている．
Twitter 以外にも，写真共有の Instagram ＊ 14，ビジネ

ス向けの LinkedIn がそれぞれ 3億人を超えるユーザを
抱えるほか，Google の SNS機能を担うGoogle+ ＊ 15 に
おいて 11億 5,000 万人の登録者がいるなど，巨大サー
ビスは着実に増加している．また中国での展開に限られ
るが，Facebook 型の人人網（Renren） ＊ 16 が 1億 3,600
万人，Twitter 型の微博（Weibo） ＊ 17 が 1億 6,700 万人
のアクティブユーザを持つと発表されている．
大規模 SNSの幾つかは，サイト単体でサービスを行

 ＊14 https://instagram.com
 ＊15 https://plus.google.com
 ＊16 http://www.renren.com
 ＊17 http://www.weibo.com
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　　　　　　		図 3　	各国における最大シェアを持つSNS	
（上：2014年 7月，下：2009年 6月）

（出典：http://vincos.it/world-map-of-social-networks/）
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うだけではなく，第三者が構築する外部サイトで各種機
能の利用が可能なモジュールや，サイト上の情報を
XMLや JSONといったプログラムでの再利用に適した
形式で入手することができるWeb API（Application 
Programming Interface）を提供している．これによっ
て，コミュニケーションや情報共有にとどまらない，総
合的なプラットホームへの指向を強めている．
SNS が 提 供 す る 機 能 の 一 つ は ユ ー ザ 認 証

（Authentication）である．これまでに述べてきたように
巨大サービスには数億のアカウント情報が格納されてい
る．このアカウント情報の一部を外部サービスのユーザ
登録時に再利用することや，ログイン時の認証をSNS側
で代行することでユーザのアカウントを一本化するシン
グルサインオンが実現できる．後者の機能はOpenID＊18

と呼ばれる規格で標準化されている．また，ユーザ自身
の同意に基づき，SNS内に存在する情報をほかのサービ
スからアクセスする認可（Authorization）の機構もある．
標準的な認可プロトコルとしてOAuth＊19 が用いられる
ことが多い．
SNSが保持する多様な情報の中から，知人関係のネッ
トワークだけを取り出したものをソーシャルグラフと呼
ぶことがある．SNSではユーザが自らのコミュニケー
ションの活性化のためにソーシャルグラフを構築してい
るが，この情報をゲームの招待者リストなどほかの目的
に活用することで集客効果を高めることや，サービスご
とにソーシャルグラフを構築し直す手間を省くことが可
能になる．ソーシャルグラフは前述の認可の枠組みに基
づいて提供されている．
Twitter は開設当初から，Facebook は 2007 年から
これらの機能の提供を開始し，外部の様々な開発者が参
入した．ゲームやニュース共有，あるいはシングルサイ
ンオンを活用した各種のサービス・スマートフォン向け
アプリケーション（以下アプリと称す）が展開されたこ
とでプラットホームを運営する SNSのユーザ数は更に
増加し，またそのユーザをターゲットとした開発者の参
入が続くなど，活況を呈している．上記 2社のプラッ
トホームは独自の仕様だが，SNSでは後発のGoogle を
中心としてサービス横断的な規格であるOpenSocial＊20

が策定され，MySpace や Friendster，mixi などが対応
した．

4 リアルタイム・個別化・マッチング
巨大 SNSが成長を続ける一方で，主に若年層を対象
としたサービスが続々と生まれている．これらのサービ
スは既存の SNSでは満たされないニーズをくみ取るこ
とで一定の支持を得ている．

一般ユーザのインターネット接続の主流がPCから携
帯電話，スマートフォンへと移行しつつある状況の中，
個人間のコミュニケーション手段もメールからショート
メッセージ（SMS），そしてグループチャットへと変化
している．これはリアルタイム性が強く求められるよう
になったことと，SMSと比較してグループチャットが
キャリヤやデバイスを問わないマルチプラットホーム対
応をいち早く進めたことが遠因にあると思われる．大規
模なグループチャットの代表は7億人のアクティブユー
ザを抱えるWhatsApp ＊ 21，中国で 4億人を超える微信
（WeChat） ＊22や韓国のKakaoTalk ＊23がある．また日本
では LINE ＊ 24 が広く普及しており，台湾・タイでも最
大のシェアを持つ．LINEの2015年1月時点のアクティ
ブユーザは1.8 億人である．グループチャットにおいて
も巨大 SNS と同様にプラットホーム化が進んでおり，
チャットのメンバーリストを活用したゲームの提供など
が行われている．
総合的なコミュニケーション機能を提供する巨大
SNSとは一線を画した，特定の用途に限定したサービ
スも多い．例えばソフトウェア開発者のためのソース
コード共有に特化したGitHub ＊ 25 はオープンソースソ
フトウェアの開発に必要不可欠な存在であるとともに，
開発者個人の成果のショーケースとしても機能し，企業
の採用活動などにも利用されている．そのほかにも，イ
ラスト投稿サイトpixiv ＊26などコンテンツ中心の共有サ
イトにおいてもユーザのフォロー機能を持つものが多数
存在し，一般的な SNSとの境界は曖昧になっているの
が現状である．個別化された SNSの中には，共有され
るコンテンツのフォーマット自体に影響を与えている事
例もある．前述の Instagramでは，スマートフォンで
の表示に最適化する形で正方形の画像に限定されてお
り，その形式を生かした作品が投稿されている．また動
画共有のVine ＊27は投稿できる動画像が最長6秒間に限
られるが，その制約ゆえにYouTube 等の既存サイトと
は異なる発展を遂げているのが特徴的である．
個人の持つリソースをマッチングするサービスも広
義の SNSであると言える．これまでもオークション型

 ＊18 http://openid.net
 ＊19 http://oauth.net
 ＊20 http://www.opensocial.org 現在はW3Cに移管．
 ＊21 https://www.whatsapp.com 2014年2月にFacebook

により買収．
 ＊22 http://www.wechat.com
 ＊23 http://www.kakao.com
 ＊24 http://line.me
 ＊25 https://github.com
 ＊26 http://www.pixiv.net
 ＊27 https://vine.co
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の個人間取引は存在していたが，よりコミュニケーショ
ン指向の強いフリーマーケット型の売買を仲介するアプ
リや，自家用車の運転手とタクシー利用希望者をマッチ
ングするUber ＊ 28，自宅を宿泊所として提供する人とそ
の利用者をマッチングするAirbnb ＊ 29など，現実世界と
SNSを組み合わせたサービスが増加する傾向にある．
SNSを通じた情報流通が活発化するにつれて，従来
からの検索エンジンによる発見から，SNS での紹介・
引用が重要視されるようになった．これに合わせて話題
のニュースや動画像・静止画像の紹介に特化したバイラ
ルメディアや，テーマに合わせて複数のサイトの情報を
編集して提示するキュレーションメディアが注目されて
いる．また，SNS内で多くのフォロワーを獲得し，か
つその発言や紹介が多くの人々に影響を与えるようなオ
ピニオンリーダが増えている．マーケティングではこう
いったオピニオンリーダの特定が必要不可欠であること
から，ソーシャルグラフの分析やデータマイニングを通
じて SNSのユーザを格付けするKlout ＊ 30 のようなサー
ビスも出現している．更には，高い格付けを持つユーザ
に特別なサービスを適用する航空会社などの事例もあ
り，個人評価の手段としての SNSの重要性は更に高ま
るものと予想される．
SNSの普及と巨大化によって，個人の持つ情報の多
くがプラットホーム側に蓄積されるようになっている．
そしてそのサービスのシステムや規約によってその情報
の扱いがコントロールされる状況については異論も多
い．個人の情報は個人がコントロール可能であるべきと
いう議論が以前からなされており，2008 年にはデータ
ポータビリティ ＊31と呼ばれるSNS提供者の協議会が立
ち上げられた．これらの議論を踏まえて，Facebook や
Twitter ではユーザ自身の全ての書込みをダウンロード
可能である．また英国のmidata Innovation Lab ＊ 32 で
は，ユーザ自身の同意の下，あるサービスから別のサー
ビスへのデータの利用を容認することで新たなビジネス
の可能性を探る試みが行われている．

5 SNS 研究と研究のためのSNS
SNS を対象とした研究は数多い．初期の研究は社会
学で行われてきた人間関係の可視化や分析手法を SNS
に適用するもので，ネットワーク全体の性質あるいは
個々人の重要度（中心性）を測定するものが多い （2）．
SNS 以前にはアンケート調査を用いる以外にネット
ワークの全貌を知る手段がなかったことと比べて，参加
者の関係がデータとして直接的に得られる SNSでは大
規模な研究を行うことが可能である．一方で処理に必要
な計算量が増大するため，数学や物理学の知見が導入さ

れ，複合的な研究領域として成長していった．
SNS が作り出すネットワークはほかの分野で観察さ
れるネットワーク構造とは異なる性質を持つ．その特
徴を示す指標としてスモールワールド性 （3）とスケール
フリー性 （4）が挙げられる．スモールワールド性とは「6
次の隔たり」とも呼ばれ，アメリカ国民の中から無作
為に選ばれた 2名の間が平均 6人程度の知り合いを介
してつながる現象を意味する．実際の SNS における検
証では 2005 年時点のmixi（36 万人）において平均 5.5
人 （5），2011 年の Facebook（7億 2,100 万人）で平均
4.7 人 （6）であり，このような性質はネットワークの規
模に関わらないことが明らかになった．スケールフリー
性は，ネットワーク上のリンク数の分布がべき乗則に
従っている，すなわちごく一部のノードが多数のリン
クを持ち，その他の大部分のノードは少数のリンクを
持つという現象を指す．この性質は前述の mixi，
Facebook に関する分析でも確認されている．このよ
うな現象を再現するためのモデルが提案されており，
実際のネットワークの成長過程との比較が行われてい
る （7）．
ネットワークの外形的な性質だけでなく，その上で流
通する情報伝搬の様相を捉える研究も多い．SNSで扱
われるテキストには，発信者と日時だけではなく，ソー
シャルグラフに基づくメッセージの到達範囲といったコ
ンテキストが与えられていることから，これらを収集し
て分析することで時系列的なトピックの推移や流行を検
出することができる．また個々のメッセージの転載経路
を再現することも可能であり，例えば東日本大震災時に
問題となったデマあるいは未確認情報がどのような経緯
で広まったかを調査した研究がある （8）．
こういったコンテキストの利用に加えて，発信者・受
信者のデモグラフィックを用いることによって，情報検
索や SNS上で流れる情報のフィルタリングの精度向上
が考えられる．Facebook では EdgeRank と呼ばれる
アルゴリズムによって表示される情報の制御が行われて
いる模様である．またメッセージに含まれる単語から内
容のポジティブ性あるいはネガティブ性を判別し，制御
の条件に加えることによって受け手の感情や行動がどの
ように変化するかという研究 （9）がユーザの承諾なしに
行われていたとして批判を浴びた事例もある．スマート
フォンの普及に伴って，位置情報が埋め込まれたメッ
セージも増加している．地震や台風などリアルタイム性

 ＊28 https://www.uber.com
 ＊29 https://www.airbnb.com
 ＊30 https://klout.com
 ＊31 http://dataportability.org
 ＊32 http://www.midatalab.org.uk
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の強い事象に対する位置情報付きのメッセージを取得・
分析し，実際に事象が起こった位置を推定する研究 （10）

など，SNSを一種のセンサとして用いる手法は今後の
展開が期待されている．
研究対象としてだけではなく，日々の研究活動におけ

る情報共有やコミュニケーションのために巨大SNSを利
用している研究者も多い．新たな文献の発見手段も，雑
誌の定期購読や参考文献の参照だけでなく，Web検索そ
して SNS を通じた紹介など多様化が進んでいる．
Academia.edu ＊ 33 や ResearchGate ＊ 34， 国 内 で は
researchmap ＊35 のように専用のSNSを通じて研究成果
の公開を行うサービスや，Mendeley ＊36 など個人向けの
ソフトウェアだった文献管理にSNSの機能を持たせ，研
究グループ内での情報共有が可能なサービスは徐々に普
及が進んでいる．また電子ジャーナルプラットホームの
中には，このようなサービスへの取り込み回数を文献の
評価指標として採用している例もある．
学術分野では古くからインパクトファクタに代表さ
れる雑誌全体のランキングや，論文ごとの被引用回数な
ど，情報そのものに対する評価がなされてきたが，現在
では h-index など個人単位の指標に重きが置かれる傾
向にある．従来はこれらの指標を計測するにあたって同
姓同名の人物の分離など個人特定に多大なコストが掛け
られてきたが，SNSのプラットホーム機能によって代
替されていくものと予想される．
元来Webは学術論文における引用・被引用のネット
ワークを模倣して作られたものであり，そのランキング
手法であるPageRankもまた文献評価の一手法にならっ
ている．そのWeb が SNS によって個人中心の情報空
間に変貌していく過程を，今度は学術分野が追随してい
く形になるのではないだろうか．

 ＊33 https://www.academia.edu
 ＊34 https://www.researchgate.net
 ＊35 http://researchmap.jp
 ＊36 https://www.mendeley.com
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1 はじめに
本稿では，最初に SNS，ソーシャルメディアの現状
について総務省資料等を用いて概観し，その後に関連す
る諸制度について青少年インターネット環境整備法等，
著作権等，個人情報等に分けて，紹介する．
平成 26年度情報通信白書の用語解説によれば，SNS
とは「Social Networking Service（Site）の略．インター
ネット上で友人を紹介しあって，個人間の交流を支援す
るサービス（サイト）．誰でも参加できるものと，友人
からの紹介がないと参加できないものがある．会員は自
身のプロフィール，日記，知人・友人関係等を，ネット
全体，会員全体，特定のグループ，コミュニティ等を選
択の上公開できるほか，SNS上での知人・友人等の日記，
投稿等を閲覧したり，コメントしたり，メッセージを送っ
たりすることができる．プラグイン等の技術により情報
共有や交流を促進する機能を提供したり，API 公開によ
り連携するアプリケーション開発を可能にしたものもあ
る．」とされている．また，ソーシャルメディアは「ブ
ログ，ソーシャルネットワーキングサービス（SNS），
動画共有サイトなど，利用者が情報を発信し，形成して
いくメディア．利用者同士のつながりを促進する様々な
仕掛けが用意されており，互いの関係を視覚的に把握で
きるのが特徴．」とされている．
そこで，以下では SNSと，より広い概念であるソー
シャルメディアの双方を対象として解説する．

2 SNS，ソーシャルメディアの現状
総務省情報通信政策研究所「平成25年情報通信メディ
アの利用時間と情報行動に関する調査」（平成26年9月）
によれば，図 1のように主なソーシャルメディアの利
用率は社会全体で半分を超えた．特に 20代では，9割
以上がソーシャルメディアを利用している．ソーシャル

メディアが若年層に広く浸透しており，彼らのライフス
タイルと大きく関係していることが推察される．同時に
40代でも利用率が 60.5％となるなど，若年層以外でも
ソーシャルメディアの利用が一般化しつつある．
中でも，図 2のとおりサービスごとでは LINEの利用
率が 44.0％と高い．総務省の前年同調査の値（20.3％）
と比較して，倍増している．
総務省「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに
関する調査研究」（平成 26年）によれば，日本ではスマー
トフォン保有者の 63.3％が SNS を利用しているが，
フィーチャーフォン（いわゆるガラケー）のみの保有者
では，その 13.3％が SNSを利用しているにすぎない．
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図2　ソーシャルメディアの利用率（サービスごと・全体）
（平成25年　情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査）

図1　ソーシャルメディアの利用率※1（全体・年代別）
（平成25年　情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査）

※ 1　 図 2 中の七つのサービスのうち，いずれか一つ以上を利用してい
る者の割合．



Technology Reviews and Reports 小特集 今時のソーシャルネットワーキングサービス解 説

また，同調査研究中のアンケートによれば，スマート
フォン購入者の 35.1％が，購入後にソーシャルメディ
ア利用頻度が増加したと答えている．スマートフォンの
普及がソーシャルメディアの普及を促したとの説明は，
利用者の実感とも合致するところだろう．
図 3は，博報堂DYメディアパートナーズ メディア
環境研究所「メディア定点調査 2014」によるものであ
り，2011 年から 2014 年までのスマートフォン所有状
況の変化を時系列で表したものである．東京，大阪，愛
知，高知と調査地域が異なっても，同じような推移で，
スマートフォン所有率が高まっていることが分かる．ま
た，この図によると，1年前の東京の所有率と当該調査
年の高知の所有率はほぼ等しい．仮に高知を代表的な地
方とすれば，東京での普及の翌年に，地方でも同様の普
及が顕在化するとの仮説が立てられる．
図 1はソーシャルメディアの利用率を推計したもの
であったが，図 4はソーシャルメディアの接触時間を
性年齢別に表したものである．これによれば，若年層ほ
ど，ソーシャルメディアの接触時間が長い傾向にある．
10代後半では，1日当りのソーシャルメディア接触時
間は男子で 1時間半，女子で 2時間弱にも及ぶ．
総務省情報通信政策研究所「高校生のスマートフォ
ン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査」（平成
26年）は，「時間や場所を選ばないスマートフォンを用

いたソーシャルメディア依存」を新たな形態のネット依
存とする．この調査研究の対象は，東京都内の高校生で
ある．この調査結果では，ネット依存傾向が「中」であ
る生徒は全体の55.2％であり，半数を超えている．なお，
ネット依存傾向が「高」である生徒は 4.6％に及ぶ．図
4でも 30代以下で女性は男性よりもソーシャルメディ
アの接触時間が顕著に長い．「高校生のスマートフォン・
アプリ利用とネット依存傾向に関する調査」でも，依存
傾向は男子よりも女子の方が高いと分析している．
表 1は，「高校生のスマートフォン・アプリ利用とネッ
ト依存傾向に関する調査」の一部であり，高校生が利用
するソーシャルメディアの現状を表したものである．こ
れによれば，利用者全体の平均時間が最も長いサービス
はLINE（80.9 分）であり，Twitter（78.6 分）が続く．
また，LINE，Twitter では，女子の利用時間は 96.7 分，
95.0 分であり，男子の利用時間よりもそれぞれ 30分
以上長く，男女差が顕著である．
この調査研究のいう依存傾向が高ければ高いほど，当
然のことながら利用時間は長くなるが，ネット依存傾向
が「中」の生徒でもLINEと Twitter では利用時間がそ
れぞれ 80分を超える．この調査研究がいうところの依
存傾向「高」の生徒では，Twitter（171.0 分）の利用時
間が最も長い．全体平均と比べ，2倍以上であり，100
分弱の差がある．LINE（137.6 分）も「高」の生徒の利
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図3　スマートフォン所有状況　時系列変化
（メディア定点調査2014）

図 4　ソーシャルメディア接触時間　性年齢別
（メディア定点調査2014）

表 1　高校生のソーシャルメディアごとの利用時間
（高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査）
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用時間は長く，全体平均と50分以上の差が見られる．
LINE と Twitter では，3年生より 2年生が，2年生
より 1年生が，利用時間が長い傾向にある．この傾向
が今後も続くかは興味深いところだ．

3 青少年インターネット環境整備法等
平成26年 11月に警察庁が発表した「コミュニティサ

イトに起因する児童被害の事犯に係る調査結果について
（平成 26年上半期）」によれば，コミュニティサイトに
起因して犯罪被害に遭った児童数は，698人（前年同期
比+100 人，+16.7％）であり，増加傾向にある．この
ような結果に対して，警察庁は，サイト事業者等へのサ
イト内監視体制の強化や実効性あるゾーニングの導入に
向けた働き掛けのほか，フィルタリングの普及徹底等に
向けた，児童，保護者等に対する広報啓発を推進している．
平成 26年度情報通信白書の用語解説によれば，フィ
ルタリングとは，「インターネットのウェブページ等を
一定の基準で評価判別し，違法・有害なウェブページ等
の選択的な排除等を行うソフトウェア」である．このフィ
ルタリングの利用を普及させようとするのが，「青少年
が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整
備等に関する法律」（平成二十年六月十八日法律第
七十九号）であり，青少年インターネット環境整備法と
通称されている．青少年インターネット環境整備法の目
的等については表 2を参照されたい．
フィルタリングは，青少年有害情報を閲覧する機会を
できるだけ少なくするための手段であるが，同時にサイ
トの利用方法の実情に鑑みることなく，形式的なカテゴ
リー分類により，当該サイトを一律にフィルタリングの
対象としてしまうことがあり，発信者の表現伝達の自由
や受信者の知る自由，コミュニケーションの権利に対す
る過度な制約となることがある．
そこで，一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用

監視機構（略称，EMA）が，インターネット上のサイ
トやスマートフォン等のアプリケーションの審査・認定
を行い，この認定を受けたサイトやアプリケーションは，
「青少年インターネット環境整備法」に基づき携帯電話
会社が青少年に提供するフィルタリングの制限から，解
除されることとなっている．
しかしながら，フィーチャーフォンからスマートフォ
ンへと，青少年の利用する端末が変化したことにより，
アプリに関するフィルタリングの改善や，ブラウザで
フィルタリングが適切に機能しない場合への対応などが
必要となっている．そのため，従来の携帯電話事業者を
中心とする枠組みから，プラットフォーム事業者など多
様な主体が緊密に連携する枠組みへと，推進体制の変更
が模索されている．
なお，利用者が設定により閲覧を制限しようというの
がフィルタリングであり，他方，特定の利用者等からの
接続や通信の中継を拒否したり，特定のポート等を封鎖
したりして，利用者の意向に関係なく，インターネット
サービスプロバイダ（ISP）等の事業者が閲覧防止措置
を講じるのがブロッキングである．ISP等の関連事業者
は児童ポルノ排除対策として 2011年から，通信の秘密
や表現の自由に不当な影響を及ぼさないように配意しな
がら，自主的にブロッキングを実施している．

4 著作権等
インターネットは，いわゆる公然性を有する通信を広
めることとなったが，SNS，ソーシャルメディアの普及
は更にこれを加速することとなった．同時に，公然性を
有する通信の増加により，著作権等の侵害も拡大した．
著作権法の目的等は，表 3を参照されたい．
イラストの投稿，閲覧を楽しむ「イラストコミュニ
ケーションサービス」では，日々多様なイラストが投稿
されているが，著作権者から利用許諾を得なければなら
ないイラスト等が無許諾のまま複製され，投稿されてい
ることがある．また，著作権者からの許諾を得ることな
く，いわゆる二次創作が行われていることも多い．同じ
ように著作権者から無許諾で，写真がトレースされ，イ
ラスト等の形態で投稿されることもある．
動画像等投稿サイトにおいては，放送番組，音楽等が
無許諾で違法にアップロードされていることが日常的に
見られる．私的使用の目的であっても，違法にインター
ネット配信されていることを知りながら，音楽や映像を
ダウンロード（録音または録画）することは，著作権の
侵害であり，2012年 10月からは罰則化されている．
動画等投稿サイトの中には，権利侵害等に対して，削
除要請を申請する機能を有するものもある．他方，プロ
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表2　青少年インターネット環境整備法

名称 青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きる環境の整備等に関する法律

目的 インターネットにおいて青少年有害情報が多く流
通している状況にかんがみ，青少年のインターネッ
トを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講
ずるとともに，青少年有害情報フィルタリングソ
フトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の
青少年がインターネットを利用して青少年有害情
報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための
措置等を講ずることにより，青少年が安全に安心
してインターネットを利用できるようにして，青
少年の権利の擁護に資することを目的とする．

定義 「青少年有害情報」とは，インターネットを利用
して公衆の閲覧（視聴を含む．以下同じ．）に供
されている情報であって青少年の健全な成長を著
しく阻害するものをいう．
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モーションの一環として，違法にアップロードされた映
像等を権利者等が削除要請をあえてしない場合もある．
ちなみに，発信者情報の開示を請求する権利については，
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発
信者情報の開示に関する法律」（通称，プロバイダ責任
制限法）により，自己の権利を侵害されたとする者が，
関係するプロバイダ等に対し，当該プロバイダ等が保有
する発信者の情報の開示を請求できることとなってい
る．なお，現在の日本の著作権法では，著作権等の侵害
は親告罪とされており，著作権者からの告訴がなければ
公訴は提起されないが，TPPにより非親告罪化する可
能性が指摘されている．
ところで，SNS，ソーシャルメディアでユーザが投稿
したコンテンツの権利はどのように定められているのだ
ろうか．平成 27年 2月現在，Twitter のサービス利用
規約では，「ユーザーは，本サービス上にまたは本サー
ビスを介して，自ら送信，投稿，または表示するあらゆ
るコンテンツに対する権利を留保するものとします．」
と規定されている一方で，「ユーザーは，本サービス上
にまたは本サービスを介してコンテンツを送信，投稿，
表示することをもって，媒体または配布方法（既知のま
たは今後開発されるもの）を問わず，かかるコンテンツ
を使用，コピー，複製，処理，改変，修正，公表，送信，
表示および配布するための，世界的な非排他的ライセン
スを（サブライセンスを許諾する権利と共に）当社に対
して無償で許諾するものとします．」と規定されている．
つまり，Twitter における書込みは，利用者に著作権が
あるものの，Twitter 社に利用を無償で許諾する形と
なっている．

5 個人情報等
スマートフォンは図 5に見られるように，様々な利
用者の情報を蓄積している．特に，SNS，ソーシャルメ
ディアの利用により，個々人の生活に密接に関連する情
報が蓄積される．
総務省調査研究会が公表したスマートフォン利用者
情報取扱指針では，①透明性の確保，②利用者関与の機
会の確保，③適正な手段による取得の確保，④適切な安
全管理の確保，⑤苦情・相談への対応体制の確保等が，
基本原則として示されている．
利用者情報の取扱等で根本となる法律は個人情報保
護法であり，その目的等については表4を参照されたい．
個人情報は特定の個人を識別することができるもの
である．また，思想，信条及び宗教に関する個人の情報
や社会的差別の原因となる恐れのある社会的身分に関す
る個人の情報は，センシティブ（機微）情報となる．位
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図5　スマートフォンにおける主な利用者情報
（総務省　スマートフォンプライバシーイニシアチブから）

表4　個人情報保護法

名称 個人情報保護法

目的 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が
著しく拡大していることにかんがみ，個人情報の
適正な取扱いに関し，基本理念及び政府による基
本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施
策の基本となる事項を定め，国及び地方公共団体
の責務等を明らかにするとともに，個人情報を取
り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることに
より，個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権
利利益を保護する．

定義 「個人情報」とは，生存する個人に関する情報で
あって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その
他の記述等により特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と容易に照合することができ，
それにより特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む．）をいう．

（＊平成 27 年 2 月現在）

表3　著作権法

名称 著作権法

目的 著作物並びに実演，レコード，放送及び有線放送
に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定
め，これらの文化的所産の公正な利用に留意しつ
つ，著作者等の権利の保護を図り，もつて文化の
発展に寄与することを目的とする．

定義 著作物　思想又は感情を創作的に表現したもので
あつて，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属す
るものをいう．
著作者　著作物を創作する者をいう．
公衆送信　公衆によって直接受信されることを目
的として無線通信又は有線電気通信の送信．
送信可能化　自動公衆送信し得るようにすること
をいう．
二次的著作物　著作物を翻訳し，編曲し，若しく
は変形し，又は脚色し，映画化し，その他翻案す
ることにより創作した著作物をいう．

