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天地 260mm、左右 180mm

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員の皆様に広く深く御理解頂く
ために、２０２０年総合大会（会場：広島大学）において、論文の書き方講座を
下記のとおり開催致します。
　この書き方講座は、２００９年３月以来、総合大会／ソサイエティ大会において
継続的に開催され、数多くの方に御参加頂き、大変御好評を頂いております。
　通信ソサイエティ和文論文誌・英文論文誌の委員長／副委員長経験者が講師を務
める講座ですので、論文執筆のポイントを聞ける貴重な機会となっております。大
学あるいは企業において論文執筆に御興味をお持ちの方は是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ち致しております。

一般社団法人　電子情報通信学会
通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

　日時：3 月 1８日（水）9:45～11:30
　場所：広島大学 東広島キャンパス

　　　　　総合科学部 K 棟１F　K110 講義室
　プログラム：

 (1) 論文の書き方   笹森崇行（北海学園大学）
 (2) 回答文の書き方　　　　　　 上山憲昭（福岡大学）

　定員：156 名
　聴講費用：無料
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３　プログラム：
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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．

東北大学青葉山キャンパス電子情報システム・応物系
1号館の玄関に、1930 年にベルギーで開かれた国際博覧
会に出展された八木・宇田アンテナを用いた波長 45㎝の
電波受信機（レプリカ）が展示されている。
八木・宇田アンテナは、給電素子（放射器）、無給電の
反射器と導波器で構成され、導波器方向に鋭い指向性を
もつアレーアンテナの一種である。このアンテナは、
1920 年代に東北帝国大学において、八木秀次教授と宇田
新太郎講師（後に教授）の共同で発明されたものである。
それまでには、半波長よりやや長い反射器の効果は既に知

られていたが、半波長よりやや短い導波器の効果は知られ
ていなかった。八木・宇田アンテナは、導波器の数を増
やすことにより指向性を鋭くすることができるため、レー
ダやテレビジョン放送受信用として広く利用されている。

52The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

八木・宇田アンテナ
陳　強（正員：フェロー）
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ⓒ電子情報通信学会2020

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）はインターネットやスマートフォンとと
もに大きな発展を遂げています．本小特集の読者の皆様も，様々な SNSを毎日のように利
用されているかと思います．そんな身近な SNSですが，その実態を掘り下げて考えてみる
と，実に多様な顔を持つことに気付きます．ユーザ間のコミュニケーションツールでもあ
り，情報を伝達するメディアでもあり，アプリケーションを提供するインフラでもあり，
共通の関心を持つ人々が集うコミュニティでもあります．また近年ではビジネスツールや
ショッピング，決済手段をも飲み込もうとしています．こうした SNSの展開が現実社会へ
与える影響も拡大しており，社会学の観点から取り上げられることも増えています．更に
SNS の技術的な側面に着目すると，大規模なアクセスを処理するインフラ，快適な利用を
支えるユーザインタフェース，人々の行動をより深く理解するためのビッグデータ分析な
ど，こちらも様々な技術要素から成り立っています．このように，普段何気なく利用して
いる SNSを一皮むくと，その実態は存外に奥深く多面的なものであることが分かります．
本小特集は，そうした SNSを解き明かす試みとして企画されました．SNSの歴史と現状

を俯瞰することから始まり，ほかのメディアとの比較を通じてその位置付けを探っていき
ます．社会との関わりの視点からは，炎上や SNS を利用した犯罪などの SNS 活用時のリ
スク，法的問題になり得る SNS上の行為や事業者が制定するガイドラインについて解説頂
きます．また，SNSの活用事例として災害対応における SNS活用の事例を御紹介頂きます．
更に技術的な観点からは，大規模な SNSのネットワークを支えている技術や，SNSに蓄積
された情報を活用する研究についての解説を頂きます．これらの記事が，SNS を理解し安
全に利用する助けとなり，SNSの更なる利活用や発展につながれば望外の喜びです．
末筆ではございますが，本小特集の発行にあたり，貴重な原稿を御執筆頂きました著者

の皆様，記事の御提案を頂きました編集委員の皆様，校閲・編集作業に御協力を頂きまし
た皆様に心より感謝致します．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  福元徳広
Norihiro Fukumoto

SNSを解き明かす

小特集編集チーム
福元徳広，井上和弘，大西祥浩，坂野寿和，

鈴木健治，畑本浩伸，山口典史
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1. まえがき

私たち人間同士の会話では，音声
つまり「音」（正確には「疎密波」
といわれる音波）を用いて意思を伝
えていますが，それも遠くまでとな
ると限界があります．人間が通常生
活する陸上の空気中においては，機
械によって情報の伝達，位置の計
測，物体の観測を行い，それには主
に電波や光などの電磁波を利用して
います．その理由は，まず遠くまで
届くということと，伝搬する速度 
( 光速 C=3 × 108[m/s]) が速く，
しかも正確に伝えられるということ
があるからでしょう．それでは，海
の中，水中ではどのように行うので
しょうか？
本稿では，水中での情報の伝達，

計測になぜ音波が用いて行われてい
るのかという点と，実際に水中での
測深，探査において音波がどのよう
に形作られ，使われているかを解説
します．

電磁波と音波の水中での吸収係数

2.  水中ではなぜ音波
なのか？

の周波数依存性を示したのが図 1
です．縦軸の吸収係数は，1km 進
むのにどのくらい媒質である水に吸
収され減衰するかを表したもので，
値が大きくなるほど減衰が大きくな
り遠くまで伝わっていかないことを
示しています．つまり，水中では電
磁波は激しく減衰するのに対し，音
波は電磁波に比べて減衰が桁違いに
小さいことが分かります．具体的に
言うと，海の中では昼間でも太陽光
は届かず水深数十mでは既に暗く
なるのに対し，音波は周波数にもよ
りますが，数千 kmも海中を伝搬さ
せることが可能になります．このよ
うに水中では音波は極めて通りが良
く，これが水中で通信，観測するた
めに音波が用いられる理由であり，
水中での唯一の手段であると言えま
す．このような水中音波を用いて海
中の物体に関する情報を得るための
技術または機器を私たちは“ソナー”
と呼んでいます．

3. 水中生物に倣う

まずは水中で生活している，人間
と同じ哺乳類であるイルカ，クジラ
たちはどのように餌を採り，コミュ

ニケーションしているのかを見てみ
ましょう．水中で生活している彼ら
は，進化の過程でやはり音波を使う
以外ないことに“気付き”，音波を
使って摂餌行動，コミュニケーショ
ンする能力を獲得しています．図 2
にイルカのエコーロケーション（音
響定位）の概念図を示します．彼ら
は鼻孔から発した音を頭部にあるメ
ロン体（音響レンズ）で集束させて
前方の物体に当て，その反射波（エ
コー）を下顎骨で受波し，耳骨を介
して聞くことで，前方に餌となる魚
がいるかどうかを判断しています．
言い換えるならば，イルカは極めて
“優れたソナー”であると言えます．

通常，音波は何もしなければ拡
散，減衰してしまいます．例えば，
点音源の場合では，波面は球面状に
拡散します．今，図 3のように点
音源の数を二つにして直線上に配列
し，同位相の音波を点音源から同時
に出すと，正面方向だけ強い音波
ビームが照射され指向性を示すよう
になります．これは正面方向のみ音

4.  音 波を鋭くし，出したい方向へ　
向ける（ビームフォーミング）

海上保安大学校　倉本和興
 Kazuoki Kuramoto

図1　水中での電磁波と音波の吸収係数（1） 図2　イルカのエコーロケーション（音響定位）（2）

海の中を音で伝える，測る，見る
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部分は撮影画像の中では明るく，反
射波の弱い部分または物体の影に
なって音波の当たらない部分は暗く
表示されることになります．身近な
現象で例えて言うならば，真っ暗闇
の中でサーチライトを前方斜め下方
向に照らしたときの情景とよく似て
います．正に海中の状況が 1枚の
音響画像として得られた（可視化さ
れた）ことになります．

7. むすび

海中は光が遠くまで通らないた
め，これまでは光学カメラなどで広
範囲に海中の様子を見ることはでき
ませんでした．しかしながら，近年
では音響工学・コンピュータ・信号
処理技術などの発展とともに，音波
を自由に制御し，測深だけなく海中
の様子を、まるでビデオカメラのよ
うに可視化することまでできるよう
になりました．今後，ＡＩ技術など
の組合せにより，海の中の様子が目
に見える形で容易に認識され，利用
できるようになると期待されます．

文献

（1）  古澤昌彦，音でうみを見る，成山
堂書店，  東京，2001.

（2）  ht tps ://matome.naver . jp/
odai/2140223070880022301

（3）  半谷和祐，“わが国におけるマルチ
ビーム測深機の普及 ,”OPRF, 
Ocean Newsletter, no.331, May 
2014.

測します．その往復時間に海中の音
速を掛けて 2で割れば水深が得ら
れることになります．このような単
純な測深原理を利用したものが広く
普及しているシングルビームの測深
機です．魚群探知機は測深機と同様
の原理で，海面と海底の間に魚群が
いればそこから反射された音波が海
底からの反射とは別に手前に記録さ
れ，魚の存在を知る仕組みです．次
に，1本の音波ビームだけでなく，
多くの並列回路を設けることで一度
に多くの受波ビームを広範囲に形成
し，その反射波から一度に広い範囲
の測深を行えるようにしたものが，
図 4に示すようなマルチビーム測
深機と言われるものです．海上保安
庁の測量船にはこのような測深機が
搭載され，日本周辺海域の測深を
行って海図を作成し，海底地形の探
査を行っています．

音波ビームを海底ではなく前方に
照射し，前方から反射された多くの
ビーム（走査線）を詳細に計測し，
それらを張り合わせれば 1枚の扇
状の音響画像を生成することができ
ます（図 5）．物体からの反射波の
到達時間がソナーからの距離に，音
波の強さが画像の濃淡として計測さ
れます．したがって，ソナーに近い
ものが手前に，遠いものほど遠方に
描写され，物体からの反射波の強い

6.  水中イメージング
（水中可視化ソナー）

波の位相がそろい，波動としての
「干渉」の効果により音が強め合う
ためです．次に，点音源の間隔と音
の波長を適当に調整し，点音源の数
を増やしていくと音波の進む方向の
広がり，つまり音波のビーム幅は次
第に鋭くなり指向性が強くなってき
ます．また，ライン状の多音源から
同位相の音波ではなく，少しずつ遅
延を設けたパルス状の音波を各点音
源から出したとすると，合成された
音波ビームは正面方向ではなく遅延
が生じた分だけ傾いた方向に送波さ
れるようになります．つまり，出し
たい方向に任意の角度で音波ビーム
を照射することが可能になります．
このような音波ビームの制御を
“ビームフォーミング”と呼んでい
ます．

この鋭い音波ビームを海底に向け
て照射し，海底から反射して戻って
くる音波の往復時間を正確に計

5.  海の測深，海底地形の
探査
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2 
3 
4 
・
・
・
・
・
・ 
・ 
・ 

256 

監視船 

図5　 256 本 の 音 波ビ ー ムを張り合 わせ て1枚 の 音 響 画 像 を 作 成
（水中可視化ソナー）

図3　音波の干渉と指向性（1）

図4　 マルチビーム探査機による海
底地形探査（3）

子どもに教えたい通信のしくみ　海の中を音で伝える，測る，見る



1 はじめに
本稿は本誌 2015 年秋号に掲載された「SNS の歴

史」（1）（以下，「前記事」とする）の続編として執筆し
たものである．前記事ではソーシャルネットワーキング
サービス（SNS）の定義として，参加者がそれぞれの持
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コミュニケー
ション手段であるとした．そして，2000 年代前半の
SNSの誕生からその後のマルチメディア化と多機能化，
続いて 2000 年代後半の巨大化とプラットホーム化，
2010 年代前半のリアルタイム・個別化・マッチングと
いった SNSの変化や社会への影響，研究対象としての
位置付けについて概説した．本稿では，前記事執筆後の
約 5年間の展開について述べ，将来像について議論
する．
はじめに，前記事で取り上げた各種の代表的な SNS

に関して，直近の統計情報を紹介する．後述の数値は各
社の公式発表に基づく．SNSはユーザ登録が容易であ
り，同一人物が複数回の登録を行う例が多いことから，
登録ユーザ総数は実態を反映しているとは言えない．そ
こで，1か月間にサイト内での活動実績があるユーザの
総数である月間アクティブユーザ数（MAU:Monthly 
Active Users）が SNSの規模を示す指標として用いら
れている．
2009 年に世界最大の SNSとなった Facebook ＊1 は，

前記事の時点でMAUが 13 億 9,000 万人（2015 年 1
月）であった．その後，2015 年 7月に 15億人，2017
年 7月に 20億人を超え，2019年 7月には 24億 1,400
万人と発表されている．日本国内のMAUは 2,600 万
人（2019 年 4 月）である．2012 年に Facebook 社に

 ＊1 https://www.facebook.com

買収された写真共有 SNSの Instagram ＊2 は，前記事時
点での 3億ユーザから 10億ユーザ（2018 年 6月）へ
と急増している．日本国内ではMAUが 3,300 万人
（2019 年 6月）を記録するなど，若年層を中心として
Facebook の利用者数を既に超えている状況である．
140 文字程度のメッセージを共有する Twitter ＊ 3 の

MAU は，2 億 8,400 万人（2014 年 10 月）から 3 億
3,000 万人（2019 年 4月）と微増している．中国国内
で同様のサービスを提供するWeibo ＊ 4 は 2019 年 5月
の時点でMAUが 4億 6,500 万人と，全世界で提供し
ている Twitter の規模よりも大きい．ビジネス向け
SNS の LinkedIn ＊ 5 は 2016 年 12 月にMicrosoft 社に
買収され，登録ユーザ数は 6億 6,000 万人と発表され
ているが，MAUは明らかにされていない．
前記事においてグループチャットと称した個人間の

メッセージ送受信サービスは，現在ではメッセージング
アプリケーションやメッセンジャーと呼ばれる．メッセ
ンジャーの普及と定着のペースは上記の SNSを上回っ
ており，WhatsApp ＊ 6 の MAU は 15 億人（2018 年 4
月），Snapchat ＊ 7 は 3 億 1,017 万人（2019 年 7 月），
中国のWeChat ＊8 は 11億 3,270 万人（2019年 8月），
韓国のKakao Talk ＊9 は 5,088 万人（2019年 10月）と
なっている．またLINE ＊10 のMAUは日本国内で8,200
万人，台湾，タイ，インドネシアを含む 4か国の合計
が 1億 6,400 万人（2019年 10月）と発表されている．

 ＊2 https://www.instagram.com
 ＊3 https://twitter.com
 ＊4 https://www.weibo.com
 ＊5 https://www.linkedin.com
 ＊6 https://www.whatsapp.com
 ＊7 https://www.snapchat.com
 ＊8 https://www.wechat.com
 ＊9 http://www.kakaotalk.jp
 ＊10 http://line.me
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ほかにも，画像共有のPinterest ＊11 が 2億 5,000 万人
（2018 年 9 月），動画像共有の TikTok ＊ 12 が 5 億人
（2018 年 7月）を超えるなど，前記事では取り上げな
かった，あるいは存在していなかった新興の SNSが 1
億人以上の利用者を集めている例もある．一方で，
Google＋が 2019 年 4 月にサービスを終了するなど，
SNSをめぐる競争は激化している模様である．

 ＊11 https://www.pinterest.com
 ＊12 https://www.tiktok.com

図 1の上は各国における最大シェアを持つ SNSを調
査 し て い る「World Map of Social Networks」 の
2019 年 1 月時点の結果である．これによれば，
Facebook を筆頭に 5種の SNSに収れんされているこ
とが分かる．シェア第 2 位についての調査でも，
Instagram と Twitter が大半を占めており，大規模
SNSの寡占状態を見て取ることができる（図 1下）．

図1　各国における最大シェアを持つSNS（上：第1位，下：第2位）
出典：https://vincos.it/world-map-of-social-networks/
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2 社会システムとの融合
2010 年代後半の SNS の特徴の一つは社会システム

との融合であろう．大規模化が進行するとともに，継続
的な利用が行われている SNSでは，当初の目的であっ
た個人間のコミュニケーション用途だけではなく，日常
生活における様々な局面で活用されるようになった．特
に，個人向け電子商取引の領域では，SNSの特性であ
る口コミの効果の高さに加えて，オンライン決済のため
のインフラ整備が進んだこと，またオンラインでの支払
いに対するユーザの心理的な障壁が下がったことがあい
まって，SNSを活用したマーケティングが一般化した．
国内ではファッション分野のショッピングサイトと密連
携してコーディネート画像を共有するWEAR ＊13 などが
代表例である．また，既存の SNSプラットホームにお
いても商品画像から販売サイトへの誘導が行われたり，
映像の配信機能を活用して個人が生中継で商品紹介を行
う「ライブコマース」と呼ばれる販売手法が人気を博し
ている．
このような個人を中心としたマーケティング手法が

盛んになった背景としては「インフルエンサー」の存在
が挙げられる（2）．インフルエンサーとは他者への強い
影響力を持つ個人を指す言葉である．これまでのコミュ
ニケーション中心の SNS においても，多くのフォロ
ワーから発言を支持されることでオピニオンリーダとし
て認められる例は多数存在してきた．これと同じよう
に，日常的な行動の結果を写真共有 SNSで公開して多
くのファンを獲得した個人がインフルエンサーと呼ば
れ，その活動によってファンによる特定の商品やサービ
スの購入につながるというサイクルが構築されたこと
で，様々な活動がビジネスとして成立することが明らか
になった．現在では，ファッションだけでなく，旅行，
食事，住まい，ペットなど個人的な営みであった活動の
それぞれにインフルエンサーが存在し，ショッピングサ
イトとの連携や商品開発が行われている．更には，イン
フルエンサーの持つ知識やノウハウを共有するための小
規模なコミュニティの参加権を販売するオンラインサロ
ンと呼ばれる業態も存在する．なお，SNS上での活動
からインフルエンサーとして認められた個人以外にも，
芸能人や専門家などの著名人が上記の枠組みに参入して
いる場合も多く，既に SNS特有の事象とは呼び難い状
況である．
従来 SNSはプライベートな領域で使用するサービス

と位置付けられてきたが，近年ではビジネス現場での利
用も進んでいる（3）．組織内外のコミュニケーション手

 ＊13 https://wear.jp

段として，電話や FAX，電子メールを代替する目的で，
知人のフォロー機能や時系列でのコンテンツ表示機能
（タイムライン）を持つビジネス SNSが提供されてい
る．また個人同士がリンクし合うのではなく，部署やコ
ミュニティといったグループに参加し，メンバー同士で
情報共有を行うビジネスチャットは，ソフトウェア開発
者を中心に広く支持を集めている．
そのほかにも，取引先あるいは顧客管理の観点から名

刺の情報を組織内で共有するサービスや，採用を目的と
した候補者との情報交換のための SNS，組織の構成員
のモチベーション維持・向上のための相互評価による成
果給付与システムなど，SNSの要素を取り入れつつ独
自に発展させた情報サービスが注目されている．
一方，ビジネスにおける SNSの典型的な利用形態で

あった組織の公式アカウントや公式ページは定着してい
るとは言い難い．企業の SNS担当者が一般ユーザと対
等の立場で親密なコミュニケーションを取ることでイ
メージの向上につながった事例は多々あるものの，属人
的かつ偶発的な出来事の域を出ない．大半は自らの宣伝
に終始することで一般ユーザの反感あるいは無関心を呼
び，ひいては SNSそのものの利用率を下げかねないこ
とから，表示回数の低減や機能そのものを削除したサー
ビスもある．その結果，企業による SNSでの情報発信
手段は，後述の広告モデルに集約された．
業種・業態によっては，これまでWeb上で提供して

きた機能の一部を SNSあるいはメッセンジャー上に実
装することで，顧客との新たな接点を獲得した例もあ
る．ヤマト運輸では宅配便の配達状況の通知や受け取り
日時の変更依頼を LINEで行えるサービスを提供するこ
とで，利便性の向上と配達計画の見直しに役立ててい
る ＊14．このように，メッセンジャーが持つ対話型インタ
フェースと，自然言語処理に基づく自動応答・対話技術
の組合せによって，ユーザの日常生活に深く入り込むア
プローチは有望であろう．

3 個人のエンパワーメントと評価
SNS の付加機能が充実することで，ユーザが取り得

る行動の多様性は確実に増している．2.で触れたオン
ライン決済のインフラについては，金融セクタだけでな
くインターネット関連企業や小売業を交えて激しい競争
が繰り広げられているが，中国のWeChat Pay や日本
の LINE Pay などメッセンジャーを基盤とした勢力も有
力なプレーヤの一つである．決済における SNSの親和
性は，友人との割勘のように複数名に及ぶ少額決済を行

 ＊14 http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/campaign/
renkei/LINE/
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いやすい点にあると言われている．個人間の送金の可否
は各国の金融制度が影響するために必ずしも優位性があ
るとは限らないが，前述の対話型インタフェースを利用
したサービスを切り口として普及することが期待されて
いる．
初期の SNSの特徴であった，地縁や血縁にとらわれ

ない人々のマッチングは，徐々に現実世界の人間関係の
維持管理機能に取って代わられてきたが，近年ではより
個人的な領域において改めてその強みを発揮している．
オンラインデーティングと呼ばれる分野では恋愛や結婚
の相手をマッチングするサービスが提供されており，広
く利用されている．既存の人間関係の中から候補を提示
しないように，SNSの知人関係を用いてフィルタリン
グを行うサービスもある．
SNS 上で実行可能なアクションが増加することで，

ユーザがその SNS に与える情報量もまた増加する．
SNSは個人の情報を集約し，共有することで他者との
コミュニケーションを支援することを目的としてきた．
そのため，生年月日，性別，居住地や経歴などのデモグ
ラフィック属性をはじめとして，知人関係，自身の書込
みの内容，他者の書込みへの反応などあらゆるデータが
蓄えられている．これらのデータを用いて，特定の情報
を必要とする相手のみに限定して送信することができれ
ば，費用対効果の高い広告モデルが実現できる．大規模
SNSでは早期から広告配信システムが導入されており，
検索エンジンにおけるキーワード連動広告よりも高い効
果があることが確認されている．特に，近年のインター
ネット広告は全自動化されたオークション形式のプラッ
トホームが採用されており，入札金額の決定に必要な
ユーザ情報は多ければ多いほど精度が高まる．SNS上
の滞在時間を長期化させ，データの入手機会と広告提示
機会の双方を増やすために，継続的な機能強化が行われ
ている側面もあるだろう（4）．
大量に集められた個人情報によって，ユーザの評価も

可能になっている．前記事でも SNS の情報を分析し
ユーザを格付けするサービスに触れたが，現在は中国を
中心に SNSでの活動履歴に基づく信用スコアの付与と
その活用が盛んになっている（5）．国内でも融資の際に
信用スコアに応じて金利が設定される金融機関や，大手
ポータルサイト上での活動履歴に応じたスコアの付与が
開始されている．また，中国では政府による社会信用シ
ステムの構築が進められている．各企業による信用スコ
アの取組みとは直接関係しないものとされており，その
影響は未知数であるが，その成否は注目に値する．
SNSが金融システムと結び付いたことで，ユーザ管