（＊スペースの都合により一部の文言を抜粋，省略している．）
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置情報もプライバシーと密接に関係する情報である．な
お，プライバシー権とは，私生活をみだりに公開されな
いという法的保証ないし権利と理解されている．
また，個人に関する情報を総務省調査研究会等では，
パーソナルデータと整理する．個人の PCやスマート
フォン等の識別情報（端末 ID等）などは，一義的には
PCやスマートフォンといった特定の装置を識別するも
のであるが，実質的には特定の個人と継続的に結び付い
ている．したがって，プライバシーの保護という基本理
念を踏まえて判断すると，上記の識別情報も実質的個人
識別性の要件を満たし，保護されるパーソナルデータの
範囲に含まれると考えられる．
ところで，警視庁は 2014 年からYouTube で，警視
庁管内で発生した事件に関する動画像を公開している．
また，容疑者の映像をTwitter などのソーシャルメディ
アを通じて配信し，一般の人たちから情報を募っている．
映像を公にした事件の約 4割で逮捕につながったとの
報道があるが，同時に一度インターネットで公開された
情報による損害は，治癒が困難であり，社会復帰への懸
念も指摘されている．
肖像権は，プライバシー権とパブリシティ権による側
面がある．プライバシー権によって，人は自己の容姿を
無断で撮影されたり，撮影された画像を勝手に公開され
たりしないよう求めることができる．他方，著名人の肖
像や氏名の持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価
値を排他的に支配する権利をパブリシティ権という．ス
マートフォンで著名人等を無断で撮影し，SNS，ソーシャ
ルメディアで画像等を流通する行為は肖像権，パブリシ
ティ権を侵害することとなる．
昨今，個人情報に関わる権利として「忘れられる権利」
が取り上げられることがある．スペイン人男性が，
Google の検索結果から自身の個人情報が削除されるこ
とを求めた裁判がスペインであり，スペインの裁判所か
らEUデータ保護指令に関する意見照会があった欧州司
法裁判所は 2014年 5月，現に個人の権利を侵害するも
のについては，データ管理者として閲覧防止措置を講じ
る積極的義務があるとし，EU指令の適用を認めて，法
遵守のための閲覧防止措置を命じた．Google は，この
裁定を受け，同月末から，欧州の利用者を対象に検索結
果に含まれる自身に関する情報の削除要請を受け付ける
サービスを始めた．

6 おわりに
2012 年に消費者庁は，ソーシャルゲームなどにおけ
る「コンプガチャ」が，景品表示法で禁止されている「カー
ド合わせ」に当たるとの考え方を公表した．

2014 年には，動画像投稿サービス等に性的な動画像
等がアップロードされたことに始まる事件を契機とし
て，「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関
する法律」（通称，リベンジポルノ法）が成立し，施行
された．
同年，福岡県警中央署は LINEで約束して決闘したと
して，少年ら 13人を決闘容疑で福岡地検に書類送検し
た．決闘には LINE などで中学生ら約 100 人が見物に
集まったという．
近年，警察庁によれば，いじめの被害者の裸をスマー
トフォンやカメラ付き携帯電話で撮影し，「児童買春，
児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保
護等に関する法律」（通称，児童買春・児童ポルノ禁止法）
違反の疑いで摘発・補導される小中高生が増加している．
SNS，ソーシャルメディアが普及して，新たなコミュ
ニケーションが広がり，社会が変化する中，上記のよう
な SNS，ソーシャルメディアを利用したトラブルも増
加している．したがって，SNS，ソーシャルメディアに
対して，既存の制度を適用して対応しようとしたり，新
たに制度を整備したりといった，必要な制度設計が今後
もしばらく続くだろう．

■	参考（以下のURLは平成 27年 2月現在）

・平成25年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関す
る調査（平成26年，総務省情報通信政策研究所），http://
www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/
survey/telecom/2014/h25mediariyou_3report.pdf

・ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに関する調査
研究（平成 26年，総務省），http://www.soumu.go.jp/
johotsusintokei/linkdata/h26_08_houkoku.pdf

・メディア定点調査 2014（平成 26年，博報堂DYメディ
アパートナーズメディア環境研究所），http://www.
media-kankyo.jp/wordpress/wp-content/uploads/
teiten2014.pdf

・高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関
する調査（平成 26 年，総務省情報通信政策研究所），
http://www.soumu.go.jp/main_content/000302914.pdf

・コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る調
査結果について（平成26年上半期）（平成26年，警察庁），
https://www.npa.go.jp/cyber/statics/h26/h26_
community-1.pdf

菊池尚人 　
慶大大学院メディアデザイン研究科
特任准教授．慶大・経済・卒後，郵
政省入省．国土庁等を経て通信政策
局課長補佐にて退官．その間，フラ
ンス・パリ高等商科大で欧州情報通
信事情等を調査．現在，慶大大学院
メディアデザイン研究科特任准教授
のほか，東日本大震災アーカイブ福
島協議会会長，違法音楽配信対策協
議会会長，モバイルコンテンツ審査・運用監視機構審査・運用
監視委員，インターネットコンテンツ審査運用監視委員会理事，
国際公共経済学会理事，情報通信学会編集委員等を務める．
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1 まえがき
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）上では
手軽な情報発信が可能なため，SNSの活用は一般ユー
ザ及び企業が新鮮かつ多数の意見を即座に収集する手段
として，大きな可能性を持っている．一般ユーザは人間
関係の構築，最新情報の収集，自身の意見発信などの目
的で SNSを活用する．企業は自社の顧客に対する情報
発信に加えて，自社の商品サービスに対する顧客の反応
の収集，世間のトレンド理解などに SNS を活用する．
このような SNS上でリアルタイムに発信される膨大な
情報はソーシャルビッグデータと呼ばれ，活用を支援す
るための様々な研究が取り組まれており，実用的なサー
ビスも提供され始めている．
SNSは広義に解釈すれば，他者とコミュニケーショ
ン可能なサービス全般と考えられるが，本稿では，他者
との関係構築（ネットワーキング）を主目的としたサー
ビスと捉える（図 1）．動画像共有やレビュー，Q&Aを
主目的とし，手段としてコミュニケーションを用いる
サービスは広義の SNSと解釈できる．これに対し，ネッ
トワーキングを主目的とし，手段としてコンテンツや
メッセージング，ブログを利用するサービスは，狭義の
SNS と解釈できる．活用する SNS を選別する際は，
SNSが扱う情報の性質やプラットホームのオープン性
が重視される．特にTwitter 上には，日常の多種多様な
情報が投稿され，情報収集のための豊富な API
（Application Programming Interface）＊1が提供される
点，また大規模性やリアルタイム性の観点から，SNS
の研究や実用サービスで活用されることが多い．
ソーシャルビッグデータの活用方法は，一般的に（1）
収集，（2）解析，（3）表示の三つのステップから成る（図
2）．

＊1 当該アプリケーションが持つ機能を外部アプリケー
ションから利用するために公開されるプログラム群．

この構造を理解することは，SNS関連の研究及びサー
ビスの位置付けや特徴を理解する上で役立つ．SNSを
活用した顧客マーケティング支援サービスとして，
KDDI 研究所が開発した Social Media Visualizer （1）を
例に，上記のステップを紹介する（図 3）．このサービ
スは，企業が自社製品に対する顧客の意見を調査し，製
品を改善する目的などに利用できる SaaS（Software as 
a Service）＊2型のサービスである．企業の利用者が製品
名などを検索ワードとして入力すると，（1）SNSから，
当該ワードを含む投稿をサーバ上に収集，（2）投稿内
容を製品に対する肯定または否定意見に分類，投稿者の
プロフィール情報を推定，といった解析を行い，（3）
意見の構成比率や時系列変化をグラフなどで可視化して
表示する．その他のソーシャルビッグデータを活用する
多くのサービスでも，上記のステップで利用者に情報が
提示されるものが多い．

＊2 サービス提供者側のサーバにおいてソフトウェアを稼
動させ，ユーザは当該ソフトウェアが提供する機能を
ネットワーク経由で利用するようなサービス提供方法．
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本稿では，ソーシャルビッグデータの （1）収集，（2）
解析，（3）表示の観点から，活用に関する最新の研究
動向を紹介する．また，最新研究の具体例として，SNS
投稿者のプロフィールを投稿内容から推定する手法 （2）

を取り上げ，その研究背景や実現方法，有効性について
詳しく紹介する．本稿がソーシャルビッグデータの活用
に関する最新の研究動向の把握と，研究事例を通した当
該分野における研究スタイルの理解のために役立てば幸
いである．

2 SNS関連研究の動向
SNSの （1） 収集，（2） 解析，（3） 表示に関する研究を

図4に示すように細分化し，最近の研究事例を紹介する．

（1） 収集
（1-a） 検索・クローリング
SNS に投稿された情報を収集する多くの場合，何ら
かの条件によって絞り込みを行い，所望の情報を利用す
ることになる．投稿内容に含まれる語句や投稿時刻を条

件に絞り込みを行うことが一般的であ
る．ここで例えば，“Apple”という語
句を含む投稿を検索する場合，果物のり
んごに関する投稿を収集したいのか，そ
れとも IT企業に関する投稿を収集した
いのか，といった検索語彙の曖昧性解消
に関する研究課題が存在する．文献（3）
では，テレビ番組に関連するツイートを
効率的に収集するため，番組タイトルの
曖昧性を解消する機械学習処理の自動化
手法が提案されている．また，IT 企業
の“Apple”を検索した場合，大量の投
稿が検索され，所望の投稿に絞り込めな
いといったことが起こる．この場合，
“Apple iPhone”や“Apple Mac”など，
より具体的な検索語を設定するという，
クエリ拡張に関する研究がある．
Massoudi らは，SNS上では流行の言葉
や話題，タグなどが短期間で頻繁に変化
する特徴があることを考慮したクエリ拡
張モデルを提案している （4）．

（1-b） 蓄積・データベース
SNS 上の情報は非常に大規模である．
例えば，Twitter には全世界で 1日当り
5億件以上の投稿が行われるとされる．
このようなソーシャルビッグデータを蓄
積し，活用するためには，単一のサーバ

やデータベースでは処理が困難となる場合がある．この
ような問題を解決するため，クラウドサーバ上で大規模
データの分散処理をサポートするHadoop を利用し，
拡張性の高い SNS活用プラットホームを実現する事例
も見られる （5）．
（1-c） スパム・フィルタリング
SNS上では，ボットと呼ばれるプログラムによって自
動制御されたアカウントや，広告を目的とした企業による
投稿も多数見られる．これらは，一般ユーザによる投稿
のみを収集対象としたい場合などには不都合となる．Chu
らは，Twitter 利用者を人間，ボット，人間とボットの協
調（Cyborgと定義）の3種類に自動分類する手法を提
案した （6）．Cyborgの例としては，企業の広告アカウント
など，人間が設定した文章を特定の条件でボットが自動
的に配信，ユーザからの質問などボットでは処理できな
いものは，人間が対応するようなものである．提案手法
では，利用者が投稿に利用するデバイスや投稿の曜日，
時間，フォロー／フォロワ数，投稿中のURL含有率といっ
た特徴に着目し，機械学習を用いて自動分類を行い，
90％以上の判別精度を確認している．また，彼らが独自
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図4　SNS関連研究の細分化
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の方法でランダムに収集した50万アカウントを提案手法
で自動分類したところ，48.7％は人間，37.5％は
Cyborg，13.8％がボットと判別されたと報告している．

（2） 解析
（2-a） 意見分類
投稿内容に含まれる意見を自動的に分類することで，
多数の投稿から商品サービスの改善に役立つ意見を発見
することや，特定の話題に対する世間の反応を可視化す
ることが可能となる．意見を肯定，否定及び中立といっ
た基準で分類する評判解析技術は SNSの普及以前から
一般的に研究されているが，Twitter などでは文字数の
制限があることから，ハッシュタグや顔文字表現が多用
されるため，これらを手掛かりに高精度化を図る研究も
見られる （7）．Kimらは，9種類の感情（喜び，怒り，驚
き，恐れ，悲しみ，など）に基づいて，評判解析よりも
詳細にツイートを分類し，Twitter 上のコミュニケー
ションにおいてこれらの感情がどのように作用するかの
分析を試みている （8）．彼らの分析によれば，Twitterユー
ザは多くの場合，相手と同じ感情を示すが，怒りの感情
に対しては恐れの感情が影響されやすいなどのパターン
も観測されたと報告している．
（2-b） イベント検出
実世界での事象を即座に認識，通知するセンサのよう

にSNS投稿者を捉え，実世界で発生している事象を検出
する研究も取り組まれている．Sakakiらは，SNS上の地
震に関する投稿と投稿に付与された位置情報から，地震
発生の震源地を推測する手法を提案している （9）．また，
携帯電話の通信品質に関する投稿から，通信品質の低下
を早期かつ高精度に検出する手法も提案されている （10）．
（2-c） 未来予測
SNS と実世界の事象との関係性を用いて，実世界の
未来予測を行う研究も取り組まれている．Asur らは映
画に関するツイートの投稿数や評判と，実世界における
興行収入に相関があることに着目し，映画の公開前後の
ツイートを分析することで，興行収入を高精度に予測す
る手法を提案している （11）．Bollen らはランダムサンプ
リングしたツイートの内容を 6種類の感情指標（Calm, 
Alert, Sure, Vital, Kind, Happy）により分類すること
で，世の中のムードを計測した （12）．感情指標の中で
Calmに関する指標がダウ平均株価と相関が高いことを
発見し，予測モデルにこの特徴を取り入れることで予測
精度が向上することを報告している．
（2-d） 投稿者のプロフィール推定・同定
Twitter などの多くの SNSでは，投稿者のプロフィー
ル情報を限定的にしか得ることができない．例えば，
Twitter では，年代や性別といったプロフィールを確認

できるユーザは，国内では数％程度と少ない．一方で，
プロフィールはマーケット分析などで利用価値が高いた
め，投稿者のプロフィールを推定する手法が提案されて
いる （2）．また，同一 SNSで複数アカウントを持つユー
ザや，異なる SNS間で同じユーザのアカウントを同定
したい場合も考えられ，投稿内容から投稿者を同定する
研究も行われている （13）．
（2-e）コミュニティ・インフルエンサ抽出
SNS上のユーザ同士のつながりを解析する研究も行わ

れている．文献（14）では，Twitter 上のフォロー／フォ
ロワ関係と投稿内容に基づいて，コミュニティを自動的
に抽出し，SNS利用者がフォロワの整理に役立てられる
手法が提案されている．フォロワ数やリツイートの拡散
度合いといった指標に基づき，SNS上のユーザの影響力
を計測する手法も提案されている （15）．このような研究を
利用することで，企業がコミュニティ上で影響力の強い
ユーザ（インフルエンサ）を理解し，効率的に広告や情
報を伝搬させるといった利用方法も可能となる．

（3） 表示
（3-a） インタフェース・可視化
リアルタイムに投稿される膨大な SNS上の情報を閲
覧者が容易に理解できるような可視化手法やインタ
フェースが必要となる．文献（16）では，東日本大震
災発生時におけるツイートの伝搬状況を可視化したビデ
オが紹介されている．可視化により，正に今何が起きて
いるか，当時を振り返って SNS上でどのように情報が
伝搬されたか，を把握することができる．文献（17）
では，テレビ視聴時にセカンドスクリーンであるタブ
レット上に，番組に関連する SNS 上の投稿を表示し，
投稿者の意見のグラフィカルな比較や，盛り上がりを可
視化する手法が提案されている．
（3-b） レコメンデーション
SNS 上で誰とつながりを持つか，どのような情報に
反応を示すか，は個人のし好を理解する上で役立つ．ユー
ザの SNS上での振舞いを理解し，膨大な情報の中から
ユーザに最適な情報を提示するために，レコメンデー
ションの技術が用いられる．Phelan らはフォローして
いるニュースアカウントやリツイートの情報を基に，
ユーザの嗜好に合ったニュースを提示する手法を提案し
ている （18）．Hannon らは，投稿内容やフォロー／フォ
ロワ関係を基に，自分と類似した興味やフォロー／フォ
ロワ関係を持つ，ほかのユーザがフォローしているユー
ザをレコメンドする手法を提案している （19）．
（3-c） 要約・キュレーション
SNS 上の膨大な情報から要点のみを抽出し，ユーザ
が端的に情報を理解できるようにするための要約やキュ

解説　ソーシャルビッグデータ活用のための研究事例 83



Technology Reviews and Reports 小特集 今時のソーシャルネットワーキングサービス解 説

レーションに関する研究が取り組まれている．文献（20）
では，SNS上の投稿を縮約することで，出来事を説明
する文章を自動構築する手法が提案されている．文献
（21）では，ニュースや画像，動画像などのコンテンツ
に対する SNS上の反応を端的に表す言葉（例えば，「欲
しい」や「怖い」）などを提示することで，コンテンツ
への導線として利用するための手法が提案されている．

3 SNS研究事例（SNS投稿者
のプロフィール推定）

紹介した SNS関連研究から，具体的な研究事例とし
て，筆者らが考案した SNS投稿者のプロフィールを推
定する技術について，その研究背景，実現方法及び性能
について紹介する．誌面の都合から基本的な考え方や概
要のみを説明するため，より詳細なアルゴリズムや発展
研究に興味のある読者は文献（2）を参照されたい．

3.1　研究の背景
先述したSocial Media Visualizerのように，商品サー
ビスに対する SNS上の意見を収集，評判解析技術を用
いて解析，マーケティングに応用可能なサービスへの注
目が高まっている．しかし，商品サービスに対する意見
は年齢や性別，居住地域などのプロフィールに応じて異
なる．例えば，若者にとって「面白い」と好評のテレビ
番組が年配者にとっては「騒々しい」などの悪評を得る
場合がある．このため，マーケティングにおいては，①
商品サービスに対して言及している投稿者のプロフィー
ルの分布傾向を知りたい，②特定のプロフィールを持つ
投稿者の意見を収集して解析したい，といった需要が大
きい．ところが，SNS上では，ユーザの年齢や性別は
非公開の場合が多いため，アンケート調査のようにプロ
フィールごとに意見を抽出することはできなかった．こ
れらの課題を解決するため，筆者らは SNS上の投稿内
容から投稿者のプロフィールを自動的に推定する手法を
考案した．

3.2　提案方式の仕組み
提案手法では，投稿者の過去の投稿内容を遡って取得
し，特定のプロフィールに特徴的に現れる語句を検出す
ることで，プロフィールを推定する．例えば，日常の投
稿に「学校」や「模試」，「部活」などの語句が頻繁に見
られる投稿者は，年齢が「10代」で職業が「学生」な
どと推定することが可能である（図 5）．
推定に用いる語句の選別には統計処理を，語句の出現
傾向に基づくプロフィールの推定には，人工知能分野の
機械学習を用いる．SNS上でプロフィールを公開して

いる投稿者は少ないながら存在する．これらの投稿者を
教師データとして収集し，特定のプロフィールに特徴的
に現れる語句の一覧をAIC（赤池情報量基準）のような
統計指標を用いて自動的に構築することが可能である．
教師データにおける語句の出現傾向を SVM（Support 
Vector Machine）のような識別器を用いて学習させる
ことで，プロフィールが公開されていない投稿者に対し
てもプロフィールを推定することが可能となる．
実際に自動抽出されたプロフィールの推定に役立つ
語句の一部を表 1に例示する．年代では，10代は学校
生活に関する語，20代は大学や就職活動に関する語が
見られる．性別では，男女共に配偶者を指す語が特徴的
と言える．男性は仕事や政治，ITなどへの興味が高く，
女性は家事や食べ物への興味が高いことが分かる．

3.3　推定精度の評価
Twitter 上で年代，性別，居住地域のいずれかについ
て記載のある投稿者を人手でプロフィールごとに分類
し，年代（10代，20代，30代，40代以上）各 1,000 人，
性別（男性，女性）各 2,560 人，居住地域（国内 7地域）
各 992 人分のデータを収集した．各プロフィールを持
つ投稿者の半数を機械学習の教師データとして利用し，
残りの半数をテストデータとして利用した．これにより，

表1　自動抽出されたプロフィールごとに特徴的な語句

10 代 20代 男性 女性

数学
学校
模試
テスト
国語

大学
バイト
ゼミ
就活
履修

政府
Android
嫁さん
昼飯
企業

旦那
母
お風呂
洗濯
夫
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プロフィール推定サーバ
①APIを利用して
推定対象の過去の
投稿内容を取得

SNSサーバ

ID=XXX
今日は学校
楽しかったよ

ID=XXX
明日は模試
があるから
勉強しなきゃ

ID=XXX
今年も文化祭
の季節だなぁ

・・・

②投稿内容から10代と推定

学校
模試
文化祭
部活
...

バイト
ゼミ
就活
サークル
...

10代 20代

...

性別

政府
Android
嫁さん
昼飯
...

男性
年代

プロフィールごとに推定用語句の一覧を保持

図5　プロフィール推定技術の動作の仕組み
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テストデータに対する推定精度は，実運用時と同等と考
えることができる．
推定精度については，次の二つの指標で評価した．（1）
一般的な性能として，正解率（正しく推定された投稿者
数／特定のプロフィールを持つ投稿者数）を表 2，（2）
推定された投稿者数の分布誤差（特定のプロフィールを
持つと推定された投稿者数／特定のプロフィールを持つ
投稿者数 − 1）を表 3に示す．（誌面の都合から，詳細
な精度は年代と性別のみ掲載する．）分布誤差が小さい
ことは，商品サービスに対して言及した投稿者の構成比
率を把握する上で有益となる．
表 2から年代は約 7割，性別は約 9割で推定可能な
ことが分かる．居住地は同様に約 7割の精度であった．
年代では 10代の精度が高く，30代の精度が低い．10
代の多くは学生と考えられ，生活傾向の類似が投稿内容
に類似性を与え，高精度な推定が可能であったと考えら
れる．一方，30代は 20代後半及び 40代前半と生活傾
向が類似し，判別が困難となったと考えられる．
表 3から年代，性別共に推定対象の分布に近い推定
結果が得られていることが分かる．表 2の精度に比べ
て分布の誤差が小さいのは，表2では投稿者ごとに正解・
不正解を判定しているが，例えば 20代と 30代を取り
違えて判定したとしても誤りが相殺されて分布の推定結
果の誤差は小さくなるためである．実用性を考慮した場
合，分布誤差は重要な指標となる．平均絶対誤差（MAE）
で年代 10.0％，性別 5.4％，居住地 4.6％と高い精度が
確認でき，提案手法によるプロフィール推定の実用性は
高いと言える．

4 おわりに
これまでに紹介したように，SNS上では新鮮かつ多
数の意見をリアルタイムに収集することが可能である．
その活用範囲は，一般ユーザがコンテンツをより楽しむ
ためのエンターテインメント，企業が商品サービスの品
質を向上するためのマーケティング，震災発生時におけ
る情報収集などの災害対策，興行収入や株価などの未来
予測，など多種多様なものとなっており，非常に大きな
可能性を秘めていると言えるだろう．
一方で，これらのソーシャルビッグデータはその大規
模性から人手によるデータの収集や解析が困難である
点，一般ユーザによって発信されるくだけた表現や，企
業による広告，プログラムにより制御されたボットアカ
ウントによる情報発信など，データの自動解析における
雑音が多い点，プロフィールを公開しているユーザの少
なさや暗黙的に語られる文脈による情報の欠落が多い点
など，活用の前処理段階で様々な課題を有している．ソー
シャルビッグデータが持つ本来の価値を発揮するために
は，これらも含めた様々な側面から技術的な支援が必要
となる．
現在，SNSの普及に伴い，ソーシャルビッグデータ
活用のための基盤技術や応用技術が整いつつある．こう
した中で，より大規模で長期間にわたるソーシャルビッ
グデータを活用した，世の中に新しい価値を生み出すよ
うな研究が実現されることが期待されている．
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の符号化方式，動画像通信システム，
情報理論の研究・開発に従事．画像
電子学会，映像情報メディア学会各
会員．工博．

86 通信ソサイエティマガジン　No.34  秋号 2015



1 はじめに
スマートフォン所有の若年齢化が進む．犯罪に巻き込
まれる事例もある．小学校では禁止してその後解禁すれ
ばいいというのでは済まないことは，今の中高生の過剰
な SNS使用を見れば明らかである．本格使用の前の教
育を考えたい．携帯電話を使用し，授業における成果と
もに段階的に小学校で情報リテラシー教育を行った．そ
の中で実施した SNSの活用事例を中心に以下に述べる．

2 最初に使うのが LINE？
「小学校で SNSを使ってみた．」こう話すと，無謀極
まりないと思う教育者も多いのではないだろうか．大学
における SNS使用に関してさえ課題がある．まして小
学校の授業における SNS使用はあり得るのか．
子供の発達段階を考慮した場合，発達心理学では具体
的操作期にあると言われる児童が，バーチャルな環境で
ほかの人々の存在を自覚し，複数の人を相手に情報の受
発信を行うことは基本的に難しいというか，あり得ない
に近い．しかし，もし社会とのつながりの中で子供の生
活を考えるなら，もし子供に中学校あるいは高校になっ
てスマートフォンを持たせるなら，何も教育しないまま，
SNSを使用させてよいのか．最初に使用する SNSが友
達との LINEでよいのか．
2014年総務省「情報通信メディアの利用時間と情報
行動に関する調査」 （1）によると，スマートフォンの利用
率が増加し，10代のコミュニケーション手段としてソー
シャルメディアが 48.1％（2013 年度 26.9％），メール
が23.8％（同 47.9％）と，前年度から大きく逆転した．
中学入学後，スマートフォンを持つ子供も多い中，それ
では，一体いつどこで，子供は SNSという情報伝達手
段に関して学ぶのか．2013 年小学 6年生の携帯電話・
スマートフォン所有率の全国平均は53.7％である （2）．

2009 年 1月の文部科学省の通知以降，小学校への携
帯電話の持ち込みは原則は禁止状態である．しかし，禁
止は学びではない．中学や高校に入って大人になり，自
然に SNSを使えるようになるのであれば発達段階に先
んじて小学校で SNSを使用する必要もないが，実際は
中学・高校でも長時間使用やいじめなど，問題視される
部分が大きい．小学生にどうしたら携帯リテラシーを養
えるか，島田文江教諭（町田市本町田東小学校副校長），
宇都宮大学大学院伊藤篤教授らとともに小学校で SNS
利用も含め携帯電話を使用する学習を実践した （3） ～ （7）．

3 小学校における携帯電話使用授業及び
その中におけるSNS使用の位置付け

3.1　小学校における携帯電話使用授業
画面の向こうに存在する通信相手を小学生に自覚さ
せるのは難しい．それならば，画面の向こうが見える形
にすればよい．抽象的な事柄の把握が児童には難しいと
いうことであれば，それを具体的に見せることから教育
を始めたい．情報の流れを可視化し，児童に伝える．そ
して，危険性だけを伝えるのではなく，大人になって積
極的に ICT 機器を活用できる人材を育てるためにも，
良い点を学ばせる．携帯端末の特徴を学ぶ中で，長所と
短所を理解することを目標とした学習を展開した．
筆者らは以下のような段階的な携帯リテラシー学習
の中で，その最終段階として SNS使用の授業を考えた
（図 1）．
なお，図 1の試みを進めるために，4年生以外でもそ
れぞれの段階を上がる前に操作及び注意事項のための授
業を行い，危険性を学ぶ時間を取った．また，事前事後
にアンケートを実施し，児童の意識の変化を見ながら，
必要な場合には事後の指導時間も取った．
小学校では情報科の授業時間がないため，携帯電話の
使用自体を目的にした授業ではなく，授業の目当てを達
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成するためのツールとして携帯電話を用いた．小学校の
教科書には，ビデオやカメラ，マイクなどの機材使用も
想定されている．携帯電話はそれらの機能を併せ持ち，
かつ軽量で，児童のアクティブな学習の道具としては，
活用の場は現状の学習指導要領の中にも十分あり得る．
表 1に使用授業及び内容を記載した．この中で，情報
の広がり，マナーなどを児童は段階的に学んだ．
表 1のように，最初は SIMカードを抜いた端末を使
用した．赤外線を利用し，端末を児童同士でくっ付け合
うように送受信する．試しに教員の顔写真を送る．機器
の使用は児童には容易で，3分で 30人のクラス中に教
員の顔写真が広がった．写真というと児童は顔の写真を
自然に撮る．題を付けると，名前を入れる．それをやっ
てよいのか，どこまで顔の写真は広がるのか，消すのは
大変であるという事柄を体験する．
体育の時間のフォーム改善では，跳び箱を跳んだすぐ
後に小さな携帯で自分のフォームを見直し，横から軽く
アドバイスをもらい，忘れないうちにまた跳ぶ．苦手な
子でも楽しくフォームの改善をするのに役に立った．そ
の一方で，ほかの人に見られたくない失敗ポーズもある．
必ず授業後にデータを消した．このデータ消去も大きな
学習である．写真使用を中心に様々な使用を 3年生か
ら6年生までで行った．楽しく記録を重ねるだけでなく，
例えば，写真に付帯する情報として，SIMなしのため
位置情報はないが，入力しなくとも日付や時間が記録さ
れているのを見て，自分たちの情報に関して消去しない
限り残るということを実感する場面もあった．