理が厳格化される傾向にある．携帯端末とのひも付けや
クレジットカードあるいは銀行口座の登録に加え，パス

ポートなどの身分証明証の提示が必要になるなど，社会
生活に必要な情報が SNS上で一元的に把握されること
については議論があり，ガイドラインの整備やより高い
レベルのセキュリティ体制の構築が求められる．

4 SNSの倫理
SNS のネガティブな社会的影響力がクローズアップ

されたのが 2016年のアメリカ大統領選挙である．フェ
イクニュースと呼ばれる自陣営に有利となる情報が大量
にねつ造され，SNS上で配信された．広告技術によっ
て SNSにおける個人の嗜好の把握能力が向上し，対象
に合わせて各種のフェイクニュースを出し分けることが
可能になったことで，事前の予測を覆す投票結果につな
がったとの指摘がある．一方，広告モデルにおいて
SNS上の個人情報を活用できるのはそのサービスの運
営事業者のみであり，第三者であるニュース配信者から
はアクセスが不可能であったにもかかわらず，このよう
な議論が巻き起こったのは，個人情報の不正利用が行わ
れたことが明らかになったからである（6）．
イギリスの心理学者によって作成された性格診断ク

イズが，ユーザに同意を得た上で Facebook の個人情
報を取得していたが，取得対象が当該ユーザだけでなく
知人の情報を含んでいたことで，その規模が 8,700 万
人に拡大した．そして，これらの情報が選挙コンサル
ティング会社に転売され，上記のフェイクニュースの配
信に利用されたものと見られる．
ここでは，ユーザが同意のボタンをクリックするだけ

で必要以上の情報が取得され得ること，データの第三者
提供は規約だけでは止められないことについて，SNS
事業者の責任範囲が問われることになった．前者につい
ては同意プロセスの厳格化や提供情報の制限など一定の
対応がなされているが，後者については法制度を含めた
議論が続いている．
そのほかにも，インフルエンサーに対して利益供与が

行われたにもかかわらず，その旨を明確にしないまま
SNSで商品やサービスを紹介する，いわゆるステルス
マーケティング（7）が横行していることや，SNSで投稿
された風景写真の影響で撮影地に観光客が殺到し，現地
住民の生活に混乱を与える事例など，SNSが原因とさ
れる社会への影響の一因には，人々の興味関心の過度の
集中がある．知人の数や，発信された情報に対するレス
ポンスの数が明示されている SNSでは，その数値が大
きいほど優れていると感じさせ，より多くの反応を集め
ることが自己目的化される傾向にある．
この問題に対して，各 SNS事業者では集中を緩和さ

せるための試みが進められている．Instagramでは，投
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稿された写真への反応の数が第三者には表示されないよ
うに仕様が変更された．TikTok では，既に人気になっ
ている動画像だけではなく，投稿されて時間がたってい
ない動画像を優先的に表示することで多くのユーザに閲
覧の機会を与えている．このような施策は，既存のイン
フルエンサーへの興味の集中度合いを低減させ，新たな
参加者に門戸を開くことで，中長期的なコミュニティの
活性化にもつながっている．SNSと社会システムの融
合により，多くの問題が表面化している状況であるが，
これらを着実に解決していくことでインフラとしての信
頼感が高まり，社会全体に貢献することが期待される．

5 今後の展望
これまでに述べてきたように，前記事からの約5年間

でSNSはユーザ数という量的な側面においても，利用の
形態という質的な側面においても格段の進展を遂げてい
る．その結果，Web上の情報の相当部分が少数の SNS
事業者によって囲い込まれる状況になった．個別のSNS
の内部では利便性が向上した一方，第三者による情報の
自由な利活用が困難になっている．特に検索エンジンに
よるアクセスが制限されているために検索対象の網羅性
が低下し，Web全体を俯瞰的に捉えることや，一般ユー
ザが未知の情報を探索することが極めて難しい．また，
SNSの情報を外部のサイトで再利用することができる
Web API（Application Programming Interface） も，
寡占化に伴って多くのサイトで縮小ないし廃止された．
プラットホーム化の進行による検閲の問題も深刻で

ある．フェイクニュースなどの有害なコンテンツの
チェックや削除を大規模かつシステマティックに行うこ
とができる反面，同じ技術を用いることで特定の主体に
よる監視や干渉が事実上可能になった．2010 年代前半
には社会運動におけるコミュニケーション手段として
SNSが用いられてきたが，現在は国家による SNSの検
閲の要求に対して各 SNS事業者がどのように向き合う
のかが問われており，プラットホームとして価値中立的
ではいられない状況がある．そのほかにも，SNSを基
盤とした暗号資産の枠組みが提案された直後に各国の金
融当局による全世界的な規制が議論されるなど（8），今
後も法律や経済などの各領域において SNSと国家との
あつれきが生じるものと予想される．
これに対して，技術面では通信経路や保有データの秘

匿性を強化し，提供者自身もデータの内容に一切アクセ

スできないことを特徴としたメッセンジャーサービス
や，小規模の SNSを誰もが自由に設置し，運営するこ
とができるオープンソースソフトウェア，P2P 通信に
よって特定のサーバを介さないコミュニケーションが可
能なメッセンジャーアプリケーション等が開発され，現
在の社会運動や趣味性の強いコミュニティにおける重要
なツールとなっている．
情報技術の歴史を顧みれば，集中的なアーキテクチャ

と分散形のアーキテクチャは補完関係にあり，そのトレ
ンドは交互に入れ替わっている．現在は過剰とも言える
集中化の時代だが，ユーザが用途に応じて適切なアーキ
テクチャに基づく SNSを選択することが望ましい．
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1 はじめに
今や大規模サービスを提供するアプリケーションは

かつての単一のモノリシックなモデルから，高度に分散
したマイクロサービスモデルへと進化を遂げ，データセ
ンターネットワークへの要求も，アプリケーションや，
コンピューティングリソースからの要求の変化のたびに
進化している．LINEは日本をはじめ世界各国で利用さ
れているメッセージングプラットホームを主軸とする
サービスであり，近年は金融決済など幅広い分野でサー
ビスを提供している．2011 年のサービス開始から，日
本国内でのアクティブユーザは 7,800 万人を超え，そ
のサービストラヒックも増加を続けている．これらの大
規模サービスを支える上で，数多くの技術が動作・連携
しているが，中でもデータセンターのネットワークに関
する技術はとりわけ重要なものである．本稿では，
LINEの大規模データセンターネットワークの実例を紹
介し，２.では LINE のデータセンターネットワーク
アーキテクチャ全体を俯瞰した上で，ネットワークトポ
ロジーと基本となるルーチング技術について述べる．
３.では LINEが自社開発したソフトウェアロードバラ
ンサについて，４.では複数のサービスを効率的に運用
するためのオーバレイネットワークについて紹介する．

2 データセンターネットワーク

2.1　ネットワークトポロジー
LINEが運用しているネットワークトポロジーを図 1

に示す．現在のデータセンターネットワークで広く普及
しているのがClos トポロジーである．Clos トポロジー
は，比較的小さな同種の機器で非常に大規模なキャパシ
ティを持つネットワークを構築することが可能で，
Spine-Leaf型トポロジーとも呼ばれる．これまではネッ

トワークのキャパシティを向上させるためには，より処
理能力の高い機器に置き換えるような方法がとられてき
た．それに対し，Clos トポロジーでは，同種の機器を
水平に拡張していくことでネットワーク全体のキャパシ
ティを向上させる．LINE の Clos トポロジーでは，各
サーバはラック最上部のTop of the Rack（ToR）に接
続される．各ToRスイッチは，いずれか一つの Leaf ス
イッチ群内の全スイッチに接続される．一つの Leaf ス
イッチ群内の各スイッチから，全 Spine スイッチ群内
の全スイッチに接続される．一つの Spine スイッチ群
内の各スイッチは，外部ネットワークに接続する
External スイッチのいずれかに接続する．
Clos トポロジーは現在のデータセンターネットワー

クにおいて以下の点で適している．
1点目はネットワークリソースを有効活用できる点で

ある．Clos トポロジーの特徴はサーバ同士の通信で，
送信元から宛先の間に多数のパスがあるが，どのパスを
通ってもホップ数（経由するスイッチの数）は等しくな
る．この多数のパスで等コストマルチパス（ECMP）に
よるトラヒックの分散を行うことで，ボトルネックとな
る箇所をなくすことができる．現在の大規模分散システ
ムでは，単純な機能を持ったコンポーネントが相互に連
携することで複雑な処理を実現している．高度にクラス
タ化された分散アプリケーションは，データセンター内
で大量のサーバ間通信を発生させるため，スイッチ間の
多数のパスでトラヒックを分散することで，ネットワー
ク全体のキャパシティを有効に利用させることが可能に
なる．同時に，特定のスイッチやリンクで障害が発生し
た際のネットワーク全体の縮退率を小さくする利点があ
る．
2点目は迅速な設備拡張が容易な点である．構成する

機器を全て同種のハードウェアやOSで統一すること
で，水平方向に拡張するスケールアウトと呼ばれる手法
が取りやすく，構築や運用の自動化と親和性が高い．
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LINEでは機器の設置やケーブルの配線など物理作業を
除いて，OSのインストールから通常の運用までを自動
化することで，迅速にスケールするネットワークを実現
している．

2.2　データセンターネットワークへのBGP適用
LINE の Clos ネットワークではルーチングプロトコ

ルに BGP（Border Gateway Protocol）を採用してい
る．大規模データセンターにおけるBGPの運用につい
ては RFC7938(1) が知られているが，ここで BGPがど
のような点でデータセンターネットワークに適している
のか簡単に述べる．
まず利用するプロトコルは実装が広く普及している

ものであることが望ましい．BGPは既にインターネッ
ト上で長年運用されてきた実績があり，多くの機器で利
用可能である．運用面では，データセンターのような特
にノードが密集したネットワークでは，メンテナンス時
に特定のノードをネットワークから一時的に切り離す作
業が行われる．このとき，条件に合致する経路や特定の
コミュニティ値が付いた経路をフィルタリングしやすい
ことが BGPの利点となる．IS-IS や OSPF に代表され
る IGPのプロトコルでは，プロトコルの性質上，経路
変動があった際にフラッディングが発生しネットワーク
全体の経路収束に影響を及ぼす場合がある．これらの点
でBGPは実装が普及しているルーチングプロトコルの
中で，大規模データセンターに適しているといえる．
LINE ではデータセンター内のサーバを含む全ての

ノードに一意の AS 番号が割り当てられ，eBGP
（External BGP）で接続される．全てのノード間が L3
の一対一接続となるため，ブロードキャストドメインが最小
化され，BUM（Broadcast/Unknown-unicast/Multicast）

トラヒックの影響を排除している．同時に，特定のリン
クやノードからのトラヒックのう回や孤立化といった作
業を，BGPの設定値の変更だけで実施することができ，
常にメンテナンスがしやすいものになっている．このよ
うに，データセンター内のルーチングプロトコルを
BGPのみで構成することにより，大規模でありながら
運用しやすいネットワークを実現している．

3 ロードバランサ

3.1　ロードバランサの位置付けとその課題
ロードバランサ（LB：Load Balancer）はクライア

ントとサーバ間の通信経路上に設置され，その名が示す
とおりクライアントからのトラヒックを複数のサーバに
振り分ける役割を持つ．また，問題が発生したサーバを
振分け対象から自動的に除外することでサービスを継続
する役割も持つ．Webサービスのインフラにおいては，
インターネット側から流入するアプリ・ブラウザ由来の
トラヒックに加え，データセンター内のアプリケーショ
ン間通信もその多くが何らかの形で LBを経由する．そ
のため，LBはWeb サービスを提供する上で非常に重
要な構成要素の一つである．
LINEのようにオンプレミス環境でインフラを構築す

る場合，LBも事業者自身で構築・運用する必要がある．
一般に LBを構築するにはアプライアンス製品を購入す
る方法のほか，LVS(2) や HAProxy(3)，Nginx(4) といった
ソフトウェアを使用する方法がある．LINEにおいては
2011 年のサービス開始当初から主にハードウェアアプ
ライアンス製品を使用しており，後述する新しいアーキ
テクチャを採用する一方で，現在も用途に応じてアプラ

図1　LINEのデータセンターネットワークトポロジー
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イアンス製品を活用している．いずれの手段を採る場合
でも，LINEのようなメッセージングサービスを主体と
したWebサービスで LBを運用する場合，二つの点を
考慮する必要がある．
1点目はセッション管理の点である．LBはクライア

ントからの同一TCPコネクションやHTTPリクエスト
を同一のサーバに振り分け続けることで通信を成立させ
る．これを実現するため，一般的な LBはセッション
テーブルと呼ばれる情報を内部に保持しており，接続元
クライアントと振り分け先サーバの対応関係を管理す
る．スマートフォンや PCにインストールされた LINE
アプリはリアルタイムなメッセージのやり取りを実現す
るため，クライアントとサーバ間で常にコネクションを
確立したまま維持する．したがって，LBはそれらを保
持できるだけのセッションテーブルを持つ必要があり，
そのメモリサイズが問題となり得る．
2 点目はトラヒックパターンが多様な点である．

LINEアプリからのコネクションを終端するゲートウェ
イサーバやアプリ内でやり取りされる動画像を配信する
オブジェクトストレージといったメッセージングコア
サービス群は，多数のクライアントからの大量のトラ
ヒックを処理することが求められる．一方で，最近のマ
イクロサービスという言葉に代表されるようにサーバサ
イドで稼動する比較的小規模なアプリケーションも増え
続けている。後者のアプリケーションの場合，パフォー
マンスよりはアプリケーションの運用を支援する付加機
能がLBに求められる傾向がある．
これらの点は LINEのサービス拡大とともに徐々に表

面化し，2015 年頃はこれらに起因する障害が数回発生
するなど，その改善が喫緊の課題となっていた．最終的
に LINEでは LB全体のアーキテクチャを刷新し，なお
かつそれを構成する一部のコンポーネントを自身で開発
することで課題を解決することを選択した．

3.2　アーキテクチャ刷新と内製L4LBによる課題解決
アーキテクチャの面では N+1かつ複数階層構成を採

用した（図 2）．従来のアプライアンス製品は 1台の機
器に多くの機能が搭載されており，それをアクティブ
ノードとスタンバイノードの 2台 1 組で冗長化する
1+1 式が主流であった．一方，今回採用したアーキテ
クチャは機能ごとに階層を分割した上，各階層で必要な
キャパシティを確保するのに必要な N 台に予備を加え
た N+1 台のアクティブノードで冗長化する N+1 方式
で構成している．これにより耐障害性やリソースの利用
効率が高く，なおかつスケールアウト・スケールインが
容易という特徴がある．このアーキテクチャは
Facebook(5) や Google(6) といった事業者で採用されて
いる．
図 2 に示す新アーキテクチャの構成要素のうち，

Layer4 LB（L4LB）は TCPレベルでパケットを処理す
る．一方 Layer7 LB（L7LB）は HTTP（S）レベルでリ
クエストを処理して適切な後続サーバへ負荷を分散す
る．L7LBはリバースプロキシとも呼ばれ，TLSの終端
やアクセスログの集約といったアプリケーション運用を
支援する機能を提供する．前述したメッセージングコア
サービス群は L4LB から直接パケットを受け取る，そ
れ以外の大部分の一般的アプリケーションは L7LBを通
してリクエストを受け取ることを意図しており，多様な
トラヒックパターンを支援している．
ここでは L4LB 部分についてその動作を簡単に述べ

る．L4LB とその前段の L3 スイッチは，２.で述べた
Clos ネットワークの特徴を活用し，ネットワークその
ものをロードバランサのように見立てている．L4LBは，
トラヒックを受け付けるVirtual IP（VIP）を L3スイッ
チに対して BGPで広報する．ここでN+1で構成され
た L4LB ノードはいずれも同一の VIP を広報する
（Anycast）ため，BGP ECMPの働きによりトラヒック
はおおよそ均等に各 L4LBノードへ配分される．L4LB
は受信したパケットの割振り先をコンシステントハッ

図2　新たに採用したロードバランサ構成の概要
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シュ（7）で決定する．これにより，セッションテーブル
を維持したり各 L4LBノード間で状態を同期したりせず
とも，コネクションが同一の割振り先に転送されること
を実現している．また，L4LB は L3 Direct Server 
Return（L3DSR）と呼ばれる，割振り先サーバからの
レスポンスが L4LBを通過せずに直接クライアントに送
信される技術を使用している．一般にWebサービスの
トラヒックはレスポンスサイズがリクエストサイズより
はるかに大きいため，L3DSR を使用することで L4LB
ネットワークインタフェースの帯域を節約している．
L4LB はソフトウェアで実装されており，eXpress 

Data Path（XDP）（8）を使用して自社で開発を行ってい
る．XDPは Linux カーネルに組み込まれている高速パ
ケット処理基盤であり，ネットワークインタフェース
カード（NIC）がパケットを受信した直後のドライバレ
ベルでパケットに任意の処理を適用できる（図 3）．
L4LBのようなソフトウェアであれば各プロトコルレイ
ヤの処理が不要なため，階層化・抽象化された通常の
ネットワークスタックを通過することで発生するオーバ
ヘッドの影響を受けることなく，その高速処理の恩恵を
受けることができる．L4LBを自社で開発することの利
点として，自社のサービスに必要な機能のみを内部実装
を完全に理解した上で実環境に適用できるため，不測の
事態に対応しやすい点が挙げられる．また，コードベー
スが小さく保たれたソフトウェアであるため，テストが
容易である点も大きな利点である．実際に LINEの環境
でもこの利点を生かして，L4LB開発プロセス内に自動
テストの仕組みを組み込んでいる．具体的には，L4LB
プログラムのコードに変更を加えると自動的にプログラ
ム単体の挙動試験と性能試験が実行され，その結果が開
発者に通知されるようになっている．冒頭で述べたとお
り LBは常に重要なコンポーネントであるが，このよう
な仕組みを通してその信頼性確保に取り組んでいる．
ここまで述べた新アーキテクチャ及び L4LBは 2017

年末頃から本格的にプロダクション環境で稼動してお
り，現在も改善を加えながらその適用範囲を拡大してい

る．２.で述べたClos ネットワークや４.で述べるオー
バレイネットワークの導入と併せて，ネットワークイン
フラに対する要求の高まりに応えている．

4 SRv6と
オーバレイネットワーク

従来 LINEの様々なサービスは同一のネットワークを
共有するシングルテナント環境で稼動していた．しか
し，金融サービスなど通常とは異なる要件を持つサービ
スも提供し始めたことで，シングルテナント環境では要
求を満たせない状況が出てきた．このような状況に対し
て今まではサービスごとに物理的にインフラ環境を構築
していたが，構築完了までに時間を要することでサービ
ス提供を迅速に行えなくなるという点が課題となってい
た．また，ネットワークが断片化することによってイン
フラエンジニアの運用負荷の増加も問題となっていた．
こうした問題を解決するため，LINE では共通の物理
ネットワーク上にサービスごとの要件に合わせたオーバ
レイネットワークを作成するマルチテナント環境を構築
した．このオーバレイネットワークはSegment Routing 
IPv6 （SRv6）と呼ばれる技術を利用している．Segment 
Routing(9) はソースルーチングの技術であり，SRv6 は
この Segment Routing を IPv6 ネットワーク上で実現
したものである．SRv6 ではパケットに Segment 
Routing Header（SRH）（10）と呼ぶ IPv6 ヘッダを付与
しカプセル化する．SRHにはパケットが経由するノー
ドのリストやパケットに適用される処理などの付加情報
が埋め込まれ，この付加情報に従って各ノードがパケッ
トを処理することでオーバレイネットワーク上で柔軟な
制御を行うことが可能になる．本章では SRv6を適用し
たオーバレイネットワークについて，ネットワーク構成
や実際のパケット処理を行うデータプレーンと，サービ
スの特性に合わせてパケットの処理ルールを制御するコ
ントロールプレーンに分けて紹介する．

図3　XDPによるパケット処理と通常のパケット処理の比較
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4.1　データプレーン
図 4に SRv6 データセンターネットワークの全体構

成とテナント間通信の通信経路を示す．図内の SRv6 
Domain が SRv6でカプセル化されたパケットが通信さ
れる領域となっており，SRv6 の Encap/Decap 処理は
SRv6 Node であるNetwork Node や Hypervisor で行
われる．SRv6 Node にはテナント単位でVRF（Virtual 
Routing and Forwarding） が 作 成 さ れ，SRv6 の
Encap/Decap ルールはこの VRF ごとに設定される．
Network Node は IPv4 ネットワークと IPv6 ネット
ワークの境界となっており，Network Node-A と
Network Node-B の 2 種類がある．Network Node-A
はインターネットへの通信や既存のネットワークとの境
界である．また，テナント間で通信をする際もこの
Network Node-A を中継してファイアウォールや IDS
（Intrusion Detection System）などの機能を持つNFV
（Network Function Virtualization）を経由してから
SRv6 Domain に戻る．Network Node-B はテナント内
のリソースではあるが，VM（Virtual Machine）とし
てHypervisor に収容することが難しいサーバのために
Encap/Decap 処理を行っている．SRv6 Node 間の通
信は２.で紹介したClos ネットワークを介して行われ
る．このClos ネットワーク内のネットワーク機器では
SRv6 の処理は行わず IPv6 パケットの転送のみを行っ
ている．
次にテナント間通信の例として，テナントAに所属

するVM1からテナントBに所属するVM6へ通信を行
う場合の動作を説明する．VM1が VM6宛にパケット
を送信すると，そのパケットを受け取ったHypervisor1
で Encap 処理が行われる．このとき付与される IPv6

ヘッダの宛先アドレスはNFVを経由する必要があるた
め，Network Node-A のアドレスとなる．そして，
Clos ネットワークを通ってNetwork Node-Aにパケッ
トが到着すると，Decap 処理が行われ，IPv4 パケット
としてNFVへ送られる．NFVを中継してパケットが
再びNetwork Node-A に戻ると，本来の宛先である
VM6を収容しているHypervisor3 宛へ Encap されパ
ケットが送信される．Hypervisor3 にパケットが到着
後Decap 処理が行われ，実際のパケットがVM6に届
く．以上がテナント間通信の流れとなる．

4.2　コントロールプレーン
4.1では LINEの SRv6ネットワーク基盤を実現する

ためのデータプレーンの実装について紹介したが，この
章では SRv6 データプレーンを実現するためのコント
ロールプレーン実装について紹介する．IETF では
Segment Routing のコントロールプレーンについて幾
つかの提案がされているが，LINEの SRv6 ネットワー
ク基盤ではOpenStack Neutron（以下，Neutron）を
SRv6 の コントロールプレーンとして用いた．
OpenStack(11) は IaaS 基盤を実現するためのオープン
ソースソフトウェアであり，世界中のプライベートクラ
ウドで導入実績がある．LINEのプライベートクラウド
サービス LINE Verda でもOpenStack が利用されてお
り，LINEのプライベートクラウド上では仮想計算機コ
ントローラであるOpenStack Nova が仮想計算機を作
成し，仮想ネットワークコントローラであるNeutron
がこの仮想計算機に仮想ネットワークを提供している．
そのほかにも利用しているOpenStack コンポーネント
が存在するが，ここではNeutron について焦点を当て

図4　テナント間通信の通信経路
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て説明を行う．Neutron はユーザの仮想計算機に仮想
ネットワークを提供するために，様々な仮想ネットワー
クコントローラアプライアンスと連携できるプラグイン
機能を備えている．プライベートクラウド基盤を管理す
るオペレータは，その基盤のネットワーク要件を満たす
仮想ネットワークコントローラを選択し，ユーザの仮想
計算機に必要な仮想ネットワークを提供することができ
る．しかし，今回のネットワーク要件である SRv6デー
タプレーンを提供できる仮想ネットワークコントローラ
は存在しなかったため，我々が独自に SRv6 用の
Neutron プラグインを開発した．
我々が開発した SRv6 Neutron プラグインは主に三

つの機能によって SRv6 データプレーンを実現してい
る．一つ目は，コントローラノードでユーザに対して
API を提供する neutron-server を拡張し，SRv6 専用
のリソースとAPI を追加している．これにより，ユー
ザの仮想計算機の通信に必要となる SRv6のルールを保
持し，またその API によって任意の SRv6 の Encap
ルールを仮想計算機に割り当てることも可能となる．二
つ目の機能は，仮想計算機が動作するコンピュートノー
ドで仮想計算機に対して仮想ネットワークを提供する
neutron-agent だ．我々が SRv6用に開発したneutron-
agent は仮想計算機に対して設定すべき SRv6のルール
に基づいて，仮想計算機が接続する VRF と SRv6 
Encap ルール，SRv6 Decap ルールをコンピュートノー
ドで設定する．これにより，仮想計算機の通信はVRF
でほかのテナントの仮想計算機と通信が隔離され，
SRv6に基づいたオーバレイネットワーク上を流れるこ
とが可能となる．三つ目は，ネットワークノード上で動
作し，仮想計算機の SRv6 通信を IPv4 通信に変換する
機能を提供する gw-agent である．この gw-agent は複
数のOpenStack クラスタ上で動作する全仮想計算機宛
の SRv6 Encap ルールを管理し，またそれらの仮想計
算機がネットワークノードを介して仮想ネットワーク外
と通信するための SRv6 Decap ルールと IPv4ルーチン
グを管理している．これにより，仮想計算機は SRv6を

サポートしていないネットワークに対しても通信が可能
となる．これら三つの機能を提供するneutron-server，
neutron-agent，gw-agent によって LINEの SRv6ネッ
トワーク基盤は実現されている．
次に，これら三つの機能の動きを説明する．図 5は，

三つの機能neutron-server，neutron-agent，gw-agent
がどのように動作するかを示している．OpenStack 
Nova によって仮想計算機が作成された後に，この仮想
計算機に対してどのように SRv6プラグインが SRv6の
設定をしていくかを説明する．ユーザはあらかじめ，仮
想計算機に設定する仮想ネットワークの情報（network，
subnet，port 等）を neutron-server を介して作成して
おく必要がある．仮想計算機が作成された際に，
neutron-agent はこの仮想計算機の NIC に相当する
tap デバイスが作成されたことを検知し，前述のユーザ
が作成した仮想ネットワークの情報（port 情報）を
neutron-server に問合せを行う．neutron-server は
neutron-agent に対して問合せがあった仮想計算機の
port 情報を返却する，この port 情報には仮想計算機の
ための SRv6 ルールやVRFの情報が含まれている．こ
の情報を元にneutron-agent は仮想計算機のための tap
情報を更新し，VRF を作成し，そして SRv6 Encap/
Decap ルールを設定する．また，これと並行して
neutron-server は etcd に対して，仮想計算機の情報と
この port 情報を保存する．Network node で動作する
gw-agent は etcd 経由でこの情報を取得し，Network 
node 上にこの仮想計算機が外部ネットワークと通信す
るためのVRF と SRv6 Encap/Decap ルールを設定す
る．2019 年現在，この SRv6 基盤はプロダクション環
境で運用されている．今後は、今回の実装で明らかに
なったオーバレイネットワークにおけるパフォーマンス
の観点やコントローラ実装におけるスケーラビリティの
観点に着目して，この SRv6 基盤の改良を実施してい
く．

②port情報の
　問合せ

③データを追加

④データを取得 ⑤VRF作成し SRv6 Encap/Decapルール設定

①tap検知 ⑥tap設定 ⑦VRF作成と設定
⑧SRv6
　Encap/Decap
　ルールの設定

図5　OpenStack Neutron の動作
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5 おわりに
本稿では LINEの大規模なサービスを支えるデータセ

ンターネットワークと，そこで利用される技術について
の解説を行った．誌面の都合で各要素技術の基礎的な解
説は省略した．後半で紹介した SRv6を用いたオーバレ
イネットワークも，本稿執筆時点で間もなく商用環境へ
の導入が行われる段階であり，今後はパケットをより高
速に処理するための実装などを検討している．LINEで
はほかに導入事例がない先端技術も積極的に取り入れ，
国内最大級の規模を誇るサービスの運用に生かしてい
る．
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1 はじめに
テレビや新聞などマスメディアからの発信を受け取

るだけであった情報の流れは，インターネットの普及に
伴い出現した電子掲示板やブログなどにより，誰もが情
報を発信でき，興味のある情報を探して閲覧できるよう
になった．このように誰もが情報の発信・閲覧ができる
ものをソーシャルメディアと呼ぶ．この新しいメディア
は利用者間のつながりによる新しいコミュニケーション
を実現し，それに伴い新しい流行や単語，文化などが生
み出されている．また，ソーシャルメディアの一つとし
て，LINEや Twitter などコミュニティ型のソーシャル
ネットワークを構築して利用者間のコミュニケーション
を支援するサービスが出現した．これは SNS（Social 
Networking Service）と呼ばれ，閲覧者を友人やグルー
プ参加者だけに限定することができるため，チャット
ツールや私的な連絡手段として普及してきている．
近年ではTwitter を使ったマーケティングやリアルタ

イムの投稿を活用した電車の遅延情報サービスなど，企
業もこれを一つのメディアとして活用するようになって
きた．しかし，このソーシャルメディアでは多くのトラ
ブルが発生することも知られている．そこで，本稿では
SNSを中心にLINEで起こる誤解の原因やTwitter 炎上
といった身近に起こる可能性のあるトラブルについて解
説する．

2 身近なトラブル
電子メールでのコミュニケーションの頃から言われ

ていたことだが，文章のみではニュアンス（話し手の意
図）が伝わらないという問題がある．特に LINE や
Twitter などの SNS では，投稿できる文字数に限りが
ある．加えて，気軽に投稿ができるようになっているた
めか，リアルタイム性が重要視される傾向にある．その

結果，投稿文書は様々な情報が省略されるようになり，
ニュアンスが伝わらないだけでなく，反対の意味に受け
取られたりする危険性を含むようになった．このような
「SNSならでは」のトラブルについて紹介する．

２.１　一意にならない文
SNS のトラブル事例として，発言者の意図がうまく

伝わらない場合がある．例として，図 1に投稿文が一
意にならず誤解を与えてしまう例を示す．この例では，
Aはかわいいという同意を得たくて「かわいくない」
と発言しているのだが，Bにはその意図は伝わらず，否
定の意味として捉えて対応してしまっている．
LINEでのトラブルの事例として「かわいくない」「な

んで来るの」は頻出である．両者の共通点はそれ単体で
文意が一意に決まらない点であるが，この原因は省略に

A

B

A

A

B

写真

これかわいくない

なんでよ
もうきかない

そうだね
ちょっと変かな

ちょっとまって
何怒ってんの？

図1　一意にならない文により誤解が生じた例

264 通信ソサイエティマガジン　No.52  春号 2020

小特集 ＳＮＳを解き明かす

ⓒ電子情報通信学会2020

解　説

ソーシャルメディアのリスク

 

 岸本頼紀　Yorinori Kishimoto　東京情報大学



ある．本来であれば「かわいくない」は「かわいくない
ですか」という否定疑問文の省略である．「なんで来る
の」も「交通機関は何を使って来るのですか」の省略で
ある．これが会話であればニュアンスが伝わる場合も多
いだろうが，文章ではそのニュアンスが伝わりにくい．
このトラブルを避けるためには「文章によるコミュ

ニケーションは会話とは違う」ということを意識する
ことである．手紙を書く場合はより丁寧な言葉で誤解
を与えないよう注意するだろう．これを SNSでも実施
することで誤解を与えにくくできる．
ただ，丁寧な文章を「よそよそしい」と感じる場合

もあるだろう．そんな関係の場合でも否定疑問文の使
用は極力避け，肯定疑問文にすれば誤解を生じにくく
なる．「これかわいくない」ではなく「これかわいいよ
ね」にすれば，疑問文か肯定文か不明であったとして
も，少なくともネガティブな表現にならないためトラ
ブルを軽減できるだろう．

２.２　見えない文脈
LINE や Twitter などの SNS では，リアルタイムに

情報が更新される．この問題として時間経過で情報が
隠れてしまうことがある．頻出な例を図 2に示す．図 2
ではA，Bのやり取りにCが加わったものだが，本例

の SNSでは LINE などの仕様と同様なので，Cが参加
した時点でそれ以前のA，Bの会話は見えない．A，B
からすればそれまでの文脈が見えているから「なんで
来るの」が「交通機関は何を使って来るの」という意
味だと分かっているのだが，Cからすればその部分は見
えないため「なんで来るの」が「あなたがなんで来る
の」という意味と捉えてしまう．
これは新規に参加した場合だけではない．多人数のグ

ループであったり発言が活発だったりすると，以前の
情報を見落としてしまい同様のトラブルになるケース
もある．
このような問題に対して注意すべき点は二点である．

一つは「発言前に今の話題を読み返す」ことである．
これは当たり前にやっていることだろうが，急に名指
しで回答を求められたりすると返事を焦ってしまい，
話題の確認がおろそかになってしまうこともあるだろ
う．もう一つは「分からないことは聞く」ことである．
文字のみのコミュニケーションではニュアンスが伝わ
りにくい．この問題に対しての一つの答えが「分から
ないことは聞く」である．不明な点はきちんと確認を
することで，誤解をなくすことができる．SNSはコミュ
ニケーションツールである．何度かやり取りをするこ
とで意図が正しく伝われば，より円滑なコミュニケー

B

A

A

B

今から買い物行かな
い？

バス

いいよ
何でいく？

わたしはチャリで行く

A

B

Cも呼んでいい？

いいよ

Cが参加しました

A Bと買い物行くけど
Cもくる？

C
行く！

B
Cはなんでくるの

C
じゃあいかない

Cが参加しました

A Bと買い物行くけど
Cもくる？

C
行く！

B
Cはなんでくるの

＜AとBが見えている情報＞ ＜Cが見えている情報＞

今までのやりとりは見えない

C
じゃあいかない

図2　流れが見えない例
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ションが実現できるだろう．

２.３　個人チャットもSNS
LINEのトラブル事例として「個人会話のスクリーン

ショットを別のグループで公開された」とか「個人で
公開していた写真を別のグループで公開された」といっ
た，情報を他のコミュニティに公開されるというもの
がある．図 3に LINE などのチャット型 SNSのつなが
り方の概念図を示す．注意してほしいことは，二人の
みでの会話であったとしても，その相手は別のコミュ
ニティとつながっている点である．投稿は電子情報で
あるがゆえに容易に転載ができるため，それが他者の
目に届く可能性が常にある．ネットいじめとして挙げ
られる事例では，個人的なやり取りで気に入らない発
言をしたログをコピーしてクラス全体で共有し，やり
玉に挙げるといったものである．これも個人的なやり
取りでも相手を介して別のコミュニティにつながるこ
とに注意がいかないことに起因する．特に前述の誤解
を与える文章が元になり，これが全体に拡散されてい
じめに発展する事例もある．発言する場合は，たとえ

個人的な会話であっても全体に拡散されるリスクを意
識して投稿すべきである．

3 Twitter 炎上

３.１　炎上の概要
Twitter のトラブルとして「炎上」と呼ばれる現象が

ある．炎上とは，違法行為や迷惑行為など不適切と感
じられる投稿に対して，これを閲覧した者による非難・
中傷のような発言が殺到して収拾がつかなくなること
である．
この炎上には幾つかの段階がある．炎上の段階を図 4

に示す．SNS に限らずソーシャルメディアの炎上は，
まず投稿内容について閲覧した誰かがこれを「悪だ」
と定義してリツイートなどで情報の拡散を行う．やが
てこの拡散範囲が他の SNSや電子掲示板などに広がり，
より多くの人の目に留まる．この辺りの段階から，他
の投稿内容などから個人情報を特定されて公開された
り，炎上の経緯や内容についてのまとめサイトが作成

BAC

＜Bのコミュニティ＞＜Cのコミュニティ＞

BとCのコミュニティはAを介してつながっている

図3　つながり方のイメージ

①不適切な投稿をす
る

②リツイートなどSNS
で情報が拡散される

③発言したSNSだけでなく、匿名掲示板や他の

ソーシャルメディアでも情報が拡散される。
「まとめサイト」など炎上をまとめた記事が掲
載される

④マスメディアなど大規模なメディアでも取り上げられて情報が拡散し
ていく

SNS内 他のネットメディア
テレビなど

大手メディア

＜炎上の拡散先＞

発 端

小規模な炎上

炎 上

大規模な炎上

図4　炎上の段階
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される．場合によってはこの個人情報から職場や学校
などへの問合せや投稿者自身への嫌がらせなど実生活
にまで影響が及ぶ．そして，これらの事件をテレビな
どの大手メディアが特集し，更に多くの人に知られる
こととなる．

３.２　社会の広がりが炎上を生む
炎上のトリガとして誰かに「悪」と感じられる投稿

をしてしまうことがある．しかし，誰も悪意のある投
稿をしているわけではない．これこそがソーシャル（社
会）メディアの特徴である．すなわち，自分が置かれ
ていた社会がソーシャルメディアを介して異なる価値
観の社会に広がったことに起因する問題である．
例えば，飲食店でのアルバイトがコンビニのアイス

クリームケースに入った画像を投稿して炎上したのは
有名な話である．推測ではあるが，投稿時点では彼に
とって「アイスクリームケースに入る行為」というも
のが「悪」であるという認識はなかっただろう．彼の
日常における社会においてそれは「いたずら」であり，
仲間内で面白がる範囲内の行為としての認識だったと
考えられる．それは，彼らの閉じた社会内であればそ
れは「面白い」で済まされた話だったかもしれない．
しかし，それがソーシャルメディアを介して別の社会
へ公開された．この広い世界の常識ではそれを「悪」
と定義する場合が多い．その結果，それを「悪」とさ
れて炎上に発展する．

３.３　誰が炎上させているのか
アイスクリームケースに人が入った画像を投稿した

炎上事件について調査した文献によると，不適切な投
稿に対して非難や批判的な返信をした者のうち 51％が
「間違ったことをしていることが許せなかったから」と
いう理由で投稿をしている（1）．その他の理由として「ス
トレス解消になるから」が 5％，「いろいろ書き込むの
が楽しいから」が 16％と娯楽目的での書込みは 20％で
あった．
この結果から推測されることは，炎上とは悪意のみ

で行われるものではないことが分かる．約半数の者が，
悪に対する正義の鉄槌として炎上させているのである．
炎上のトリガを「悪」と感じられると書いたのはこれ
が理由でもある．
では，何をもって「悪」と判断するのかということ

は難しいところだが，強いて言うならば「批判的な返
信をした者の社会で悪と判断されること」であろう．
例えば，「cultural appropriation（文化の盗用）」によ
る炎上などがある．海外のアーティストが他国の文化
にインスパイヤされた衣装を着たところ，文化の盗用

で不適切だと炎上したりする事例がそれである．当然
のことながら本人は良かれと思いやっていることであ
るし，インスパイヤされた国民を含めてそれを良しと
する者も少なくない．しかし，これを「悪」と認定す
る者は自身が所属する社会の正義に基づいてこれを炎
上に導くのである．

３.４　炎上の見た目と実際
炎上すると大量の拡散投稿がされるため，非常に不

安になるかもしれない．しかし，実際に炎上に加担す
る者の数は意外と少ない．調査報告によると炎上に関
する投稿を行った者のうち「過去１年以内に書き込ん
だことがある」とする者は 0.5％だそうである（2）．なら
ばなぜ，多数の批判が集中するのかという問題がある．
これはサイバーカスケードとよばれる現象である．
インターネット上のコミュニケーションでは，同じ嗜

好や考え方を持つ者同士が結び付きやすくなる．このよ
うな環境下においては主流でない意見は排除され，より
極端な意見に全体が流れる．この結果，一部の極端な意
見が全体の意見のように大量に投稿されるのである．実
際に芸能人のスマイリーキクチが数年間ネット炎上し続
けた事例では，主犯格は16名だったそうである（2）．
また，小規模な炎上であれば通常 1～2週間程度で収

まると言われている（3）．炎上参加者の人数は少数である
ことが多いため，次のターゲットが見つかるとそちら
の方に注力するために炎上が収束していく．このため，
一瞬大きく炎上するが，短期間で収束する場合も多い
ことも特徴である．

３.５　炎上の予防
Twitter などの炎上を予防することは難しい．それは

前述のとおり文化や思想の違いで炎上が発生してしま
うからである．これを予防する方法としては次のよう
な対策が提案されている（1）,（2）．

（1）注意すべき話題は避ける
次の話題の発言には注意すべきであると言われている．
・金銭，教育，学校など格差を感じさせる話題
・ 政治，スポーツ，オタク文化など熱心な人がいる話題
・性別など型にはめようとする話題
これらの話題は特に複数の意見を含みやすい．異なる

意見について一方を持ち上げると他方にたたかれること
は容易に想像できるだろう．このため，この辺りの話題
は注意すべきだと言われている．

（2）発信時の姿勢に注意する
炎上しやすい発信のスタイルとして「批判的」，「上か
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ら目線」であることが指摘されている (2)．またこれに加
えて「不確かな情報を発信しない」，「個人情報や著作権
侵害の発信をしない」なども提案されている (1)．これら
から分かるように，発信は謙虚に行うべきである．発信
する情報は正しい情報なのか，誤解を生むような表現は
していないか，そして閲覧者が不快になるような表現で
はないかという 3点について注意し発言することで，
炎上のリスクを軽減できると考えられる．

（3）誤送信をしないようにする
Twitter などで複数のアカウントを利用している者も

少なくないだろう．炎上の事例でしばしば目にするの
が，「裏アカウント」（匿名性を生かして際どい発言など
をするためのアカウントなど）用の投稿を通称「本アカ
ウント」（本名で登録していたりする良識的な発言をす
るためのアカウントなど）で発信してしまう「誤爆」が
元で炎上する事例である．同様の事例として LINEでも
グループや個人に投稿しようとした内容を別のグループ
や個人宛に投稿してしまう場合もある．LINEなどであ
れば，閲覧者が限定されているため拡散が限定される
が，全体公開しているような Twitter アカウントの場
合，炎上に発展する恐れがある．これを防ぐ方法とし
て，１端末には１アカウントだけとしておくことで誤投
稿を防ぐことができる．特に企業で SNSを活用する場
合はこのような対策をすべきである．しかし，この方法
は個人で行うには予算や環境の問題もあり現実的ではな
い．その場合は，投稿するアカウントが何なのかを常に
気をつけなければならない．送信する場合は内容だけで
なく，どのアカウントで投稿するのかについても注意す

べきである．

（4）アカウント連動に注意する
最近は様々なサービスにTwitter や Facebookといっ

た SNSのアカウントをひも付けして利用するユーザが
多い．サービスを一元管理できる点は便利なのである
が，炎上対策としては非常に問題である．なぜなら，炎
上したアカウントに関連付けられた他のサービスを探っ
て個人情報を得ることができるからである．実際に炎上
したTwitter アカウントからFacebook のアカウントを
たどって個人情報を特定した事例もある．炎上した場合
の予防として，過度なアカウント連携には注意すべきで
ある．

３.６　炎上してしまったら
注意をしていても炎上してしまうことがあるだろう．

この場合の対応の枠組みを図 5に示す．
まず炎上の規模を確認する．SNS上だけの炎上なの

か，電子掲示板に転載されているのか，個人情報が特定
されてまとめサイトが作成されているのかなど，炎上の
段階を把握すべきである．その上で，「無視するのか」，
「謝罪するのか」，「反論するのか」を選択する．ただし，
反論するという選択肢は更に炎上を悪化させることも多
いので，よほど思うところがない限りはお勧めできない．
炎上が小規模であれば収束するのを待つのが一般的

な対処法である．前述のとおり，実際に炎上活動をして
いる者はごく一部であり，期間も 1～2週間程度である．
無視し続けるか，謝罪投稿をしてから無視し続けること
で炎上が収束するのを待つという方法である．

炎上の発覚

争点を分析

無視する 謝罪する 反論する

状況を確認する

アカウントを削除

アカウントを非公開

炎上継続

炎上収束

利用継続

解決しそ
うにない

解決しそう
にない（深
刻な場合）

図5　炎上対応の枠組み
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それでも炎上が続き収束しそうにない場合には，アカ
ウントを非公開設定にしたり，アカウントを削除してし
まうこともできる．ただし，電子掲示板やまとめサイト
に炎上の経緯がまとめられている場合は，アカウントを
削除したとしても情報がWeb上に残り続ける．
また，大規模炎上になり個人の特定や実生活に対して

の障害が発生する場合は，警察などに相談してしかるべ
き対応をしてもらう方がよい．ただ，そこまでの炎上は
よほど社会的に問題がある投稿でなければ発生はしない．
日々注意していれば避けることができると考えられる．

4 SNSに潜む犯罪
SNS のリスクとしてコミュニケーション中心の話を

してきたが，SNSに潜む犯罪についても紹介しておく．
SNSを利用しているとこれらの犯罪を見掛けることも
あると思われるが，不用意に近付かないように注意して
頂きたい．

４.１　隠語による違法物の取引
大阪府で中高生が大麻所持で検挙された事例では，売

買のやり取りを LINEを経由して行っていた．この少年
は知人の紹介で大麻の販売人と SNSの関係登録を行い，
商品の注文や受渡しの連絡をしていた．また，Twitter
上では「草」，「氷」などの隠語で違法薬物を表し販売を
うたうアカウントも少なくない．SNSでは匿名性を維
持したまま簡単に連絡が取れることから，これを利用し
た違法薬物の売買が増加してきている．