3.2　教育用 SNS の開発
3.2.1　道徳の授業
第 4年次ではSNS使用前にプロフ（携帯電話での使
用中心の，Web上に自己紹介を掲載するサイト）の危険

性のエピソードを利用した道徳の授業を行った（NHK教
材より （8））．プロフで知り合った相手に子供がだまされ誘
拐されてしまうという話を，自分ならどう対応するか児
童に考えさせた．筋書きは4年生3クラス共通であるが，
A～Cクラスの授業展開には以下のような相違があった．
・A  最初に携帯電話により情報交換を全員体験後，教

員の話を聞きながら感想を各自が記載し，その後
発表．

・B  特に携帯電話を使用せず，教員の話を聞きながら，
感想を各自が記載し，その後発表．

・C  特に携帯電話を使用せず，授業時に教員の話を聞
きながら児童も自由に意見を出し合いながらの授
業進行．

なお，事前にアンケートを実施しており，その中で特
にクラスによるリテラシーの差は見られなかった．しか
し，結果は 3クラスで全く異なった．携帯電話使用直
後にプロフで知り合いになった人の話を聞いたAクラ
スは全員が誘拐された．当日に携帯電話を使用しなかっ
たクラスの中で，各自が自分の感想を書き留めたBク
ラスは半々，皆で話しながら対応していったCクラスは，
誰もこのシミュレーションでは誘拐されなかった．だま
されなかったクラスには 1名当初から「危ない」と発
言する児童があり，ほかの児童も声を合わせた．
児童はインターネットの危険性に関しては保護者を
はじめとする大人から既に聞いていた．事前のアンケー
トでも，「インターネットに注意する」と携帯電話使用
時の注意事項を記載した児童もあった．
3クラスの中で最も実際の携帯電話使用時に近いのは
全員がだまされたAクラスである．このクラスではだ
まされたと分かって，涙を浮かべる児童が散見した．分
かっていると思ったことと実際にやってみてそうできる
のかということにはかなりの開きがある．また，「イン

図1　第3年次からの段階的学習手法

表1　携帯電話使用授業（2009年度から使用実績順）

，
，

，

，
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ターネットは危険」と書いたからといって，何が危険な
のか把握しているということではない．
大人から普段聞いていたことは，一人で夢中になって
いると忘れる可能性が高いが，友人の助けでその教えを
想起することも分かった．

3.2.2　開発SNS
Scaffolding（足場掛け）という言葉が教育の分野で
もある （9）， （10）．コミュニケーションを共有しながらより
スキルのある人が少ない人に知識を伝達し，引き上げて
いくのである．これを教員と児童という関係でなく，児
童間で行うことができないだろうか．独自 SNS作成に
あたっては，学校内に閉じられた環境とすることだけで
なく，上記のような児童同士の学び合いの要素にも配意
し，幾つかの要件を設定した．
・  教員の管理しやすい仕組み
・  段階的な権限（教員の設定次第で保護者も閲覧のみ
可能，児童による部分管理可能）
・  複数の児童による承認機能設定（図2参照）及び判
断を助ける禁止語設定
・  児童の作品として印刷しやすい仕組み
小学校教員からは印刷物の大切さに関して教示された．

可視化は情報の流れを見せるためだけに必要なのではな
く，学習の成果を定着させるためにも有用ということであ
る．したがって，作成のSNSは印刷機能がある．写真と
投稿を合わせ，1枚に印刷するという要件を満たした．
小学校の先生方のデザインやネーミングも反映し，学
習用 SNS「スタスタ（Study Studio）」を作成した．図 2，
3に特徴的な点を示す．なお，図 3は承認の一例であり，
いつもほかの児童の承認が必要なわけではない．教員に
よる一括での作品承認や個別の判断での承認も可能であ
る．どのような方法を用いるかは，児童の学習内容や学
習の進捗度によって教員が判断する．学校内の閉じられ
た環境での使用であるが，教員が許可すればそのコンテ
ンツに関しては保護者も閲覧可能とした．教員以外は
8:30～17:00 しか使用できない．教員は編集や一括操

作のしやすいPCを基本的には使用し，児童はスマート
フォンを使用する．
SNSスタスタで目指すことは以下の 2点である．
・  子供が失敗できる環境を作る．
・  携帯電話，特にインターネット使用に関し，教員に
相談できる環境を作る．また，保護者にも共通した
認識を育てる一助とする．

「いつでもどこでも誰でも」という社会環境の学習に
おける問題は，失敗が許されない点である．一瞬で世界
に広がり得る環境は，間違いの中から正解を学ぶ通常の
学習法にはそぐわない．教室での使用を考える場合は，
失敗のチェックが可能な仕組みが必要である．また，何
かあったときに，子供が隠さない環境を作ることも目的
であった．大人が介入可能な環境で，学びながら，SNS
の使用に関して感覚を育てたい．
実際に学校で教員が使用しやすくするために，以下の
要件を設けた．
・書込み・コメントが容易であること
・承認プロセスが明確であること
・書込みできる文章の長さが適切であること
・不適切な書込みのチェックができること
・学内に閉じて利用できること
・クラス替えに応じたユーザ登録が容易であること
・教員がコントロールし，編集できること
・10歳の子供にも分かりやすいUI であること
・児童が容易に操作できること
・目に見える成果（印刷・投影）をしやすいこと
入力は教員及び児童が可能であるが，それ以降の関係
者の権限は図 4のとおりである（△は教員の設定いか
ん）．

図4　書込みに対する関係者の権限
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図3　教育用SNSスタスタにおける管理例
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4 国語の授業におけるSNS活用
SNS は表 1にあるように総合の時間や英語の時間で
も使用したが，特に興味深かった国語の活用例二つに関
して以下に記す．4.1は独自 SNS作成に先立つテスト
使用で，4.2では開発した学習用 SNSスタスタを使用
した．

4.1　短歌（2011 年）
4.1.1　実施概要及び成果
第4年次の3クラス（91名）．二人一組でスマートフォ
ンを使用．この授業では独自 SNS作成に先駆け，限定
範囲での公開に設定し試験的にTwitter を使用した．使
用の写真は，児童に写真撮影のルール（顔写真を撮らな
い・人の名前が入ったものなどを撮らないなど）説明だ
けでなく，あらかじめ教員が確認したものを使用した．
出席番号以外自分に関して直接書くのでなく作品を通し
た自己表出及び交流を行った．写真撮影の時間を取り，
それを見ながら短歌を作成し，一旦ノートに書き，その
後入力した．スマートフォン使用説明，SNS書込み及
びコメントの時間が通常の授業に加わった．スマート
フォン使用説明には，担任，大学教員 2名，大学生の
ヘルパー 1名も参加した．
授業の成果としては，以下の点が挙げられる．
・		作品のイメージの示しやすさ：写真とともに短歌を
書くことで，内容を示しやすくし，普段は余り国語
を得意としない児童も含め，児童全員の作品が完成
できた．

・		共有のしやすさ：人に作品を見せることに関して，
児童の抵抗が少なかった．ほかの児童の作品に対し
て自由に意見を述べ合えた．

・		SNS作成の要件の抽出：失敗の多さ・編集や印刷
など教員の要望．

図 5に児童の作品例
を記す．
この実証を通し，幾
つかの気付きがあっ
た．
授業観察の際，手書
きの短歌を人に見られ
ないように手で隠す児
童が各クラスとも少数
ではあるが見受けられ
た．しかし，これらの
児童はスマートフォン
に自作の短歌を入力
し，アップされた際に

は喜んでいた．個性がそのまま出る手書きの短歌と異な
り，均一感のある文字と整った写真で綴られるアプリ上
の作品には，それが完成度の高いものと思わせる力があ
るのだろうか．この児童の反応からは，一方では，SNS
使用による創作は児童が通常難しいと考えている発信を
しやすくするというメリットが見える．他方で，普段口
に出して堂々と述べられないことも，SNSに書き込め
てしまう危うさにもつながるかもしれない．

4.1.2　コメントによる交流
コメントに関しては想定外の成果が見られた．入力指
導で教員たちは手一杯で，児童には自分の作品の入力後
はもし時間があれば，ほかの人の作品にコメントを入れ
てよいという指示だけを出した．
授業前の操作性やスマートフォン，SNSの使い方の
指導の際は重ねて名前を出さないことや人を罵るような
書込みをしてはいけないと話したが，実際にテストとし
て使用させてみると，中にはあだ名でほかの子供をから
かう書込みをする子もあり，再度の注意を必要とした．
ところが，短歌の授業の使用時には，児童のコメントが
改まった．最初に相手への挨拶が入る．口調が敬体（で
す・ます）になるというのが主な傾向であった．「こん
にちは．いい短歌ですね」というように相手の作品を褒
めるコメントが並んだ．後で教員に確認したところ，通
常の際の発言のルール（敬体）とのことであった．日頃
の授業での態度がそのまま反映し，人を尊重した書込み
となった．加えて，以下のような短歌とそれに対するコ
メントもあった．

短歌：おかあさん　いつもありがと　いえの家事
　　　　　　　　心にしみて　うれしかりけり

　→コメント：よかったね　やさしいね
　　　　いつもありがとうと　思っているんだね

このコメントは 5・5／ 9・9という 2分割の形式を
持ち，音数が整っている．倒置の技法があり，「ね」で
脚韻を踏んでおり，さながら返歌の様相を呈している．
二人で 1台の端末使用で SNSへの自作短歌の入れ込み
（写真と短歌）及びコメントには 45分（1時限）しか割
いておらず，操作の早く完了した児童でも最後の 10分
程度しかコメント作成に使用できていない．即興といっ
てもよいもので，本人が返歌を意識したものとは考えら
れないが，自作の短歌を韻律を整えながら書き込み，そ
の直後にクラスメートの韻律のある作品を読み，思わず
同じ調子でコメントを返したのだろう．さすがにこれほ
ど整った書込みはほかにはなかったが，感情を表す言葉
が先に出る倒置のコメントもほかに見られた．
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通常の授業形式の場合，短歌に対する感想は教員へ
の挙手の後，口頭で行われるため，倒置や押韻はない．
一方 SNS使用の場合，作者であり，コメント者である
児童がダイレクトに情報交換を行う．その中ではちょ
うど平安時代に貴族が短歌を交換し合ったような関係
が生まれ得る．古くて新しい創作の場になる可能性が
ここにある．

4.2　随筆（2013 年）
4.2.1　実施概要及び成果
第 6年次 2クラス（63名）二人で 1台の使用．随筆
の 8時間のうち 4時間をスマートフォン使用で実施し，
その後，振り返りの授業を 1時間設け，SNSにおける
コミュニケーションの課題，家庭でのルール作成，教員
への相談などの講話を実施した．児童に対するアンケー
トも実施した．担任以外に，共同研究者及びボランティ
アの補佐で授業を行った．
「寒さ」というテーマで写真を撮り，なぜその写真に
したのかなどコメントの受送信を行い，その後随筆作成
に入った．国語の授業の中での SNS使用は以下の 2点
である．
・  写真を最初に撮り，なぜその写真にしたかをクラス
メートに伝えることで，その後の随筆作成を容易に
する．
・  児童間で随筆に対する感想をSNSに書き込むこと
で，豊富な意見交換をする．
構成を立て，随筆を書くこと自体は手書きで通常授業
どおりに行った．授業で作成した写真に文章を加え，文
集も作成した．
図 6のように「寒さ」を示すのに取り上げにくい対
象も写真を撮ることから取り上げやすくなった．「ろう
かは授業が終わるとみんなの話したりする場所にもなり
ます．みんなの話し声で暖かくなるような気がします」
というように写真と，文章を比較しながら想像させる随

筆もできた．

4.2.2　コメントによ
る交流
SNS 使用の結果，作
成した随筆へのコメン
トの総数は 259に上っ
た．教員の書込みがそ
のうちの 11 件，重複
した投稿が 1件で，そ
れらを除く 247件が第
6年次の児童間のコメ
ントのやり取りであっ

た．写真及びその撮影理由は 63件（全員：45分），そ
れに対するコメントは 2クラスで 184件（2コマ 90分）
であった．単純に平均した場合，一人 3回程度はコメ
ントを書いたことになる．45分の授業で 90回余りの
意見交換数は通常の授業では実現できない数である．以
下にコメントの例を記す．

随筆題名とコメント例：随筆「枯れ木」
作者：木の葉っぱがなくて冬らしいと思いました．
→ 枯れ木についてを読んでいて生命力がすごいこ
とがわかりました．
�作者返信：ありがとうございまーす．随筆を書く
参考になりました．
随筆とコメント例：随筆「こおりのかけら」
作者：寒さを氷で表現しました．
→ 氷を掴んだ時の気持ちが書かれていてよかった
です！「かき氷が食べられそう」というのが私
にはない発想でした♪
→ とても面白い文章で，氷の大きさや様子がよく
わかりました．
→氷を持っている写真が寒そうだと思いました．
→冷たさが伝わりました．

多くのコメントがクラスメートの作品や文章の後押
しをしていた．書き込まれた内容で特に多かったのは「あ
りがとう」「ありがとうございます」で 59,「よかった
です」「よく書けて」という賛辞の表現が 51,「共感」
が 14,「嬉しい」（うれしい）が 11検出された．感謝と
肯定がコメントにあふれていた．SNS使用により児童
の随筆へのモチベーションを高めることができた．
入力ミスは少なく，児童による機器の使用自体には問
題がなかった．しかし，内容に関しては留意すべき点も
あった．書込みの口調が伝染していくということである．
出席番号を使用する約束であったが，誰かがニックネー
ムを書き込むと，その返信にもニックネームでの対応を
してしまう．顔文字が入ると，それへのコメントにも顔
文字を入れる．言葉遣いを乱した文が入ると，その後は
言葉が乱れる．このような傾向が見られた．この場合，
管理者である教員は，今回は書込みを一旦承認したが，
その後で，児童と同じコメントという形を取って「学校
の勉強だからナウはやめたほうがいいかな」というよう
な言葉を入れ，そこでまた流れが改まった．また，コメ
ントの対象は自由であったので，返事の少ないものに対
しては教員が「ここ数日，とても寒い日が続いています
ね．葉っぱはコートもマフラーもないから寒いだろうね．
1枚の葉っぱに目を向けたあなたの優しさが，温かさを
運んでくれるといいな」というような書込みを，ほかの
児童と一緒のコメントをするという形で実施し，授業を
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図6　随筆の写真から	
　　「ろうかの冬」
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フォローした．
全体としては随筆作成のモチベーションを上げ，感想
を出し合うことで有意義な授業となったが，SNS使用
に際しては，一部ではあるが，ほかの児童にスマートフォ
ンを譲れず，何回も書込みを続けた児童があった．SNS
に依存して時を過ごす中高生になるのではないかと，教
員より危惧の声が上がった．

4.3　学習効果及び課題
短歌と随筆，双方とも，子供にとってはハードルが高
い．俳句はなじみがないし，随筆は捉えどころがない．
そのような国語の教材の導入部分の補佐に写真使用を利
用し，児童間の交流で学習を促進した．SNS使用の授
業としての成果である．
また，SNS使用の授業においては，教員の位置付け
が普段とは異なる．教室の前ではなく，むしろ児童の後
ろからフォローする授業となる．児童同士が教え合いな
がら，SNSを使用していた．
環境としては，パソコン教室でPCの前に座った授業
ではなく，通常の教室でスマートフォンを利用したため
の特徴もある．児童がお互いの画面を頻繁にのぞき込む
行為が見られた．PCを使用する際には児童は着席し画
面と向き合い，児童対PCという授業になる．この場合，
児童の感覚としては必ずしも画面の先は見えていない．
キャンパスに絵を描くのとPowerPoint で絵を描く違い
は何だろうか．インターネット検索をしても辞書で調べ
ることとの相違は理解しにくい．一方で通常の教室で手
の中に収まる機器を使用した児童にはほかのクラスメー
トも視野に入る．SNSに自分の書込みが本当にアップ
されたのか，ほかの児童のスマートフォンをのぞきに行
き「本当だ！」というような言葉とともに，2，3人の
塊になり，画面をのぞき込み，書込みを確認する姿が見
られた．情報の受信先の確認をし，発信した情報が，ク
ラス中に広がったことを理解した．
事前事後のアンケート結果（n＝ 63）からも児童の
変化が見られた．随筆実施以前と以後で携帯電話使用時
に注意することを自由記載で尋ねたところ，自由記載の
全てを拾い切れず比較としては参考にとどまるが，明確
な相違として，図 7のように当初半数を超えていた未
記載や「ない」という回答が 20％以下に減少し，何ら
かの注意事項を記載した児童が増加した．関心が高まっ
ていることが確認できる．
また，随筆授業の後の SNSの危険に関する授業では，
書込みの連鎖や無責任な書込みが呼び込むいじめの話に
児童は真剣に聞き入っていた．自ら SNSを使用し，特
に注意を受けた経験が生きていく．
課題としてはアンケートの際，特に LINEに対する強

い興味が見られたこと，実際に使用してみて，自分から
はスマートフォン使用をやめられなかった児童があった
点である．このアンケートに限らず，携帯電話を使用し
た授業に関して一番多い児童の感想は「楽しさ」である．
その一方で，危険性に関しての気付きがある．

5 21世紀型の教育とスマートフォン
OECD（経済協力開発機構）のDeSeCo プロジェク
ト（1997～2003 年）による「キー・コンピテンシー」
の概念が世界に広がりつつある．日本でも基礎学力，専
門知識だけでなく汎用的な認知，社会な関係の中でのス
キルが求められつつある．初等中等教育に関しても「言
語，数，情報（ICT）を目的に応じて道具として使いこ
なすスキル」が必要という国立教育政策研究所の報
告 （11）もある．SNSを利用した国語の授業は正に，言語，
情報のスキルの活用である．手放しでこのような授業を
進めることは難しく，危険と有用性の双方を理解した上
での展開が必要ではある．児童の状態はまだ不安定で，
少しの誘導で間違いを起こす危険性もある．また，教員
の手間の軽減を目的とした機器の利用からは遠く，授業
のスマートフォン使用時には．複数の教員，またはフォ
ローするスタッフが必要であった．しかし，その成果と
して，児童は情報の行き先を目視でも確認し，学校とい
う児童にとっての社会の中で，ICT機器を活用する体験
を持った．その中から楽しさや成果とともに，危険性に
つながる事項の認識を新たにした．
ところで，このような学習における ICT機器の使用
課題は今世紀ならではの新しい問題だろうか．もちろん，

92 通信ソサイエティマガジン　No.34  秋号 2015

図7　事前，事後のアンケート結果から
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ICTに関しては今世紀の新たなものである．しかし，昔
から教育の場，学校では危険なものに関しても実社会で
使用するものに関しては指導してきたのではないか．
例えば，家庭科の時間に包丁を使う．大げさに言えば
殺傷能力のあるものを児童が使っているのである．これ
を教員はどう教えるのか．図8の三つを見比べてほしい．
もし，一番左の図のみを見たら，多くの人は「危ない」
と思うだろう．しかし，中央は，また右の図を見た場合
はどうだろうか．学校で包丁の使い方を教えるには，ま
ず目的を明確にし，使用時間を限定して注意しながら使
用させる．児童に具体的な指示をする．使用時間を限定
し，必要以外にいじらないという原則の下で今も教員が
指導を行っている．スマートフォン，SNSに関しては，
学校で指導すべきではなく，家庭で指導すべきだという
意見もある．しかし，家庭で指導するだけで果たして問
題はないのか．
まず第 1に，保護者自身が小学生のときには携帯電
話はまだ世の中に流布しておらず，自身が教育された経
験がない．したがって家庭での教育規範となるものが一
般的にあるわけではない．共働きの多い中，児童が帰宅
の知らせを毎日保護者にメールするという家庭もあれ
ば，携帯端末は持たせないという保護者もいる．児童の
みならず，保護者へのアンケート実施実績もあるが，そ
の結果がそれを示していた．学校に携帯電話を持ち込む
はとんでもないという保護者と，安心安全のために持た
せたいという要望双方があった．また，子供に使い方を
指導している保護者もある一方，兄弟から習っているは
ずとか，特段使用法は教えていないという保護者もあっ
た．保護者の回答と児童の回答を付け合わせてみた場合，
合致しない回答の方が多かった点も問題である．使用回
数など児童の回答の方が保護者の回答より多かった．ま
た，保護者はメールしか使わせていないと回答し，児童
も主な使用は保護者との連絡としているが，別のところ
で，携帯電話の使用機能を質問すると，回答にはゲーム
や音楽，動画像も混じる．児童の回答には自分が好まし
いと思うものを多めに答える傾向がある可能性がある
が，一方で携帯電話を使用するのは保護者と離れている
ときであり（「連絡用」と保護者も回答しているが，親
と連絡をするのは，子供が親と別々にいるとき），実施
の使用方法が全て親に確認できているとも考え難い．
また，一歩譲って家庭ごとの保護者の携帯電話指導が

うまくいっていたと想定しても課題は残る．SNSに代
表されるように，情報の共有が ICT機器の特徴であり，
共有する相手はほかの家庭の子供である．中学に入って，
それぞれの家庭のルールの中で培われたルールは子供同
士が交信を始めた段階で崩壊する．最低でも保護者間の
共通したルールが必要であり，子供の社会である学校の
役割はその場合も必要なものとなるだろう．
児童に使用させる SNSには，情報の先が見える（可
視化），失敗ができるなど，インターネットの通常の使
用とは異なる要件が必要である．その上で，LINEをや
められない中学生になる前に，インターネット上の広が
りに一気に飛び出すのではなく，教員や保護者の目のあ
る中での使用，児童にとっての社会である学校で SNS
を使用し，将来の社会における活用，危険性も含めた使
用を想像できる機会を作ることは無謀だろうか．
ジョン・デューイは今から 100年前，「学校と社会」（原
題“The School and Society,” 1915） （12）の中で，実際
の社会における作業や調理などに関してこのような作業
が子供を活性化させると述べている．「こんにちの学校
の悲劇的な弱点は，社会的精神の諸条件がとりわけかけ
ている環境の中で，社会的秩序の未来の成員を準備する
ことにつとめていることである．」（宮原誠一（訳））こ
の状況はもしかしたら，現在でも変わっていないかもし
れない．
ところで，SNS使用の前に行うプロフ使用の道徳の
授業の際に，気になることがある．複数の授業を見学し
たのだが，教員の誘導にもかかわらずだまされない児童
がクラスに一人はいる．数は少ないため，統計処理など
できそうもなく論文では書けないが，気になる．一番前
に着席しているが，授業中横座りのまま，教員の話に割
り込む児童が最初にプロフの危険性を指摘し，教員に「先
生もプロフをするの？」と質問し，「危ない．まあ，先
生は大人だからいいか」と発言し，その後も全体の意見
をけん引した．ほかのクラスでは，一番後ろに着席し，
道徳の授業のはずなのに，机上には国語の教科書を出し
たままで，体操服を着用した児童が，やはり，インター
ネットの「お兄さん」を悪人と捉えていた．教員の言う
ことを素直に聞くというだけでない視点もリテラシー育
成には必要であろう．
なお，図 1の最終段階，6年生による書込みのアップ
ロード補佐や低学年への指導にはまだ実証が及んでいな
い．今後もこのような段階的な SNSを含めた情報教育
の可能性を考えている．
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図8　包丁をどう教えるのか
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6 おわりに
実証的な授業の際にはクラス担任をはじめ，小学校関
係者の多くの協力を得た．感謝とともに，実証を通して
小学校の教育現場の中で役に立つ要素を残すことを願う．
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1 はじめに
誰もがインターネットを利用する時代となりました．

総務省の調査によれば，日本におけるインターネットの
利用率は国民の約 8割に達したそうです．ホームペー
ジを見るだけの時代から，電子メール，掲示板，インター
ネットショッピングやオークション，インターネットバ
ンキング，SNS，オンラインゲームなど，様々なサービ
スが提供されるようになりました．スマートフォンなど
の端末の普及ともあいまって，企業による経済活動から
行政サービス，友人や家族同士のコミュニケーションに
至るまで，インターネットを利用する時代となっていま
す．そして多くの人が，自由で，時間的にも地理的にも
制約のないインターネットの恩恵を受けているはずで
す．ところが，このように新しい道具が生まれ，私たち
の生活が変化してくると，必ず，この新しい道具を悪用
し，私たちの生活を脅かす存在（犯罪）が生まれます．
警察では，この新しい犯罪である「サイバー犯罪」に

対処するため，専門の知識を有する捜査員を配置した部
署を設け，栃木県警察でも平成 24年に「サイバー犯罪
対策室」を設置して，サイバー犯罪の取締りと被害防止
のための取組みを進めています．SNSと犯罪を考える
場合，SNSもインターネット上で提供されるサービス
の一つですから，サイバー犯罪のほぼ全てが SNS上で
も起こり得ます．また一方で，SNSに特有の危険性も
存在すると考えられます．

2 サイバー犯罪とは�（1）

警察では，サイバー犯罪を，「インターネット等の高
度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ
または電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用
した犯罪」と説明しています．また，便宜上，サイバー
犯罪を「不正アクセス禁止法違反」，「コンピュータ・電

磁的記録対象犯罪及び不正指令電磁的記録に関する犯
罪」，「ネットワーク利用犯罪」の三つに分類しています．
まず，「不正アクセス禁止法違反」です．平成 11年

に制定された不正アクセス行為の禁止等に関する法律で
は，他人の ID・パスワードを不正に利用するなどして
ネットワーク上のサービスにアクセスする行為を「不正
アクセス行為」として禁止しています．ID・パスワー
ドを不正に要求する行為，不正に取得したものを保管す
る行為，他人に提供する行為なども処罰の対象となりま
す．近年では，インターネットバンキングのID・パスワー
ドを不正に取得し，他人名義の口座に不正アクセスして，
その預金を他の口座に送金する不正送金が多発し，大き
な問題となっています．
SNSも会員登録を前提としていますので，その際に

取得する ID・パスワードは不正アクセス行為の対象と
なります．現実に，知人の ID・パスワードを盗み見て
SNSにアクセスし，知人を装って他人を誹謗中傷する
メッセージを送る事件も起きていますし，オンライン
ゲームのアカウントを乗っ取ってゲーム内のアイテムを
盗んだり，パスワードを書き換えて本来の利用者がアク
セスできなくしたりといった事件も後を絶ちません．
次に「コンピュータ・電磁的記録対象犯罪及び不正指

令電磁的記録に関する犯罪」です．コンピュータにうそ
のデータを記録させて誤った処理をさせたり，記録され
たデータを不正に書き換えたりする行為は刑法で罰則が
定められています．また，不正指令電磁的記録というの
はいわゆるコンピュータウイルス等の不正プログラムの
ことを意味し，これを作成，提供，使用等することが処
罰の対象となっています．前述のオンラインゲームのパ
スワードを書き換えてしまう行為は，電磁的記録対象犯
罪に含まれ，私電磁的記録不正作出・同供用という罪に
問われます．
また，同じくオンラインゲームに関係した事件です

が，「IDとパスワードを犯人が開設した掲示板サイトに
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送信する」というプログラムを作り，これをゲーム内の
知人に送ってインストールさせ，その ID・パスワード
を盗み取るという事件がありました．こうした利用者の
意図に反する動作をするプログラムは不正指令電磁的記
録にあたり，その作成及び供用という罪に問われます．
最後に「ネットワーク利用犯罪」です．犯罪を行う上

で，例えば仲間同士での連絡手段をはじめとしてイン
ターネットなどのネットワークを利用することは多々考
えられます．その中でも，犯罪の実行そのものにネット
ワークを利用したもの，または犯罪の実行に不可欠な手
段としてネットワークを利用したものを「ネットワーク
利用犯罪」としてサイバー犯罪の一類型としています．
前者の例としては電子メールを利用した脅迫事件，後者
の例としてはインターネットを利用して客を集め，違法
な薬物や商品を販売する事件などが挙げられます．こう
したネットワーク利用犯罪は電子メールや掲示板，
ショッピングサイトだけに限られるものではなく，これ
らのサービスをその機能として有している SNS上でも
起こり得ます．
参加者が互いにコミュニケーションを取っている中

でトラブルが生じ，そのやり取りが名誉毀損や，脅迫に
発展することも考えられますし，SNS上で商取引をす
ることも可能ですから，詐欺や違法な商品の販売も起こ
り得るのです．

3 サイバー犯罪の情勢
犯罪がどれくらい発生しているかを示す数字に「刑法

犯認知件数」というものがあります．刑法犯とは主に刑
法に定められた犯罪のことで，認知件数とは被害届など
で警察が知り得た件数をいいます．
全国の刑法犯認知件数は，過去 10年以上連続で減り

続けており，平成 26年中の刑法犯認知件数は約 121万
件で，10年前の平成 16年中の刑法犯認知件数と比較
すると半分以下となっています．
一方，サイバー犯罪の発生状況ですが，こちらはあく

までも検挙ベース，つまり，警察に届出等があった件数
ではなく，警察が検挙した件数となります．図1にサイ
バー犯罪件数の推移を示します．全国におけるサイバー
犯罪の検挙件数は，平成26年中は約 8,000 件，同じく
10年前と比較すると3倍以上に増加しています．検挙
ベースの数字ですので，単純に比較することはできませ
んが，「犯罪発生の総数は減少しているが，サイバー犯罪
は増加している」という傾向は確かだと考えられます．
こうした傾向は，栃木県においても同様で，栃木県警

察の平成 26 年中における刑法犯認知件数は約 1万
6,000 件で，全国同様 10年前の半分以下に，同じく平
成26年中におけるサイバー犯罪の検挙件数は156件で，
10年前の 4倍以上となっています．
残念ながら SNSに限定した統計資料はないのですが，
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栃木県警察において平成 26年中に検挙したサイバー犯
罪の場合，156件のうち 35件が，コミュニティサイト
やオンラインゲームに関するものでした．図 2に SNS
関連の犯罪を含むネットワーク利用犯罪検挙件数の推移
を示します．

4 SNSとサイバー犯罪
前述のとおり，どのようなサイバー犯罪も SNS上で

起こり得ます．例えば脅迫罪は，人に危害を加える旨を
告げて脅す行為ですが，この「告げる」行為を，直接相
手方に会って伝えても，手紙を郵送することで行っても，
電子メールを送信することで行っても，相手方が見てい
る掲示板サイトに投稿しても，SNSの中でのチャット
やメッセージで伝えても脅迫罪は成立します．
もちろん時間的な違いや利便性の違いは生じます．相

手方に伝わるまでの時間は郵便なら丸 1日程度掛かる
でしょうが，電子メールならばほんの数秒です．また，
手紙と違い電子メールなら，文章を紙に書き封書にした
ため投函するといった手間もありません．更に，郵便や
電子メールでは，相手が封を開けて中身を確認するとい
う行動を期待しなければなりませんが，リアルタイムに
メッセージの交換が行われる SNSであれば，「相手が気
付かない」という心配もありません．時間的にもより早
く，「リアルタイムに」脅すことができます．
とはいえ，これは「道具」としての違いだけであって，

犯罪の発生そのものに直接影響を与えるとは思えません．
例として脅迫罪を挙げましたが，人を脅す理由，つまり
動機の発生は人それぞれであり，これは，コミュニケー
ションの内容が関係することであって，コミュニケーショ
ンの方法が直接的に関係するとは思えないからです．
一方，コミュニケーションの方法が間接的に作用する

ことはあり得るかもしれません．例えば「言葉が過ぎる」
とか「言葉足らずだった」というような場合です．相手
の顔が見えず，言葉やほかの方法で調整を図ることもで
きないままリアルタイムに情報を交換するというのは，
本来であればとても難しいことではないでしょうか．相
手に誤解を与え，または，相手からのメッセージを誤解
し，マイナスの感情を持ってしまうこともあるでしょう．
しかも，以後の通信を簡単に絶つことができるため，誤
解を解く場すら失ってしまい，誤解だけが残り続けてし
まう．その結果，誤解から生まれたマイナスの感情が，
脅迫の動機となり得るかもしれません．

5 具体的事例
SNS でなければできない犯罪ではありませんが，次

に紹介する事例は，SNSの特性を狙った犯罪と言える
かもしれません．
栃木県警察で取り扱った事件の中に，何人もの会員の

ID・パスワードを不正に入手してコミュニティサイト
に対する不正アクセス行為を繰り返し行っていた事件が
あります．
利用者の1人から「アカウントを乗っ取られパスワー

ドを変えられてしまった．」という相談を受け事件を認知
し，捜査を開始したケースです．犯人は，サイトの中で「ID
とパスワードを教えてくれれば通貨を増やしてあげる」
と言ってほかの会員から IDとパスワードを聞き出しまし
た．聞き出した IDとパスワードで，犯人がサイトにログ
インし，パスワードを書き換えてしまったため，本来の
会員がログインできないようになってしまいました．
このサイトでは，サイト内で使用することができる通

貨がありました．この通貨は，基本的に現実のお金を支
払って購入することで入手でき，入手した通貨はそれぞ
れの IDごとに記録され，サイト内で使用することがで
きます．犯人は前述のとおり他人の IDとパスワードを
聞き出し，ほかの会員が持っていた通貨を奪っていくと
いうことを繰り返していたのです．
その後の捜査で犯人の住居を特定し，使用していたパ

ソコン等を押収して，データの解析や犯人の取調べを
行った結果，10人の会員に関わる不正アクセス行為を
特定することができました．犯人は，このコミュニティ
サイトの利用者の 1人であった少年で，動機はサイト
内の通貨でした．図 3に警察におけるPCデータ解析の
イメージを示します．
会員登録を前提としたサイトであり，ログインもサイ

ト内の通貨も IDとパスワードで管理するというこの種
のサイトの仕組みならではの事件ではないかと考えられ
ます．また，この種の不正アクセス行為は，課金するこ
とによりゲーム内でアイテム等を購入することのできる
オンラインゲームにおいて，しばしば発生します．オン
ラインゲームも，プレーを希望する者が会員登録をする
ことにより参加でき，主目的はゲームを進めることです
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が，同時に，登録した会員同士が，対話やゲーム内アイ
テムの交換といったコミュニケーションを取ることがで
きますので，一種の SNSと言えるでしょう．
なお，単に利用者の年齢層の問題かもしれませんが，

この種の不正アクセス行為の行為者は，少年であること
が多く見受けられます．
もう一つ紹介するのは，SNSの利用者を狙った犯罪と

言えます．出会い系サイトやコミュニティサイトといっ
たSNSに起因する児童買春・児童ポルノ規制法違反若
しくは青少年保護育成条例違反です．ここに言う「児童」
も「青少年」も「18歳未満の者」を指します．例えば，
18歳未満の児童にお金を渡して性的な行為をすると児童
買春となります．また，性的な行為をしている児童を撮
影すれば「児童ポルノの製造」，撮影した画像を第三者
に送信すれば「児童ポルノの提供」として法律違反に問
われます．また，児童買春に際してお金を渡すなどする
ことを「対償の供与」と言い，これがない場合「買春」
とはなりませんが，多くの自治体が青少年保護育成条例
（自治体により名称は異なります）により，18歳未満の
青少年とのみだらな性的行為を禁止しています．
いずれも，現実世界での犯罪ではありますが，その

きっかけとして SNSをはじめとしたインターネット上
のサービスが利用されています．SNS上で児童と知合
い，メールアドレスや，ほかのコミュニケーションツー
ルの連絡先などを聞き出し，連絡を取り合い，最終的に
は直接会って犯行に及ぶという形です．そして，動機の
ほとんどが児童との接触目的ですから，犯人は当然，児
童が多く利用するサイトを狙うこととなります．

6 出会い系サイト・コミュニティサイト
前述の出会い系サイト，コミュニティサイトに関して

は，これらサイトにおける児童被害が問題となっていま
す．ここで，「出会い系サイト」とは，事業として異性
との交際に関する情報を提供するサイトで，誰もが閲覧
することができ，交際を希望する者同士が電子メール等
で連絡を取り合うことができるサイトを言い，いわゆる
「出会い系サイト規制法」	＊1 による規制の対象となりま
す．
一方「コミュニティサイト」というのは，同じ関心事

や趣味を持つ人たちが集まり，情報交換などのコミュニ
ケーションを取ることを目的としたサイトです．
異性との交際を目的としたサイトであれば，出会い系

サイト規制法の対象となる可能性がありますが，そうでな
い場合，コミュニティサイトに法的な規制はありません．

 ＊1 正しくは「インターネット異性紹介事業を利用して児
童を誘引する行為の規制等に関する法律」

平成 26年中の全国における統計では，出会い系サイ
トに起因して犯罪被害に遭った児童は 152 人，コミュ
ニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童は 1,421
人とされていて，出会い系サイトに関しては減少してお
り，コミュニティサイトに関してはここ数年減少してい
たのですが平成 25年から再び増加に転じています．
被害児童の年齢層については，出会い系サイトに関し

ては，16，17歳が多くを占めるのに対して，コミュニ
ティサイトに関してはより低年齢層化しており，15歳
以下が半数以上を占めています．
また，被害に遭った犯罪は，多くが前述の児童買春・

児童ポルノ規制法違反や青少年保護育成条例違反です
が，中には，誘拐，強盗，強姦，強制わいせつなどの凶
悪犯罪の被害も確認されています．

7 SNS利用上の注意点�（2），�（3）

ここで，SNS利用上の注意点について解説します．
SNS利用上の主要な問題点は，プライバシーの問題，

不適切な発言，マルウェアの脅威，偽アカウントの問題
と考えられます．これらの問題は，実社会の犯罪やサイ
バー犯罪につながるものです．図 4に SNSの問題と実
社会／サイバー犯罪の関係を示します．

7.1　プライバシーの問題
プライバシー情報の意図しない公開が，SNSのプラ

イバシーとセキュリティに関する第 1の問題となって
います．意図しない公開は，公開されていると知らずに，
あるいは公開されることの危険性を認識しないで，自ら
の情報を投稿してしまうことから起こることが少なくあ
りません．SNSの多くは，基本的に情報を公開する方
向で運用されているため，友人間のコミュニケーション
だけを目的として SNSを利用している場合も，プライ
バシー設定がデフォルトのまま公開されていたり，友人
から引用されることにより，書き込んだ情報が思わぬ形
で拡散したりする危険性もあります．友達の友達と仲良
くなれば雪だるま式に友達は増えると言われています．
そこで，公開の範囲として友達の友達のカテゴリーがあ
りますが，友達の数の平均を 100 人としたとき，たと
え友達の友達の半数が重複していたとしても，友達の友
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達は約 5,000 人になります．これだけ多数の友達の友
達がいると，その中には信頼できないアカウントが含ま
れている可能性がないとは言えず，友達の友達への公開
は，無制限の公開と余り変わりがないと考えた方よいか
もしれません．
GPS機能の付いたスマートフォンやディジタルカメラ

で撮影した写真には，撮影日時，撮影した場所の位置情
報など，様々な情報が含まれています．利用者が設定し
ない限り，SNSに，こうした位置情報付きの写真が掲載
され，自宅や自分の居場所が他人に特定されてしまう危
険性があります．自宅の写真を掲載したため自宅の場所
が特定され，迷惑行為やストーカー被害などの犯罪の被
害に遭う可能性もあるため，十分注意が必要です．また，
Facebook の地図では，チェックインや写真の位置情報
から，ユーザの移動の履歴が地図上に表示されます．住
居や勤務場所，よく行く店等が知られてしまいます．

7.2　不適切な発言
不適切な発言による「炎上」は SNS特有のものでは

ありませんが，SNSでも頻繁に起こっています．不適
切な写真の掲載，著名人の来店の公表等が社会問題と
なった例もあります．SNS上に公開した情報は，イン
ターネット上に公開されていることに変わりないこと，
インターネット上の情報は半永久的に残ることから，問
題ない内容のみを書き込む注意が必要です．更に現時点
では問題ない内容でも，将来的に問題となる可能性があ
ることを自覚して書き込む内容には十分注意をしながら
利用することが大切です．

7.3　マルウェア
SNS では，アプリケーションと呼ばれるサードパー

ティーのソフトウェアを利用することができます．これ
らのアプリケーションは，SNSサービスの利用者が行
うことのできるほぼ全ての機能を利用する権限を持って
います．これは，必ずしも悪いことではありませんが，
アプリケーションが個人の連絡先情報などを収集して，
収集したメールアドレスに迷惑メールなどを送り付ける
ことなどを目的としているスパムアプリケーションもあ
ります．また，ユーザの名前を使って，アプリケーショ
ンが勝手に投稿することが可能です．作成者の身元やそ
の利用目的がよく分からないアプリケーションは，使用
を避けるようにした方がよいでしょう．
このようなスパムアプリケーションの使用を避けて

も，SNSは誰でも投稿することができることから，ワ
ンクリック詐欺，フィッシング詐欺などに誘導される危
険性があります．SNS上の友達からの情報には，一般
のスパムメールと比較して，投稿した人が実在の信頼で

きる人であるため，だまされてしまう可能性が高いと言
われています．マルウェアの拡散にも，この友達との信
頼関係が利用される場合もあります．実在の信頼できる
人の情報でも，ほかの人が投稿した内容をそのまま再投
稿していることもあるので，情報の信頼性を確認する必
要があります．
SNS は投稿できる文字数に制限があるため，短縮

URLが用いられる場合があります．短縮URLは，長い
URLを短縮して表示するサービスで，リダイレクトを
利用して本来の長いURL に接続します．本来のURL
よりも文字列が短くなり，扱いやすくなります．例えば，
Twitter では 140文字以内に制限されているため，長い
URLはそれだけで文字数制限を超過する場合もあり，
これを短縮することは，限られた文字数への対策として
有効です．しかし，短縮URLは，どのようなサイトに
リンクされているか分からないことから，この機能を悪
用してマルウェアへ感染させるために利用したり，
フィッシング詐欺やワンクリック詐欺などの悪性ホーム
ページに誘導したりする手口があります．短縮URLを
クリックする際には注意が必要です．

7.4　偽／架空アカウント
SNS には本人確認が徹底していないサービスもあり

ます．実在の人物・組織の名前を使った偽のアカウント
や，架空のアカウントもあります．偽／架空のアカウン
トを悪用して，不正リンクの投稿などが行われることも
あり，相手が本物であるかを，慎重に確認する必要があ
ります．また，SNSのアカウントの乗っ取りも頻繁に
行われています．アカウントを乗っ取るまでもなく，本
人がアカウントを作成していない場合，第三者によって，
偽のアカウントが作られることもあります．例えば，
Twitter で首相の偽アカウントを作り発言を繰り返した
例もあります．公的機関や企業などの情報を購読する場
合には，まず公式アカウントが存在するかを，それぞれ
の機関のホームページなどで確認し，公式アカウントか
らの情報を購読する必要があります．直接の知人や公式
アカウント以外のアカウントで，本人確認ができない場
合には，安易に購読したり，友達になったりしないよう
にしましょう．

8 サイバー犯罪対策
既述のとおり，インターネット上には様々なサイバー

犯罪が発生し，かつ，増加している情勢にあると言えま
す．そして現在，サイバー犯罪対策は，警察が推進すべ
き大きなテーマの一つとなっています．警察が行うべき
サイバー犯罪対策の一つはもちろん，取締りの強化，す
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なわちサイバー犯罪を捜査し，犯人を見付け，その犯罪
を明らかにしていくことです．図 5はサイバー犯罪捜
査に関する研修の様子です．
そして，捜査の過程で入手することができる新たな手

口や被害の傾向など，警察であればこそ知り得る情報を
発信し，被害の防止に向けた関係機関への働き掛けや，
利用者に対する広報啓発を行っていくことも，サイバー
犯罪の抑止には必要な活動です．
取締りの強化については，利用者の皆さんにも是非

知っておいて頂きたいことがあります．
インターネット・ホットラインセンターという仕組み

のことです．これは，平成 23年から，警察庁が外部団
体に委託して行っている業務で，一般の利用者から，イ
ンターネット上の違法・有害情報についての通報を受け
付けるものです．インターネット上には，わいせつな画
像や児童ポルノ，違法な薬物の販売や，凶悪犯罪の依頼
や請負などの情報が氾濫しています．
従来ですと，こうした情報を発見しても，いざ警察に

通報するとなると，「どこの警察に通報すればいいのか
分からない」，「通報すると自分の住所や名前なども詳し
く伝えなければならない」といったようなことで敷居も
高く，そのまま放置されてしまうということが多かった
のではないかと思います．
そこで，こうした情報について，発見した人がイン

ターネット上で通報を行えるように，専用のサイトを設
置して，24時間通報を受け付けるようにしました．寄
せられた情報を違法情報または有害情報として類型化
し，事件として捜査すべきものは警察に通報するととも
に，そうでないものについても，サイト管理者等に削除
を依頼していくといった仕組みを作り，インターネット・
ホットラインセンターとして運用しているのです．
インターネット・ホットラインセンターのサイトを利

用すれば，通報先に迷うこともありませんし，警察に通
報すべきか否かはインターネット・ホットラインセン

ターで整理されます．どなたでもまた匿名でも，違法・
有害情報が発信されているサイトのURLを通報するこ
とが可能ですので，是非利用して頂きたいと思います．
一方，情報の発信や広報啓発といった対策について

は，警察も大きな役割を担わなければならないことは間
違いありませんが，警察だけで十分になし得るものでは
ありません．インターネットという特別な仕組みを前提
としている以上，インターネットに関わる関係機関，イ
ンターネットを運営する事業者の協力は不可欠ですし，
インターネットやコンピュータに関する技術的な部分が
問題となれば，その対策は関係事業者の取組みいかんに
掛かってくる場合も考えられます．
また，利用者への広報啓発についても，普段利用して

いるサイト上で直接行われていることが理想的ですし，
サイバー犯罪対策の必要性について，広く気運を高めて
いくためには，交通安全や現実社会での犯罪抑止同様，
自治体や企業において，積極的に取り組んで頂くことが
大切です．併せて，前述の児童被害の防止を考えるなら
ば，学校をはじめとした教育機関，そして家庭での教育
にも，サイバー犯罪対策を考えていかざるを得ません．
栃木県警察でも，捜査，対策の両面から御協力頂くべ

く，ICTに深い知見をお持ちの先生お二人を「サイバー
犯罪対策アドバイザー」に委嘱させて頂いたところであ
り，併せて県内でインターネット接続サービスを提供し
ている事業者の皆さんともネットワークを構築して協力
関係を図っています．図 6は協力団体，関係者が参加
した情報セキュリティ研修会の様子です．
また，インターネット上の違法・有害情報に関するパ

トロールや，サイバー犯罪対策に関する広報啓発などを
自主的に行って頂く「サイバー防犯ボランティア活動」
を働き掛けており，各ボランティアへの情報発信やボラ
ンティア同士の交流を図るなど，サイバー犯罪対策の推
進に向けた気運の醸成に取り組んでいるところです．
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9 おわりに
今や情報の発信，収集だけでなく，経済，金融，医療，

教育，生活のあらゆる場面にコンピュータが利用され，
インターネットでつながっています．はじめに申し上げ
たとおり，誰もがインターネットを利用する社会となっ
た今日，これを排して社会生活を送るというのは現実的
ではありません．
SNSもまたしかりで，多くの人が SNSを利用するの

は，人とのコミュニケーションにおいて大きな重要性を
有するからかもしれません．何より，多くの人が利用し
ている現在，既に SNSは重要なコミュニケーションの
場であり，道具になってしまっているため，これを排す
ることは，別の問題を生じかねません．
とはいえ，これまでどおりただ自由に利用すればいい

わけではありません．サイバー犯罪の危険性があるから
といって，単に「SNSは危険だ」と評するのは短絡的で
あると思いますが，「SNSは安全ではない」，「SNSには
危険も存在する」ということは確かだと思います．した
がって，それを利用する私たちは，交通安全や犯罪抑止
と同じように，その危険の正体を知り，危険を回避し，
危険を減らしていく努力をしていかなければなりません．
自分が参加するSNSというものをよく調べ，どういう

ものなのかをまず知り，自ら犯罪を起こさないようにし，
犯罪の被害に遭わないようにし，犯罪を行いにくくして
いくという努力です．また，現実世界ではない，インター
ネットという特殊な仕組みを介した世界であること，そ
の特徴の一つである「匿名性」という特殊な条件下で皆
が活動していることなどを考えると，現実世界よりも多
くの労力を払わなければならないのかもしれません．
今後も変わり続けるであろうインターネット社会に

対して，警察もその変化に遅れることなく，皆さんの御

協力を頂きながら，適切に捜査にあたり，情報発信を行っ
ていきます．
本稿をお読みの皆さんが，少しでもサイバー犯罪対策

の重要性を感じて頂き，警察をはじめとした啓発の言葉
に耳を傾け，かつ実践していって頂ければ幸いです．
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 1� はじめに
SNS について知っておくべきネガティブな側面
のうち，本稿ではネットいじめに関する話題に触れ
たい．
カナダの中学生を対象に行われた調査（2006） （1）

によれば，約 25％の中学生がネットいじめ（Cyber 
bullying）の被害を報告している．オーストラリア
の中学生を対象に行った調査（2005）でも，約
14％の生徒がネットいじめの被害経験があること
を報告している （2）．また，我が国においても，内海
（2010） （3）が行った調査の結果によれば，対象となっ
た中学生の約 33％がネットいじめの被害・加害経
験をしている．こうしたことから，ネットいじめは，
中学生にとって珍しい現象ではない．
「平成25年度　青少年のインターネット利用環境
実態調査」（内閣府，2014） （4）によれば，携帯電話（含：
スマートフォン）の所有率は，小学生で約37％，中
学生で約 52％，高校生で約 97％となっており，携
帯電話の所有率から考えれば中学生よりも高校生の
方が，ネットいじめの当事者となる可能性が高い．

本稿ではネットいじめを広義に捉え，インター
ネットを媒介とした攻撃により，その対象となった
側が心理的なダメージを受けるものとする．Rigby
（2008） （5）は，「携帯電話，電子メール，インターネッ
ト・サイト，チャットを通して電子的な手段によっ
て行われるいじめ」をネットいじめとしている．
Campbell（2005） （2）は，ネットいじめについて，
電子メール・テキスト，チャット，携帯電話・携帯
電話カメラとWebサイトなど新しい媒体を使って
行われるいじめと述べている．更に，文部科学省は，
ネットいじめをホームページ（2008） （6）で，「イン
ターネット上の非公式サイト（いわゆる「学校裏サ
イト」）を利用し，特定の子供に対する誹謗・中傷
が集中的に行われたり，他人になりすまして携帯電
話のメールを利用し特定の子供に対する誹謗・中傷
を不特定多数の携帯電話に送りつけたりする」とし
ており，ネットいじめは，携帯電話やパソコンを介
してインターネットを利用したいじめであるという
共通点を持つ．こうした共通点を踏まえた上で
Kowalski，Limber & Agatstonm（2008） （7）は，ネッ
トいじめを，七つに分類し，その中に「ネットワー
クサイトに友人を受け入れることを巧妙に拒絶す
る」というものを含めている．
攻撃的なメッセージを送りつけたり，脅迫的なメッ
セージを何度も送りつけたりするという方法による
ネットいじめを，表出性攻撃によるネットいじめと

技術的観点からのネットいじめ対策
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するならば，ネットワークから排除する方法で行わ
れるネットいじめは，関係性攻撃（Crick & 
Grotpeter，1995） （8）によるネットいじめと言えよう．
関係性攻撃は，被害者と加害者とが友人であったり，
あるいは，同じフォーマル集団に所属していたりす
るなど，両者の間に何らかの関係があることを前提
にして成立する攻撃であり，関係性攻撃によるネッ
トいじめに関しても，被害者と加害者はいじめが発
生する以前から何らかの関係を持っていた者である．
荻上（2008） （9）は，日常生活の出来事がネット
いじめに関連することを指摘している．三島ら
（2010） （10）が大学生を対象に行ったネット上のトラ
ブルやいじめに関する聞き取り調査の結果によれ
ば，ネットいじめやトラブルは，クラスメイトや同
じ部活動・サークルに所属する者の間で起きること
が多い．Ybarra & Mitchell（2004） （11）は，現実
の生活においていじめ被害を受けていた者が，ネッ
トいじめの加害者となるような現象について言及し
ており，ネットいじめに関しても，被害者と加害者
とが日常生活の中で何らかの関わり合いを持ってい
る可能性が高い．更に，排除するなどの方法による
関係性攻撃から受けるダメージの大きさは，被害者
と加害者との関係が親密であるほど，大きいことも
予想できる．
本稿では始めに，ネットいじめ等のトラブルにつ
いて，高校生を対象にした調査の結果を報告する．
具体的には，携帯電話に関連して生じた心理的なダ
メージの大きさが，送り付けられた攻撃的なメッ
セージの内容や量といった表出性攻撃の程度より
も，ネットワークから排除されたり，メールに返信
がなかったりするなどの関係性攻撃の程度，更には，
被害者と加害者との関係の親密さの程度との関連性
から大きく影響を受けていることを示す．また筆者
らは，そうした親密な関係の中で発生する関係性攻
撃によるネットいじめをターゲットとし，工学的な
手法で検出するためのツールの開発を行ってきた．
後半ではそのツールの紹介や実践的研究を通して得
られた事例などを紹介する．

 2� 高校生を対象にした調査
2.1　調査対象と方法
調査時期：2011 年 10月
調査対象：A県内 13校の高校生 1,678 名を対象
に調査を行い，本研究に関連する全ての設問に回答
した 1,128 名（男子 542 名・女子 586 名，1年生
433 名・2 年生 331 名・3 年生 364 名）のデータ

を分析した．
質問紙：「高校に入学してから，携帯電話に関係し
た最も大きなトラブルを一つ思い出してください」
という教示文の後，「心理的なダメージ」（例：相手
に対して怒りを覚えた．いらいらした．）に関する7
項目，相手との関係の親密さに関する2項目，ダメー
ジ要因（三島ら，2012） （12）に関する19項目（ネッ
ト上での排除：「リンクからはずされた」等 6項目，
メッセージの否定的な内容：「携帯電話に送りつけら
れるメッセージは，攻撃的な言葉や表現が多かった」
等 6項目，反応遅延・拒否：「メールを送っても，
返事がこない」等7項目）に5件法で回答させた．

2.2　結果と考察
2.2.1　心理的なダメージに関する項目
主因子法による探索的因子分析を行った結果，固
有値の推移（4.51 → 0.83 → 0.65 →…）から1因
子解が妥当と考えた（表1）．関連する7項目とも0.6
以上の負荷量を示したが，検証的因子分析の結果，
適合度指標の値は許容できるものではないことから
（GFI ＝ .83，AGFI ＝ .66，CFI ＝ .84，RMSEA
＝ .231），負荷量の小さい2項目を除外した5項目
で検証的因子分析を再度行った．その結果，適合度
指標の値は許容できるものとなり（GFI ＝ .99，
AGFI ＝ .96，CFI ＝ .99，RMSEA ＝ .081），心理
的なダメージに関してはこの5項目を利用すること
とした．なお，5項目のα係数 ＊1 は .90であった．