４.２　SNSアカウントの乗っ取り
最近は報告数が減少してきたが，SNSのアカウント

を乗っ取る犯罪はいまだ横行している．有名なところで
は LINEアカウントの乗っ取りがある．例えば，知人の
アカウントから「GooglePlay カード買ってきて，コー
ドの画像を送って」という連絡が入ったとしよう．この
場合はその知人のアカウントは他人が不正にアクセスし
てなりすましをしているものと判断してよい．悪意のあ
る者が金銭を得る目的でアカウントを乗っ取り，
GooglePlay のコードを不正に入手しようとしているの
である．

４.３　アカウントを人質にする
アカウント乗っ取りと手法はよく似ているのである

が，それを使ってなりすますのではなく，アカウントを
人質にとり本人に身代金を要求するという手口もある．
トルコの事例では，Instagramを活用している有名な写

真家のアカウントが乗っ取られ身代金を要求されたとい
う事件があった．この例以外でも悪質なものとしては，
乗っ取ったアカウントに保存されている登録情報やプラ
イベートの画像，個人的な投稿情報から，電話番号や住
所などを割り出して，電話や個人のメールアドレスに
「プライベートな内容を公開するぞ」といった脅迫をす
るなどの被害も出ている．

４.４　犯罪者の募集や連絡にSNSを活用
匿名性の高い SNSは犯罪者にとって都合が良い．こ

れはサイバー犯罪者だけとは限らない．例えばセブンペ
イが中止に追い込まれた不正利用事件では海外の犯罪組
織が関わっていたと言われている．この事例では，実行
犯への連絡手段が中国の SNSであったことが確認され
ている．ほかにもテロ組織 ISIS がメンバー募集などに
SNSを利用していたり，空き巣の集団が SNSを利用し
て連携をとっていた事例もある．SNSの匿名性と利便
性は犯罪者にとっても便利な道具として活用されている
のである．

5 おわりに
SNS は今までのコミュニケーションから新しいコ

ミュニケーションへと社会を変化させた．その結果，利
用者に対してはこれまでのコミュニケーションとは違う
リスクが発生するようにもなった．本稿ではこれらのリ
スクについて解説したため，SNSの利用に恐れを感じ
てしまったかもしれない．しかし，現在のコミュニケー
ションにおいて SNSの利用は不可欠といってもよい状
況にあり，これを避けて通ることはできない．
SNSはツールである．これを正しく使えれば便利で

あるし，危険な使い方をすれば相応のリスクを負うこと
となる．SNSの利用にはそのリスクをよく理解し，こ
の便利な道具を使いこなして頂きたいと思う．
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1 SNSをめぐる法的問題
「SNSを解き明かす」という小特集のうち，「SNSと
法制度」というお題を頂いた．さて，これは困った．
SNSはユーザの表現行為の塊であって，これをめぐる
法制度を議論するということは，取りも直さず，表現行
為全般についての法制度を議論するということになる．
表現の自由（憲法 21条）は近代立憲主義憲法の中でも，
民主主義を支える最高の価値を有する基本的権利であっ
て，これを丸ごと説明するというのは，一介の実務家で
ある筆者の能力をはるかに超えることとなる．
しかしながら，現実はシビアであり，事業者として

は，自社の従業員の SNS 上の言動を理由に株価が下
がってもらっては困るし，さりとて，SNSを禁止し過
ぎて，生産性が下がるのも，また困るのである．そこ
で，本稿においては，読者の実務的ニーズに対応すべ
く，SNS上において，①法的問題になり得るユーザの
行為を整理するとともに，②事業者が SNSに関して制
定するガイドラインについての示唆を示すという，現実
的なアプローチを展開することとする．
なお，SNSの定義は，法令上は存在しない．総務省

は，一般向けの解説において「SNSは，ソーシャルネッ
トワーキングサービス（Social Networking Service）
の略で，登録された利用者同士が交流できるWebサイ
トの会員制サービスのことです．友人同士や，同じ趣味
を持つ人同士が集まったり，近隣地域の住民が集まった
りと，ある程度閉ざされた世界にすることで，密接な利
用者間のコミュニケーションを可能にしています．最近
では，会社や組織の広報としての利用も増えてきまし
た．」と解説しており（1），ひとまずはこの定義に従うこと
としよう．「SNS」という際には，一般的なブログサービ
スは含まれないことが多いようであり，SNSとブログ
サービス，動画像共有サービスなどを含み，「ソーシャル
メディア」とする用例が存在する（2）．もっとも，この例

で，「ソーシャルメディア」は「利用者同士のつながりを
促進する様々なしか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である」と説明されてお
り，「登録された利用者同士が交流できるWebサイトの
会員制サービス」という定義との相違は相対的である．
更に近年では，「デジタルプラットフォーム」ないし

「デジタルプラットフォーマー」への規制の文脈において，
「ICTやデータを活用して第三者に『場』を提供するデジ
タル・プラットフォーム（オンライン・プラットフォーム）
と呼ばれるサービスには，様々なものが含まれる．」とし
た上で，サービスの例の中で「オンライン・ショッピン
グ・モール，インターネット・オークション，オンライ
ン・フリーマーケット，アプリケーション・マーケット，
検索サービス，コンテンツ（映像，動画，音楽，電子書
籍等）配信サービス，予約サービス，シェアリングエコ
ノミー・プラットフォーム， ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス（以下「SNS」という．），動画共有サービ
ス，電子決済サービス等」として挙げられることもある
（下線筆者）（3）．いずれにせよ，「SNS」に該当すること
によって，すなわち，何らかの法的効果が生じるという
制度は存在しない．SNSの具体例としては，平成30年
版情報通信白書においては，Twitter，Facebook，
Instagramのほかは「その他のSNS（mixi など）」と整
理されている（4）．前三者はいずれも外国法人の運営にか
かるものであり，運営事業者が外国法人であることから，
行政処分等が及ばない，民事上の国際裁判管轄が及ばな
い等の問題があり，日本の事業者からはイコールフッティ
ングの問題が指摘されている．

2 法的問題になり得るユーザの
行為

これら，SNS上で法的問題となり得るユーザの行為
については，①他者の知的財産権を侵害する行為，②他
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者の人格権または人格的利益を侵害する行為，③他者の
①，②以外の個人的法益を侵害する行為，④社会的法益
の侵害等，①ないし③以外の行為，に分類できる．以下
では，具体的にその内容を見ていこう．

2.1　他者の知的財産権を侵害する行為
（a）著作権侵害

SNS 上でユーザが行うのは，大きく分類すれば，①
テキストによる表現と，②画像・動画像による表現であ
る．テキストによる表現にせよ，画像・動画像による表
現にせよ，自らの創作にかかるものであれば著作権法上
の問題は生じないが，SNS上の画像・動画像による表
現は，その多くが，他者が著作権・著作者人格権を有す
る態様で行われるため，著作権・著作者人格権侵害が問
題となる．具体的には，著作権者の許諾なく，他者に著
作権の存する画像・動画像を（そのまま）アップロード
した場合，複製権（著作権法 21条），自動公衆送信権
（同 23 条 1項），送信可能化権（同条同項）の侵害で
あって，著作権者からの差止請求（同 112条 1項），損
害賠償請求（民法 709 条）の対象となるほか，刑事罰
（著作権法 119 条，ただし親告罪．同 123 条 1項）の
適用もある．改変してアップロードした場合には，改変
の度合いに応じて，翻案権（同 27条）及び，二次的著
作物の利用に関する権利（同 28条）の侵害を構成する
ことがあり得る．リンクを張る行為だけでも，著作権侵
害になるかについては，いわゆるリーチサイトの規制と
関連して，様々な議論がある（5）．
要するに，SNS上で日々行われている，他人の著作

物をアップロードする行為は，基本的に違法であり，刑
事罰も存する．事業者の中には，自社の著作物につい
て，SNS上での利用についてのガイドラインを作成し，
公表するものもある．例えば，任天堂は「ネットワーク
サービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイド
ライン」（2018 年 11 月 29 日）を公表しており，SNS
等における任天堂の著作物の利用について，一定の範囲
であらかじめ著作権侵害を主張しないことを宣言すると
いう方法を採用している（6）．それ以外の場合は，SNS
上で行われている大量の著作権侵害については，単に，
権利者は権利主張ないし刑事告訴をしていないだけ，と
いうことになる．著作権（著作財産権）侵害以外にも，
著作者人格権についても，主として氏名表示権（同 19
条），同一性保持権（同 20条）の問題が生じ得る．
いずれにせよ，SNS上で，インターネットで適当に

ダウンロードしてきた画像・動画像をアップロードする
ことや，他者の文章を「コピペ」（コピーアンドペース
ト）して張り付けることは基本的に違法行為であるのみ
ならず，犯罪行為でもあり，単にこれらが放置されてい

るのは，権利者が行動していないだけということが大前
提であり，理解しておく必要がある．
ダウンロードに関しても，大要，違法なインターネッ

ト配信による音楽・ 映像を違法と知りながら複製する
ことについては，私的使用目的でも権利侵害であるとさ
れ（同 30 条 1項 3号），私的使用の目的であっても，
有償著作物等（市販のDVDとして販売されている映画
作品等）の場合には，著作権または著作隣接権を侵害す
る自動公衆送信を受信して行うディジタル方式の録音ま
たは録画を，自らその事実を知りながら行って著作権ま
たは著作隣接権を侵害した場合には刑事罰が科せられる
（同法 119条 3項，ただし親告罪）．SNS上の音楽・動
画像を安易にダウンロードした場合には，理論上は，権
利者からの権利主張や，刑事事件化があり得るというこ
とになる．もっとも，ダウンロード行為に対する民事的
な請求や，刑事事件については確認されておらず，現時
点では抑止力を与えるにとどまっている．なお，いわゆ
る「海賊版サイト」の問題と関連し，ダウンロード違法
化・刑罰化をあらゆる著作物に広げようという議論が存
在する．一度は各界からの極めて強い反対により，立法
化が取り下げられたが，2020 年の通常国会に向けて再
度立法化の動きがある（7）．
（b）著作権以外の知的財産権を侵害する行為

知的財産権には，著作権以外に，特許権，実用新案
権，商標権，意匠権などの産業財産権（工業所有権）も
存在するが，これらの侵害行為は「業として」行われる
ことが要件となっており（特許法 68条参照），一般の
ユーザによる投稿が侵害行為に問われることは基本的に
ない．商標権については，他者の商標について意見する
こと自体を制限する権利であるかのような誤解がみられ
ることがあるが，「商標的使用」（自他商品役務の識別機
能を発揮する態様での商標の使用）に該当しない場合の
権利行使を許すものではないことから（商標法 26条 1
項 6号）（8），基本的には一般のユーザによる投稿で問
題が生じることは考え難い．
（c）不正競争防止法違反

不正競争防止法（平成 5年法律第 47号）は，知的財
産権そのものを保護する法律ではないが，不正競争行為
を禁止することで，事業者間の公正な競争秩序を保とう
としており，知的財産権法の一種と捉えられている（9）．
産業財産権と同様，一般のユーザによる投稿が直ちに不
正競争行為に当たる例は多くないが，競争関係にある他
人について行われる場合であることを前提に，「競争関
係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知
し，又は流布する行為」（営業誹謗，不正競争防止法 2
条 1項 21号）などは問題となり得る（10）．なお，不正
競争行為の一部には，刑事罰も存在する．（不正競争防
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止法 21条．営業誹謗行為には存在しない．）

2.2　他者の人格権または人格的利益を侵害する行為
（a）名誉毀損，名誉感情侵害（11）

他人の人格権または人格的利益を侵害する行為の中
でも最も分かりやすいのが，名誉毀損または名誉感情侵
害である．名誉毀損については刑法上の名誉毀損罪（刑
法 230 条）が存在する．名誉毀損罪にせよ，民法上の
名誉毀損にせよ，保護法益は外部的名誉（社会的評価の
低下）であると考えられている．社会的評価が低下し得
るような表現であれば該当し，実際に社会的評価が低下
することまでは必要がない．名誉毀損罪の構成要件は，
「公然と事実を摘示し，人の名誉を毀損した」ことであ
る（刑法 230条）．これに対し，侮辱罪は「事実を摘示
しなくても，公然と人を侮辱した」ことが罪に問われる
もので（同法 231条），いずれも外部的名誉の侵害が問
題となる．名誉毀損罪の構成要件を基本として考えれ
ば，その要件は，①公然性，②事実の摘示，③社会的評
価の低下に相当するか，であり，民事上の名誉毀損の要
件も，故意が要求されない（過失でも成立する）以外は
ほぼ同様である．侮辱の場合は，②が事実の摘示ではな
くなる．誤解されやすいのは，真実であれば名誉毀損に
ならないのではないか，という点である．問題となるの
は「事実の摘示」であって，真実であるからどのような
表現も許されるというわけではない．
この点，刑法 230条の 2は，「公共の利害に関する事

実に係り，かつ，その目的が専ら公益を図ることにあっ
たと認める場合には，事実の真否を判断し，真実である
ことの証明があったとき」には，犯罪が成立しない（違
法性が阻却される）としており，民事上の名誉毀損に対
しても，①公共の利害に関する，②公益性，③真実性が
認められる場合には，抗弁が成立して，違法性が阻却さ
れるとされている．また，意見論評型の名誉毀損に対し
ては，「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明
による名誉毀損にあっては，その行為が公共の利害に関
する事実に係り，かつ，その目的が専ら公益を図ること
にあった場合に，右意見ないし論評の前提としている事
実が重要な部分について真実であることの証明があった
ときには，人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての
域を逸脱したものでない限り，右行為は違法性を欠く」
との抗弁（公正な論評の法理）が認められており（12），
やはり，違法性を阻却され得る．
いずれにせよ，SNS上で他者の社会的評価が低下し

得るような表現を行う際には，真実であると認められる
だけの裏付けを有していることが必要であり，また，単
なる私事にわたる事実では，公共の利害に関するものと
いえない，野次馬趣味によるものでは，公益性が認めら

れない，ということがあり得る．事実を示し意見論評を
行う際にも，人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評として
の域を逸脱すれば，違法性を有することもあり得る．
（b）プライバシー侵害（13）

人格権ないし人格的利益としてのプライバシー侵害
については，刑事罰は存在しないものの（14），民事上の
不法行為に該当することが認められている．古くは，
「宴のあと」事件において，①私生活上の事実または私
生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがら
について，②一般人の感受性を基準にして当該私人の立
場に立った場合公開を欲しないであろうと認められるこ
とがらであること，換言すれば一般人の感覚を基準とし
て公開されることによって心理的な負担，不安を覚える
であろうと認められることがらであること，③一般の
人々にまだ知られていないことがらであること，が要件
とされ，民事上の損害賠償請求が認められたのがリー
ディングケースである（15）．「私生活上の事実または私
生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることが
ら」については，近年は，比較的単純な個人情報につい
ても保護の対象とされる傾向にあり，早稲田大学江沢民
事件においては，「本件個人情報は，早稲田大学が重要
な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把握する
ため，学生に提供を求めたものであるところ，学籍番
号，氏名，住所及び電話番号は，早稲田大学が個人識別
等を行うための単純な情報であって，その限りにおいて
は，秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではな
い．また，本件講演会に参加を申し込んだ学生であるこ
とも同断である．しかし，このような個人情報について
も，本人が，自己が欲しない他者にはみだりにこれを開
示されたくないと考えることは自然なことであり，その
ことへの期待は保護されるべきものであるから，本件個
人情報は，上告人らのプライバシーに係る情報として法
的保護の対象となるというべきである．」とされている
し（16），ベネッセ事件においても，上記事件を引用して，
ベネッセの会員登録情報という個人情報について，「本
件個人情報は，上告人のプライバシーに係る情報として
法的保護の対象となるというべきであるところ（最高裁
平成 14 年（受）第 1656 号同 15 年 9 月 12 日第二小
法廷判決・民集 57 巻 8号 973 頁参照（16）），上記事実
関係によれば，本件漏えいによって，上告人は，そのプ
ライバシーを侵害されたといえる．」として保護の対象
となることを認めている（17）．
このように，SNS上で他者の私生活上の事実につい

て投稿した場合，比較的単純な個人情報に属する内容で
あっても，本人が非公開を望むような内容で，広く公開
されているとは言えないものについては，プライバシー
侵害であるとして，民事上の違法性を有することがあり
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得る．なお，インターネット上で一度公開されているか
らといってプライバシー性が失われるわけでは当然な
く，SNS上でプライバシーを侵害する記事・投稿を転
載した場合も違法性を有することがある点は注意が必要
である（18）．
（c）パブリシティ権侵害

パブリシティ権については，ピンクレディ事件最高裁
判決において，「人の氏名，肖像等（以下，併せて「肖
像等」という．）は，個人の人格の象徴であるから，当
該個人は，人格権に由来するものとして，これをみだり
に利用されない権利を有すると解される．（氏名につき，
最高裁昭和 58 年（オ）第 1311 号同 63 年 2 月 16 日
第三小法廷判決・民集 42 巻 2号 27 頁，肖像につき，
最高裁昭和 40年（あ）第 1187 号同 44年 12月 24日
大法廷判決・刑集 23巻 12号 1625 頁，最高裁平成 15
年（受）第 281号同 17年 11月 10日第一小法廷判決・
民集 59 巻 9 号 2428 頁各参照．）そして，肖像等は，
商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があ
り，このような顧客吸引力を排他的に利用する権利（以
下「パブリシティ権」という．）は，肖像等それ自体の
商業的価値に基づくものであるから，上記の人格権に由
来する権利の一内容を構成するものということができ
る．他方，肖像等に顧客吸引力を有する者は，社会の耳
目を集めるなどして，その肖像等を時事報道，論説，創
作物等に使用されることもあるのであって，その使用を
正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべ
きである．そうすると，肖像等を無断で使用する行為
は，①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品
等として使用し，②商品等の差別化を図る目的で肖像等
を商品等に付し，③肖像等を商品等の広告として使用す
るなど，専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的と
するといえる場合に，パブリシティ権を侵害するものと
して，不法行為法上違法となると解するのが相当であ
る．」として（19），「人格権に由来する権利の一内容」と
して保護されること及び，保護の要件が示された．法的
根拠について人格権または人格的利益と親和性が高い文
言が用いられているが，内容においては，肖像等を商品
等に付す，商品等の広告として使用する，等の要件が課
せられており，「商標的使用」に類する発想が見られる．
そうすると，SNS上で商業的価値を有する肖像（アイ
ドルの画像等）を投稿したとしても，撮影者の著作権の
侵害となる場合は考えられるとしても，ユーザ個人の投
稿がパブリシティ権侵害を構成するということは，基本
的に考え難いといえよう．
（d）肖像権侵害

顧客吸引力を有しない肖像についてはどうか．最高裁
は，刑事事件の判示においてであるが，「個人の私生活

上の自由の一つとして，何人も，その承諾なしに，みだ
りにその容ぼう・姿態（以下「容ぼう等」という．）を撮
影されない自由を有する」と認め（20），更に，「人は，み
だりに自己の容ぼう等を撮影されないということについ
て法律上保護されるべき人格的利益を有する（21）．もっ
とも，人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許
されるべき場合もあるのであって，ある者の容ぼう等を
その承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるか
どうかは，被撮影者の社会的地位，撮影された被撮影者
の活動内容，撮影の場所，撮影の目的，撮影の態様，撮
影の必要性等を総合考慮して，被撮影者の上記人格的利
益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえる
かどうかを判断して決すべきである．」として，民事上，
違法となり得ることを認めた（22）．最高裁判決では「撮
影することが不法行為法上違法となるか」のみが判示さ
れているが，「他人の肖像の使用が違法となるかどうか
は，使用の目的，被侵害利益の程度や侵害行為の態様等
を総合考慮して，その侵害が社会生活上受忍の限度を超
えるかどうかを判断して決すべき」として，投稿につい
ても同様に違法性が認められており（23），SNS上の投稿
においても，他者の肖像を無断でアップロードすれば，
その態様によっては，肖像権侵害を構成し得る．
（e）アイデンティティ権侵害

名誉毀損にも，プライバシー侵害にも，肖像権侵害に
も該当しないが，SNS上で誰かになりすます，という
行為についてはどうか．なりすました上で，当人の社会
的評価を低下させるような言動を行えば名誉毀損になり
得，当該者の肖像を盗用すれば，肖像権侵害や著作権侵
害を構成し得るが，いずれも認められない場合，という
わけである．このようななりすましについて，「アイデ
ンティティ権」の侵害であると主張されることがあり，
これに関して，「個人が，自己同一性を保持することは
人格的生存の前提となる行為であり，社会生活の中で自
己実現を図ることも人格的生存の重要な要素であるか
ら，他者との関係における人格的同一性を保持すること
も，人格的生存に不可欠というべきである．したがっ
て，他者から見た人格の同一性に関する利益も不法行為
法上保護される人格的な利益になり得ると解される．
もっとも，他者から見た人格の同一性に関する利益の内
容，外縁は必ずしも明確ではなく，氏名や肖像を冒用さ
れない権利・利益とは異なり，その性質上不法行為法上
の利益として十分に強固なものとはいえないから，他者
から見た人格の同一性が偽られたからといって直ちに不
法行為が成立すると解すべきではなく，なりすましの意
図・動機，なりすましの方法・態様，なりすまされた者
がなりすましによって受ける不利益の有無・程度等を総
合考慮して，その人格の同一性に関する利益の侵害が社
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会生活上，受忍の限度を超えるものかどうかを判断し
て，当該行為が違法性を有するか否かを決すべきであ
る．」として，抽象的には民事上違法になり得ると認め
た裁判例も存在する（23）．

2.3　 他者の，知的財産権及び人格権並びに人格的利益
以外の個人的法益を侵害する行為

（a）児童ポルノ
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（平成 11 年法律第
52号，児童ポルノ法）は，18歳に満たない児童の「性
交又は性交類似行為に係る児童の姿態」（同法 2条 3項
1号）や「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で
あって，殊更に児童の性的な部位（性器等若しくはそ
の周辺部，臀部又は胸部をいう．）が露出され又は強調
されているものであり，かつ，性欲を興奮させ又は刺
激するもの」（同 3号）の写真等である児童ポルノにつ
いて，所持，提供等に刑事罰を科しており（同法 7条），
SNS上でも投稿してはならないことは当然である．市
販の写真集でもこれに該当し得るものが販売されてし
まうことがあり，その場合は購入して画像をアップロー
ドしても児童ポルノ法違反を構成し得るため，注意が
必要である（24）．
（b）リベンジポルノ

リベンジポルノ法上の「私事性的画像記録」の提供，
公然陳列には刑事罰が科せられており（同法 3条），こ
れを SNS上に投稿してはならないことは当然であるが，
いわゆるまとめサイト等に投稿されているものを再掲
することやリンクすることも問題になり得る．

2.4　社会的利益を侵害する等の行為
そのほか，個人的法益に還元できないものとして，

①わいせつ物頒布（刑法 175 条）は当然違法であり，
②ヘイトスピーチについても，本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する
法律（平成 28年法律第 68号，ヘイトスピーチ解消法）
が制定されており，直ちに民事・刑事上の違法性を定
めるものではないものの，これを加味して民事上違法
であるとする裁判例も現れている（25）．③フェイク
ニュースの扱いは困難であるが，政府の研究会でも議
論が進められている（26）．