2.2.2　ダメージ要因・親密性に関する項目
ダメージ要因に関連する 19項目の因子構造を確
認するために探索的因子分析（主因子法・プロマッ
ク ス 回 転 ） を 行 っ た． 固 有 値 の 推 移
（9.03→1.77→1.53→0.85→…）及び先行研究（三
島ら，2012） （12）の結果から 3因子解が妥当と考え
た（表 2）．それぞれの因子の解釈に用いた項目を

 ＊1 α係数とは，項目間の反応の一貫性の程度を表す指標．
αの値が0.8以上であれば，内的一貫性が高く信頼性
が高いとされる．

表1　心理的なダメージに関する7項目の因子分析
記号 内 容 負荷量

dc06 悲しみを感じた .84 
dc05 不安を感じた .84 
dc07 みじめさを感じた .81 
dc04 いらいらした .74 
dc03 相手に対して怒りを覚えた .72 
dc02 何をやっても楽しくなかった .70 
dc01 自分はひとりぼっちだと感じた .69 
記号:図1に対応
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基にしたモデルを作成して検証的因子分析を行い，
負荷量の小さい項目を除外した結果，第 1因子 4
項目，第 2因子 4項目，第 3因子 3項目の合計 11
項目によるモデルの適合度指標の値が許容できるも
のとなり（GFI ＝ .96，AGFI ＝ .93，CFI ＝ .98，
RMSEA ＝ .069），11 項目による 3因子構造のモ
デルを採用することとした．
第 1因子に関しては，「『私を無視しろ』というメー
ルなどが流された」「学校生活などに必要な連絡の
ためのメールさえ，送られてこなくなった」など 4
項目から成る「ネット上の排除」因子（4項目のα
係数 ＝ .90）と解釈した．第 2因子に関しては，「携
帯電話に送りつけられるなどしたメッセージは，相
手の悪意を感じる言葉や表現が多い内容だった」「携
帯電話に送りつけられるなどしたメッセージは，私
をひやかしたり，バカにしたりするものだった」な
ど 4項目から成る「否定的な内容」因子（4項目の
α係数 ＝ .93）と解釈した．第 3因子に関しては，
「メールを送っても，返事がこないことがあった」
「メールを送って，返事がくるまでの時間が長かっ
た」など 3項目から成る「反応遅延・拒否」因子（3
項目のα係数 ＝ .84）と解釈した．
加害者との関係に関する2項目（「In1: この出来
事に関わった相手」について，5：極めて親しい親友，
4：友人，3：クラスメイト，2：同じ学校の人，1：
それ以外の見ず知らずの人．「In2：この出来事が生
じる前における，この出来事の相手との関係」につ
いて，5：とても親しかった，4：親しかった，3：
どちらかといえば親しかった，2：あまり親しくなかっ

た，1：親しくなかった（知らなかった）．）について
相関係数を求めた結果，強い相関が見られた（r

＝ .78）．そこで，この2項目を観測変数とする潜在
変数を，被害者と加害者との親密性の指標とした．

2.2.3　 ダメージ要因・親密性が心理的なダメージに及
ぼす影響

ダメージ要因に関連する 3因子，親密性に関連す
る 1潜在変数の四つの潜在変数を説明変数にして，
心理的なダメージに関する潜在変数を目的変数にし
たモデル（図 1）を作成して共分散構造分析を行っ
た結果，データに対するモデルの当てはまりは許容
できる範囲であった（GFI ＝ .95，AGFI ＝ .93，
CFI ＝ .97，RMSEA ＝ .057）．そこで，このモデ
ルを基にした考察を行う．
「ネット上の排除」因子から心理的なダメージへ
のパス以外，ダメージ要因からの二つのパスと親密
性指標から心理的なダメージへのパス係数は有意な
水準のものであった．以上のことから，携帯電話に
よる心理的なダメージの大きさには，メールなどで
送りつけられるメッセージの否定的な内容や，返信
が遅かったり拒否されたりすることが影響し，更に，
被害者と加害者との人間関係の親密性の高さも関連
することが示唆された．
パス係数の大きさを比較した結果，「反応遅延・
拒否」因子から心理的なダメージへのパス係数は，
「否定的な内容」因子や親密性指標からのパス係数
に比べて有意に大きい（p ＜ .001）．返信が遅かっ
たり拒否されたりすることが，心理的なダメージに

表2　ダメージ要因に関する19項目の因子分析（パターン行列）
記号 内 容 第1因子 第２因子 第３因子

F1:ネット上の排除 因子

dc14 「私を無視しろ」というメールなどが流された .95 .01 -.09 

dc15 学校生活などに必要な連絡のためのメールさえ，送られてこなくなった .85 -.04 -.02 

dc13 サイト上の仲間と思っていた人たちが，私以外の人だけで知らないうちに新しいコミュニティーをつくっていた .82 -.06 .03 

dc16 周りの人が，メールや携帯電話に関する話題を避けているように感じた .75 .08 -.02 
dc12 こちらからのメール等に対して，相手の携帯電話が「着信拒否」の設定をしていた .68 .00 .07 
dc11 サイト上の「友だちリスト」やリンクからはずされていた .58 .06 .12 

F2:否定的な内容 因子

dc26 携帯電話に送りつけられるなどしたメッセージは，相手の悪意を感じる言葉や表現が多い内容だった .00 .96 -.07 

dc24 携帯電話に送りつけられるなどしたメッセージは，私をひやかしたり，バカにしたりするものだった .02 .92 -.05 

dc25 携帯電話に送りつけられるなどしたメッセージは，私の考えを否定する内容だった -.09 .88 .05 

dc22 携帯電話に送りつけられるなどしたメッセージは，攻撃的な言葉や表現が多い内容だった .06 .83 -.03 
dc23 携帯電話に送りつけられるなどしたメッセージの内容が，他人には見られたくない内容だった .02 .55 .25 
dc21 携帯電話に送りつけられるなどしたメッセージの内容が，事実とは異なるものだった .02 .47 .06 

F3:反応遅延・拒否 因子

dc33 メールを送っても，返事がこないことがあった -.13 -.04 .93 

dc34 メールを送って，返事がくるまでの時間が長かった -.09 -.06 .90 

dc31 相手からの返信の文書の長さが短すぎたり，そっけなかったりするものが多かった .05 .08 .64 
dc32 私が知らないうちに，メールアドレスを相手が変更していた .11 .03 .57 
dc37 メールの返信をわざと遅らせているのではないかと疑ったことがあった .13 .18 .47 
dc36 学校生活などに必要なメールの返信が遅いので，日常生活に支障をきたすことがあった .20 .02 .47 
dc35 相手から返事をもらうために，同じ内容のメールを何度も送ることがあった .23 .03 .41 

第２因子との因子間相関 .62 
第３因子との因子間相関 .60 .64 

記号:図1に対応
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最も大きな影響を及ぼすことをこの結果は示唆して
いる．ネット上で交わされるコミュニケーションの
反応遅延・拒否，更には人間関係の親密性が，心理
的なダメージに関連するならば，ネット上で収集し
た様々なデータを用いて，そうした面に関する客観
的な指標を作成することにより，ネットいじめの実
態把握が可能となることが分かる．

 3� �工学的なアプローチによる�ネットいじめ対策

本章では，ネットいじめを検出するための技術的
なアプローチについて説明したい．「1．はじめに」
でも述べたように，ネットいじめは，直接的な言語
で攻撃する表出性攻撃と，人間関係の関係性によっ
て攻撃する関係性攻撃とに大きく分かれる．前者の
ネットいじめの対策については，テキスト抽出など，
いわゆる自然言語処理などにより不適切な言語を検
出する方法などがある．例えば，MIT Media 
Lab （13）では Youtube での書込みの分析から，性別
や人種などセンシティブな身体的特徴等を表す語と
ネガティブな表現とが組み合わさったものがネット
いじめを引き起こす可能性が高いとし，その組合せ
によってラベリングを行っている．本傾向の要因と
しては，米国では人種差別などが由来としたいじめ
が多いことも理由として考えられる．一方国内にお
いては，浅田ら （14）は，学校裏サイトやプロフサイ
トなどを対象として，数百の「いじめ語」を用いた
自動通報システム（学校裏サイト監視支援システム）
を開発し，京都市教育委員会と共同で 2011 年に実
証実験を行っている．また，石坂ら （15）は，2ちゃ
んねるの書込みを対象に，誹謗中傷を表す文を検出
する方法を提案している．共起情報を利用すること
で単語ごとに悪口度を与え，文が誹謗中傷を表して

いるかを判定する．一般的に表出性攻撃では，直接
的な誹謗中傷の検出は有効であるが，皮肉や嫌味な
ど，婉曲な表現の攻撃の検出には弱いとされている．
後者の関係性攻撃のネットいじめは，仲間外れや
無視といった攻撃である．基本的に言語で表出され
ないため，言語での検出は困難である．「○○ちゃん，
返事遅れてごめん」など，当事者らには，わざと返
事をしなかったと読める内容で人間関係を操作する
行為もあるが，こうした攻撃は婉曲な攻撃と同様，
検出するのは困難である．人間の目視による検出も
困難であり，文脈を知らないネットパトロール会社
やサービスプロバイダ等の第三者にとって（また教
師や保護者らであっても），攻撃かどうかを判断す
ることは難しい．そこで考えられたのが，人間関係
の変化を知るアプローチである （16）， （17）．本稿では後
者についてもう少し説明を加えたい．
なお，先に断りを入れておくが，現在，青少年の
間で広く普及している LINEは，第三者への公開が
許されていない，いわゆるメッセンジャ型のアプリ
ケーションのため，ネットパトロール会社等といっ
た第三者機関がネット上の情報を収集することは不
可能である．（ソーシャルメディアの見守りサービ
スとして Filii （18）と呼ばれるサービスがある．こち
らは，保護者らにとって，子供が誰とコミュニケー
ションしているかを知ることができるサービスであ
るが，子供の同意を得ることが前提である．同意が
なければ情報を得ることはできない．）そのため，
人間関係の変化を知るアプローチの紹介では，数年
前，青少年の利用が多かったプロフ，リアルといっ
たサイトを対象とする．（本稿では，これらのサイ
トのサービスを総称して，中高生向けソーシャルメ
ディアと呼ぶ．説明は後述する．）現在のネットい
じめ対策という意味合いは弱いが，ネットいじめの
本質である人間関係を視点として見る本アプローチ
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図1　ダメージ要因・親密性が心理的なダメージに及ぼす影響
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はソーシャルメディアの形態が変わったとしても不
変である．今後のソーシャルメディアのパラダイム
シフトの可能性も考慮して紹介したい．

3.1　ネットいじめ防止ツール
ネットいじめ防止ツールとは，中高生の間で発生
するネットいじめを対象とし，中高生の人間関係の
変化から，ネットいじめの発生や予兆を検出するこ
とで，ネットいじめの対応に携わる教師らを支援す
ることを目的としたツールである．中高生向けソー
シャルメディアの情報からソーシャルグラフを抽出
し，ネットいじめの発生若しくは予兆を表す構造的
な特徴を検出する．
図 2に，本ツールの具体的な利用例を示す．まず，
教師らによって，最近元気がない生徒，休みがちな
生徒の情報をツールに入力する．すると本ツールは，
入力された生徒に関する情報を基に，プロフやリア
ルなど，関連する中高生向けソーシャルメディアの
サイトをインターネットから収集する．そしてその
通信の記録（通信ログ）から，中高生のソーシャル
グラフを抽出，可視化し，教師らに提示する．加え
て，人間関係の変化や，ネットいじめの発生や予兆，

などが見付かった場合には，その情報を教師らに通
知する．教師らは，得られた情報からネットいじめ
が原因だと判断できた場合には，その対応を行う．
つまり最終的なネットいじめの解決は教師らが行
う．具体的には生徒の間に介入して教育的指導を行
う，等である．本ツールはサイト間の関係を表した
サイトの相関図ではなく，人と人の関係を表すソー
シャルグラフを抽出する．ソーシャルグラフを抽出
するものとしては，SPYSEE （19）などが挙げられる
が，可視化までであって，中高生のネットいじめを
ターゲットとしたものではない．
ここで中高生向けソーシャルメディアとは，ホム
ペ，プロフ，ブログ，リアル，ゲスブ，マイリンク，
などといったサービスを提供するサイトである（図
3）．第三者にも公開が許されたサイトで，2007～
2013年辺りに若者中心で利用が広まる一方で，ネッ
トいじめの発生等も問題となっていた．韓国等でも
同様のサイトの利用は見られたが，主に日本独自に
見られた文化である．これらは大きく，自己紹介や
友人紹介を行う情報発信を目的としたサービス（ホ
ムペ，プロフ，マイリンク）と，日記投稿やそれに
対するコメント投稿など，友人との交流を目的とし

教師

④いじめやトラブルの対応

①最近元気がない、休みがちな
生徒の情報を入力

③ネットでの人間関係を表示、
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プロフ
リアル

ゲスブ表示
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（サイトの相関図）

（ソーシャルグラフ）

個人（中高生）

②中高生向けソーシャルメディアの
サイトを自動収集・分析

サイト

危険！

生徒

ソーシャルグラフ 可視化の例

サイトの情報から中高生のソーシャルグ
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図2　ネットいじめ防止ツールの利用例
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たサービス（ブログ，リアル，ゲスブ）とに分けら
れる．Facebook 等のソーシャルメディアで提供さ
れるサービスを個別に提供したものと考えると良
い．当時は，複数のサービスプロバイダから，上記
のサイトを自由に選択し，オリジナルのサイトを構
築するというスタイルが多く見られた．
本ツールではこれらのサイトから，二つのソーシャ
ルグラフ，Contact Networkと Activity Network，
を生成する（図4）．ここでContact Networkとは，
2者間の定常的な友人関係を表すソーシャルグラフ
である．Facebook 等でいうところのFriend List の
情報を基に生成するグラフである．中高生向けソー
シャルメディアでは，主にホムペ，プロフ，マイリ
ンクなど，友人の情報が公開されているサイトの情
報から生成する．Contact Network は無向グラフと
して定義し，ノードは各中高生，エッジは二人の中
高生が親密な関係であることを表す．一方，
Activity Networkとは，2者間の活動を表すソーシャ
ルグラフである．重み付有向グラフとして定義し，
ノードはContact Networkと同様に中高生，エッジ
の重みは二者の中高生の間での活動の活発さの程度
を表す．Facebook 等であれば，コメント入力や
Like ボタン等の情報を基に生成する．中高生向け
ソーシャルメディアでは，友人とのインタラクショ
ンで利用される，ブログ，リアル，ゲスブのサイト
の情報から生成する．エッジの重みは，具体的には，
日記に対する足跡の応答率や，コメントの応答時間
の短さ，付けるコメントの数，などによって算出する．
ネットいじめ防止ツールでは，この二つのソー
シャルグラフを使って，中高生の仲間集団で発生す
る，仲間外れや無視といったネットいじめを検出す
る．中高生，特に女子生徒の中では，親密な人間関
係であることを表現するために，中高生向けソー
シャルメディアを使って，友達関係を公開する傾向
がある．（当時は「いつめん（いつものメンバーで
あるということ）」という表現で親密さをプロフ等
で表現していることもあった．）これらをContact 
Network で可視化すると，互いにエッジで結合し

たクリークの形で現れる．また友人とのインタラク
ションも，親密な関係を維持するために，誰かが投
稿したブログの記事には全てのメンバーが読んだと
いう記録を互いに付けるため，Activity Network
では，そのクリーク内のノード間にはほぼ 1：1の
双方向のエッジが表出する．ところがネットいじめ
が発生して，誰か特定の人がネットいじめの被害者
となると，Activity Network で変化が生じる．そ
れを検知して，教師らに通知を行う．
ここで一つの事例を紹介したい．これは，とある
対象学校（A県立 a高等学校）の教師の協力の下に
実践した調査で得られた結果で，2011 年頃，女子
生徒 6名（A～F）の仲間集団の中で発生したネッ
トいじめの事例である．教師らと協力して，対面の
人間関係とネットの人間関係を調査したところ，
Contact Network は，その 6人をクリークとして
捉えていた．一方，Activity Network として，ブ
ログの記事に対する応答率を算出したのが，表 3
である（Aが被害者）．この表を見ると，加害者間（B, 
C, D, E, F）の応答率が（若干差はあるが）おおむ
ね 50％程度であるのに対し，被害者Aが投稿した
記事にはほとんど応答していないことが分かる．加
害者間と加害者・被害者間の応答率には明らかな違
いがあることが分かるだろう．
実際，仲間集団内で発生するネットいじめは，教
師らに気付かれにくいと言われる．なぜなら，こう
したトラブルの被害者はローテーションするとい
い，ある時期をしのぐことで次の被害者に遷移する
と言われている．それゆえ，多くの被害者は仲間集
団から脱退することもせず，教師らに知られないよ
うに（密告しないように）する傾向がある．
中高生のネットいじめに関連する要因の多くは対
面の人間関係にある．それゆえ，ネットを分析する
ことで，被害者らの心理面を推察することもできる．
図 5は被害者がリアルでつぶやいた全 258 件の投
稿時間を可視化したものである．この図を見ると
ネットいじめの被害を受けていた時期，明らかに被
害者は深夜の書込みが多く，投稿時間に偏りが生じ

Contact Network

Activity Network

２者間の定常的な人関係を表す無向グラフ
ノード：生徒
エッジ：親密な関係

２者間の活動を表す重み付有向グラフ
ノード：生徒
エッジ：活動の活発さの程度

図4　Contact	Network と Activity	Network

表 3　対象生徒の応答率

X → Y への応答率とは，Y が投稿した記事の件数に対する X の足跡の
件数の比率を表す．なお E は対象期間に記事の投稿が 0 であったため，
該当箇所は空白としている．
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ていたことが分かる．こうした多面的な視点から
ネットを分析することで，ネットいじめを早期に発
見することも可能となる．
ネットいじめからは少し外れるが，青少年のネット
上の人間関係を可視化することについて，ネットい
じめ以外の応用についても紹介したい．一つは，
2011年 4月から2012年 2月に発生した，家出少女
に関する事例である．ここではカウンセラが本ツー
ルで得られた人間関係を分析し，保護者に対して情
報提供を行うというアプローチをとった．当時高校
生だったその少女は家出を繰り返す状態で，保護者
との会話もほぼなかった．その原因の一つは保護者
側にもあり，不適切な人たちと交流しているのでは
ないかという保護者の過度な不安から，子供の生活
に保護者が介入し過ぎてしまった点が挙げられる．
本ツールを利用して少女の人間関係を探索した結果，
少女が交流していた相手は中学生時代の友人であり，
保護者が想像するものとは全く異なることが明らか
になった．そこで本ツールで知り得た情報をカウン
セラが保護者に開示したところ，少女に対する保護
者の不必要な詮索が減り，それがきっかけとなって，
親子の人間関係が改善し，2012年 1月には自宅で少
女が生活するようになった．当時の少女のブログに
は，親子で初詣に出掛けたという記述もあり，親子関
係が大きく改善したことを裏付けている．その後，
少女の生活は少しずつ変化し，自ら進んでカウンセ
ラに今後のことを相談するようにさえなった．
トラブルの実態はネットではなく対面にある．
ネットいじめに限らず，トラブルを抱え込んだ際，
その関係性の一部や被害者のシグナルがネットに表
出するのである．中高生のネット利用は悪いイメー
ジを持たれることが多いが，むしろそこで得られた
情報を生かしながら子供たちを見守っていく試みも
考えられるのである．

 4� 情報モラル教育の必要性
LINE のようなメッセンジャ型のアプリケーショ
ンには，ネットいじめ防止ツールによるモニタリン
グは困難なため，個の内面から変えていくアプロー
チも並行して進める必要があるだろう．
岡山県総社市立総社西中学校では，スマートフォ
ン利用の低年齢化を鑑み，中学生に対し，スマート
フォンの実機を用いた実践授業を行っている（図6）．
LINEに似た SPIKA （20）というオープンソースのア
プリケーションを中学生向けの実践授業用にカスタ
マイズし，サーバを学校内に設置することで，安心
できるクローズドな環境を構築して実践を行ってい
る．震災時を想定し，班単位の共同学習を行う，自助・
共助・公助を学ぶ実践プログラムである．班の個々
人がスマートフォン上の SPIKAを利用して，ほか
のグループから避難経路に関する情報を取得する．
互いに情報を提供しなければ避難経路の全情報を知
ることができないのだが，「情報教えて」と書くば
かりで自分の持つ情報を提供しようとしない生徒の
姿が，実践の初期段階では散見された．しかし，実
践の進展に伴い，生徒のそうした姿も徐々に変化し
始めた．自分の利益だけでなく，他者の利益も考え
る互恵的な関係を築くことの重要性を，この実践を
通して多くの生徒に体感させることができた．こう
した体験を通して，相手を思う気持ちを育むことが，
ネットいじめの抑制にもつながることが期待される．

 5� おわりに
スマートフォンを利用した中学校での実践授業で
は，サーバを校内に設置して LINEに類似したアプ
リをクローズドな環境で構築した．こうしたクロー
ズドなネットワーク環境で，ネットいじめなどのス

1 51 101 151 201 251

ネットいじめが発生していた時期

深夜の投稿

投稿時刻

0:00

6:00

12:00

18:00

24:00

図5　被害者生徒が投稿した全258件の投稿時間

図6　スマートフォンを用いた実践授業の様子
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小特集 今時のソーシャルネットワーキングサービス

マートフォンに関連する諸問題の予防法や解決法
を，防災や地域連携などの課題ともひも付けながら，
実際にスマートフォンを操作して生徒自らが考え
る．スマートフォンの有効な利用方法を生徒自身が
考える活動を推進し，小中学校における ICT 教育
の柱の一つにスマートフォンが確固たる位置を確保
できるようにしたい．そのためには，スマートフォ
ンを利用した教育活動を展開するクローズドなネッ
トワーク環境の更なる安全性の向上が求められるだ
ろう．クローズドなネットワーク環境とはいえ，特
定のクラスメイトを排斥するようないじめが，その
中で生じるリスクがある．こうしたリスクを低減す
るために，本稿で紹介したネットいじめ防止ツール
を，クローズドなネットワーク環境の“見守りシス
テム”として導入することも考えられる．
ネットいじめ・ネット依存の温床などという否定
的なスマートフォンのイメージを払拭し，安心・安
全なネットワーク環境の下，良質なコミュニケー
ションを創造するツールというイメージを，小中学
生や教師・保護者が持てるような教育活動をこれか
らも積極的に推進していきたい．
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三島浩路 　
中部大・現代教育・教授・教育実習セ
ンター長．平 14 兵庫教育大大学院修
士課程了，平 18 名大大学院博士後期
課程了（心理学）．学校におけるいじめ・
排他性と学校不適応等に関する研究に
従事．社会心理・臨床心理学的な視点
から，児童・生徒の学校適応を増進す
る活動を教育現場と連携して行ってい
る．近年，対人関係や拒絶感受性とい
う視点から，ネットいじめ・ネット依存に関する調査研究も行って
いる．

本庄　勝 （正員）
（株）KDDI 研健康医療 ICT グループ
研究主査．平 9 名大・工・電気系中退

（飛び級による進学），平 16 同大学院
博士課程了．平14 KDDI株式会社入社，
同年（株）KDDI 研出向．以来，コン
テキストアウェアネス，ライフログ，
社会ネットワーク分析，ネットいじめ
等に関する研究開発に従事．近年では
情報モラル教育に関する研究も行って
いる．
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� 1 �はじめに
「けいはんな学研都市」は，関西文化学術研究都
市の愛称です．ただ，筑波研究学園都市は分かるけ
れど「けいはんなって，どこにあるの」という声を，
よく耳にします．図 1を参照下さい．京都，大阪，
奈良の 3府県にまたがる 7市 1町に，計 12の文化
学術研究地区が分散しています．広域さがイメージ
頂けるでしょうか．12の研究地区のうち五つを車
で回り，主要な研究機関や大学と，地域に開かれた
公共施設を紹介します．

� 2 �都市の概要
街づくりは，1987 年施行の関西文化学術研究都
市建設促進法に基づいて始まりました．つくばと同
じく国家プロジェクトですが，関西財界と自治体，
UR（旧住宅・都市整備公団）の主導で開発が進み
ました．法施行から 30年近くが経過しています．

当初の情報通信系に加えて，環境・エネルギー，
ロボット，バイオ，医療・ヘルスケアなど多彩な分
野の研究所，大学，企業が集積．「未来をひらく知
の創造都市」を基本理念に，革新的な研究開発と新
産業の創出を目指すサイエンスシティです．
立地施設は，2015 年 5月末現在で計 127 あり，
大学は六つを数えます．都市の人口は4月1日現在
で約24万6,800人です．人口減社会が危惧される中，
エリア内の人口は着実に増え続けています（図2）．
街づくりは，サードステージプラン（2006～
2015 年度）の最終年度を迎えました．公益財団法
人関西文化学術研究都市推進機構 （1）が立地機関，
自治体，経済団体，有識者らと，2016 年度から始
まる次のステージでの都市の在り方を協議中です．

� 3 �
清滝・室池地区 
（大阪府四條畷市）

大阪電気通信大学の四條畷キャンパスから，けい
はんな巡りを開始しましょう．国道 163 号を大阪
から木津川市方面に走り，生駒山地に続く登坂車線
を左折するとキャンパスの入り口です．
大阪平野が一望できる高台に，医療福祉工学部と
総合情報学部の 2学部が所在します．コナミホー

ⓒ電子情報通信学会2015
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図 1　けいはんな学研都市所在地
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図 2　人口の推移
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ル（図 3）は，大阪府寝屋川市にキャンパスがある
3学部（工学部，情報通信工学部，金融経済学部）
との合同入学式などの式典や様々なイベントの会場
に使用されます．
医療・福祉や健康科学のスペシャリストを育成す
る医療福祉工学部では，文部科学省のプロジェクト
「けいはんな学研都市地域ヘルスケア事業」に対応
して，研究チームを設置．無意識生体計測と非侵襲
検査をテーマに，ヘルスケア機器や健康チェックシ
ステムの開発に取り組んでいます．
キャンパスの産学官連携施設が，先端マルチメ
ディア合同研究所（JIAMS） （2）です．関西最大級の
モーションキャプチャースタジオや映像・音像・
CGスタジオを備え，多くの学生がOJT（On the 
job Training）に取り組んでいます．

� 4 �高山地区（奈良県生駒市）
163 号に戻ってトンネルを抜け，生駒市域に入る
と，奈良先端科学技術大学院大学（図 4）が見えま
す．三つの研究科（情報科学，バイオサイエンス，
物質創成科学）を置く，学部のない大学院大学です．
文部科学省の「研究大学強化促進事業」や「スーパー
グローバル大学創成支援事業」に採択されており，
新たな研究領域へのチャレンジ，国際共同研究，グ
ローバルリーダ育成などに力を入れています．
博士前期と後期の両課程で，学生数は約1,000人，
教員数は約 200 人，学生の約 2割は女性です．外
国人留学生も多く，博士後期課程は 3人に一人が
留学生です．
iPS 細胞の研究でノーベル賞に輝いた京都大学の
山中伸弥教授（奈良先端大栄誉教授）は，研究の第
一歩を奈良先端大で踏み出しました．研究室を置い
たバイオサイエンス研究科棟の 1階廊下には，功
績をたたえた銘板があります．「失敗を恐れずに挑
戦を」．学生に贈る山中教授のメッセージです．
駐車場の北側の建物が，高山サイエンスプラザ．

奈良先端大の支援財団が運営する市民と研究者の交
流施設で，生駒市の秋の農業祭と連携した「高山サ
イエンスフェスティバル」の会場にもなります．建
物のガラス壁に花壇のタイルが映り，アインシュタ
インの顔（図 5）が見える仕掛けが目を引きます．
奈良先端大はフェスティバルの一環で，同じ日に

オープンキャンパスを開催しています．科学の楽し
さを親子で学んでもらおうと，教員や学生が説明役
になり，先進的な研究成果を体験型デモや展示で分
かりやすく解説します．20回目となる昨年11月の
オープンキャンパスには，小中学生ら延べ8, 700 人
が訪れました．地域の恒例イベントとして定着して
います．

� 5 �
精華・西木津地区    
（京都府精華町，�木津川市）

163 号にまた戻り，東へ走行して約 20分．けい
はんな学研都市の中心ゾーン，精華・西木津地区に
至ります．精華大通り沿いのメタセコイアの並木は
秋の紅葉が見事です．通り沿いに多くの研究所が立
ち並び，都市景観百選にも選定されています．
地区の最近のトピックスは 2点．来訪者の減少
で閉館した旧・私のしごと館が，「けいはんなオー
プンイノベーションセンター」（KICK）（図 6）と
して再出発したことと，サントリーグループの新し
い研究拠点「サントリーワールドリサーチセンター」
（図 7）の竣工です．
KICKは，しごと館の施設と敷地を国から譲渡さ

れた京都府が，スマートシティ構築の研究開発拠点
として整備しました．府は 2014 年，「バイオ」「カ
ルチャー＆エデュケーション」など四つの領域で事
業者を公募．京都国立博物館など3者の入居が決ま
り，公益財団法人京都産業21が選定した計15の産
学連携プロジェクトも研究活動を展開します．
5月に開催された国際イベント「京都スマートシ
ティエキスポ」（20～22 日）では，後半 2日間の
会場となり，世界に開かれた研究開発拠点を目指す

図 5　高山サイエンスプラザ図 4　 奈良先端科学技術大学院大学の正門図 3　大阪電気通信大学のコナミホール
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KICKのこけら落としになりました．
サントリーの新拠点の竣工式は5月 27日に行わ
れました．健康科学，水科学，バイオ，植物などの領
域での世界最先端の研究に期待が集まっています．
サントリーの研究拠点の西隣が，国立国会図書館
関西館（図 8）です．開館は 2002 年．原則として
満 18歳以上なら誰でも利用でき，地域の“知のイ
ンフラ”の役割を担っています．
蔵書数は，およそ 1,300 万点．地下 1階の広大
な閲覧室には約 12万点の図書，雑誌，新聞などが
並び，自由に手に取れます．利用者登録を行えば，
もっと便利です．蔵書検索システム「NDL-OPAC」
を通じて，書庫に所蔵されている図書，雑誌，科学
技術関係資料，規格，科研費報告書，学位論文など
が閲覧できます．図書館に行かずにコピーを取り寄
せる遠隔複写の申込みも可能です．
ディジタル資料も充実し，約 3万 2,000 タイト
ルの電子ジャーナルがそろっています．所蔵資料の
一部は「国立国会図書館デジタルコレクション」と
して提供され，著作権処理が完了したものは，イン
ターネット上で公開されています．
ほかの立地施設も紹介しましょう．（株）国際電
気通信基礎技術研究所（ATR）（図 9）は，けいは
んな学研都市の第 1号入居者です．1989 年の開所
で，脳情報科学，ライフサポートロボット，無線通
信の分野の研究水準は，国際的にも高い評価を得て
います．
国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）ユ
ニバーサルコミュニケーション研究所は，総務省の

「グローバルコミュニケーション計画」に基づく多
言語音声翻訳システムの社会実装や，超臨場感シス
テムの開発などに取り組んでいます．
公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE），
公益財団法人国際高等研究所のほか，パナソニック，
京セラ，島津製作所，オムロン，NTTなどの企業
研究所も立地しています．
玄関広場の巨大な日時計が目立つのが，交流施設
のけいはんなプラザ（図 10）です．ホテル，レス
トラン，多機能ホールなどの交流棟と，主にベン
チャー企業が入居するラボ棟，スーパーラボ棟の 3
棟で構成．（株）けいはんなが運営しています．
毎週水曜の昼のプチコンサートには住民や研究
者が交流棟のロビーに足を運び，憩いの時間を楽し
みます．日時計の先端からは毎夜，北極星の方向に
レーザが放射され，緑の光線が夜空に映えます．
けいはんな記念公園	（3）は，今年で開園 20 周年

を迎えました．日本庭園・水景園（入園料：一般
200 円，小中学生 100 円）は，見どころ満載です．
池には高さ 10	m の歩廊橋（図 11）が架かり，園
内が一望できます．ギャラリー併設の観月楼は中秋
の名月のコンサートなどに利用され，地階には地元
で受け継がれてきた相

さがなか

楽木綿の伝承館もあります．

� 6 �木津地区（京都府木津川市）
有料道路・京奈和自動車道に精華学研インターか

ら入り，奈良方面へ5分ほど走行．終点の木津イン
ターを出て一般道を進めば，間もなく木津地区です．

図 8　国立国会図書館関西館

図 11　水景園の歩廊橋

図 7　サントリーワールドリサーチセンター

図 10　けいはんなプラザと日時計

図 6　KICK の全景（京都府提供）

図 9　ATR
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タツタテクニカルセンター（図12）は，タツタ電線
株式会社が電線とケーブル事業で長年培ったノウハ
ウを，新分野に展開する研究開発施設．センターでも
生産する機能性フィルムは，世界トップシェアです．
同社は地域貢献の一環として，隣に立つ木津川市
の上水道施設のネーミングライツを今年1月に取得．
「タツタタワー木津川市」の新名称になり，6月の水
道週間に地元の小学生向けの見学会を開催し，クリ
スマス期間のライトアップも計画しています．
高性能のレーザ装置群と実験装置を備え，先進的
な研究成果を医療や産業などの分野に開放している
のが，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
（JAEA）関西光科学研究所（図 13）です．中でも
目玉の超高強度レーザ「J-KAREN」は，1,000 兆
Wの強力なレーザを瞬時に発生できる装置です．
このレーザを標的に高精度で集光することにより，
高エネルギーの粒子やX線など様々な量子ビーム
を発生させることができます．

� 7 �田辺地区（京都府京田辺市）
木津地区から国道 24号を北上．木津川に架かる
玉水橋を渡って直進すると，なだらかな丘陵に同志
社大学と同志社女子大学のキャンパスが広がってい
ます．同志社大は，京都市内の今出川校地に文系学
部を集約．京田辺校地では，理工系と文理融合の計
6学部で約 9,000 人の学生や院生が学んでいます．
正門を入ってすぐ右側が，同志社大学ローム記念
館（図 14）と情報メディア館．棟続きになってい
る複合施設です．ローム記念館は，階段状で吹き抜
けの「劇場空間」や，高品質のマルチメディア機器
の操作ができるマルチメディアラウンジなどで構成
されます．情報メディア館には最先端の情報教育環
境が整っており，大学の正課授業に使われます．
ローム記念館設立の2003年度から実施されてい

るのが，ITとメディアを活用して社会で活躍する人

材を育てる「同志社ローム記念館プロジェクト」です．
同志社大と同志社女子大の学生を中心とした課外の
プロジェクトで，今年度で12期目に入りました．
現在は計 9チームが進行中です．VR（仮想現実）
用のヘッドマウントディスプレイを用いてコンテン
ツを作成し，コンテストで上位入賞を目指す「VR
ツクール」や，京田辺市の小学生向けに環境教育教
材，教育プログラムを開発する「えこ学

まなぶ

＠京田辺」
などがあります．
同志社女子大では今春，看護学部看護学科が新設
されました．学部棟の「蒼苑館」には，自主学習を
支援する場としてプラクティカルサポートセンター
などが設置されています．

� 8 �おわりに
駆け足での都市巡りになってしまいました．本稿
で御紹介した地区にも，御紹介できなかった地区に
も，まだ多くの研究機関，オンリーワンの技術力を
持つ中堅企業，ベンチャーが立地しています．関西
文化学術研究都市推進機構のホームページや，ホー
ムページからも閲覧できる広報誌「けいはんな
View」（季刊）で，都市の息吹を感じて頂ければ幸
甚です．

■�参考
（1）	 http://www.kri-p.jp/
（2）	 http://jiams.osakac.ac.jp/about/
（3）	 http://www.keihanna-park.net/

常山　広 　
1975 時事通信社入社．東京本社社会部
記者，大阪支社編集部次長，事業部専任
部長，奈良支局長，金沢支局長，京都総
局長などを歴任．2012 に退職し，関西
文化学術研究都市推進機構のコーディ
ネーター（委嘱）として情報発信業務を
担当．

図 14　 同志社大学ローム記念館（左）
と新島記念講堂（右）

図 13　 日本原子力研究開発機構関西光
科学研究所

図 12　 タツタテクニカルセンター（右）
とタツタタワー木津川市（左）



1 	はじめに
科学館は日常生活で利用している電化製品や自動車・

電車等の乗り物や交通機関の歴史や仕組み，自然現象の
原理を学ぶことができ，科学を身近に感じられる場所で
す．そんな科学館を少しでも知って頂こうと，前号から
科学館・博物館の紹介を始めましたが，今回は種子島宇
宙センターにある宇宙科学技術館について紹介します．

2 	種子島宇宙センターに行ってみた！！
種子島宇宙センターは総面積 970	m2 の日本最大のロ

ケット発射場で，種子島空港から車で約 50分，西之表
港からは車で約 1時間 15分の種子島の南端に位置して
おり，宇宙科学技術館はその一角にあります（図 1）．
夏休みやロケット打上げの直前は大混雑するそうです
が，その他の時期はそれほど混雑することもないそうで，
筆者が訪問した 12月半ばの平日は時期的なものなので
しょうが，閑散としていました．

なお，宇宙科学技術館のほか，施設見学もすることが
できます．約 1時間のツアーで，アテンダントの方が
施設の説明をしてくれます．以下，宇宙科学技術館及び
施設を見学した内容を紹介します．

3 	宇宙科学技術館
宇宙科学技術館には日本で開発してきたロケットの

模型の一覧やエンジンの展示，ロケットの仕組みを学べ
るコーナーのほか，宇宙探索に関する展示がなされてい
ました．
日本のロケット開発の歴史や，用途ごとに異なるロ

ケットを打ち上げていること，多段エンジンの仕組みな
どを知ることができます（図 2～4）．
また，効率的に地球の重力から逃れて宇宙空間に飛び

出すためのロケットの軌道と地球の自転の関係や，宇宙
探索を説明する展示のほか，用途に応じたロケットの設
計や衛星の制御等をシミュレータを用いて擬似体験する
ことができ，私たちが日常で触れる機会の少ないロケッ
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図 1　 宇宙科学技術館に行
くとロケットが出迎
えてくれます．

図 3　 MB-Ⅲエンジン（N-Ⅰ
ロケット第 1 段用）

図 6　 シミュレータを通じてい
ろいろなことが学べます．

図 2　日本のロケット 図 5　はやぶさシミュレータ
（國中先生のサイン入り）

図 4　 LE-7 エ ン ジ ン（H- Ⅱロ
ケット第 1 段用）．110 t
の推力を得る 2 段燃焼エ
ンジン

田邉康彦 Yasuhiko Tanabe  （株） 東芝

種子島宇宙科学技術館
訪問記

科学館・博物館めぐり



トや宇宙について学ぶことができます（図 5，6）．

4 	施設見学
施設見学は基本的に前日までの予約が必要ですが，当

日でも空きがある場合は受け付けてくれます．種子島宇
宙センター内の施設を何か所か車に乗って案内してくれ
ます．最初に見せて頂いたのは不具合が発生したために
打ち上げられることがなかったH-Ⅱロケット（図 7）
です．原因を究明し，修理して宇宙に飛び立たせること
も検討されたそうですが，後継機であるH-ⅡAロケッ
トの開発に注力することになり，発射を断念したそうで
す．おかげで貴重なロケット実物を見ることができまし
た．H-Ⅱロケットの機体がなぜオレンジ色なのか？		そ
んなことも見学に行くと教えて頂けます．（答えが知り
たい方は種子島まで脚を運んで下さい！！）
次に見学させてもらったのはロケットの組立棟とロ

ケット射点です（図8，9）．こちらの見学は案内の車から
降ろしてもらうことはできず，車内からの見学となりまし
た．ここに至るまでも警備員が見張るゲートを通過しな
ければならず，ロケット打上げのための安全面への配慮
が伺えます．図8の組立棟内の発射台で直立状態で組立
られたロケットがそのままの状態で発射台ごと約480	m
先の射点まで運ばれ，約13時間後に打ち上げられます．
最後に，管制室を見学させて頂きました（図 10）．機

器類は打上げ時以外は通常電源が切られているのです
が，たまたま定期的に実施している保守点検中だったた
め電源が投入されておりました．利用している計算機は
かなり古い機器で，大丈夫かな？		と不安になりますが，
管制室で収集・処理する情報量はそれほど大きくなく，
ロケット自体の制御やほかの観測点でほとんどの情報は
処理されているのでしょう．

5 	おわりに
今回は種子島宇宙センターを訪問し，宇宙科学技術館

及び施設見学をさせて頂きました．ロケットや宇宙科学
について日常生活でほとんど触れる機会がないため，「科
学技術を身近に感じる」という本訪問記の主旨からは若
干外れますが，貴重な体験をすることができました．訪
問する際は宇宙科学技術館だけでなく施設見学も申し込
むことをお勧めします．

謝辞　お忙しい中貴重な時間を割いて宇宙科学技術
館の展示内容を説明して頂いた種子島宇宙科学セン
ター・星野様に感謝致します．

田邉康彦 （正員：シニア会員）
平 13 北大大学院工学研究科博士後期課
程了．平 14（株）東芝入社．以来，レー
ダ信号処理，無線通信の物理層の研究
開発に従事．IEEE，ISMRM 各会員．

Access
「種子島宇宙科学技術館」

休 館 日：月曜日
開館時間：9:30 ～ 17:00（7・8 月は 17:30 まで）
入 館 料：無料
所 在 地：鹿児島県熊毛郡南種子町大字茎永字麻津
電　　話：0997-26-9244
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図 7　不具合が発生して打ち上げられなかった H-Ⅱロケット 図 10　保守点検中の管制室

図 9　 H-ⅡB ロケット射点（2
本の避雷針の間に発
射台が設置されます）

図 8　ロケット組立棟
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	開発の背景
1970 年に 20 dB/kmという低損失な光ファイバと常

温で連続発振する半導体レーザが出現したことにより，
光ファイバを用いて通信システムを構成することが現実
的なものとなった．1974年頃から日本電信電話公社（現
在の日本電信電話株式会社（NTT），以下「NTT」と称
する）でも，本格的に光伝送方式の研究が開始された．
1978 年には多モードファイバを用いた 6～100 Mbit/s
の中小容量光伝送方式の第一次現場試験が実施され，
1981 年に公衆通信網に導入された．1980 年には単一
モードファイバを用いた 400 Mbit/s の大容量光伝送方
式の現場試験も開始された．1983年 3月の東京 ─ 横浜
間での工事を皮切りに全国導入され，約 2年を経た
1985年 2月に旭川 ─ 鹿児島間を光ケーブルで結ぶ日本
縦貫ルートの完成をみた．
光ファイバを加入者線に用いて動画像を含めた高速・
広帯域情報を伝送する技術は 1977 年頃から研究が始
まった．第 1期広帯域加入者系システムが 1984年に運
用開始されたが商用導入には至らなかった．その後，サー
ビスを映像分配サービス（映像 2チャネル，同時分配）
と 64 kbit/s 系サービスに限定し，システムコストを徹
底的に低減して一般家庭への導入を狙った複合光加入者
系伝送システム （1）の開発が進められた．光部品にも大
幅な経済化が求められた．
光伝送システムでは，装置の建設・保守や運用に際し

て光ファイバケーブルの接続や切り離しが不可欠である．
このため，光ファイバコネクタ（以下，光コネクタ）は，
光ファイバ，光源とともに光伝送システムを構成するた
めに必須なコンポーネントである．これまでの公衆通信
網や初期の光加入者系システムにはFC形光コネクタ （2）

が使用されてきた．FC形光コネクタは，丸形コネクタの
一種であり，光ファイバを固定する微細孔が正確に中心
に開けられた精密フェルールを有する．アダプタを用い
て接続する場合，このFC形光コネクタのフェルール同
士を，アダプタ内の割りスリーブで整列させる．プラグ
及びアダプタ内でフェルールと割りスリーブがフロート

しているため，フェルール同士の接続部が外力の影響を
受けない．単一モード光ファイバは，光信号が通るコア
の直径が10 μm程度と小さいため，接続する双方の光
ファイバを1 μm以下の精度で位置決めする必要がある．
FC形光コネクタは，上記の基本構造によって，繰り返し
着脱を行っても接続損のばらつきが少ない．このため，
運用中に光ケーブルに外力が作用しても，安定な性能を
維持することができる．しかし，FC形光コネクタを光加
入者システムへ適用する場合，以下の課題があった．
（ア）プラグをアダプタから着脱する際，指でねじを
回転するため，隣接する光コネクタと約 30 mm以上の
間隙を設ける必要がある．光加入者システムの光配線盤
では多数の光コネクタを高密度に実装するため約
10 mm以下の実装ピッチが必要とされた．
（イ）FC形光コネクタのフェルールは，微細孔が中
心に開けられたセラミック製キャピラリをステンレス製
円筒に挿入し，微細穴を中心としてステンレス製円筒の
外周を1本ずつ高精度に加工する（以下，セラミックキャ
ピラリ形フェルール）．そのため，加工工程の経済性に
課題があった．
（ウ）構成部品には金属の切削加工品を用いていたた
め，経済性，重量，構造の柔軟性等の点で課題があった．
（エ）フェルール先端を曲率半径 60 mmに凸球面研
磨し，光ファイバの端面同士を密着接続して低損失，低
反射を実現するフィジカルコンタクト技術 （3）は 1986
年に実用化されていた．しかし，屋外等の環境条件の厳
しい場所では，光ファイバ端面がフェルール端面から
引っ込み，光学性能が劣化する問題があった．
このような状況から，筆者らは，光加入者システムへ
の適用を狙いとして，性能・安定性，実装密度，経済性
共に優れた光コネクタの検討を進めた．
・プラスチック成形技術の導入
・プッシュプル締結方式の採用
・�イットリア部分安定化ジルコニアセラミックスを用
いたセラミック一体形フェルール（以下「ジルコニ
アフェルール」という）の実現
・�フィジカルコンタクトの最適設計

日本発の光コネクタ技術 
（SCコネクタ） が世界標準に

（株） 白山製作所　杉田悦治 Etsuji Sugita
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により，操作性，実装性に優れ，かつ経済的で光学性能，
耐環境製の良い SC形光コネクタ （4）を開発した．SCの
名称は，加入者を示す Subscriber と Connector の頭
文字からとっている．
図 1に SC形光コネクタの外観を示す．左がプラグ，
右がアダプタである．コネクタの色は，1985年にNTT
が民営化された際に採用されたコーポレートカラーの青
色からとっている．現在では，単一モード用には青色，
多モード用にはベージュ色が使われている．

	SC形光コネクタの設計と評価
SC 形光コネクタのかん合構造
（1）非回転締結方式
光コネクタの高密度実装の実現にあたっては，プラグ
着脱時に指による締結部の回転動作を必要としない締結
方式の開発が必須であった．そのためには着脱に関わる
動作を縦，横または光軸のいずれか一方向に限定しなく
てはならない．ここでは，このような締結方式を非回転
締結方式と呼ぶ．図 2に，光加入者システム向けに検
討した非回転締結方式による各種光コネクタ締結構造案
を示す．（a）は，プラグの係止片をアダプタに押し込み，
併せてプラグのつまみをスライドさせて係止片の動きを
固定する．つまみを後方に引くとプラグがアダプタから
外れる．（b）は，プラグをアダプタ内部に押し込み，
アダプタに設けた係止片で固定する．プラグを引っ張る
とアダプタから外れる．（c）は，プラグの係止片を操作
してアダプタに挿入し，アダプタ内部の突起に引っ掛け
て固定する．係止片を指で押し込んでプラグを引っ張る
とアダプタから外れる．（d）は，プラグをアダプタに
押し込むと，プラグに設けたつまみの先端の傾斜でアダ
プタの係止片を開きプラグ挿入後，係止片が元に戻って
プラグを固定する．つまみを引くとプラグが外れる．こ
れらの構造について机上検討と試作を繰り返して以下の
結論を得た．
（ア）プラグサイズ：コネクタを多数配列する光配線
盤などでは先端にプラグが付いた光ファイバコードを多

数のコードの中から引き抜くことがある．引き抜きを容
易に行うためには先端のプラグができるだけ小形である
ことが望ましい．構造（b）～（d）は，アダプタがプラ
グを内包するのでプラグが小形になり有利である．
（イ）締結強度：機器外で使用するコネクタは光ファ
イバコードが強く引っ張られても結合が外れないような
強い締結強度が要求される．（b）の摩擦係止構造では
締結強度を強くすると必然的に引き抜きに要する力も大
きくなり着脱操作性が低下する．操作性を低下しない範
囲で実現できる結合強度は 20～30 Nが上限である．
（ウ）操作安全性：高密度に実装した光コネクタを手
で操作する場合，隣接するコネクタに誤って手が触れる
ことがある．構造（c）のように，プラグに着脱操作用
の片持ちはりを設けると片持ちはりに手が触れた場合こ
れが変形し，対向するプラグのフェルール押圧力により
結合が外れる危険性が高い．
（エ）（d）の構造は，プラグサイズが（b）及び（c）
より小形になる．つまみがプラグ本体から分離している
ので十分高い締結強度を実現できる．誤操作に対する安
全性も高い．また，（d）では，つまみをプラグから除
去して工具で着脱操作することにより一層高密度な実装
が可能である．
これらの比較結果に基づき非回転締結方式として構
造（d）が望ましいとの結論を得た．この締結方式をプッ
シュプル締結（Push-pull coupling）と命名した．現在
では，プッシュプル締結方式の名称は，国際的に一般的
に使用されている．なお，ここでは示していないが，当
初，通信端末やデータ端末で使用されている（c）の構
造に類似で片持ちはり形式のRJ45モジュラコネクタの
締結構造も検討したが，ラッチ部と本体との間にケーブ
ルが挟まりやすいこと，構造が非対称なため安定性に劣
る恐れがあること等から検討対象から外した．

図 1　SC 形光コネクタの外観
（写真提供：三和電気工業株式会社）

つまみ

つまみ

係止片

係止片 係止片

係止片

傾斜突起

（a） （b）

（c） （d）

（注）各図とも，左：プラグ，右：アダプタ 　

図 2　非回転締結方式
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（2）プラグ・アダプタ結合
図 3に SC形光コネクタのかん合構造を示す．SC形
光コネクタでは，プラグがアダプタによりガイドされた
後，フェルールがスリーブホルダへ挿入される構造と
なっている．これは，プラグをアダプタへ挿入する際，
プラグのフェルール先端がアダプタ内のスリーブホルダ
の先に当たりフェルール端面が汚れることを防ぐためで
ある．このような構造のため，初期には半差し問題が度々
発生した．プラグをアダプタの入り口に入れただけで接
続が完了したと思い込むことによる事故である．半差し
を回避するため，図 1で分かるように，プラグ側面に
白線を入れている．白線が見えなくなるまでプラグをア
ダプタへ挿入することにより，半差しが回避される．
次に，SC形光コネクタプラグとアダプタとの挿抜に
ついて詳細を図 3及び図 4を用いて以下に示す．
プラグをアダプタに挿入するとつまみの斜面Aがア
ダプタ内の弾性係止片の先端の挿抜用突起Cに突き当
たり，次いで突起Cが斜面に沿って上方に変位するの
で弾性係止片Bが開く．更にプラグを挿入すると突起
Cが斜面 Eを下り，弾性係止片Bが初めの位置に戻る
ことにより，係止爪Dがプラグ本体の凹部 Fに入り締
結が完了する．係止爪が凹部に入るときに音が発生する
ので，この音によっても締結の完了を確認できる．次に，
プラグを引き抜く場合は，つまみを後方へ引くと，斜面
Eが挿抜用突起Cに突き当たり，これを上方へ押し上
げる．その結果，弾性係止片Bが開き，係止爪Dがプ
ラグ本体の凹部Fから外れて締結が解除される．
SC形光コネクタは，このように弾性係止片をつまみ
で変形させてプラグ挿抜を行うため，締結された状態で
はつまみを動かさない限り，コードを引っ張ってもプラ
グがアダプタから外れることはない．一方，良好な操作
性を実現するためには，弾性係止片を柔軟にする必要が
ある．ところが，プラグとアダプタとの結合強度は弾性
係止片の強度に依存する．つまり，SC形光コネクタの

かん合・結合構造の設計においては，要求される締結強
度を満足しつつ，いかにしてプラグの挿抜力（以下「プ
ラグ挿抜力」）を下げるかがポイントであった．
他方，コネクタに使用するプラスチック材料として
は，材料強度，ばね性，寸法精度，信頼性，耐燃性等の
点からポリカーボネート樹脂が一般的である．SC形光
コネクタの場合も，当初，ポリカーボネート樹脂を念頭
に置いて設計を進めた．しかし，光コネクタの場合，ご
みの影響を排除するためにフェルール端面や整列スリー
ブ内部をエタノールあるいはアセトンを使用して頻繁に
清掃する．ポリカーボネート樹脂は特にアセトンに対し
て膨潤する性質を持つ．このため，ばね性は劣るが耐溶
媒性に優れたポリブチレンテレフタレート（PBT）樹脂
を使用することとした．
PBT樹脂を用いて目標とする締結強度及びプラグ挿
抜力を実現するために弾性係子片の寸法を最適化する必
要があった．設計の考え方及び解析結果等については文
献（4）を参照されたい．
SC形光コネクタのかん合構造に関する特許について
は，1990 年に SC 形光コネクタ等が JIS 化される際，
当時の通商産業省工業技術院から，「特許が権利化され
た際，第三者が希望する場合には，工業所有権の実施許
諾契約の形態の如何を問わず，妥当な条件を持って通常
実施権を許諾することの諾否」を問われた．関係者間で
協議した結果，権利化された際には，通常実施権を無償
公開することとなった．近年では，「国際標準化に際して，
標準に関連する技術を対象とする特許権等が存在する場
合，その特許権等の権利者から非差別的かつ合理的条件
（RAND条件）で特許権等の実施許諾等を行う旨の声明
書の提出を受けるなど，一定の手続を経ることにより，
特許権等を含む標準を策定することが可能」となってい
るが，先の措置は，これに先行したものと言える．

ジルコニアフェルールの開発
図 5は，セラミックキャピラリ形フェルールとセラ
ミック一体形フェルールの製造工程比較を示す．
素材の成形，焼成，ワイヤラッピング仕上げによる微
細穴の形成，芯なし研削法よる外形仕上げまでは共通で

つまみ

プラグフレーム

プラグ

アダプタ

光ファイバ

かしめリング

ケブラ
フェルール

スリーブホルダ

A

B

C
D

E

F

図 3　SC 形光コネクタのかん合

突起 C
傾斜 A 傾斜 E

係止爪D

凹部 F

弾性係止片 B つまみ

図 4　プラグの挿入
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ある．セラミックキャピラリ形フェルールは，その後，
セラミックスリーブを金属スリーブへ圧入し，最後に円
筒研削盤を用い，微小穴を中心としてステンレススリー
ブの外形を，高精度に 1本ずつ仕上げる．このため，
開発当時，セラミックキャピラリ形フェルールの単価は
数千円と高価であった．他方，セラミック一体形フェルー
ルはセラミックスリーブを金属フランジへ圧入して完成
する．セラミック一体形フェルールは多数個の素材を一
括加工できるので量産性が高く，低コスト化が可能であ
る．しかしながら，従来のアルミナセラミックスを用い
たセラミック一体形フェルールは，使用中にセラミック
ス部の欠けや折れが発生し，高信頼性を要求する公衆通
信に使用するには不安があった．具体的には，光ファイ
バコードを誤って足で引っ掛けたとき，フェルールに加
わる最大荷重は約 100 N と見積もられている．100 N
の荷重がフェルール先端から1.5 mmのところに加わっ
てもフェルールが破断しないために，材料に求められる
曲げ強度は約 820 MPa となる．アルミナセラミックス
の曲げ強度は約 350 MPa であり強度が不足することは
明白であった．このため筆者らは，セラミック一体形フェ
ルールとして望ましいセラミックス材料について幅広く
調査した．その結果，イットリア部分安定化ジルコニア
セラミックスが十分な強度を持つ上，セラミックスの中
では最も高い粘り強さを有する（破壊じん性値が高い）
ことが分かった．そこで，イットリア部分安定化ジルコ
ニアセラミックスを使った高精度なフェルールの実用化
を，フェルールメーカと共同で進めた．当初，イットリ
ア部分安定化ジルコニアセラミックスは，粘りが強いの
で外径研削加工が難しく，0.1 μmレベルの高い精度を
出すのは無理だという回答であったが，諦めず，研削砥
石をいろいろ変える等加工条件を検討し，特定の条件で