3 事業者における SNSについ
てのガイドライン

以上，SNS上法的問題となり得るユーザの行為は正に
多岐にわたるが，事業者としては，どのように対応すれ

ばよいのか．内閣人事局（旧総務省人事・恩給局）は
「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たって
の留意点」を定め，「手軽かつ即時に発信できるという強
みがある反面，熟考することなく発信してしまう利用者
が多いこと．」「一旦発信を行うと，インターネットその
他の情報通信ネットワークを通じて急速に拡散してしま
い，当該発信やアカウントを削除しても第三者によって
保存され，半永久的に拡散され続けるおそれがあること．」
等のソーシャルメディアの特性を挙げた上で，法令の遵
守や，職務時間中に発信を行わないこと等を定めている．
もっとも，職務時間中の投稿禁止は国家公務員の職務専
念義務によるものであるから，民間事業者でそのまま倣
うかは，各事業者で判断する必要がある．いずれにせよ，
同留意点を参考にするなどして，SNSないしソーシャル
メディアガイドラインを定め，多岐にわたる違法行為も
含め，教育，啓発することが必要であろう．

■ 文献
（1） 総務省，“国民のための情報セキュリティサイト”，

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
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9月 16日）．

（2） 総務省人事・恩給局，“国家公務員のソーシャルメ
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25年．
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（4） 総務省，“平成 30年版情報通信白書，”第 1部・第 4
章・第 2節（1）ソーシャルメディアの利用状況，平
成30年．

（5） 解釈論としては，例えば，壇　利光，板倉陽一郎，
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1 はじめに
コミュニケーションを媒介するメディアは，情報技術

のみならず，様々な社会的要因が複合的に重なる中で生
成する．そしてメディアの働きは，情報の「伝達」と感
情や思想の「共有」に大別できる．あらゆるメディアに
はこの二つの働きが混在している （1）．
このようなメディア論の視座に基づいて，SNSの現

代的特性を考察するのが本稿の目的である．その前提と
して，差し当たり次の 2点を指摘しておきたい．
第 1に，メディア史的知見の重要性である．「新しい

◯◯が△△を変える」という言い回しが，世の中にはい
ろいろとある．振り返ってみれば，Twitter が政治を変
える，Facebook が就活を変えるなど，新しい SNS が
登場するたび，このような物言いがあふれかえった．
もっとも，新しいメディアの「新しさ」を深く追究しよ
うと思えば，古いメディアとの比較を避けて通ることは
できない．新しいメディアをめぐる様々な現象に目を向
け，果敢に解釈や分析を試みることは重要だが，同時
に，目の前で起こっていることを近視眼的に捉えるので
はなく，過去の事例から学び，現在に生かすことが肝要
である（図 1） （2）．
そして第 2に，マスメディアとの相互作用を考察す

ることの必要性である．草創期の SNSは，個人による
情報発信に大きな価値が置かれ，マスメディアとは対比
的に論じられることが多かった．しかし本来，双方は重
層的な関係にある．例えば，現在では多くの政治家や企
業家が，SNSを通じて自ら情報を発信し，新聞やテレ
ビなどがそれを後追いで報じるようになった．テレビで
活躍する芸能人にとっても，SNSはファンと交流する
ための大事な手段になっている．
ところが，政治や経済に関する情報や言論などが

SNSで「伝達」され，あちこちで特定の政治思想や社
会的価値観などの「共有」が促されるようになったこと

が，社会の分断につながっているという見方もできる．
ここ数年の間に「フェイクニュース」や「ポスト真実」
といった問題が浮上したのも，伝統的なマスメディアや
ジャーナリズムの在り方に，SNSが多大な影響を与え
ていることに起因している．
そこで本稿ではまず，メディア史からの補助線とし

て，SNSによって実現している「常時接続社会」とい
うべき状況の成り立ちに目を向ける．インターネットや
モバイルメディアが普及する以前，具体的には 1980年
代以降の通信技術の革新が，接続指向のコミュニケー
ションを今日まで醸成してきた経過を概観する．
次に，近年におけるテレビと SNSの共振作用に着目

し，その課題について考察する．本稿では「共振」とい
う言葉を，相互影響ないし相互作用とほとんど同じ意味
合いで用いているが，まるで音響機器のハウリングのよ
うに，意図せざる結果として不安感や不快感が正帰還
（positive feed-back）するような影響関係に焦点を当
てているため，この言葉が適切であると考えている．
そして最後に，再びメディア史の知見を参照しつつ，

SNSをめぐるメディアリテラシーの在り方について展
望する．
なお本稿では，鍵括弧（「　」）を，資料からの引用，

発話や心情の表現，新出の語句などを表す場合に加え
て，一般的な語法とは異なる特殊な意味合いを含んでい
る語句に対して用いていることを，あらかじめお断りし
ておきたい．

2 「常時接続社会」の歴史的地層
̶前史としての電話

近年，「電話が苦手」な若者が増えている，という話
題に接することが多い．その理由として挙げられるの
は無論，SNSの普及である．多くの新入社員にとって，
電話応対が最初の関門になっているという指摘もある
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（『読売新聞』2017年 4月 11日東京朝刊）．
『AERA』2017 年 10月 30日号には，21歳の女子大
学生の意見が次のように紹介されている．「声しか情報
がないので，相手が何を考えているか分からない．1対
1だから自分が答えないとというプレッシャーもある．
電話はお店の予約をするときくらいで，使う機会がほ
とんどない．どう話していいか分からない，と嫌がる
友人も多いです」．その反面，同じ記事の中では，SNS
を介した文字のやり取りに対して，相手がどのように
感じるかということに気を遣い，無難な会話で取り繕
うことを「気持ち悪い」と感じたり，あるいは日々押
し寄せる通知にへき易したりしている学生たちの声も
紹介されている．多くの若者が，「リアルな」人間関係
にこそ価値があることを肌身では分かっていて，「つな
がることの可能性と強さ」を知っているという．
インターネットや携帯電話（ケータイ）が普及し始

めた頃から，「つながり」に焦点を当てた社会学的な議
論が高まった．若者のコミュニケーション欲求の背後
にあるのは，何か具体的なメッセージを伝えようとす
る「意味伝達指向」ではなく，つながりや触れ合い自
体を目的とする「接続指向」であるという （3）,（4）．ケー
タイは肌身離さず持ち歩く道具であるため，メッセー
ジが自分の身体に直接的に届けられるような，親密的
な感覚がもたらされる．そしてその後，モバイルメディ
アの技術革新とあいまって，接続指向の SNSが隆盛を
遂げた結果，我々は否応なく，「つながりっぱなしの日
常」（図 2） （5）を生きている．
もっとも，このような「つながり」の嗜

し

癖
へき

自体は，
果たしてどこまで今日的な現象と言えるだろうか．例
えば，『日経産業新聞』1990年 12月 28日号には，「若
者は 3日に 1回平均 31 分，電話で晴らす深夜の寂し
さ」という記事が掲載されている．これによれば，「24
時間都市で活動する若者には深夜にベルを鳴らすこと
への抵抗感が薄らいでいる」として，多くの若者が暇
つぶしのために，深夜に電話を活用するようになった

という．暗い室内で電話機を使用することを想定し，
ボタンが光る機種が主流になってきたのもこの時期の
ことらしい．
それから約 30年の間に，電話に対する意識がすっか

り逆転している反面，接続指向のコミュニケーション
という特徴は全く変わっていない．1992 年に出版され
た電話研究の古典『メディアとしての電話』 （6）の中で，
社会学者の若林幹夫は，電話が人々の生活に深く浸透
した結果，それまで「用件電話」によって周辺化され
てきた「おしゃべり電話」としての使用法が，次第に
その領域を広げていることを論じている（図 3） （6）．
また，1986年に始まった「伝言ダイヤル」（センター

に電話を掛け，連絡番号と暗証番号をダイヤルするこ
とで，メッセージの録音や再生ができる），1989 年に
始まった「ダイヤルQ2」（情報提供者が有料で情報を
提供し，NTTが情報料の回収を代行するサービス）を
利用した「パーティーライン」（3名以上の男女が会話）
や「ツーショット」など，匿名性を保証してくれる電
話サービスが，今で言う「出会い系」の先駆けとして
社会問題化するのも 1990年前後のことである．社会学
者の富田英典は 1995年，本来は相いれないはずの「親
密性」と「匿名性」が融合した人間関係に着目し，メ
ディアの上だけで親しくする他者のことを「インティ
メイト・ストレンジャー」と名付けた （7）．それは，ご
く自然に親しげに会話をし，どれだけ親密になったと
しても，いつでもリセットできる人間関係でもある．
こうして 1980 年代における通信技術の革新が，イン
ターネットやモバイルメディアの普及よりも前に，接
続指向の「つながり」を喚起していた．
そして，1980 年代から 90年代半ばに掛けて人気を

集めたのが，「ポケットベル」というNTTドコモグルー
プの登録商標，あるいは「ポケベル」という略称で広
く知られる，無線呼出サービスである．当初は外回り
の会社員たちが携帯し，会社と連絡を取るための道具
として普及した．外出時にポケベルが鳴ると，近くの

図2　つながりっぱなしの日常を生きる（5）図 1　メディア技術史（2） 図3　メディアとしての電話（6）
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公衆電話を探し，会社に電話を掛ける．呼出音が鳴る
だけの端末は，特定の相手からの呼出しにしか対応で
きない．それに対して，1987 年には画面上に数字を表
示することができる端末が発売された．連絡を入れて
ほしい電話番号を表示することができるので，複数か
らの呼出しに対応できるようになった．仲の良い友達
同士で連絡を取り合うこともできるようになり，ポケ
ベルはこの頃から，若者たちが私的な連絡を取り合う
ためのメディアとして活用されていく．若者たちは大
抵，電話番号を表示させるのではなく，「0840（おはよ
う）」や「14106（あいしてる）」，「428（しぶや）
8851（はやくこい）」といった語呂合わせで，メッセー
ジを伝え合っていた．
1990年代半ばには，数字だけでなく文字（カタカナ）

を表示できる端末が普及した．多くの若者たちはこうし
て，特に用件がなくても，友達と文字メッセージの交換
を常時行うようになる．また，適当なポケベル番号に
「友達になろう」とメッセージを送り続け，友人関係や
恋愛関係を作る「ベル友」という新しい人間関係も生ま
れた．インティメイト・ストレンジャーの新形態である．
携帯電話の通信事業者は 1996年，各社の端末同士で

文字メッセージの交換ができる SMS（Short Message 
Service）を相次いで開始する．翌年以降，インター
ネット経由で電子メールの交換ができる端末も登場し，
通信事業者が互いに異なる端末同士，あるいはパソコ
ンともメッセージの交換ができるようになった．1995
年には通話料金が安い PHS（Personal Handy-phone 
System）が発売されていたが，それでも携帯電話の方
が若者に選択されたのは，ポケベル感覚で SMSやメー
ルが利用できたためである．こうして携帯電話は，通
話のためだけの道具ではなくなり，次第に「ケータイ」
と呼ばれるようになる．文字に媒介されたコミュニケー
ションの魅力に後押しされ，1990 年代半ば以降，ケー
タイは急速に普及した．高額な通話料金，公共空間に
おける通話の忌避も，メッセージ交換の利用を促す要
因となった．パソコンからのインターネット利用が伸
び悩んでいたのに比べて，ケータイからのインターネッ
ト利用は，文字コミュニケーションを駆使する若年層
が先導する形で定着していった．
そのプラットホームは SMSや電子メールから，2000

年代の中頃に一時代を築いたmixi，そして Twitter や
LINEなどの SNSに移り変わり，現在に至っている （8）．
ただし近年，スマートフォンによって誰でも写真や動
画（moving picture）を手軽に撮影するようになり，
Instagramの流行にけん引される形で，SNS の重心が
幾分，文字コミュニケーションからビジュアルコミュ
ニケーションに移行していることは言うまでもない．

2017 年に流行した「インスタ映え」という物言いもま
た，接続指向のコミュニケーションの産物にほかなら
ない．
しかし，「つながり」とは，排除の論理と表裏一体で

ある．社会学者の土井隆義が「友だち地獄」と呼んだよ
うに，濃密なコミュニケーションに対する嗜癖は，それ
を得ることから生まれる快楽よりも，それを失うことに
対する不安の方が強くなりかねない （4）．かつて若者たち
がケータイのメールで「つながり」を確かめ合うこと
は，時として神経が擦り減るほどの気遣いを伴ってい
た．「mixi 疲れ」から「インスタ疲れ」まで，同様の閉
塞感は SNSにも顕著に見受けられる．局所的には人と
人の「つながり」を確実に育くんでいる反面，大局的に
は（サービスが多様化しているゆえに一層）すみ分けと
分断のメディアとして機能している （9）．臨床心理学者の
シェリー・タークルが強調しているように，常時接続社
会においては「つながっているのに孤独（alone 
together）」という逆説的な状況に陥りかねない （10）．
そして 3．で述べるように，SNSによるすみ分けと

分断は，対人関係のみならず，ニュースの受容経験な
どにも波及している．それゆえ逆説的に「まとまりの
感覚」が希求され，いわゆる「祭り（ネット上での祝
祭的な盛り上がり）」が生じることもあれば，時として
ネット炎上を誘引することもある．

3 まとまりの感覚
̶テレビとの共振作用

３.１　短かった蜜月
Twitter の利用者が世界的に急伸していた 2009～

2010年，日本では「tsuda る」「ダダ漏れ」といった言
葉が流行した．「tsuda る」とは，シンポジウムやカン
ファレンス，記者会見などの現場で聴き取った発言の要
旨をTwitter に連続投稿し，文字を通じて生中継する行
為を意味する．ジャーナリストの津田大介が積極的に実
践していたことから，このように呼ばれていた．
「ダダ漏れ」には複数の意味合いがあるが，当時は

「tsuda る」の動画版，いわゆる動画配信サービスによ
る現場中継を指すことが多かった．2009年にUstream
が Twitter や Facebook と連携できるようになり，にわ
かに無数の配信者が生まれた．イベント会場からの配信
が盛んに行われていた一方，居酒屋で飲みながらしゃ
べっている様子を共有する人たちも珍しくなかった．そ
して 2011年 3月の東日本大震災では，ラジオやテレビ
で放送されている番組が超法規的に生配信（＝サイマル
配信）され，Ustreamは一躍，時代のちょう児になっ
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た．
新聞やテレビで伝えられる情報が，紙面や放送時間の

制約から大幅に圧縮されるのに対して，SNSや動画配
信にはそのような制約がないという当たり前のことが，
当時は新鮮だった．SNSと連携したニュース番組や討
論番組など，ネットとの双方向性を意識したテレビ番組
が盛んに開発されていたのも，ちょうどこの頃のことで
ある．ところが，テレビと SNSとの間の蜜月は，それ
ほど長くは続かなかった．放送局は SNS連携の試行錯
誤を重ねたものの，有力な方法論を見いだすことができ
ていない．現在では目新しさもなくなってしまい，むし
ろ後退している．
というのも，SNSを通じて「バズる（特定の話題が

一気に拡散する）」ことと，それが騒動や炎上に発展す
ることは紙一重であり，適切に制御することは難しい．
例えば 2018年の暮れ，テレビのバラエティ番組の中で，
お笑い芸人が遊園地に「収監」されるという企画が生中
継され，視聴者に深夜の来園を促したところ，警察が出
動するほどの騒動に発展した．遊園地に押し寄せた群衆
は，番組の視聴者とは限らない．SNSなどで情報が拡
散した結果，期せずして生じた混乱である．

３.２　ネットの不安や憎悪を拡散するテレビ
2019 年の 2月から 3月に掛けては，外食チェーンや

コンビニなどの従業員による「不適切動画」をめぐる報
道が相次いだ．Instagramや TikTok などに投稿された
もので，例を挙げればきりがないが，ごみ箱に捨てた魚
の切り身をまな板に戻そうとしたり，口に含んだおでん
を吐き出したりと，食品の不適切な扱いに関する動画が
多かった．
ネット炎上の中でも食品衛生や交通法規などに関わ

る不祥事は，多くの視聴者が関心を寄せることもあり，
テレビで取り上げられやすい．とはいえ，問題の動画自
体を繰り返し放送していることからして，人々の関心に
応えるというよりも，不快感や嫌悪感を誘引していると
いう方が正確かもしれない．
ネット炎上に関する実証的研究によれば，炎上はネッ

トの中だけで完結している現象ではない．新聞やテレビ
の報道によって深刻な大炎上をもたらし，社会問題とし
て広く認知されるようになる．そしてマスメディアで報
道されたという事実と併せて，更にネットで再燃してい
く．火に油を注ぐというたとえが最適だろう．
社会学者の吉野ヒロ子が 2015 年，成人 1,118 名を

対象に実施したWeb 調査によれば，何らかの方法で
ネット炎上を認知している人（80.3％）の中で，その
確認経路となっているのは「テレビのバラエティ番組」
（58.8％）が最も多い．次いで「ネットニュース」

（36.5％）と「テレビのニュース番組」（33.2％）がきっ
抗していて，「Twitter」（23.2％）や「２ちゃんねる」
（21.3％）を大きく上回っている（11）．たとえ火種はネッ
トであっても，炎上現象の総体に目を向ければ，マスメ
ディアが極めて大きな役割を果たしていることが裏付け
られている．SNSでの動画投稿が隆盛している近年，テ
レビとネットの共振作用はますます大きくなっている．
「ネットニュース」については千差万別だが，テレビ番
組内での出演者のコメントを紹介しているだけという記
事も多い．とりわけ情報番組のキャスターやコメンテー
タの発言が，テレビの視聴者のみならず，ネット利用者
の感情と同調し，拡散されることは珍しくない．逆にテ
レビでの不適切な発言が，炎上の火種になることもある．
また，ネット炎上に限ったことではないが，著名人が

SNSに投稿した文章や写真がテレビ番組で報道されるの
も，今ではすっかり見慣れた光景になった．あるニュー
スに対して，コメンテータがスタジオで無難な発言をす
ることと，著名人が SNSに投稿しているコメントを番
組内で紹介することが，ほとんど等価に機能している．
これは日本だけの話ではない．英国のメディア研究者

ニック・クドリーは，ネットの普及に伴ってマスメディ
アが脱中心化しつつあるにもかかわらず，セレブリティ
文化に人々の関心が集中し続けている背景を考察してい
る．セレブリティに関するニュースは，紛争地域に特派
員を派遣するよりも安価に生産でき，SNSを含めた複
数のプラットホームを横断して流通する．セレブリティ
文化というカテゴリーは，日常生活や社会規範の中に深
く浸透し，絶え間なく再生産されている （12）．
クドリーの師匠にあたるロジャー・シルバーストーン

は 1990年代，テレビのニュースが「周期的な現象」だ
からこそ，不安の創造と解消という物語が視聴者の間に
共有されていることを指摘した （13）．それに対して，社
会学者の土橋臣吾の言葉を借りれば，個人の関心が突出
するネットでは，モバイルメディアの普及もあいまっ
て，こうした周期性や共同性から離脱した「断片化した
ニュース経験」が定着している．ただし，それでも何か
しらの「まとまりの感覚」を与えてくれる場が必要とさ
れている （14）．
テレビでおなじみのキャスターやコメンテータは従

来，番組の周期的な視聴を担保するために欠かせない存
在だった．しかし今では，ネット世論に「まとまりの感
覚」を与える役割も兼ねていると言えるだろう．テレビ
の影響力が依然として大きいという見方もできるが，
ネットとの共振作用によって創造された不安や憎悪は，
果たしてどのように解消されるのだろうか．ネット炎上
をめぐる過剰な報道は，まるでテレビの自家中毒のよう
でもある．
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4 SNSをめぐるメディアリテラシー

４.１　信頼できるのは友人̶検索手段としてのSNS
このような情報環境の中で，若年層の間では近年，あ

らかじめ見たいものや知りたいことを想定して検索エン
ジンを利用するのではなく，SNSなどで断片的な情報に
接しながら取捨選択していくという行動が顕著にみられ
るようになっている．電通総研が2016年に行った調査
によれば，10代女性に限っては，ファッションや芸能
人・著名人などに関する情報収集を目的とする場合，
Google に代表される検索エンジンよりも，SNS検索の
方を頻繁に利用するようになっている．また，15歳から
34歳の男女にとっては，SNSで情報を発信している主体
のうち，最も信頼できるのは「友人」であるという（15 ）．
このような動向は，検索エンジンに対する信頼性の低

下，一部のまとめサイトに対する忌避感などが影響して
いる．ネット広告の産業化に伴い，ニュースの内容に責
任を持つメディアと，その流通を担うプラットホームの
境界が曖昧になったことで，いわゆる「フェイクニュー
ス」が拡大するという事態に至っている（16）．「キュレー
ションメディア」を自称するまとめサイトは，独自の記
事を織り交ぜることによって，第三者のコンテンツを
「盗用」しているだけという批判をかわそうとしてきた．
しかし実際には，クラウドソーシングを介した低コスト
の「コピペ」が横行し，根拠のない記事が大量に量産さ
れている．
なお，ネット広告が産業化していく過程については，

利用者に関する量的データのみならず，起業家の構想や
運営会社の収益を独自資料とする佐々木裕一の研究が詳
しい．利用者の行動を強く規定する「アーキテクチャ」
と，事業者が編み出して社会的に受容された「収益モデ
ル」に着目する佐々木は，スマートフォンとアプリが定
着した 2010 年代を，「人間主導の時代から技術主導の

時代へ」の移行期と位置付けている（図 4） （17）．
検索エンジンのアルゴリズムが，まるで新聞やテレビ

のように権威的な存在になっているのに対して，投稿者
に対する信頼性に依拠して情報を取捨選択できるという
点で，SNSは利用者にとってラジオ的と言えるし，気
軽に読み捨てられているという点で雑誌的とも言える．
インターネットが登場する以前，投稿文化に支えられた
雑誌やラジオは，若年層にとって身近なメディアだった．
SNSもネット広告の圏域にあるが，多くの若年層が「友
人」に対する信頼に依拠して利用せざるを得ないのは，
ここで流通する情報の偏りや不確実さが，ある種のリテ
ラシーとして共有されているからにほかならない．

４.２　再び，メディア史からの補助線
『ニューズウィーク日本版』2016年 12月 27日号に，

「ポスト真実時代のメディアリテラシー」という記事が
掲載されていた．アメリカ大統領選挙の直後で，Web
上の扇情的な見出しが誘発する偽記事に有権者が翻弄さ
れたことを振り返り，いわゆるエコーチェンバー（同意
見の人々とのコミュニケーションばかりを繰り返すこと
で，自分の意見が増幅・強化される現象）の拡大を危惧
する内容であった．「メディアリテラシー」という単語
は本文中に一度も出てこないものの，「メディアが流す
大量の情報から正しいものを識別する能力を磨く教育」
の重要性を訴えている．確かにこの頃から，偽記事のま
ん延を下支えする経済圏をはじめ，インターネットの新
しい潮流を深く理解した上で，批判的思考 (クリティカ
ルシンキング )を養成することの大切さが強調されるよ
うになった．
もっとも，メディア史研究者の佐藤卓己が著した『流