高精度な加工が可能であることが明らかになった．その
結果に基づいて，ジルコニアフェルールを用いた光コネ
クタを作成し，光学特性，耐環境性，機械特性を評価し，
全く問題ないとの結果を得て，実用化することに踏み
切った．ジルコニアは，ジルコン砂等のジルコニウム鉱
を精製して製造される．ジルコニウム鉱は国内ではほと
んど産出しないので，ほぼ全量が豪州及び南アフリカか
らの輸入である．世界の埋蔵量はジルコニアに換算して
約 3,800 万 t と推定されており，原料の調達について
問題がない．余談であるが，ジルコニア結晶は透明でダ
イヤモンドに近い高い屈折率を有することから「模造ダ
イヤ」とも呼ばれ，宝飾品としても用いられる．1989
年に SC形光コネクタの実用化の成果により，NTTの
社長表彰を頂いたが，その記念に作成したネクタイピン
の一部にジルコニアを使った．
図 6に，ジルコニアフェルールの構造・寸法を示す．
キャピラリ形フェルールとの互換性を維持するため，
かん合部の外径，長さ等の諸寸法並びにその公差は，キャ
ピラリ形フェルールと同一である．かん合部の中心部に
は，全長にわたってファイバ挿入用微小穴が形成されて
いる．微小穴のファイバ挿入部は，光ファイバの挿入を
容易にするため，角度 30° の斜面により広げている．斜
面と微少穴との境界部に鋭いエッジができると，挿入時
に光ファイバを傷つけて断線障害を発生する原因になる
ので，面取り加工を施している．イットリア部分安定化
ジルコニアセラミックスを保持する金属フランジ部との
接合は，金属フランジ部側の内径寸法を，セラミックス
の外径寸法より数 μm小さく加工し強制的に挿入，固定
している．イットリア部分安定化ジルコニアセラミック
スの高い破壊じん性値がこのような接合の実現を可能に
している．
このようにして形成したジルコニアフェルールについ
て，金属フランジ部を固定し，フェルールの先端から
1.5 mm内側に荷重を印加した場合，約250～350 Nで
破壊した．この値は従来のアルミナセラミックスを用い
たものに比べて 3～4倍高いことを確認した．しかし，
単に数値を並べるだけでは強度が高く，割れ，欠けの発
生もないことをユーザに直感的に分かって頂けなかった．

セラミックスリーブの製造

金属スリーブへ
圧入

外径仕上げ加工

金属フランジへ
圧入

・混　合
・押出し
・焼　成
・穴加工
・外径加工

（a） キャピラリ形
フェルール

（b） セラミック一体形
フェルール

図 5　フェルールの製造工程比較

ジルコニアセラミックス ステンレス

図 6　ジルコニアフェルールの構造（単位：mm）
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このため，苦し紛れに，ペンチの先にジルコニアフェルー
ルを挟んで，建物の3階の踊り場からコンクリート路面
に落下試験を試みた．その結果，全く損傷がないことが
分かり，非常に安心して頂いたことを記憶している．
ジルコニアフェルールについては，特許申請したが，
それ以前に出願された別の特許の明細書中にジルコニア
セラミックスという用語が含まれていたため拒絶査定さ
れた．材料組成をより詳細に規定すれば特許化が可能で
あったと思われるが，当時は十分な知識が不足していた
ため，拒絶査定をあっさり受け入れてしまった．今になっ
てみれば残念なことである．この経験を基に，特許出願
後は一旦拒絶されても決して諦めず，粘り強く打開策を
探すことにしている．

フィジカルコンタクトの最適化設計
複合光加入者システムでは，アナログ映像信号も伝送
するため，光コネクタに 25 dB 以上の反射減衰量が求
められた．光コネクタの反射減衰量は，光ファイバと空
気との屈折率の違いにより発生するフレネル反射光によ
る．相互接続性，耐久性，操作性が高く，反射減衰量が
高い光コネクタを実現するため，先端を凸球面状に研磨
した 2本の光ファイバ端面を相互に密着接続してフレ
ネル反射光の発生を抑制するフィジカルコンタクトを採
用した．凸球面の作成には，開発当時は，曲率半径
60 mmのすず製の研磨盤にフェルール端面を押し付け
て，ダイヤモンド砥粒を用いて研磨していた．このよう
にして作成したフィジカルコンタクトの光コネクタの高
温保管試験を行っていたところ，反射減衰量が大きく低
下する現象があった．フェルールの先端を観察すると，
光ファイバの先端がフェルール端面から引っ込んでいる
ことが分かった．後から考えると当然であるが，光ファ
イバの引っ込みがフィジカルコンタクトの安定性に大き
く影響することが想像され，以下の検討に進んだ．
フィジカルコンタクトを実現するには，コア全面が密
着することが必須である．ところが，光ファイバとフェ
ルールとは使用材料が異なるため，温度変化や研磨によ
り，光ファイバがフェルールの端面から引っ込むことが
多い．ジルコニアフェルールにエポキシ接着剤で光ファ
イバを固定した場合の光ファイバ引っ込み量を実測し
た．温度が 50℃上昇するとフェルール端面から光ファ
イバ端面が約 0.05 μm引っ込むことが分かった．他方，
フェルールの先端を，ダイヤモンド砥粒により凸球面状
に研磨した場合には，光ファイバがジルコニアセラミッ
クスに比べて軟らかいため，光ファイバ端面が引っ込む
傾向にある．その値は，最大約 0.05 μmであった．し
たがって，光コネクタでは，実用状態で 0.1 μm程度の
光ファイバ端面引っ込みが生じることがある．

光ファイバがフェルール端面から引っ込んでもフィ
ジカルコンタクトを実現するには，フェルール端面に圧
縮力を加えることが有効である．有限要素法による解析
結果 （5）から，圧縮力の印加により光ファイバ端面は前
方へ移動し，初期の光ファイバ引っ込み量が約 0.1 μm
の場合，10 N程度の押圧力で光ファイバ端面がフェルー
ル端面に一致することが分かった．このときのフェルー
ル端面の接触円半径は 0.126 mmである．圧縮力を印
加することにより光ファイバ引っ込みを補償する方法で
は，凸球面の曲率半径が小さいほどその効果が大きいこ
とが想定される．図 7に，SC形光コネクタのフェルー
ル端面に印加される圧縮力 5 N～9 Nの範囲での，曲率
半径とコア全面が接触することができる許容ファイバ
引っ込み量との関係を示す （6）．
圧縮力を 5 Nとすると，許容ファイバ引っ込み量は
曲率半径 60 mmでは約 0.09 μmであるが，10 mmで
は 0.3 μm以上と大幅に増大する．また，図 8に，フェ
ルール端面の曲率半径をパラメータとして− 10～65℃，
93％ R.H. の温湿度サイクル試験結果を示す．フィジカ
ルコンタクト（PC）維持日数とは，反射減衰量が規定
値（25 dB）を維持できる日数である．高温，高湿度条
件下では光ファイバとジルコニアとの熱膨張係数の差に
より，光ファイバがフェルール端面から引っ込むが，曲
率半径が大きくなると許容ファイバ引っ込み量が小さく
なるため，フィジカルコンタクトを維持しにくくなる．
図 8から，信頼性の高いフィジカルコンタクトを実現
するため，曲率半径は 10～25 mmに制限することとし
た．なお，フェルール先端凸球面の頂点位置とフェルー
ルの中心位置にずれ（凸球面の偏心）があると，等価的
に光ファイバの引っ込みが増大し，フィジカルコンタク
トの信頼性低下の原因となる．許容し得る全光ファイバ
引っ込み量のうち，0.1 μmを凸球面の偏心に配分して，
許容凸球面偏心量は 50 μmとした．
このような条件を満足するには精度の高いフェルー
ル端面研磨技術が必須である．先に述べた従来の研磨方

図 7　曲率半径と許容ファイバ引っ込み量
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法は研磨コストが高く，かつ曲率半径が小さい研磨には
不適であったので，研磨専門家に高精度で研磨コストの
安い研磨機の開発を依頼した．その結果，揺動回転する
弾性体上にフィルムポリッシャを貼り合わせた大形パッ
ド上に，コネクタ端面を押し付けた状態で研磨剤を供給
し，フィルムの弾性変形を利用して，凸球面研磨を行う
研磨機 （7）を開発して頂き，この問題を解決した．最終
工程でシリカ超微粒子を用いて研磨することにより，ダ
イヤモンド砥粒により生じた加工ひずみ層を除去して
40 dB以上の低反射減衰量を実現している．

	SC形光コネクタの国際標準化
SC形光コネクタは，1988年にNTTで事業に導入さ

れた．併せて，国内外での普及を目指してNTTアドバ
ンステクノロジ株式会社から約200社以上に技術移転さ
れた．このような努力が実り国際標準化の機運が急激に
高まった．光コネクタの国際標準化はIEC（International 
Electrotechnical Commission：国際電気標準化会議）
の SC86B（ 所 掌 範 囲：Fiber optic  interconnecting 
devices and passive components）で扱われている．
筆者は，SC形光コネクタの国際標準化を進めるため，
1989年に初めてSC86Bの作業部会（Working group）
に参加した．メンバーとの面識もなく，英語も不得手で
あったが，とにかくSC形光コネクタ国際規格原案を作
業部会に提出しコメントを頂いた．当時の会議は紙ベー
スであった．国内に持ち帰って修正すると次の審議まで
時間が掛かるので，会議後にはさみと糊を使って資料を
修正し，翌日の会議に再提出・審議して頂くやり方で，
迅速に審議して頂くよう努めた．最終的に，1991年 4
月に規格案が正式に回覧され，各国の賛同を得て技術的
な議論が行われた．1993年 6月には規格が発行された．
当時，審議が始まってから国際標準が発行されるまでに
は3年以上掛かるのが一般的であった．SC形光コネク
タの場合，2年という短期間で国際規格が発行されたの
は，上述の筆者らの努力と標準化メンバーの強い支援と

があいまった結果であろう．タイトルは，“IEC 60874-
14 Ed.1.0, Connectors for optical fibres and cables–
Part  14:  Sectional  specification  for  fibre  optic 
connector – Type SC”である．その後，後述するよう
に商用構内配線システムの標準コネクタとして採択され，
光学的性能，機械的性能等一層詳細な技術仕様が求めら
れた．その時点のSC86B光コネクタ規格体系には性能
を規定する規格がなかった．このため，やむを得ず IEC
の品質認証試験のための規格である詳細規格（Detail 
specification）を流用してオランダ委員が中心となって
10 件の規格（IEC 60874-14-1～IEC60874-14-10）制
定が進められ，1997年 10月に発行された．
その後，SC86B では，このときの反省により，光コ
ネクタ性能の国際標準化の機運が高まるとともに，前
ページの「フィジカルコンタクトの最適化設計」で述べ
た筆者らのフィジカルコンタクト設計指針の明確化によ
り，規格体系の見直しが進められた．
図9は，1995年頃から検討が始まったSC86Bの新し

い規格体系である．性能（Performance）を規定するた
めに必要な光コネクタの機構部の詳細並びに光学的性能
に関わる構造パラメータの詳細を，それぞれ Interface 
standard及びOptical interface standardで明らかにす
る．光学的，機械的性能並びに耐環境性の試験・測定法
はTest and measurement procedures で規定される．
その後，現在に至るまで，この新しい規格体系の具体化
が精力的に進められ，年間90件前後の審議文書及びほ
ぼ同数の各国からのコメント文書が作成・回覧され，
IECの中でもトップクラスの高いアクティビティが継続
的に押し進められた．筆者は，2003 年に SC86B の
Secretary に就任した．SC形光コネクタの開発並びにこ
の高いアクティビティを支えた貢献で 2012 年 10月に
IEC Thomas Edison賞受賞の栄に浴した．図10は，表
彰状を授与して頂いた IEC 副会長のMr. James E. 
Matthews  Ⅲの祝福を受けているところである．
Matthews 氏 は，SC86B の 親 委 員 会 の TC86 の
Secretary を務めていたとき，筆者をSC86B Secretary
に担ぎ出した張本人であり因縁を感じる．
ISO/IEC  JTC1/SC25（Interconnect ion  of 
information technology equipment） の 中 の WG3

図 8　フィジカルコンタクト接続の温湿度試験結果

図 9　SC86B の規格体系
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（Customer Premises Cabling）では，ビル内や構内の
配線システムの国際標準化を進めている．同配線システ
ムではツイストペアケーブルと併せて，光ファイバケー
ブルも用いられており，1991年頃からそこで使用する光
コネクタの議論が行われた．IECのような技術の標準化
分野では複数の光コネクタが規格化されるが，システム
分野ではインタフェース統一のため，光ファイバの種類
ごとに一つの光コネクタが選択される．それまでの構内
配線システムではバヨネット接続方式の俗称 ST形光コ
ネクタ（正式名称：BFOC/2.5 光コネクタ（IEC 61754-
2））が使用されていた．ところが，新しい概念に基づく
SC形光コネクタが出現したことにより，見直しの議論が
勃発し，性能，価格，信頼性の比較等後に“Connector 
War”と言われるような激しい議論が行われた．数回の
会合を経て，1992年 6月の会合で最終的にSTか SCか
を決定するための投票がWG3会合の中で行われた．1
か国1票でアルファベット順に投票が進み，最後の米国
が投票する段階でSCが1票先行していた．STは米国発
の技術であるが，このときの米国は強い方を支援するこ
とに事前に決めていたとのことでSCに投票した．思わず
会場から「オー！」という声が上がったことを覚えている．
これにより最終的にSC形光コネクタが構内配線システム
の標準コネクタとして採択され，その後のLAN等での広
汎な採用へとつながった．前日に，「翌日朝までに特許の
実施許諾宣言書を提出せよ」等の嫌がらせを受けたこと
もあった．裏面工作等なしで，このような結果を得るこ
とができたのは，SC形光コネクタがほとんどの面におい
て競争相手を凌駕していたからであろうと自負している．

	SC形光コネクタの普及
開発，技術移転，国際標準化活動等を通して多数の
方々の御協力を得た結果，SC形光コネクタは国内外で
広く知られ，多量に使用されることとなった．開発から

ほぼ 10年たった 1999 年には，世界の単一モード光コ
ネクタ市場で，SC形光コネクタは市場占有率約 70％，
1,200 万個が生産・販売されたとのことである （8）．その
後，直径 1.25 mmの細径ジルコニアフェルールの開発
により市場占有率は低下するが，FTTHの普及等により
光市場は大きく拡大し，2013年のデータによると，SC
形光コネクタの市場占有率は約 46％，生産・販売数量
約 8,800 万個とのことである （9）．他方，ジルコニアフェ
ルールについては，1996年には世界で約 1億本が生産・
販売された．その後，世界のほぼ全ての単心光コネクタ
に使われるとともに光コネクタ以外の光部品にも採用さ
れていることもあり，2013 年には世界で約 6億本が出
荷されたようである．
このように，筆者らが開発した技術が広く世界へ普及
した背景には，国内外に大勢の御協力者，ファン，仲間
があったことが大きい．ここで培った人脈は今後も大事
にするとともに後輩に引き継いでいきたい．
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仙台と言えば，杜の都，伊達政宗，牛タンなどのキーワー

ドで連想されることの多い都市ですが，東北大学を主

とする学術研究が盛んな学びの都でもあります．その仙台が

今 MICE の誘致による地域振興に力を入れ，国内トップクラ

スのコンベンション都市を目指すべく，これまでにないイン

フラの拡充を進めています．

まず第 1 に御紹介したいのは，仙台国際センター展示棟の

開業です．1991 年に 6 か国語同時通訳対応可能な本格的国

際会議場として完成した仙台国際センター（現会議棟）は，

伊達政宗公の騎馬像が市街を臨む仙台城跡，脇櫓や博物館，

美術館という歴史観光文化施設と，東北大学や多くの高等学

校等に程近い文教地区にありながら，市中心部からも直線距

離約 2 km という好立地にあり，これまで多くの学会や国際

交流などの催事に活用されてきました．この会議施設に，

2015 年 3 月に開催された，第 3 回国連防災世界会議の仙台

開催決定を契機として新しく展示棟が併設されました．展示

棟の完成により仙台国際センターは 3,000 m2 の展示室を有

する施設として生まれ変わり，2015 年 4 月から会議棟・展

示棟の二棟体制で一般供用が開始されております．

市外からおいでになる皆様にとって重要なアクセス面で

も，近く大きく改善される予定です．展示棟目前にある国際

センター駅を含む仙台市地下鉄東西線の建設は，3.11 の東

日本大震災及びその後の復興需要の高まり等の影響により，

当初予定より工期が延びたものの，いよいよ 2015 年 12 月

6 日に開業する予定です．これにより，仙台駅から国際セン

ター，東北大学川内キャンパスや理学部，工学部などがある

青葉山キャンパス等への公共交通機関での移動は格段に便利

で早く（仙台－国際センター間　乗車時間 4 分），確実性を

増し，国内外からおいでになる皆様の利便性が格段に向上致

します（写真 1～4）．

なお，仙台国際センターと隣接している東北大学川内萩

ホールを結ぶ階段も新たに設置されています．これにより，

かつて仙台城二の丸であった川内キャンパス側と，国際セン

ター側のアプローチが容易になり，大規模な学会の際は仙台

国際センターと川内萩ホールの併用の際などに御利用頂いて

おります．この階段は川内萩ホール周りにある「三太郎の小

径」と直結しておりますので，国際センターや博物館などの

ある川内エリアを散策される際は，こちらもお楽しみ頂けれ

ばと思います．

仙台市では，既存のコンベンション開催助成制度に加えて，

新たに大規模国際コンベンションを対象にした開催助成金制

度を創設致しましたので，是非御活用頂きたいと考えており

ます．また，国際会議については，外国人の方々を対象とし

たおもてなしメニューの提供を開始したほか，来仙された皆

様の思い出作りのサポートも拡充しております．更に，仙台

市中心部周辺地域のジョギングコース（仙台ジョギングマッ

プ：ホームページよりダウンロード可能）も作成しておりま

すのでお役立て頂ければ幸いです．コンベンションの開催地

を 御 検 討 中 の 方 は， 仙 台 観 光 国 際 協 会（conv@sentia-

sendai.jp）までお気軽にお問合せ下さい．

電 子 情 報 通 信 学 会

仙台駅発着のシティループバス【るーぷる仙台】に乗れば
手軽に市内観光が楽しめます．瑞鳳殿，仙台城跡と巡って，
杜の都らしさが感じられる定禅寺通りへ．せんだいメディア
テークは現代建築としても多くのファンを持つ施設です．
駅から 1時間圏内には，秋

あき う
保温泉，作並温泉，温泉や遊覧

船も楽しめる日本三景松島など自然を感じられる観光地もそ
ろっています．一足伸ばしていろいろな仙台を感じてみて下
さい．詳細は仙台観光情報サイト「せんだい旅日和」を御覧
下さい．http://www.sentabi.jp/

観光の御案内

写真 1　�左から仙台国際センター会議
棟・展示棟，国際センター駅，
せんだい青葉山交流広場

写真 2　展示棟ホワイエ 写真 3　�展示棟展示室� �
（分割利用 2,000�m2�）

写真 4　�展示棟正面� �
（国際センター駅側）
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写真 2，�4 提供：青葉山コンソーシアム



1 �日本留学のきっかけ
筆者はインドネシアからの留学生で，日本で生活しな

がら勉強している．2011 年 7月頃に筆者は日本で仕事
を得た夫と一緒に日本に来た．とてもすばらしい機会な
ので，無駄に過ごしたくないと思った．そこで日本で博
士号を取ろうと決心した．日本に住んで勉強することは
筆者の子供のときからの夢だったからだ．それが実現し
た．日本は発展した国で，全ての技術や生活が進んでい
る．特に通信に関する研究もそうである．一方で発展し
た国に住むことも新しいチャレンジで，自分の人生を豊
かにしてくれる．そこで奨学金の情報を集め，東京に近
い数人の大学の先生にメールを送った．そうして筆者の
現在の指導教員に出会った．

2 �言葉の問題
しかしながら 4年ほど前に日本に来たとき，最初の

生活は大変だった．なぜなら至る所に漢字があふれてい
て，ローマ字で表記されたものがほとんどなかったから
だ．当時はほとんど何も読めなかった．
日本で生活し始め 1か月たった頃，カルチャーショッ

クを受ける出来事があった．これは多くの外国人が経験
することだと思う．食事や言葉，時差や気候などの違い
は慣れればよい．最大の問題は住む場所であった．住む
場所を見つけるには不動産業者と契約する．しかし住み
たいと思ったアパートに申し込んでも，外国人だからと
いってしばしば大家さんに断られたのだ．申込みができ
ても契約書が日本語で，不動産業者の社員が日本語でそ
れを読み上げた．またアパートの契約書にサインしても，
電気，ガス，水道などの契約をしなければならない．そ
れらの情報の全てが日本語で書かれており，また担当者
が英語を話せないため大変だった．
最近も同様のコミュニケーションの問題が徳島での研

究会で起きた．ホテルから徳島大学へ行くときにちょう
どバスが出てしまった後だった．距離的に近かったので，
発表に遅れないようにタクシーを使った．しかし年配の
ドライバは英語が話せなかった．その出来事はドライバ
が大学の入り口を聞いてきたときに起きた．徳島大学は

三つの入り口があり，どこがたどり着くべき入り口だか
筆者は知らなかった．何度もドライバに説明したのだが，
筆者の英語が分からず彼は怒ってしまった．目的の入り
口に着くまで10分ぐらい大学の周りを回ることになっ
た．日本語が分かればこんな苦労はしなかったのに．

3 �日本の文化と生活
日本の興味深いところは生活と文化が一体になって

いるところだ．日本は発展したすばらしい国なのに，日
本人は習慣や文化をずっと守っている．日本の文化は大
変興味深い．日本人が規律を守り，ほかの人々に迷惑を
掛けることを嫌うことは外国で有名である．また道を渡
るとき，緑の信号が変わりそうなときにしか走らない．
発車間際の電車に関してもそうである．日本人の自立と
勤勉は見習わなければいけないところだ．また彼らは予
定を守り，スケジュールを変えない．これは日本人が他
人の行動を尊重するからだ．予定に遅れそうになったら
携帯電話で連絡をする．他人の迷惑にならないように公
衆の場では電話を取ったり，大声で話したりしないよう
に気を付けている．基本的に日本人は大変親切で礼儀正
しい人たちである．例えば，お店に入れば店員さんが笑
顔で出迎えてくれる．たとえ筆者が日本語を話せなくて
も，探している物を一緒に見つけてくれる．
四季がはっきりしていることも筆者にとっては新鮮な経

験であった．インドネシアは熱帯の国で，雨季と乾季しか
ない．筆者は日本の春と秋が好きだ．春には美しい花，
特に桜が咲く（図1）．公園では桜の木の下に家族や友人
で集い，花見を楽しむ．一方，秋には木々の葉の色が変わ
り，紅葉狩りを楽しむことができる．それらは緑，赤，オ
レンジ，黄色が交わり，筆者の国では見たことがない美し
さだ．筆者は毎年秋の紅葉狩りに出掛けている．夏はイ
ンドネシアと同じように蒸し暑く，のどが渇いてしまう．
しかし夏には花火大会が行われ，多くの人が浴衣で楽しん
でいる．また雪はインドネシアでは珍しいものだが，筆者
は寒い冬は好きではない．寒さのために体調が悪くなる
ので，いつも厚着をして暖房と加湿器に頼っている．冬は
冬眠の時期で，好きな料理をしながら家にこもっている．
日本の食べ物は大変興味深い．寿司やラーメン，そば，
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刺身，しゃぶしゃぶ，てんぷらなど多くの日本食が世界
中で大人気である．日本の食べ物は全ておいしく，特に
ラーメンと寿司は大好物だ（図 2）．ラーメンに使われ
ている麺とチャーシューはインドネシアでは見ないもの
だ＊1．寿司は典型的な日本食で，お米のほか野菜や肉，
魚介類でできている．一般的に魚は生である．寿司の面
白いところはその材料とその組合せにある．日本食はお
米，農作物，魚介類が組み合わさってできている．それ
らの素材の味をできるだけ引き出すように料理されてい
る．“さしすせそ”に表される五つの調味料，砂糖，塩，
酢，しょうゆ，そして味噌を使って味付けされる．

4 �学生生活
2012年 9月から筆者は慶應義塾大学での学生生活を

始 め た． 筆 者 は Orthogonal	Frequency	Division	
Multiplexing（OFDM）システムとMulti-input	Multi-
output（MIMO）通信技術の研究をしている眞田研究室
に属している．このときから無線通信に関する学習への
挑戦が始まった．なぜなら筆者はそれまでの5年間通信
関係のデータウェアハウスを事業としている IT会社で仕
事をしていたので，無線通信の理論とは離れていた．無
線通信の技術は日進月歩で，筆者は大分その進歩に遅れ
ていて理解するのが大変だった．幸運なことに筆者は良
き指導教授に巡り会えてサポートを受けている．彼は研
究に関していつでも議論に応じてくれる．研究における
新しいアイデアの出し方や課題の抽出の仕方，論文の読
み方や書き方まで，今まで経験してこなかったことを教
えてくれる．彼は毎週進捗報告を求めてくる．課題が1
週間ですぐ解ければよいのだが，解けていないと焦る．
いずれにしろ進捗報告は筆者らが研究における目標を持
ち，指導教授が筆者らの直面している問題を理解するの
に役立っている．
日本における研究，特に科学技術に関する研究は非常

に進んでいる．これは政府や企業，または大学が後押し
しているからだ．多くの研究助成が存在し，たくさんの
研究者がそれに申し込んでいる，企業も研究開発部門を
持っている．一方，大学も学生を研究者として育ててい
る．大学はそのキャンパスに最先端の機材や専門書，国
際ジャーナルへのアクセスを提供し，学生が創造力を発
揮しイノベーションを起こすことを期待している．キャ

＊1 キリスト教信者のため信仰に反しない．

ンパス外でも大学の研究者は研究機関に所属し研究する
ことができる．頻繁に研究会が行われ，新しい知見を大
学，研究所，企業などに広めて共有している．更に共同
研究なども行われている．筆者はこのような環境が自分
の国でも実現されることを願っている．
日本にいる留学生として筆者は“Persatuan	Pelajar	

Indonesia	Japan（PPI	Japan）”というインドネシア
学生会に所属している．PPI のメンバーは東京にあるイ
ンドネシア大使館に登録されており，私立大学・国立大
学合わせて現在約 2,000 人である．PPI は定期的にス
ポーツイベントや歓送迎会を毎年 4月及び 10月に行っ
ている．また情報交換や宗教上の記念日のお祝い，休暇
中の旅行企画，インドネシア文化の日本への紹介なども
実施している．PPI は毎年 8月にインドネシアのお祭り
を企画している．そこではインドネシアの文化やお土産，
食べ物などを経験することができる（図 3）．