言のメディア史』によれば，「フェイクニュース」や
「ポスト真実」といった言葉で名指されている現象は，
19世紀の電信時代から確認できる．例えば，今日の新
聞では極めてまれなことだが，戦時下日本では「捏造ニ
ユース」や「与太ニユース」が頻繁に掲載され，それに
対して「誤報解説」（≒ファクトチェック）を試みてい
た刊行物もあった．しかも当時から「聡明な懐疑心」を
備えた批判的思考の養成がうたわれていたが，知識や理
性だけでこれを容易に体得できないことも，Web上の
偽記事に人々が翻弄される現代の難局と通じている．
また本書では，関東大震災や二・二六事件などに伴う

「流言蜚語」，あるいは戦前の「怪文書」や戦後の「風評
被害」などが，それぞれ具体的な事例とともに論じられ
ている．佐藤が一貫して主張しているのは，このような
メディア流言はマス・コミュニケーション現象と不可分
であり，決して異常なことではなく，自然で日常的な情
報ということだ．我々はメディア流言の真偽を，その内

図4ソーシャルメディア
四半世紀（17）

図 5　流言のメディア史（18）
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容だけを真面目に吟味して判定するのではなく，情報の
発信源に対する信頼性などを踏まえて判断している．
裏を返せば，メディア流言が存在しない世界は，果た

して「良い社会」なのだろうか，と佐藤は問うている．
誤った情報を排除しようという正論は，しばしば「表現
の自由」を抑圧する口実としても機能してきたからだ．
われわれの自由は不確実な情報環境の上に成り立ってい
て，曖昧な情報に耐える力こそがメディアリテラシーの
本質であるという（図 5）（18）．

5 おわりに
クドリーによれば，我々はまだ，いかにしてメディア

と適切に共生できるのかを十分に知らない．SNSが短
期的な動員には有用であっても，新たな民主主義をもた
らす可能性は不完全なままにとどまっているし，逆に脱
民主化を促すおそれさえある（12）．アラブの春，香港雨
傘運動など，21世紀の社会運動において SNSは極めて
大きな役割を果たしているが，持続性という点で明らか
に限界もある （19）．それどころか，SNS の拡大に伴う
マーケティング技術の導入によって，政治が高度な印象
操作に取り組むようになって久しい．社会学者の西田亮
介はこれを「イメージ政治」と呼んでおり，近年は
Instagramの政治利用も目立つ．政治が理性よりもイ
メージで駆動し，政治が自らその状況を積極的に活用す
ることで，政策論争の軽視にもつながっている （20）．
認知や認識に基づく理性的な判断よりも，感情や情動

が無意識的に動員される SNSの弊害 （21）を，メディア
史的思考によっていかほど克服できるかは分からない．
しかし少なくとも，新しいメディアリテラシーを教育に
よって高める方法があり得るとすれば，目まぐるしく変
容するWebの潮流を後追いするのではなく，歴史研究
がもたらす知見の豊

ほう

穣
じょう

さに賭けるほかない．
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1 はじめに
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS），ある

いはソーシャルメディアと呼ばれるサービスが広く普及
している．SNSに参加するユーザは，テキスト，写真，
動画像など自身の作成したコンテンツをインターネット
を通じて発信することができる．また，他のユーザの発
信するコンテンツをフォローする，あるいは他のユーザ
とコメントをやり取りするなどの方法により，ユーザ間
で社会的なつながりを構築することもできる．特に後者
の社会的つながりの構築を主な目的としたサービスのこ
とを SNSと呼び，ソーシャルメディアと区別する場合
もあるが，本稿では，コンテンツの発信，社会的つなが
りの構築のどちらが主な利用目的であっても SNS と呼
ぶ．表 1に代表的な SNSとその主な利用目的をまとめ
ている．Facebook の月間アクティブユーザ数は 2018
年時点で約 23億人 ＊1，Twitter は約 3億人 ＊2 と，世界
中で多くの人が日常的に SNSを利用している．
このように多くの人が様々な目的で利用する SNSに

蓄積された大規模なデータ（SNSデータ）は，重要な

 ＊1 https://ja.newsroom.fb.com/company-info/
 ＊2 https://s22.q4cdn.com/826641620/files/doc_

financials/2018/q4/Q4-2018-Shareholder-Letter.pdf

価値を持つようになっている．SNSデータそのものが
金銭的な価値を持っており，例えばTwitter はデータへ
のアクセス権を有償で提供している ＊3．SNSデータは，
このような企業の営利活動における金銭的な価値を生む
だけでなく，伝染病の流行を予測する（1）など公共の利
益となる技術への活用も期待されている．更には，複雑
な社会現象を理解するための社会科学的な知見をもたら
す上でも有用であると期待されている（2）．
本稿では，SNSに蓄積された情報の様々な活用事例

を紹介する．まず 2.では本稿の対象とする SNS デー
タと，その解析の基本的な流れを説明する．続いて，
SNS データを活用した研究事例を紹介する．3.では，
実応用を主目的とした工学的な研究事例を，4.では，
社会現象の分析・理解を主目的とした社会科学的な研究
事例を紹介する．5.では，SNSデータの有用性と SNS
データ活用のための課題を議論し，最後に 6.において
本稿のまとめを述べる．

2 SNSデータの分類と
SNSデータ解析の概要

本稿で紹介する事例で用いられる SNSデータは，大
きくユーザの投稿したコンテンツデータと，ユーザ間の
関係を表現したソーシャルグラフのデータに分類され
る．これらのデータの解析手法は，活用事例によって異
なるが，多くの SNSデータ解析に共通する基本的な流
れを図 1に示す．
まず，SNSデータ解析の最初のステップでは，解析

対象となる SNSデータを収集する．あるいは既に収集
済みのデータが手元に存在する場合は，収集済みのデー
タから解析に必要なデータを抽出する．どのようにデー
タを収集／抽出するかは目的に依存する．例えば，特定

 ＊3 https://developer.twitter.com/en/pricing.html

表1　代表的なSNSとその利用目的

 SNS の例 主な利用目的

Facebook つながりの構築・維持

Twitter 短文の投稿

LINE メッセージング

Instagram 写真の共有

TikTok 動画像の共有
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のユーザの特徴を推定することが目的であれば，その
ユーザにひも付けられたデータを抽出する．例えば，特
定の商品やサービスの売上げを予測することが目的であ
れば，その商品に関連すると考えられるコンテンツデー
タを収集する．具体的には，特定のキーワードにマッチ
する投稿を抽出するといった処理が広く行われてい
る（3）．どのように SNSデータを収集／抽出するかは，
後の解析結果に大きく影響することが指摘されてい
る（4）．一方で，データをどのように収集／抽出するか
は，各研究者の持つノウハウに依存するところが大き
く，データ収集／抽出のための確立された方法は存在し
ないのが現状である．
次に，収集／抽出したデータから解析の目的に応じて

何らかの特徴量を抽出する．具体的にどのような解析手
法を用いるかは SNSデータの解析事例ごとに異なるが，
解析対象が SNSユーザの投稿したツイートのようなテ
キストデータであれば，特定の単語の出現頻度を求め
る（3），あるいは解析対象のテキストに含まれるトピッ
ク（話題）の比率を求める（5），などの自然言語処理技
術が用いられる．Facebook における友人関係のような
ソーシャルグラフデータが解析の対象であれば，ユーザ
の重要度を推定する（6），ユーザのグループを推定す
る（7）などのグラフマイニング技術が用いられる．テキ
スト及びソーシャルグラフのデータを解析対象とする研
究が多いものの，Instagramに投稿された写真のような
画像データから特徴を抽出し，そこからユーザの状態や
属性情報を推定することも行われ始めている（8）．以降，
本稿では SNSデータがどのようなことに活用できるか
を幅広く紹介することに焦点を当て，データ解析技術の
詳細には踏み込まないこととする．興味を持たれた読者
の方は，引用した文献等を参照されたい．

3 SNSデータの工学的な
活用事例

本章では，SNSデータを解析することで，社会や集
団，あるいは個人に対して何らかの価値を提供するよう
な実応用を主目的とした工学的な研究の例を紹介する．
本稿では，SNSデータを工学的な目的に活用する研究
を，人のコミュニティ（集団）を対象とする研究と，個
人を対象とする研究に分類して紹介する（図 2）．人の
コミュニティを対象とする研究では，複数の SNSユー
ザに関するデータを統合して用いることにより，社会や
特定のコミュニティの状態やそのコミュニティにおける
トレンドを推定することを目的とする．一方，個人を対
象とする研究では，個人に対応付けられた SNSユーザ
の投稿などのデータから，その個人の状態や属性を推定
することを目的とする．以降，この分類に従い，SNS
データの工学的な活用事例を紹介する．

３.１　 コミュニティを対象としたSNSデータの活用
事例

SNS データを用いて，社会や国など多くの人で構成
される人のコミュニティの状態を推定・予測する研究が
活発に行なわれている．具体的な活用例として，インフ
ルエンザなどの感染症の流行状況の推定（1），（9）が挙げら
れる．従来，感染症の流行状況は日本の国立感染症研究
所や，米国における疾病予防管理センター（CDC）に
よって，病院の診療情報を基に推定，公表されてきた．
このような調査方法は，データの収集にコストが掛か
り，推定結果の公表までに時間を要することから，SNS
データを用いて，このような調査を代替する手法の研究
が行われている．Aramaki ら（1）は，Twitter における
インフルエンザに関する投稿からインフルエンザの流行

図1　SNSデータ解析の基本的な流れ
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状況を推定する手法を提案している．Twitter の投稿か
らインフルエンザに関するキーワードを抽出し，その出
現頻度から流行状況を推定している．更に，現在の状況
を推定するだけでなく，将来予測に SNSデータを活用
する研究も始まっている．将来の株価の予測（5），（10），（11），
選挙結果の予測（12），（13）などが例である．文献（10）で
はTwitter における投稿から恐れや期待などの感情表現
を含む投稿を抽出し，Dow Jones や NASDAQなどの
株価指標を推定している．文献（12）では，Twitter に
おける政党への言及頻度などの特徴から，選挙結果を予
測した事例が報告されている．
社会や国よりも小さな単位のコミュニティを対象と

し，その状態を推定する研究も存在する．文献（14）
では位置情報が明示されたTwitter ユーザのツイートか
ら地域ごとの幸福度を推定している．また，文献（15）
では，位置情報付きツイートを用いて，アメリカの各州
の健康度を推定している．このような特定のコミュニ
ティを対象とした研究では，位置情報やキーワードを用
いて，SNSデータと実世界で対象とするコミュニティ
の対応付けをすることが重要となる．

３.２　個人を対象としたSNSデータの活用事例
SNS データを用いて，個人の状態を推定・予測する

研究も数多く存在する．そのような研究の例として，個
人のグループにおける重要度や貢献度を推定する研究が
挙げられる．例えば，Zhang ら（16）は質問応答コミュ
ニティにおけるユーザ間のメッセージ交流の履歴から，
ユーザの重要度を推定する手法を提案している．質問応
答コミュニティにおけるソーシャルグラフを解析するこ
とでユーザの重要度を推定している．Shami ら（17）は，
企業内の SNSの履歴から社員の貢献度を推定する手法
を提案している． 

個人の健康状態の推定も注目を集めている研究領域
である．鬱傾向など，特に個人のメンタルヘルスの状態
の推定に関する研究が活発である．Choudhury ら（18）

及び Tsugawa ら（19）は，SNSデータからユーザの鬱傾
向を推定する手法を提案している．投稿に含まれる単語
や，投稿から推定したトピック，投稿時間や投稿頻度，
ソーシャルグラフの構造など SNSデータから得られる
様々な特徴量を用いて，鬱傾向を推定している．
個人を対象とした研究では，コミュニティを対象とし

た研究と比べて，対象の状態を推定するのに十分な量の
SNSデータを得ることが難しいことが問題となってい
る．つまり，ある程度活発に SNSを利用しているユー
ザの状態しか推定できないということが問題となってい
る．Shami ら（17）及び，Tsugawa ら（19）は，個人の状
態の推定において必要な SNSデータの量について議論
し，ある程度のデータ量が得られない場合には，推定の
精度が著しく低下することを報告している．

4 社会科学的な活用事例
計算社会科学 （Computational Social Science） と呼

ばれる分野においても，SNSデータの活用が進んでい
る．計算社会科学の定義は幾つか存在するが，ここで
は，計算社会科学を，Lazer らの定義（2）に基づき，計
算機を用いたビッグデータ分析によって，社会現象を分
析・理解するための学問分野と定義する．ここでの
「ビッグデータ」は，SNSデータ以外にも，電子メール
の履歴や，個人に装着したセンサから取得したデータな
どより広い対象を指しているが，SNSデータは，計算
社会科学に関する多くの研究で利用されている．本稿で
は，計算社会科学の研究例を，実社会における現象を分
析・理解することを目的とした研究と，SNSにおける

図2　SNS データの工学的な活用例の概要
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現象を分析・理解することを目的とした研究に分類し，
紹介する（図 3）．

４.1　 SNSデータを実社会における現象の理解に活用
した事例

SNS データを活用することにより，既存の社会科学
における知見を大規模なデータで検証することが可能に
なっている．従来の社会科学では，アンケートやインタ
ビューなどの方法で，実社会を観測してきた．このよう
な方法では大規模な人を対象とした調査は難しかった．
SNSデータが入手可能になったことにより，従来より
も多くの人のデータを用いて既存の研究の知見を検証す
ることが可能となった．
人のネットワークの構造に関する大規模なデータが

入手可能になったことにより，人のネットワーク構造に
関する仮説が実証されている．社会において人と人は非
常に短い距離でつながっているというスモールワールド
仮説が，SNSにおけるソーシャルグラフを解析するこ
とにより裏付けられている（20）．また，人が安定的な社
会関係を維持できるとされる人数の認知的な上限として
ダンバー数という概念が存在するが，Twitter における
安定的なリンク数を調査することで，Twitter ユーザの
ダンバー数が検証されている（21）．
人と人の間での拡散現象の理解も進んでいる．例え

ば，ソーシャルグラフにおけるリンク密度の高いクラス
タに情報が拡散されやすく，またクラスタをまたがった
情報拡散が起こりにくいことが示されている（7）．また，
人の間で感情が伝染するという感情伝染現象も SNS
データにおいて確認されている（22）．

４.２　 SNSデータをSNS上の現象の理解に活用し
た事例

SNS の流行によって，SNSに特有の現象を分析・理

解することも重要な研究トピックとなっている．SNS
に特有の現象であっても，それが実社会に大きな影響を
与えることがある．フェイクニュースの拡散による社会
の混乱や風評被害などがその例である．文献（23）で
は，Twitter 上でのフェイクニュース拡散の特徴を通常
のニュースの拡散と比較し分析している．フェイク
ニュースはボットによる機械的な拡散よりもむしろ，人
間による拡散によって広がっていることなどが指摘され
ている（23）．また，文献（24）では，米国の 2016 年の
選挙におけるフェイクニュースがどのように拡散したか
を分析し，その影響について議論している．
SNSにおけるユーザの意見の分極化 （polarization） 

も活発に研究されているトピックである．分極化とは，
異なる意見を持つユーザ同士が交わらず，互いに対立す
る両極端な意見に偏るという現象である．文献（25）
では，Twitter 上で政治的にリベラルな意見を有する
ユーザと保守的な意見を有するユーザの間で政治的意見
が分極化していることを指摘している．このような分極
化した状態が，フェイクニュースを拡散させやすくする
といった問題点も指摘されている（26）．
本稿で紹介した SNS上の現象の社会科学に関する研

究は，まだ始まったばかりである．SNSと実社会のつ
ながりが密になっている昨今，フェイクニュースの拡散
や分極化など SNS上での現象が我々の社会に与える影
響が強くなっていくことが危惧される．今後，これらの
対策技術を確立するためにも，更なる計算社会科学の研
究の進展が期待される．

5 SNS データの有用性と
活用のための課題

５.１　SNS データの有用性
本稿では SNS データの活用例を紹介してきたが，そ

図3　SNS データの社会科学的な活用例の概要
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もそもなぜ研究者らは SNSデータの解析に注目してい
るのだろうか？他のデータと比べて，SNSデータを利
用することにどのような利点があるのであろうか？
SNSデータは，個人の行動や属性を反映したデータの
一種であると捉えることができる．個人の行動や属性を
反映した SNSデータ以外のデータとしては，個人に装
着したセンサデバイスから取得したデータや，検索エン
ジンなど SNS以外のサービスを利用した際のログデー
タ，個人に対して実施したアンケートデータなどが挙げ
られる．本節では，これら他のデータと比較したときの
SNSデータの特徴を述べ，SNSデータを活用すること
の有用性を議論する．表 2に個人の行動や属性を反映
した様々なデータとその特徴を示す．
まず，SNSデータは非常に多くの人の行動を反映し

ているというのが特徴の一つである．もちろん，センサ
による計測やアンケート調査で，多くの人に関するデー
タを得ることは原理的には可能であるが，金銭的あるい
は時間的コストの観点で，SNSデータと同程度の規模
のデータを得ることは現実的ではない．例えば，100
万人規模のソーシャルグラフのデータをアンケートやセ
ンサデバイスを用いて取得することは現実的に不可能で
あろう．SNSデータを用いれば，このようにアンケー
トやセンサデータなどでは不可能な大規模な人を対象と
した解析が可能となることが，SNSデータを利用する
有用性の一つであると考える．
次に，データを取得可能な人の範囲が広いことも特徴

として挙げられる．センサデータやアンケートデータ
は，計測対象の個人の同意を得た者しか取得することが
できない．検索エンジンのログなどサービスの利用ログ
は，基本的にはそのサービス事業者のみが取得可能であ
る．それに対して，SNSデータは基本的にオープンで
あり，取得可能な人の範囲は広い．
最後に，人の行動に関する時系列データとして時間解

像度が比較的高く，ほぼリアルタイムに取得可能なこと
も SNSデータの特徴である．人やコミュニティの時点
間の変化に興味がある場合，従来の質問紙によるアン

ケート調査では，繰り返し質問する必要がある．ただ
し，アンケートに回答する人の負荷の観点から計測の間
隔を狭めるのには限界がある．それに対して，SNSデー
タにはユーザがコンテンツを投稿した時間などタイムス
タンプが付与されており，時間変化を解析するのは容易
である．また，アンケートでは調査開始から，回答を得
るまでに数日程度の時間を要するのに対して，SNSデー
タを利用する場合，投稿したコンテンツをほぼリアルタ
イムに取得することができる．
以上の考察から，SNSデータは，多くの人の行動に

関する比較的高解像度な時系列データであり，入手のた
めのコストが比較的低いことが，SNSデータの有用な
点であると考える．

５.２　SNSデータの活用における課題
本稿では，SNSデータの様々な活用例を述べ，その

有用性を議論してきたが，SNSに蓄積された情報の解
析は当然ながら万能ではなく，その活用には注意が必要
である．本節では，SNSデータ解析における課題を述
べる．
1点目は，雑音の問題である．表 2に示したとおり，

SNSデータには解析の目的とは関係のない雑音が大量
に含まれている．例えば，SNSデータから映画の観客
動員数を推定することが目的の場合，その映画に関連し
ない大多数の投稿は解析にとって雑音となり得る．映画
のタイトルなどのキーワードを含む投稿を抽出すること
で，雑音をある程度除くことは可能であるが，タイトル
が一般的な単語を含む場合に関係のない投稿を抽出して
しまったり，明示的に映画のタイトルは書かれていない
がその映画に言及している投稿や，誤字が含まれる投稿
を除いてしまうなどの問題が生じる．また，SNS上に
はいわゆるボットと呼ばれるプログラムで制御されたア
カウントや，スパムアカウントなども存在し，それらに
関するデータも解析にとっては雑音となり得る．更に，
SNSの投稿は非常に短く，誤字や新語，文法の誤りな
どを多く含むことから，従来の自然言語処理技術による

表2 　人の行動や属性を反映したデータの特徴

データ データを収得
可能な人数 利用可能な範囲 時系列の粒度 収得までの

時間 雑音

SNSデータ 多 一般公開
（アクセスルートの制限あり） 中 短 多

センサデータ 少 計測対象の同意を得た者
のみ 高 短 中

アンケートデータ 少 計測対象の同意を得た者
のみ 低 長 少

検索エンジンの
ログデータ 多 検索サービス事業者のみ 中 短 中
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解析の誤りが雑音となってしまうという課題も存在す
る．SNSデータの有効活用のためには，データそのも
の，あるいは解析結果に含まれる雑音の扱いが大きな課
題となる．
2点目は，データの入手可能性と解析結果の再現性に

関する問題である．ある人が収集した SNSデータと全
く同じ SNSデータをほかの人が別に収集することは現
実的にはほぼ不可能である．通常 SNSデータへのアク
セスの頻度には SNS事業者によって制限がかけられて
いる．例えば，多くの研究で用いられているTwitter 上
の投稿やユーザのフォロー関係のデータへのアクセスに
は，制限が存在する．そのため，ある期間に特定のキー
ワードを含むツイートを収集したとして，別の人が，後
日同じツイートを収集できるとは限らない．また，SNS
データを研究者間で共有することにも強い制限が存在す
る．これらのことから，ある論文の解析結果と全く同じ
解析結果を第三者が再現することは非常に難しい．前節
では，SNSデータの利用可能性が高いことを，SNSデー
タを利用する有用性として挙げたが，SNSデータ解析
の研究には再現性の問題が存在している．
3点目は，SNSデータの含むバイアスの問題である．

SNSをアクティブに利用する人というのは，社会を構
成する人全体を母集団と考えると，偏ったサンプルであ
る．SNSで発信されている意見が，社会全体の意見を
代表するとは限らない．工学的な目的に SNSデータを
利用する場合であっても，社会科学的な目的に SNS
データを利用する場合であっても，SNSデータの解析
結果から得られた知見のみを過信することは危険であ
り，バイアスを含むことを前提として扱いには注意が必
要である．また，可能であれば，SNSデータだけに頼
るのではなく，他のデータの解析などほかの方法を合わ
せて用いることを検討するのも重要であると考える．

6 まとめ
本稿では，SNSに蓄積された情報，SNSデータを工

学的あるいは社会科学的な目的に活用する研究の事例を
紹介した．SNSデータ活用の研究は，分野としても盛
り上がっているが，いまだ発展途上の段階でもある．今
後，SNSデータを活用した研究の発展により，社会に
対して新たな価値を提供するような新技術を生み出すこ
と，また SNS上の現象や我々の社会に対する理解が更
に深まることが期待される．筆者も，本分野に関係する
研究者として，微力ながら貢献していきたい．
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1 はじめに
我が国は，地震や豪雨，台風に加え，火山噴火や津波

等様々な自然災害が多数発生している．平成 30年度に
は大阪府北部地震や西日本を中心とした豪雨，北海道胆
振東部地震など大きな災害が連続して発生した．また，
今後 30年以内に 70～80％の確率で南海トラフ地震が
発生すると言われている．
このような状況の中，政府及び地方公共団体において

は，自然災害への対策を早急かつ着実に実施していく必
要があるが，災害発生時，目まぐるしく状況が変化する
中，住民が適切に行動し，自身の安全を確保するために
不可欠なものは，災害情報である．この点，災害時にお

ける行政からの情報発信ツールとしては，災害情報共有
システム（Lアラート） ＊1 や防災行政無線，緊急速報メー
ル等，現状においても様々な伝達手段がある．
他方，近年，スマートフォンの利用率が大幅に増加

し，平成 29年度には初めて 80％を超えた（図 1） ＊2．
加えて，LINE や Facebook ，Twitter などのソー

シャルネットワーキングサービス（SNS）の利用率も着
実に増加している（図 2）．
住民が利用する情報収集ツールは年代や地域等に

よって異なる．また，東日本大震災では，防災行政無線
による情報提供が聞こえにくかったとの声もあった．重
要なことは，テレビ，ラジオ，インターネット，電話な
ど様々な情報伝達手段を重層的に整備し，全ての住民に

 ＊1 災害発生時に，地方公共団体等が多様なメディアを通
じて地域住民等に対して必要な情報を伝える共通基盤

 ＊2 平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関
する調査報告書（総務省情報通信政策研究所）

図１　経年モバイル機器の利用率（全年代）
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迅速かつ確実に災害情報を届けることである．
この点，SNSにより発信される情報は，災害発生直

後に災害現場またはその近辺から発信することができる
など，即時性や臨場感を有する貴重な情報源であると言
える．また，情報を拡散することで，多くの人に情報を
届けられるという特徴も有している．
このような SNSの有効性を踏まえると，災害対応に

おいていまだ SNSを活用していない地方公共団体につ
いては，SNSの活用を検討して頂きたい．また，既に
SNSを活用しているものの，活用方法が情報発信にと
どまっている地方公共団体については，災害時における
情報収集のツールの一つとして SNSの活用を検討して
頂きたい．
本稿では，災害対応における SNS活用に関する政府

の取組みや，そこから見えてきた課題，地方公共団体の
取組み事例等について紹介していく．

2 政府の取組み
2.1　災害対応におけるSNS活用に関する自治体調査
内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室（以下「IT

室」という．）では，地方公共団体における災害対策と
しての SNS活用状況を把握するため，平成 26年度か
ら毎年調査を実施している． 調査内容  ＊ 3 は，地方公共
団体の災害対応において SNSを情報発信・情報収集の
ツールとして活用または検討している市区町村数等につ
いてで，全市区町村を対象として実施している．また，
本調査で対象とする SNS は，Twitter，Facebook，
LINE等を指す．
調査結果は，次のとおりである．まず，全国市区町村

1,741 団体のうち，災害対応において SNSを情報発信
に活用した市区町村は 2018 年度（平成 30 年度）で
1,090 団体あり，着実に年々増加している（図 3）．

一方，2018 年度で，実災害や防災訓練・実証実験に

 ＊3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_
bunka/pdf/h30SNSjititai_chousa.pdf

図2　経年主なソーシャルメディア系サービス／アプリの利用率（全年代）
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おいて SNSを情報収集に活用した市区町村数は全国で
99団体，うち防災訓練や実証実験において SNSを活用
した市区町村数は 23団体と，情報発信と比較して活用
している自治体がそれほど多くないことが分かる（図3）．
この結果について，市区町村を人口規模別に分類し，

もう少し深掘りしてみることとする．
情報発信については，人口 10万人以上の中・大規模

の地方公共団体のうち，90％以上の団体が災害対応に

SNSを活用している．対して，人口 10万人未満の比較
的小規模な地方公共団体では，人口規模が小さくなるに
つれてその利用率も低下していることが分かる．特に，
人口１万人未満の団体では 35％と低い利用率になって
いる（図 4）．これは，比較的人口規模が小さい自治体
では，スマートフォンや SNSを利用しない高齢者等の
割合が高く，地方公共団体が SNSを活用したとしても，
地域住民に対して効果的に情報を届けることが困難であ
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図3　災害対応におけるSNSの活用（調査対象：1,741自治体）
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るため，SNSの活用が進んでいないと推測される．
一方で，情報収集については，人口 50万人以上の団

体では災害対応における SNSの利用率が 20%と若干高
くなっているものの，それ以外の団体では人口規模にか
かわらず利用率が低調である（図 4）．
地方公共団体の災害対応において，情報収集のツール

として SNSの活用が進まない要因は何なのか，更に分
析していくこととする．
SNSを活用した情報収集における課題について，実

災害または防災訓練や実証実験において SNSを活用し
ている自治体，活用を検討中の自治体，関心はあるが検
討したことはない，または検討したことはない自治体に
対して，調査を実施した．
調査結果は次のとおりである．（図 5，ただし未回答

は除く．）
まず，実災害または防災訓練や実証実験において

SNSを活用した情報収集を実施している 99団体では，
「SNSにより収集した情報は，デマなどの可能性があり，
慎重な判断が求められる」など，情報の信ぴょう性に対
して課題があると回答した自治体が 18団体，「情報の
真偽を確認する人員の不足」など，人員体制に対して課
題があると回答した自治体が 11団体，「情報量や登録
者数等が少ない」と回答した自治体が 10団体あった．
SNSを活用した情報収集について「検討中」と回答

した 262団体では，情報の信ぴょう性が 49団体，人員
体制等が28団体，情報量・登録者数等が7団体であった．
SNSを活用した情報収集について，「関心はあるが，

検討したことはない」，または「検討したことはない」
と回答した 638団体では，情報の信ぴょう性が 132団
体，人員体制等が 47団体，情報量・登録者数等が 17
団体であった．
以上の調査結果から，既に実施または未実施にかかわ

らず，SNSを活用した情報収集については，情報の信
ぴょう性，人員体制等，情報量・登録者数の少なさに課
題があるということが分かった．地方公共団体におい
て，災害対応における SNSの活用をより一層推進して
いくためには，このような現状をどのように打破してい
くかが今後の課題である．

２.２　 SNSを活用した情報収集検索用語集
－防災・減災

上記調査以外にも，IT室では，検索に役立つ重要用
語を調査・整理したほか，これら重要用語を使用し検索
を進めるため，「SNSを活用した情報収集 検索用語集-
防災・減災-」を策定し，公開している ＊4．

 ＊4 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/
pdf/kensakuyougosyu.pdf

２.３　災害対応におけるSNS活用ガイドブック
また，IT室では，災害対応における SNSの具体的な

活用方策を「災害対応における SNS活用ガイドブック」
としてまとめ，公表している ＊5．
コストを掛けずにすぐにでも SNSを始められるので，

既に SNS を活用している自治体はもちろんのこと，
SNS活用を検討中または関心がある自治体についても，
是非参考にして頂き，SNS活用が進んでいくことを期
待したい．

3 災害対応においてSNSを活用
している地方公共団体の事例

３.１　情報発信の活用事例
多くの住民に効果的かつ確実に災害情報を伝達する

ため，工夫して情報発信をしている地方公共団体があ
る．そこで，実際に災害時において，地方公共団体が
SNSを活用した事例のうち，参考となり得る例を一部
紹介する．

 ＊5 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/

pdf/h2903guidebook.pdf

図7　岩手県宮古市の事例

図６　大分県日田市の事例

【平常時】

【熊本地震発生時】
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（ア）トップページを災害時に限り緊急情報を発信して
いることが容易に視認（判断）できるようデザインを変
更した事例
大分県日田市では，平常時に行政情報一般を発信する

ために使用している Facebook の公式アカウントにお
いて，災害時の緊急情報を発信していることを閲覧者に
印象付けるため，トップページのデザインを変更してい
る（図 6）．

（イ）防災無線，公式ホームページ，緊急速報メール等
と連動した事例
岩手県宮古市では，防災行政無線等で発信した内容を

目視でも確認が可能となるよう，Twitter の公式アカウ
ントにて文字情報として発信している（図 7）．

（ウ）張り紙等の画像を活用した事例
北海道南富良野町では，文字入力の簡素化と閲覧者の

視認性向上を図るため，テキスト情報の発信のほかに，
町役場等に張り出された紙（張り紙）の災害関係情報等
を写真に撮影し画像データとして発信している（図 8）．

（エ）外国人向けに英語での情報発信をした事例
岩手県陸前高田市及び宮城県気仙沼市では，外国人へ

の対応として，英語による情報発信を実施している（図
9，10）．

３.２　情報収集の活用事例
情報収集についても，より多くの情報を効率的に集め

るため，効果的に SNSを活用している事例があるので，
紹介する．

図8　北海道南富良野町の事例

図10　宮城県気仙沼市の事例

図11　熊本市の事例図9　岩手県陸前高田市の事例

解説　地方公共団体の災害対応におけるSNS活用 293



Technology Reviews and Reports 小特集 ＳＮＳを解き明かす解　説

（ア）市長自ら情報募集を呼び掛けた事例
熊本市では，市内各地域の被災状況を迅速に特定する

ため，市長が自身のTwitter アカウントから市民に対し
てTwitter を発信し，情報を募集している（図 11）．

（イ）市民からの情報を専用に受け付ける掲示板を公開
した事例
岐阜県高山市では，市民からの情報を専用に受け付け

る掲示板を公開し，災害時に広く市民からの情報発信を
呼び掛けている（図 12）．

（ウ）市民に対して情報記載方法を具体的に提示した事例
茨城県龍ケ崎市では，あらかじめ市民に対して，災害時

における災害情報を発信する際，ツイート文章内に＃

（ハッシュタグ）を付すことや，ツイート文章における
情報の記載方法を具体的に例示し要請している（図13）．

（エ） あらかじめ情報発信する者を募集・登録する事例
滋賀県湖南市では，事前登録した市民リポーター（サ

ポーター）等から情報を収集するとともに，市民と行政
とのコミュニケーションを図ることを目的とした市民参
加型 SNSを利用し，可能な範囲で災害時にも情報発信
ができる者を募集の上，登録している（図 14）．
これら地方公共団体による SNSの活用事例について，

地勢条件による災害発生の種類や頻度，各地域の人口規
模，職員体制等により，災害対応へのアプローチが異な
ると思われることから，それぞれの地域の事情等を踏ま
え，適宜参考にして頂きたい．

図13　茨城県龍ケ崎市の事例

図12　岐阜県高山市の事例
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4 災害対応におけるSNS活用の
促進に向けた今後の取組み

これまで紹介してきたように，SNSは簡便で多くの
者が利用できる．また，即時性があり，災害発生現場ま
たはその近辺から時間経過に合わせた情報が発信される
ことから，災害対応における情報伝達のツールとして
SNSを活用することは大変有効であると考える．
近年，地方公共団体における災害時の情報発信ツール

として，SNSの活用は進んできている．IT室としては，
既に活用している自治体のフォローを行うとともに，い
まだ活用に至らない自治体に対しては，SNS活用の有
効性を改めて周知の上，一層の活用を推進していきた
い．
一方で，情報収集については，いまだ SNSを活用し

ている自治体は僅かである．もっとも，災害時の情報収
集ツールとして SNSを積極的に活用していこうとして
いる地方公共団体もある．
神戸市では，LINE 上で AI を使った自動応答プログ

ラム「チャットボット」を活用して，災害情報を収集・
集約し，建物倒壊や火災などの被害情報を地図上で可視
化するという実証実験を行っている．
静岡県下田市では，災害発生時の SNSへの膨大な書

込みをAI によって整理・分析した上，防災情報システ
ムに連携し，迅速な対応に役立てるという防災訓練を実
施している．
政府においては，AIや SNSを活用した災害時の情報

提供の在り方を検討するため，AI 防災協議会を立ち上
げたところである．
今後は，これらの動向を注視するとともに，AI，

SNS等をはじめとする先端技術・ITインフラ等により，
情報の信ぴょう性や人員体制等といった SNSを活用し
た情報収集における課題が解決されていくことを期待し
たい．
IT室としても，このように先進的な事例の情報収集

に努めるとともに，有用事例を地方公共団体に周知し，
災害対応における SNS活用を推進してきたいと考えて
いる．

5 終わりに
我が国は，世界に先駆けて人口減少社会が到来し，労

働力不足に直面する．限られた資源の中で国民の生命や
財産を守り，持続的に成長していくためには，SNSや
AI 技術等により効率的に運用していくことが不可欠で
あり，それは災害対応においても例外ではない．
本稿により，災害対応における SNS活用について少

しでも興味を持って頂けたら幸いである．

杉山正平
 2011-04 東京都に入庁．福祉保健局
で児童福祉施設の運営指導や児童福
祉施策の予算業務等を担当．以降，
教育庁で予算編成業務等に従事．
2019-04 から内閣官房情報通信技術
（IT）総合戦略室に出向し，シェアリ
ングエコノミー推進に向けた政府全
体の調整や災害時における地方公共
団体のSNS活用の促進に向けた取組
み等を行っている．

図14　滋賀県湖南市の事例
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2040 年の冬，田舎大学の老教授は相変わらず落ち葉を

眺めながら考えていた．タイムマシンを使って，20 年前

の研究者・技術者にアドバイスできたら，と．

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック，2025 年

の大阪・関西万博が終わって，日本は目標を見失った．高

齢化が進む中で，社会はひたすら効率を追い求めた．人口

は減りつつ都市部に集中し，市町村の合併は更に進んだ．

先日は，ある都市が東京都に対抗するかのように，「西京

都」と名前を変えた．京都は京都府のままだが…．外国人

観光客は多いが，どこの街でも店舗はチェーン展開すると

ころばかりで，個性はもうない．

人口減対策のため，2030 年に政府は移民の受け入れに

踏み切った．それからたった 10 年で，人口の 10% が海外

出身者になった．1,200 年ほど前の新撰姓氏録によれば，3

割程度は渡来人にルーツを持つと書かれていたことを考え

ると，そんなに慌てることでもないのかもしれない．今

は，いい意味で日本人であることを意識し，日本を考える

ようになった．国際的には，文化の力というのが重要に

なっている．

一方，経済的な面では GDP は大幅に下がり，世界で 15

位になっている．それでも政治家は，「Global20」とか新

しい言葉を作って自己満足に浸り，特に何もしていない．

テレビを見ては，外国人に「ニッポンすごい」と言わせる

番組だらけだ．実は，そうではないので，見るのも痛々し

い．

技術の世界では，あれだけ騒いでいた自動運転は実現さ

れていない．実は，2030 年に一度，世界に先駆けて導入

されたが，その初日に通学中の子供にけがをさせる事故が

起こってしまった．そのため，即時に導入は中止された．

しかも，事故を起こした自動車メーカは他分野からの新規

参入で，自分たちの責任はそっちのけで自動運転のソフト

開発会社を厳しく糾弾した．結果，これに関する技術や業

界全体の信頼性が失われてしまった．それを期に，実導入

に及び腰だった老舗の自動車メーカも，これぞとばかり，

自動運転の延期を発表した．あれから 10 年たつが，再開

しそうな雰囲気にない．

自動運転でないにもかかわらず，今のほとんどのタク

シーにはハンドルがない．実は，遠隔地にいる人がリモー

トで運転しているのだ．6G の携帯電話技術によって低遅

延で高品質の映像が伝送できるので，日本から遠く離れた

ブラジルからでも何ら問題なく運転できてしまう．運転手

（今は，マニュピレータと呼ばれている）との会話も自動

翻訳によって違和感なく行える．この通信技術の進歩が，

場所の制約を取り払ったことにより，日本国内の地方の中

小タクシー業者は淘汰され，大勢のマニュピレータを国内

外に抱えられる大手のタクシーのみが生き残った．監視が

届かない海外から遠隔運転をする業者は，こっそり自動運

転をしているといううわさもあるが，定かではない．80

歳になると運転免許が取り上げられる代わりに，タクシー

料金は半額になる．これは，悪くない．

　

意外にも，なくなると思っていた ATM は，いまだにコ

ンビニや銀行の小型店舗に設置されている．キャッシュレ

ス化は進んでいるが，やはり日本人は現金払いを好む．そ

れを解消しようと，一万円札は廃止されたが，さほど効果

はないようだ．

最も進んだ技術は，機械学習と検索機能などが合体した

意思決定支援システム (DSS：Decision Support Systems)

だ．多くの文献や事象から得られた情報が入力されて，

様々な方法で学習された結果，森羅万象の出来事に回答を

持っている全能の神に近い存在となった．ただし，完全な

正解を返すわけでははない．DSS それぞれに個性のよう

ⓒ電子情報通信学会2020

20年後の教訓
㈱国際電気通信基礎技術研究所  清水　聡

Satoru Shimizu
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なものがあり，そこから得られる回答はあくまでも個人の

判断を支援するだけだ．

昔，通信キャリヤを選んでいたように，自分に適した

DSS を選択して契約する．「自由と平等が判断基準の『リ

ンカーン』」，「利益を増やしつつ慈善事業も勧める『ソロ

ス』」といった名前がついている．私は日本で開発した

「マキビ」と契約している．これに，研究に関する疑問や，

昼食に何を食べるべきかまでアドバイスをもらいながら生

活している．先日，碁の次の手を質問したところ，「相手

が席を外した隙に石を取って飲み込め」という答えが出た

ときには困った．

未来へのアドバイスだけでなく，過去のことも分かる．

例えば雪男や UFO の正体，本能寺の変，三億円事件，グ

リコ・森永事件の真相といったことも，多くの資料や考察

を基に機械学習が進み，解明されている．正解にたどり着

いていない事象については「確度」という評価値も合わせ

て表示される．

ちょっとびっくりしたのは，邪馬台国の場所と，その女

王，卑弥呼の正体だ．先週，中国で発見された石板に書か

れていた内容が影響したためか，確度が 90% に上がって

いた．もう決着したと言ってもよいが，スペースの都合も

あるので，ここにその内容を書くのはやめておこう．

DSS を持ってしても，完全に未来が予測できているわ

けではない．未来は教育と意志が作る．幼子を見て，何も

理解できない ‘ ばか ’ と見るか，世界を変える可能性があ

る“天才”と信じるか．子供だけじゃない．年寄りだって．

平均年齢は 110 歳なので，60 歳は中間地点だ．そのタイ

ミングで子供に教える私塾を作ったり，自分の専門性を生

かして起業する人も増えている．

「未来からの教訓」（1）で書いた私塾の最初の卒業生は現

在，シンガポールにある大学院の博士課程に籍を置きつ

つ，企業で働いている．その企業は私が起こした小さな会

社だ．フットワークが悪くなった私に代わって，開発した

製品を世界に向けて売る活動をしている．時々，売上げを

取りはぐれて，詫びのメールも来るが，まぁ，それは仕方

ない．「ナイストライ」, そう返事をすることにしている．

失敗も，成功も経験は教えることができない．自分で試す

しかないのだ．

安心で安全な社会，それは誰でもが望むところだ．しか

し，それは挑戦しないこととは違う．前回のサッカーの

ワールドカップでは，ついに優勝し，日本全体が大騒ぎ

だった．私も喜びはしたが，一方で，評論家や観客になっ

て何が楽しいんだとも思う．

タイムマシンがあれば，20 年前に戻って伝えたい．通

信ソサイエティマガジンを読め．そして，何かやってみ

ろ．他人には普通のことでも．どこにでもある小さなこと

でも．誰にも評価されなくてもいいじゃないか．自分に

とって挑戦であれば，それでいい．そう思えば，今，自分

がピッチに立って，フリーキックの場面にいることに気付

くはずだ．

（1） 清水　聡，“未来からの教訓 ,”信学通誌，vol.5，no.3，
p.228，Dec. 2011.
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 １ はじめに

私は 2017～18 年の間，スタンフォード大学に客員
研究員として 1年間留学していました．海外を目指す
若者たちへ，海外留学や就職の ‘すすめ ’ として本稿を
寄稿します．
実際シリコンバレー（図 1）という名前はよく聞く

ものの，どんなところか具体的なイメージは湧かない
ものです．（私も留学前はよく分かりませんでした．）
スタンフォード大に研究員として 1年このエリアで過
ごし，ちょっと分かってきたので，このコラムで述べ
させて頂きます．そしてなぜシリコンバレーが世界中
の若者のあこがれの地なのか，そしてなぜこの文章を
読んでいるあなたも目指すべきなのか，という視点で
も文章を書かせて頂きます．本稿を読むことでシリコ
ンバレーを身近に感じ，将来のキャリア目標の一つと
して考えるという人が一人でも増えたら幸いです．

 ２  なぜスタンフォード大に
留学したのか？

私はスタンフォード大に先端のAI システムを学び，
研究するために留学しました．元々はハードウェア畑
の人間であり，そもそもソフトウェア（SW）やAI な

どは分野外です．ただハードウェア界隈ではこの 10年
ほど大きな技術革新がなかった一方で，SWやAI では
大きな変革が立て続けに起こり，その学会の盛り上が
りが異分野の私にも聞こえてくるほどでした．ディー
プラーニング等でブレークスルーしたAI の進歩がどこ
まで行くのか興味があり，業務外で機械学習やニュー
ラルネットの勉強を始めました．そして留学する機会
を会社から頂いた際には自分の本流分野であるハード
ウェアではなく，コンピュータサイエンス分野の教授
のグループに行くことを希望し，無事にスタンフォー
ド大の教授にも受け入れてもらえました（図 2）．
しかし，AI を研究している環境は日本にも多くある
のに，なぜ海外に出る必要があったのでしょうか？材
料，メカ系など日本のお家芸分野を除き，AI や SWな
ど現状のホットな技術は圧倒的に海外（特にアメリカ
と中国）が強く，日本のプレゼンスは（異分野の私か
ら見て）ほとんどありません．例えばNeurIPS* といっ
たAI 系のトップ学会では日本から出ている論文数を全
て足しても，スタンフォード大から出ている論文数に
及ばないという厳しい現実があります．（もちろん本数
が最重要というわけではありませんが…．）そもそも
AI や SWでアメリカが強いのは最近に限った話ではあ

 はじめに１ はじめに

２  なぜスタンフォード大に
留学したのか？

２  なぜスタンフォード大に

＊ https://nips.cc/
図１　シリコンバレー近辺地図

https://siliconvalleyrw.com/2018/01/02/post-1411/

図２　研究室バーベキュー後の記念写真
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りませんが，問題はAI と SWが今後の社会で一番重要
な技術になろうとして（または既になって）いる点で
す．このように日本との技術ギャップがあるため，留
学して最先端の知識や人材と触れ合えることは非常に
大きなメリットであると思います．また，スタンフォー
ド大の授業に出て特に驚いたのは，学部生やほかの専
攻（生物，機械科）の学生がとても熱心にAI の授業を
受講していたことでした．自分の研究にどのようにAI
を活用するか，自ら貪欲に学ぶ姿勢に大きな刺激を受
けました．その授業（CS231）の様子を図 3に示しま
す．
また，留学し研究室の友人と築いた人脈（または友