5 �最後に
筆者は現在日本での生活に慣れ，それを楽しんでいる．

日本は第2の故郷だ．大変居心地良く，楽しく暮らして
いる．安全で，清潔で，人々は正直で親しみやすく，い
つも心休まる．日本で生活し勉強することはとても楽しく，
多くの友人を得，たくさんの経験をしてきた．筆者は日
本語を流ちょうに話し，自分の専門分野で仕事を見つけ
たいと思っている．いつかインドネシアに帰ったとき，教
育者として自身の得た知識をほかの人に教えたいと思っ
ている．そして，発展した国々と協力できるようなレベル
になるよう，国の教育システムを変える役割を担いたい
と思っている．日本での生活で経験したすばらしい出来
事を忘れない．可能な限り長くいたいと思っている．イ
ンドネシアに帰ると，きっと日本を懐かしく思うだろう．

※本記事は英語で執筆された原稿を眞田幸俊教授（慶應義塾大学）
が日本語に翻訳したものである．

Panca Dewi Pamungkasari 　
2004 Satya Wacana Christian 大・ 電
子工・卒．2007 Indonesia 大大学院了．
2012-09 から慶大大学院理工学研究科
博士課程在籍．周波数直交多重システム
の特にピーク電力対平均電力比低減法の
研究に従事．
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図 1　春の富士山 図 2　日本の食事 図 3　PPI Japan の仲間たち



通信ソサイエティからのお知らせ
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1 はじめに
通信ソサイエティ（以下，通ソ）では，第 10回目となる

通信ソサイエティ論文賞の選定を行い，10編の論文を選定
した．本稿では，今年度（2013 年 10 月～ 2014 年 9 月）
の受賞論文と総評を，和文論文誌，英文論文誌，ComEXの
順に述べる．

2 和文論文誌

選考は，1）候補論文推薦，2）予備投票，3）審査査読，
4）候補論文絞込み（審議），5）候補論文選定（投票），6）
受賞論文決定（編集会議）の段階を踏んだ．その結果，今年
度は以下の4編を受賞論文として選定した．受賞論文はいず
れも，論文の要である新規性，有効性が明解に記述され，信
頼性の高い論旨展開がなされている．また，内容が整理され
ていて分かりやすく了解性が高い．和文論文誌は，研究を始
めたばかりの学生や若手研究者が母国語で論文を読める貴重
な存在である．特にチュートリアル論文（招待論文）では，
最新技術が広く体系的に読みやすく述べられており，是非お
読み頂きたい．良い論文を読むことは，良い論文を書くこと
へもつながる．受賞論文を論文の書き方のお手本として参考
にされた上で，今後も積極的な論文投稿を期待したい．
なお，和文論文誌では 2006 年以降の各受賞論文を下記

URLから無償で閲覧できる．御活用頂きたい．

http://www.ieice.org/cs/jpn/JB/awarded.htm

■	優秀論文賞
「 不規則分布した導体球群による後方強調散乱特性

の 60-GHz での測定と計算機シミュレーションと
の比較」
金子和正，井原俊夫，小口知宏
  Vol.J97-B, No.9, pp.808–820, Sept. 2014

受賞理由：本論文は，ミリ波帯での導体散乱球群の後方散乱
特性について，筆者らによってこれまでに提案されている
計算機シミュレーション法の有効性を実験的に検証したも
のである．得られた実験結果はよく一致しており，シミュ

レーション法の有効性を示すことに成功している．この
60	GHz 帯の散乱実験系を構築するにあたり，一度検証実
験に失敗したことを踏まえ，その原因として推察された十
分な数の独立な測定値を得るため，非常に精緻な検討が行
われている．また，測定の設定，手順，処理方法，ノウハ
ウなどが詳細に記述されている．今後同様な実験を行う場
合には，これらの情報は極めて有益と思われる．これらの
観点から受賞にふさわしい論文である．

「 光学的変調散乱素子を用いた高周波電界計測シ
ステム」
黒澤孝裕，駒木根隆士
  Vol.J97-B, No.3, pp.279–285, March 2014

受賞理由：本論文では，金属部品を用いず電界を測定する技
術を提案している．半導体を散乱体として，光の照射によ
り誘電率が変化することを用い，散乱波強度に基づいて散
乱体位置の電界強度を測定する．この点に新規性がある．
また，その有効性を詳細な基礎実験及び，実際の構造とし
てマイクロストリップライン上の電界分布測定実験を通し
て示している．本技術を用いることにより，特に電子機器
からの放射妨害波測定に貢献することが期待される．実験
のパラメータ等も明記されており再現性が確保されている
ため信頼性が高く，結果の考察も分かりやすく了解性が高
い．以上から，受賞にふさわしい論文である．

■	チュートリアル論文賞
「 超高速無線 LAN 規格 IEEE 802.11ac の概要と 

マルチユーザ MIMO の実験的検証」
浅井裕介，石原浩一，村上友規，工藤理一，市川武男，
鷹取泰司，溝口匡人
  Vol.J97-B, No.1, pp.1–18, Jan. 2014

受賞理由：無線 LANの最新規格である IEEE802.11ac の概
要を述べるだけでなく，これまでの規格の歴史や内容も詳
細に説明している．標準化の規格書を読む前にこの論文に
目を通すと大変有効であると考えられ，資料的価値が高い．
また，IEEE802.11ac の主たる技術であり，高速化に寄与
すると考えられるダウンリンクのMU-MIMOに関しての
実験検証では，実験環境の設定，実験装置パラメータの選
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択などを含めて，無線 LANの実用的な環境を適切に考慮
した上で伝送特性改善効果を示しており，これは貴重な知
見である．更に，実験結果を通して今後の 4	G ～ 5	G セ
ルラ系移動通信システムとの連携ネットワーク構築に向け
た知見をも提示しており，受賞にふさわしい内容である．

「 アレーアンテナ用デカップリング・マッチング給
電回路の設計と解析」
鹿子嶋憲一，武田茂樹，加賀谷篤大，伊藤耕平
  Vol.J97-B, No.9, pp.699–713, Sept. 2014

受賞理由：MIMOシステムを小形化する場合の課題である
アンテナ間相互結合について，その対策技術である減結合
回路を 36にもなる参考文献を上げて網羅的に概観してい
る．論文では，素子を限定しないなどの点で自由度が高く，
従来研究に対しても見通しのよい新たな設計式を導出して
いる．これは非常に一般性が高いものであり，その有効性
は極めて高い．更に緻密な理論的検討及び実験による確
認・評価を行っており，信頼性も高い．文量が 15ページ
と多いが，十分な説明と多くの数式並びに図を用いた結果
であり，了解性も極めて高い．正にチュートリアル論文賞
にふさわしい論文である．

3 英文論文誌

英文論文誌編集委員会内に論文賞EB選定委員会を組織し
て選考にあたった．選考の手順は以下のとおりである．まず
正員や編集委員会から推薦されてきた論文の中から，査読時
のスコアに基づいて受賞予定数の3倍程度の数の候補論文を
選出した．次いで，一次審査として簡易審査査読を行って3
分の2程度の数に候補論文を絞り込み，更に二次審査として，
一次審査を通過した全候補論文の詳細な審査査読を行った．
全ての候補論文の内容を把握できるように，一次審査，二次
審査共に，各選定委員には全候補論文の審査査読をお願いし
た．二次審査の審査査読終了後に，論文賞EB選定委員会を
開催して，各候補論文の内容について審議したのち，投票に
より受賞論文案を決定し，英文論文誌編集委員会での承認，
通信ソサイエティ編集会議での議論を経て，最終決定した．
今年度は，英文論文誌からは，通信ソサイエティ論文賞とし

てBest	Paper	Award に 3 編，Best	Tutorial	Paper	Award
に 2編の論文が選ばれた．2012年 6月に Letter の投稿受付
が終了したことに伴い，本年度からBest	Letter	Awardが廃
止された．受賞論文は，有効性が非常に高いもの，独創的な
アイデアに基づくもの，新規性・有効性・了解性がバランス
良く評価されたもの，体系的にまとめられているものなど，
それぞれに秀でた特徴があるものが選ばれる結果となった．
英文論文誌では 2006年以降の全ての受賞論文を無償で公

開している．是非，下記URLから，受賞論文を御覧頂き，
研究・開発・教育等の活動にお役立て頂きたい．

http://www.ieice.org/cs/jpn/

■	Best	Paper	Award
“ Experiments Validating the Effectiveness of 
Multi-Point Wireless Energy Transmission 
with Carrier Shift Diversity”
Daiki MAEHARA, Gia Khanh TRAN, Kei 
SAKAGUCHI, Kiyomichi ARAKI, and Minoru 
FURUKAWA
  Vol.E97-B, No.9, pp.1928–1937, Sept. 2014

受賞理由：本論文は屋内に配置されているセンサに対して，
複数の電力供給装置を配置することで，エリア全体に電力
を供給する手法を検討している．複数の電力供給装置から
電力伝送を行った場合，定在波が発生し位置により受信電
力のヌルが発生するが，本論文では周波数をシフトしなが
ら送信するキャリヤシフトダイバーシチを適用すること
で，この問題を解決している．論文は理論的な展開を基に，
体系的に整理された実証実験を行うことで，有用性を検証
している．簡単な仕組みで良好な結果を伴っており有効性
は非常に高い．実証実験を伴うことで信頼性及び了解性が
高い論文である．将来のバッテリーレスセンサネットワー
クを実現する大きな礎ともなる論文であり，通信ソサイエ
ティBest	Paper	Award にふさわしいと判断した．

“ Natural Synchronization of Wireless 
Sensor Networks by Noise-Induced Phase 
Synchronization Phenomenon”
Hiroyuki YASUDA and Mikio HASEGAWA
  Vol.E96-B, No.11, pp.2749–2755, Nov. 2013

受賞理由：本論文では，無線センサ間の時刻同期として，観
測データを用いた雑音誘起位相同期による時刻同期を提案
している．この同期手法は同期用信号が不要で，従来の同
期手法と比べて全く異なるアプローチにより時刻同期を
行っており，新規性が極めて高い．観測データに高い相互
相関性を要求するが，本論文では無線センサが観測した温
度と湿度が時刻同期を実現するのに十分な相互相関特性を
有していることを実証している．また，実測データを用い
て時刻同期が実現することも明らかにしている．現時点で
は時間分解能が低いものの，今後の発展が期待される研究
テーマを提示している．以上のようにネットワーク時刻同
期に対する新しい分野を切り開く可能性がある本論文を，
通信ソサイエティBest	Paper	Award にふさわしいと判断
した．

“ Polarization Dispersion Characteristics 
of Propagation Paths in Urban Mobile 
Communication Environment”
Tetsuro IMAI and Koshiro KITAO
  Vol.E96-B, No.10, pp.2380–2388, Oct. 2013

受賞理由：本論文は移動通信における偏波MIMOを評価す
るため，電波伝搬チャネルにおける偏波分散特性を取り扱
う評価モデルとして，回転偏波角のための新しい電力プロ
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ファイルを提案し，都市部マクロセル環境における屋外測
定結果に基づいて，その電力プロファイルを明らかにして
いる．従来の電波伝搬における偏波分散特性を取り扱う検
討では，一般的には直交偏波電力比（XPR）が用いられて
いるが，本論文では評価指標として回転偏波角を導入し，
それに対する新しい電力プロファイルを提案しており，そ
の新規性は高い．また，回転偏波角を導入することで適切
に表現が可能となり，その有効性は高い．移動通信におけ
る都市部マクロセル環境において屋外測定結果に基づいて
回転偏波角を算出しており，理論解析結果とも一致してい
るため，信頼性も高い．以上の点から，通信ソサイエティ
Best	Paper	Award にふさわしいと判断した．

■	Best	Tutorial	Paper	Award

“ A Survey on OpenFlow Technologies”
Kazuya SUZUKI, Kentaro SONODA, Nobuyuki 
TOMIZAWA, Yutaka YAKUWA, Terutaka UCHIDA, 
Yuta HIGUCHI, Toshio TONOUCHI, and Hideyuki 
SHIMONISHI
  Vol.E97-B, No.2, pp. 375–386, Feb. 2014

受賞理由：OpenFlow技術についてのサーベイ論文である．
最初に，当該技術の概要を標準仕様を基にして紹介し，次
に，その想定適用先であるデータセンタ網とキャリヤ網に
ついて，それぞれに固有のトピックを整理している．また，
当該技術に特徴的な課題として，制御部のセキュリティ及
びフィージビリティについて，それぞれに固有のトピック
を整理している．OpenFlow は発展途上の技術で，この
技術内容を体系的に整理することは，チャレンジングであ
ると思われる．本論文は，多くの引用文献を，多くの関連
研究者が興味を持つトピックごとに整理し，体系化を試み
ている．当該分野の最新動向について，これ以上分かりや
すく説明することは難しいと思われ，それほど質の高い論
文ということができる．サーベイ論文の位置付けから，独
創性に優れるわけではないが，有効性には秀でている．こ
のため，通信ソサイエティ Best	Tutorial	Paper	Award
にふさわしい論文であると判断した．

“ Spectrum Usage in Cognitive Radio 
Networks: From Field Measurements to 
Empirical Models”
Miguel LÓPEZ-BENÍTEZ and Fernando 
CASADEVALL
  Vol.E97-B, No.2, pp. 242–250, Feb. 2014

受賞理由：本論文はコグニティブ無線向けの周波数利用に関
して，その観測方法から，時間軸，周波数軸，空間軸のモ
デル化までを，一貫して解説した招待論文である．特に，
センシング結果を基にオンオフを判定した結果をどのよう
に扱うかを詳細に検討，紹介している．コグニティブ無線
の周波数利用の観測及びモデル化について着目し，一貫し
て解説している論文であり，非常に興味深い内容である．

観測からモデル化まで一貫して書かれたチュートリアル的
な論文は過去出ていないと思われ，価値は高い．将来の無
線システムの周波数利用に一石を投じる研究分野となり得
るものであり，通信ソサイエティ Best	Tutorial	Paper	
Award にふさわしい論文であると判断した．

4 ComEX
IEICE	Communications	Express（ComEX）は 2012 年

6月に創刊した英文オンラインレター誌であり，今回が 2回
目のComEX	Best	Letter	Award の選出である．
選考手順は次のとおりである．査読時に査読委員や編集委

員によって推薦されたものに加え，正員並びに編集委員から
推薦を募った．一次審査査読として，これらを対象に
ComEX編集委員全員によるスコアリングを行い，候補を 5
編に絞り込んだ後，更に編集委員全員による詳細な二次審査
査読を実施した．この結果を基にComEX編集委員会におい
て各候補レターの内容について議論し，投票により受賞候補
1編，次点 1編を選んだ．最終的に通信ソサイエティ編集会
議での審議を経て，以下のレター 1 編が ComEX	Best	
Letter	Award に選定された．

“ Performance evaluation of a simple 
decoding method for millimeter-wave short-
range MIMO transmission through a wall”
Kazumitsu Sakamoto, Ken Hiraga, Tomohiro Seki, 
Tadao Nakagawa, and Kazuhiro Uehara
  Vol.3, No.4, pp.131−137, April 2014

受賞理由：ミリ波無線伝送システムにおける，間仕切り壁の
表裏に設置するレピータ間の壁越しMIMO伝送の方式提
案と特性評価である．受信のMIMO処理を簡易な線形ア
ナログ信号処理（信学技報で既報）で行うことで回路規模
及び消費電力を削減する方式提案には，高い新規性がある．
また実伝搬データを用いての評価には有効性も認められ，
今後引用される可能性の高いレターと思われる．よって，
本レターはComEX	Best	Letter	Award に値するものと判
断できる．

ComEXのWebページでは掲載レターに対して現時点で
アクセス制限を設けていない．上記の受賞レターを含め自由
に閲覧できるので，この機会に是非，下記URLへアクセス
して頂きたい．

http://www.comex.ieice.org/
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三喜一憂
通信ソサイエティ副会長  菊間信良

Nobuyoshi Kikuma

本誌の中では「子どもに教えたい通信のしくみ」
が私のお気に入りです．本誌の執筆のしおりに

も書かれているように，このコーナは，読者である技
術者や学生が，中・高校生を相手に身近な技術のお話
をしてあげられるように，初心者向けの情報を伝える
ことを目的としています．大人が子供向けのニュース
を見て非常に分かりやすいと感じるのとよく似ていま
す．現在，本誌は電子版の無償公開を創刊号から行っ
ておりますので，シリーズやコーナごとに読み進める
など，自分なりの読み方で一度御覧になることをお薦
め致します．

さて今回，本誌の巻末言の執筆は 3 回目となります．
1 回目は和文論文誌 B の編集委員長として，2 回目は
ComEX 編集委員長として執筆させて頂きました．3 回
目の今回は，研専運営会議議長（通信ソサイエティ副
会長）という立場で何かを語らなければと思うのです
が，正直申しまして話す材料が尽きたという感じでお
ります．ちょうど，6 年間務めてきました本誌の編集
委員を今年の 6 月に退任致しましたので，私の好きな

「子どもに教えたい通信のしくみ」のコーナのような軟
らかい調子で，日頃学生に語る言葉（戯れ言）を紹介
したいと思います．

最近，研究室のゼミで，アンテナの指向性関数を数
値積分して利得を求める演習を行いました．模範解答
を示すために，久し振りに自ら，台形公式やシンプソ
ンの公式などの基本公式を用いて数値積分のプログラ
ムを組みました．理系で勉強すると一度くらいはこれ
らの公式に出会うかと思います．後の話とも関係しま
すので，簡単におさらいしておきましょう．

図 1 と図 2 はともに，関数 f (x) を表す青色の実線 
(1 ≦ x ≦ 3) と x = 1，x = 3 の 2 直線及び x 軸で囲まれ

た部分の面積を求めるのですが，図 1 は台形公式を使っ
て青実線の代わりに赤点線の折れ線で囲まれた部分の
面積（面積 A）を近似的に求めるものです．一方，図 2
はシンプソンの公式を使って赤点線の二次曲線で囲ま
れた部分の面積（面積 B）を求めます．この場合，明
らかにシンプソンの公式を用いた場合の面積が良い近
似であることが分かるかと思います．恐縮ながら式で
表しますと

面積 A = ( f (1) + 2 × f (2) + f (3))/2
面積 B = ( f (1) + 4 × f (2) + f (3))/3

となります．f (1)，f (2)，f (3) の重みが異なり，真ん中
の 2 に対応する f (2) の重みが台形公式では 2 倍に，シ
ンプソンの公式では 4 倍になっていますね．これは，
三つの点のうち真ん中の点が積分値に大きく貢献する
ということです．関数 f (x) が日々の努力，面積を日々
の努力の積み重ねとすれば，調子の良いときは，いつ
もよりやや頑張るとよいのかな，ということになりま
す．特に，変化の大きいときは真ん中の点の価値は大
きく，シンプソンの公式によれば，4 倍にもなって効
果が現れるということです．

話は変わりますが，日頃研究室の学生たちと夜の懇
親会などで，「誰でも喜んだり落ち込んだりするけれど
も，一喜一憂はつらいから三喜一憂くらいがいいね」
と言っては場の空気を和らげております．「三喜一憂」
は私のモットーの一つで，これくらいでないと前に進
めないね，という気持ちから出る言葉です．三喜が連
なるとき，先ほどの積分公式で考えると，間に挟まれ
た喜びの重みが一段と大きくなります．これはかなり
のポジティブ思考となり，嫌なことを忘れる良いチャ
ンスとなり得ます．変動の大きい日々ほど，真ん中に
挟まれた日々の重みが大きいというシンプソンの公式
に基づく解釈ですが，三喜の真ん中は前にも後にも不
安要素がないわけですから，思いっ切り前に進めると
いうことです．そう言っては学生を励ましております．

私は 20 年以上もプロ野球の中日ドラゴンズのファン
ですが，本稿が掲載される頃は優勝戦線も佳境に入っ
ていて，中日ドラゴンズも 3 勝 1 敗（三喜一憂）くら
いのペースで勝ち進んでくれていればと願っておりま
す．もちろん，自分の仕事も三喜一憂の程良いペース
で進んでいったらと思っています．

巻 末 言

Afterword

図1　台形公式による積分 図2　	シンプソンの公式に
よる積分
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公益社団法人日本複製権センター（（社）学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を
再委託している団体）と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては，その必要はござ
いません．（社外頒布目的の複写については，許諾が必要です．）

権利委託先：一般社団法人学術著作権協会
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一般社団法人　電子情報通信学会
　　　　　〒105-0011　東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内
　　　　　Tel：03-3433-6691　Fax：03-3433-6659
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本誌掲載論文を文献引用する際は，邦文略称「信学通誌」，英文略称
「IEICE	Commun.	Mag.」を用いて下さい．
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小特集 �自動運転によって変わる生活，�スマート
モビリティによって変わる社会

私の研究者歴 �仙石正和

子どもに教えたい通信のしくみ：�ディジタル放送のｄボタンの
仕組み

街 plus 探訪：シリコンバレー
技術と制度のおはなし：�防災行政無線のディジタル方式普及促

進に向けた総務省の取組みについて
� ……他，御期待下さい

電子版を無償公開するようになって早半年，じわじわと通
信ソサイエティ会員以外の読者が増えてきて喜ばしいです．
今後も情報通信技術への「入口」を提供できるよう頑張り
ます． （K.K.）

インターネットの普及とともに始まった SNS も，ここ
最近 10 年間で爆発的な広がりを見せています．本小
特集号では，新たな段階を迎えた SNS を取り巻く各種
取組みについて，その一端が紹介されています．今後
も旬なトピックスを皆様にお届けします！ （S.A.）

今回の開発物語を最後に，本編集委員を離れることになり
ました．5 年間にわたり，楽しい編集活動ができました．
御愛読頂きました皆様，編集委員の皆様，事務局の皆様に
感謝申し上げます．今後は一読者として B-plus をサポート
します． （H.I.）

私の周りの研究者も SNS で情報発信／収集をしたり，共同
研 究 に ま で 発 展 し た り し て い ま す． 本 誌 も Twitter や
Facebook を活用しているとのこと．これらを介して，高
校生などの未来を担う若者にまで本誌の存在を知ってもら
えたらいいなと思います！  フォロー，拡散をお願いしま
す！ （H.H.）

Facebook, 
Twitter
も御覧下さい．

アカウント名は
「電子情報通信学会
　通信ソサイエティマガジン」
　　　 です．



写真を募集致します
マガジン編集委員会では，「通信がみえる一枚の写真」をテーマに写真（電子ファイル（jpeg）あるいはプリント），タイトル，
説明文（約 300字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジンHP（http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/
photo.html）を御参照下さい．
送り先：
【郵 送】〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン担当
【メール】b-plus@ieice.org までお送り下さい．

34The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

エンボッシングモールス電信機
関屋大雄（正員：シニア会員）

　このエンボッシングモールス電信機は，嘉永 7
（1854）年，日米和親条約締結のために 2 回目の来
日を果たした米国遣日使節のペリー提督が，米国大
統領フィルモアから徳川幕府への献上品の一つとし
て持参したもので，日本渡来の電信機第 1 号機と言
われています．外箱中央のプレートには「For the 
Emperor of Japan」と彫刻があります．
　アメリカの発明家モールスが電気の断続によって
文字の代わりをするモールス信号を送受する電信機
を発明し，1844 年に電信がワシントン – ボルティ
モア間に開通しました．日本にはその 10 年後にも
たらされたことになります．
　エンボッシングモールス電信機は，送信側の電信
機上の電鍵でモールス符号を打つと，受信側の電信
機の紙テープにエンボス（凹凸の傷が付く）されて，
信号を送ることができます．ペリーは，電線や電池
など装置一式を持参し，横浜の応接所から 8 町（約

900 m）の間に電線を架し，同機を使って通信実験
を行いました．
　エンボッシングモールス電信機は，日本の電気通
信の幕開けを告げる貴重な資料として平成 9（1997）
年に，国の重要文化財に指定されました．
　この電信機がもたらされてから 160 年．現在の
情報環境を考えると，本分野の発展のスピードを改
めて感じます．
　なお，この写真は筆者が本誌編集委員在任中逓信
博物館（平成 25（2013）年閉館）を取材したときに
御提供頂いたものです．現在は郵政博物館にて所蔵
されています．

〈参考文献〉
・ 郵政博物館 Web ページ，http://www.postalmuseum.jp/
・ 関屋大雄，“逓信総合博物館「ていぱーく」訪問記，”信学

通誌，no.28, pp.307–309, March 2013.

2012年に逓信総合博物館NTT資料部から提供



今時のソーシャル
ネットワーキング
サービス

小特集

● SNSの歴史
● SNS，ソーシャルメディアの現状と関連する諸制度

● ソーシャルビッグデータ活用のための研究事例
● 小学校での情報リテラシー教育におけるSNSの活用―経緯と事例―

● SNSとサイバー犯罪対策
● 技術的観点からのネットいじめ対策

子どもに教えたい通信のしくみ
絵文字で誤解を生まないための仕組み

街plus 探訪
未来をひらく“知”の創造都市
けいはんな

科学館・博物館めぐり
種子島宇宙科学技術館訪問記

開発物語
日本発の光コネクタ技術（SCコネクタ）が
世界標準に

留学生から学べ！
すばらしい日本での生活

知っておくべきSNSによる危険

SNSの活用例
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［英文論文誌からのお知らせ］

新しい論文カテゴリーポジションペーパの
受付開始（2015年10月1日）

英文論文誌編集委員長　岩井誠人

　英文論文誌では，新たな論文の投稿カテゴリー「ポジションペーパ」
（Position Paper）の受付を 2015 年 10 月 1 日から開始します．ポジショ

ンペーパとは，アイデアにあふれる論文や世界最高性能実現の報告など
を採録・掲載することを目的とするものです．斬新な研究成果を集める
ことにより，多くの方にインパクトを与える論文を掲載することが本カ
テゴリーの狙いです．
 
　ポジションペーパとは，英文論文誌がカバーする技術分野（通信基礎，
光ファイバ伝送，ネットワーキング，アンテナ・伝搬，無線通信など）
を対象とする論文のうち，以下に示す特徴のいずれかを持つ論文と定義
します．
 
　● 新しいものの見方，考え方，パラダイムなどを導入するもの
　●  従来技術の改良を主体としたものではなく，革新的なアイデアに基

づく技術や方式などを提案するもの
　●  現時点では具体的な技術や方式などの提案には至っていないものの，

革新的な技術に結び付くアイデアを含むもの
　●  システムの試作や実験結果などの報告において，世界最高の数値的

性能を実現したものや，これまでに存在しなかった新しい考え方に
基づく試作など，特筆すべき特徴を備えたもの

 
　ポジションペーパの推奨ページ数は従来よりも短い 4 ページとします．
ポジションペーパカテゴリーでは，従来の論文カテゴリーよりも多くの
査読者により厳格な査読を行い，上記の特徴に関して極めて優れた論文
のみを採録・掲載します．これに基づき，ポジションペーパは，レター
格ではなく，論文格（いわゆるフルペーパ格）であると捉えています．
 
　投稿に際しては，投稿のしおり（Information for Authors）を御参照下
さい．また，英文論文誌本年 1 月号・3 月号及び 12 月号（予定）において，
本カテゴリーのトライアルとして実施したポジションペーパ小特集が発
行されています．これらの小特集に掲載された論文も併せて御覧下さい．
Information for Authors，小特集へのアクセス（Transactions Online）は
下記の URL を御参照下さい．皆様からの御投稿をお待ちしています．

ポジションペーパ 
の狙い

ポジションペーパの
投 稿とトライアル 
小特集

ポジションペーパ 
とは ? 

ポジションペーパの特典　掲載された論文全てを以下のように扱います．
・Transactions Online で無償公開します．（世界中で，会員外でも誰でも読めます !!）
・LaTeX フォーマット 4 ページ相当分（別刷 50 部）の 掲載料無料．［2017 年 9 月 30 日受付分まで］ 

（4 ページ以下なら掲載無料 !!）

Information for Authors：http://www.ieice.org/eng/shiori/mokuji_cs.html 
Transactions Online：http://search.ieice.org/