情）は一生ものです．（元）スタンフォード大生が日本
に仕事や旅行で来た際は観光名所などを案内したり，
御飯を一緒に食べたりしながら貴重な業界動向や昔話
を語らうことができます．特に，テレビ番組のテラス
ハウス ** の話題は盛り上がります．

 ３ シリコンバレーについて

それでは，シリコンバレーという街自体の簡単な紹
介もさせて下さい．どのような特徴があって，なぜ，
あこがれの地となっているかという視点で紹介できれ
ば，と思います．

３.１　夢とテクノロジーの街
シリコンバレーと呼ぶ地域（現地ではベイエリアと
呼称）には，これでもかというほどトップ IT企業の本
社やオフィスが詰め込まれています（図 1）．特に
Apple や Google の本社は敷地近くまで部外者でも入れ
るため，半ば観光名所となっています．図 4に示した，
私が観光で立ち寄ったときの写真も参照して下さい．
また，この辺りの道路を走っていると目につくのが

自動運転車です（図 5）．渡米前は自動運転が実用化さ

れるのは 10年も先の話…と考えていたため，隣の車線
に自動運転車が止まったときの驚きは忘れられません．
（1年滞在するとすっかり見慣れたものとなってしまい
ましたが．）現カルフォルニア州法では運転手が同乗し
なくてはならないため有人ですが，そう遠くないうち
に無人になるのではないでしょうか．
日本の公道にも自動運転車が走るという日が早く訪
れてほしいですね．

３.２　日本のX倍の給料？ 
アメリカやシリコンバレーは給料が非常に高い一方
で，日本の企業は低いなどという記事を最近よく目に
します．確かにシリコンバレーのエンジニアの給料は
非常に高く，「博士新卒」が年収 2,000 万円以上のオ
ファーを受けるという話も珍しくありません．特に現
在 SWエンジニアの給料は法外で，SWの研究をして
いればよかったと研究室の学生と軽口をたたきます．
ただ，おいしい話には裏があるものです．
まずシリコンバレーはアメリカで 1位，2位を争う

３ シリコンバレーについて３ シリコンバレーについて

** https://ja.wikipedia.org/wiki/ テラスハウス _（テレビ番組）

図３　CS231 の様子（ディープラーニング入門講座）

図 4　Google 社

図 5　公道を走る自動運転車



300 通信ソサイエティマガジン　No.52  春号 2020

物価の高い地域であり，特にシリコンバレー近辺の家
賃は（自分が今住んでいる）川崎市の 3～4倍の相場で
す．また製品開発中止に伴うレイオフ（一時解雇）も
身近であり，ある日出社したら段ボール箱を渡されチー
ムごと解雇…というドラマのような話も聞きます．こ
のような事情を考えると，高額な給料には一定のリス
クがあることが分かります．

３.３　なぜここまでシリコンバレーは発展？
きれいなオフィスビルや高額な給料に目を奪われて

しまいますが，結局は優秀な人材を引き止める・引き
つけるための手段なのではないでしょうか．スタン
フォード大やシリコンバレー企業の研究機関はすさま
じいアウトプットを出していますが，原動力となって
いるのは世界中から集まった優秀な人材です．給料だ
けではなく，様々な要素で人材を引き付けようとして
います．例えば高名な研究者を広告塔に，盛んに学会
発表を行うなど各社は計算高くやっています．

 ４  なぜアメリカ，シリコンバレー
で働くべきか？

４.１　技術を極めたい場合
前述したとおり，SWやAI の技術，研究レベルは海

外の方が高いです．やはり技術は優秀な人材やマネー
ジャに囲まれた方が伸びやすいものだと思います．そ
のためエンジニアや研究者としてキャリアを一歩進め
たい，技術を極めたいというならば，海外へ出るのは
良い決断だと思います．

４.２　技術を高く売りたい場合
一部ベンチャーを除き，日本企業はまだまだ年功序

列なので，あなたが幾ら優秀で世界で戦える技術を持っ
ていたとしても，あなたに払う給料は会社に長くいる
人たちより少ないことが多いでしょう．
一方で Facebook CEOのマーク・ザッカーバーグは

「ソフトウェア技術者は 30歳でピークを迎え，技術力
はそこから段々下がっていく」と言っています．その
ため，あなたが若く優秀であれば，老人たちよりはる
かに高い給料（大学卒でも優秀であれば SW技術者の
場合 3,000 万円以上）を稼ぐことができるでしょう．
もちろんそのようなトップ企業への入社のハードルは
とても高いですが，自分の腕一本で億万長者を目指す
アメリカンドリームには文字どおり夢があります．
しかしながら，日本の年功序列にも良いところはあ

ります．安定した収入と雇用が保証されるというのは，

精神的にも人生設計的にも大きなメリットです．アメ
リカでは技術の流行，廃りが起きるタイミングで定期
的にレイオフが行われるため，そのリスクを常に念頭
に立ち回らないといけないというプレッシャーがあり
ます．どちらも一長一短ですね．

４.３　御参考：ビザ戦略
アメリカにおいて就業ビザ（H1Bといったワーキン
グビザ）を得ることは入社試験を突破することと並ん
で，日本からの若者を悩ませる種だと思います．実際
日本から来てアメリカで働いている友人の多くも，ビ
ザ取得の過程で苦労していました．
日本にいると余り意識することはないですが，アメ
リカで仕事をするためにはワーキングビザという許可
証が必要です．トランプ政権になってからこのワーキ
ングビザを得るのが年々難しくなってきています．も
し日本の大学を卒業し，アメリカで働くならば，流れ
としては（1）面接を突破し，入社する企業が決定→
（2）ビザ取得→（3）渡米，というステップです．しか
しながらワーキングビザを取得するには運も必要で，
会社が手配してくれる弁護士の優秀さや推薦文がどれ
くらい手に入るかなどで，取得までの年数が変わって
くるかと思います．（大きな会社であれば大抵問題はな
いらしいですが．）せっかく入社が決まってもビザが取
得できないのではつまらないので，自身でよく調べた
り，インタビュー時に渡米した際に周りのビザ取得者
からアドバイスをもらったりしておくのを ‘ おすすめ ’
します．（留学など収入を得ない長期滞在のビザ（J1,F1）
はすぐに取得できるので安心して下さい．）

 ５ おわりに

シリコンバレーは一声で日本より良い，優れた場所
とは言えませんが，アメリカンドリームを体現する場
所として，世界中の注目を集め続けています．
本稿を読むことでシリコンバレーについてより深く
知り，キャリアの目標に据える若者が一人でも増えた
ら幸いです．

４  なぜアメリカ，シリコンバレー
で働くべきか？
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B-plus
ジュニア会員創設
特別企画 地デジアンテナ
自作コンテスト 第2弾

自作アンテナで東京オリンピックを見よう‼
　東京オリンピックが開催される 2020年，電子情報通信学会通信ソサイエティでは，ジュニア会員の創設を記念して，
2012年度B-plus特別企画「地デジアンテナ自作コンテスト」に続く2020年度「地デジアンテナ自作コンテスト第2弾」
を実施します．自作アンテナで東京オリンピックを見ましょう‼

　2013 夏号 No.25　通信ソサイエティからのお知らせ「地デジアンテナ自作コンテスト審査結果発表」を参考にし
てもよいですし，全く別のアンテナでも構いません．作成者は学生，本会会員及びその家族，小学生・中学生・高校生，
大学生とします．もちろんジュニア会員は大歓迎です．以下の実施要領を参考に応募して下さい．たくさんの方の御応
募をお待ちしております．

※B-plus は，電子情報通信学会誌 (https://www.ieice.org/̃cs-edit/magazine/) で無料公開しています．

1. アンテナの種類
種類は不問．ただしオリジナルなものに限る
2. アンテナの制限
20 kg 未満であり，縦・横・高さの合計が 140cm以下の立方体内部に 
突起物を含む全ての構造が収まる大きさであること
3. 以下の部門に分けて表彰します
性能部門：高性能を表彰 
工作部門：製作能力を表彰 
発想部門：新しいまたは面白いアイデアを表彰 
意匠部門：美しいまたは面白いデザインを表彰 
経済部門：必要十分な性能基準を実現するためのコストと工数の削減を表彰 
ジュニア会員部門：ジュニア会員だけを特別に表彰
4. 締切
2020 年 9月 18日必着（夏休みの宿題にできます）
5. 応募方法
以下まで宅急便（送料は応募者負担）で送って下さい．
〒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事務局宛
このとき，以下を記載した資料を同封して下さい．
応募者の住所及び氏名 
作成者の学年及び氏名 
応募する部門：一つ以上 
アピール：（経済部門の場合は部品の値段と作成にかかった時間）

応募頂いたアンテナは審査後，宅急便（送料は応募者負担）で返却致します（希望者のみ）
6. 問合せ先
電子情報通信学会　通信ソサイエティマガジン事務局
電話：03-3433-6692　E-mail : b-plus@ieice.org  
URL : https://www.ieice.org/̃cs-edit/magazine/

コンテスト実施要領

〒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事務局宛

応募者の住所及び氏名 
作成者の学年及び氏名 
応募する部門：一つ以上 
アピール：（経済部門の場合は部品の値段と作成にかかった時間）
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 1. アポロ11号の月面着陸
1969 年 7 月 20 日，アポロ 11 号が月面着陸に

成功し，「月に人が立つ」という人類の夢が実現し
た映像には，ただただ驚いたことを今でもよく覚え
ている．アームストロング船長の「これは一人の人
間にとっては小さな一歩だが，人類にとっては偉大
な飛躍である」という言葉も印象的であった．エレ
クトロニクスの時代の幕開けを予感させる出来事，
それがアポロ 11 号の月面着陸であった．私は，
1967 年の 4 月に北海道大学の理類に入学し，その
2 年後，新設間もない工学部の電子工学科（1960
年 4 月 1 日設置）に進学した．科学技術の粋を集
めた月面着陸を成功に導いた直接の立役者はロケッ
ト工学や制御工学であったと思うが，38 万 km も
離れた月から，あれほどの映像を地球に送り届ける
ことを可能にした電子工学や通信工学に強くひかれ
るものがあった．

その頃，そろそろ自分の進むべき研究室を決めな
ければならない時期になっていた．「地球と月をつ
なぐ」こともさることながら，「人と人をつなぐ」
通信技術に興味があったこと，また，できることな
らこうした分野の研究に携わっていきたいという思
いもあって，通信系の研究室を希望していたが，幸
い，マイクロ波工学や電磁界理論の大家として著名
な鈴木道雄先生の御指導を頂けることになった．

人生には，何度か大きな転機が訪れると言われて
いるが，このときの研究室配属は正しくその一つで

あった．
ところで，福沢諭吉は，著書「西洋事情」（1866

年）の中で「傳信機」（いわゆる「電信機」のこと）
を紹介し，「現今西洋諸国ニハ海陸縦横ニ線ヲ張ル
- 恰モ蜘蛛ノ網ノ如シ」と述べている．バーナーズ
リーが World Wide Web（世界中に広がる蜘蛛の
巣），いわゆる WWW（ウェブ，Web）を発明した
のが 1989 年のことであるから，それより 100 年
以上も前に，「蜘蛛の網」という表現を使っていた
ことに福沢諭吉の先進性を感じる．それと同時に，
国際通信のほぼ 99％を担う昨今の光海底ケーブル
に至っては，「蜘蛛のネットワーク」をはるかに超
えて，「脳の神経細胞ネットワーク」とも言える様
相を呈しており，通信の絶え間ない進化には驚くば
かりである．

 2. したいこととできること
研究室に配属になって最初に取り組んだ研究テー

マは，電子工学や通信工学の分野ではほとんどなじ
みがなかった弾性波に関するものであった．地震波
もその一種で，いわゆる初期微動は縦波に対応し，
主要動は横波に対応する．縦波，横波は，それぞれ
P波（Primary WaveあるいはPressure WaveのP），
S 波（Secondary Wave あるいは Shear Wave の S）
とも呼ばれ，いずれも地球の内部を伝わり，P 波の
方が S 波よりも先に到達する．地震波には，これら
のほかにも，地球の表面を伝わる弾性表面波あるい

北海道大学名誉教授
小柴正則

 Masanori Koshiba

研究研究研究ににに無駄無駄無駄はははないないないないないない
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小柴正則（名誉員：フェロー） 　
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は表面弾性波（SAW: Surface Acoustic Wave）と
呼ばれるものがあり，その速度は S 波よりも若干遅
い．弾性波の速度は電磁波の速度のおよそ 10 万分
の 1 程度であるため，それだけ波長が短くなり，高
周波デバイスを飛躍的に小形化できる可能性があ
る．特に，P 波と S 波が結合した SAW は，そのエ
ネルギーが固体の表面付近に集中しているので伝搬
状態を制御しやすい．また，1965 年に図 1 に示す
ようなすだれ状電極と呼ばれる画期的な電極が発明
され，SAW を効率良く送受信できるようになり，
SAW デバイスが通信の分野で一躍脚光を浴びるよ
うになった．電極のパターンを工夫することによっ
て多彩なフィルタ特性を実現することができ，アン
テナのように，正しく「パターンの芸術」と呼ぶに
ふさわしいところがある．携帯電話やスマートフォ
ンには，妨害波を抑圧して信号波を取り出すフィル
タが不可欠で，現在，マルチバンド化や多機能化が
進むこれらの携帯端末には，多数の SAW フィルタ
が搭載されている．

さて，こうした SAW デバイスの研究に取り組も
うとしたものの，すぐに挫折を味わうことになる．
SAW はもちろんのこと，弾性波そのものの知識不
足である．「自分がしたいこと（will）」と「自分が
できること（can）」のギャップの大きさを痛感した．
ましてや世の中が求めている「すべきこと（must）」
など，考える余裕もない．電子工学科であったので，
電磁気学や電気回路，電磁波工学や通信工学の講義
はもちろんあったが，連続体力学や弾性振動といっ
た講義はなく，また，研究室として初めて取り組ん
だテーマであったので，一から勉強する必要性に迫
られた．正しく，アインシュタインの言葉どおりで，

「学べば学ぶほど，自分がどれだけ無知であるか思
い知らされる」ことになった．ただ，「自分の無知
に気付けば気付くほど，より一層学びたくなる」と
のアインシュタインの言葉を信じて知識の習得に努
めた．

ところが，知識を習得しただけでは研究をしたこ

とにはならない．ここでまた，壁に突き当たる．卒
業研究では，SAW デバイスに関する世界的な研究
動向の調査結果をまとめて学士の学位を取得するこ
とができたが，大学院における研究ではそういうわ
けにはいかない．学会発表に耐え得る研究テーマを
見つけなければならない．当時，SAW デバイス設
計のための解析ツールの実現が求められていたこと
もあり，これに挑戦してみようとしたが，SAW の
場合は，電磁波にはない P 波が関与するのに加えて，
通常，基板として圧電体が用いられるので，電気系
と機械系とが結合した複雑な方程式を解かなければ
ならないという難しさがある．そこで，1950 年代
半ばに，航空機の翼の強度計算のために開発された
有限要素法（FEM: Finite Element Method）と呼
ばれる数値解析技術の汎用性に着目し，早速，
FEM の研究に取り掛かった．もちろん，不安はあっ
た．構造力学の分野では，既に中核的な役割を果た
していた FEM であったが，通信分野では，まだま
だ認知度が低く，先行研究もない．ただ幸いにも，
水晶振動子をはじめ，圧電振動子の FEM 解析に関
する論文が出始めていた頃であり，これなら SAW
も扱えるだろうという直感を頼りに FEM の研究を
一から始めた．チャレンジングな目標ではあったが，
これによって，「will，can，must」相互のギャッ
プを少しずつ埋めることができた．また，これらを
図 2 に示すような三つの輪で表したとき，それぞ
れの輪が互いに重なる領域を，これも少しずつでは
あるが，広げることができたように感じている．こ
の図は，キャリアデザインの分野ではおなじみのも
のであるが，研究の場合にも同じことが言えるので
はないかと思っている．

 3. 困窮而通
SAW の研究で博士の学位を取得した後，SAW の

研究を継続しながら，電波や光の研究も本格的に開
始した．まず取り組んだのは，電磁波問題の FEM

図１　弾性表面波フィルタの概念図 図２　キャリアデザインのみならず，研究にも三つの輪
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解析であった．IEEE には，マイクロ波やミリ波，
更にはテラヘルツ波を研究対象とする MTT-S

（Microwave Theory and Techniques Society）と
いうソサイエティがある．ソサイエティの名称に

「Theory」という用語が使われるほど，マイクロ波
工学の分野には昔から数多くの解析理論の蓄積があ
る．一方で，デバイスや装置の高性能化，多機能化
が進み，こうした従来の解析理論では対応できない
ことも多くなり，1970 年前後から数値解析技術に
対する関心が高まってきた．とりわけ FEM は，対
象物の形状や材料の性質によらず（異方性，不均質
性，分散性，損失性，非線形性などがあっても）自
在に対応できることから，FEM を搭載した高周波
電磁界解析ソフトウェアの実現にも大きな期待が寄
せられていた．SAW の FEM 解析を経験していた
ので，電磁波問題の FEM 解析については，「must」，
言い換えるとニーズの読み違いさえなければ，すぐ
にでも成果が出せそうであった．電磁波の場合は，
P 波が存在しないので，解析自体は SAW の場合に
比べてはるかに簡単になるはずだと思ったが，これ
が誤算であった．

電磁波は，言うまでもなくマクスウェルの方程式
で記述され，フルウエーブ，すなわちベクトル波と
して取り扱う必要がある．（ベクトル波動方程式を
解く．）これは，弾性波でも同じことであるが，当時，
マイクロ波伝送線路や光導波路（光ファイバも含め
て）の導波モード解析（固有モード解析）に FEM
を適用すると，どういうわけか，非物理的な解，い
わゆるスプリアス解が発生し，これが FEM の信頼
性を著しく損ねていた．（弾性波の FEM 解析では，
スプリアス解が発生することはない．）どんなに汎
用性が高くても，これでは使い物にならない．電磁
界分布を逐一確認しながら真の解とスプリアス解を
見分けるといった，言わば対症療法的な解決策しか
見当たらない状況が続き，なかなか先が見通せず，
このまま FEM の研究を続けてよいものか，またも
や，壁に突き当たることになった．

抜本的な解決策を見いだせない限り，FEM の新
たな展開は望めない．エジソンは「99 パーセント

の努力と 1 パーセントのひらめき」，また，本田宗
一郎は「99 パーセントの失敗と 1 パーセントの成
功」と，同様の趣旨の言葉を残している．こうした
先人の教えは，研究を進めていく上で，研究者自身
はもちろんのこと，研究管理者も心得ておくべきこ
とであるとの思いから，勝算（「ひらめき」と「成功」）
はともかく，スプリアス解の問題解決に向けて一歩
踏み出すことにした．電磁波と弾性波とで，どこが
どう違うのか，基本に立ち返るとともに，数値実験
を繰り返し，スプリアス解発生の数学的メカニズム
の解明に取り組んだ．紆余曲折はあったが，「窮す
れば通ず」で，結果として，非回転場（回転がゼロ
となる関数空間）がスプリアス解の発生源になって
いることを突き止め，図 3 に示すような節点（ノー
ダル）要素と辺（エッジ）要素を組み合わせたハイ
ブリッド要素の開発に至った（1）．「窮すれば通ず」
の由来は，古代中国の書物「易経」に記された「困
窮而通（困は窮して通ず）」とされており , 主語「困」
があると分かりやすく，研究で突き当たる壁もその
一つと言える．

スプリアス解発生の数学的メカニズムを含めて
理論の詳細は割愛するが，こうしたスプリアス解フ
リー要素は導体や誘電体の角点（かどてん）におけ
る電磁界の特異性にも対応でき，マイクロ波から光
波帯にわたって広く利用されるようになったので，
その概略を述べておく．ノーダル要素はスカラ基底
関数に基づく通常の要素で，縦電磁界（伝搬方向の
電磁界）の離散化に用いられ，黒丸で示した節点に
おける縦電磁界が未知変数になる．一方，エッジ要
素はベクトル基底関数に基づきスプリアス解の発生
源である非回転場を取り除いた要素で，横電磁界（導
波路断面内の電磁界）の離散化に用いられ，矢印で
示した向きの電磁界が未知変数になる．いずれの要
素も，要素をつなぎ合わせる過程で，「媒質の境界
面で電磁界の接線成分が連続になる」という電磁気
学で学ぶ境界条件を満足させることができる．ノー
ダル要素だけでは，この当たり前の条件を満足させ
ることができない．図 3 には，基底関数の次数が
理論的に許容される最低次数の基本要素を示した

図３　スプリアス解フリー要素（左から，ノーダル要素，エッジ要素，ハイブリッド要素）
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が，高速収束解が期待できる高次ハイブリッド要素
や湾曲境界への適合性に優れた曲辺ハイブリッド要
素も開発済みである（1）．なお，三次元電磁界解析
では，ノーダル要素は使用できず，エッジ要素の使
用が必須であり，通常，四面体エッジ要素が用いら
れる（2）．

その後，スプリアス解フリー要素をコア技術とし
て，周波数領域のみならず，時間領域解析のための
FEM，光導波路をターゲットとしたビーム伝搬法

（光が入射端から出射端までどのように伝搬してい
くかを逐次計算する）や虚軸ビーム伝搬法（任意の
初期入射光分布から特定の固有モードを抽出するも
ので，放射損や漏れ損の評価が可能），時間領域解
析における時間の刻み幅に対する制約を大幅に緩和
した時間領域ビーム伝搬法など，様々な問題に対処
できるように FEM のメニュー充実を図ってきた（2）．
また，FEM の解析空間は有限であるので，その端
から不可避的に生じる非物理的なスプリアス反射を
抑圧することが必須である．このため，吸収性能が
格 段 に 優 れ た 完 全 整 合 層（PML: Perfectly 
Matched Layer）の導入も進め（2），通信分野にお
ける FEM の利用環境整備に努めてきた．

ところで最近は，電磁界解析ソフトウェアのみな
らず，様々な分野の解析ソフトウェアが高度化し，
人工知能（AI: Artificial Intelligence）を援用した
自動最適化技術の進化ともあいまって，シミュレー
ション結果をそのまま信じてしまう，と言うより，
信じざるを得ない状況にあるのではないかと危惧し
ている．仮定と近似を前提としない理論はないので，
シミュレーション結果に潜む本物ではないものを見
極める経験と勘がこれまで以上に必要ではないかと
思っている．論理的思考は知的生産の原点ではある
が，思考の AI 化が進む今日，経験や体験に裏打ち
された勘による判断も，時には必要である．こうし
た勘を養うためにも，特に研究活動においては，基
本に立ち返ってじっくり物事を考える時間的余裕を
持ちたいものである．

 4. 未来への種まき
光ファイバの損失値が 20dB/㎞となった 1970 年

は「光ファイバ通信元年」と呼ばれることがあり，
これを契機に世界中で光ファイバの研究開発が爆発
的に本格化した．1985 年には，旭川から鹿児島ま
で全長 3,400km の日本縦貫光ケーブルルートが完
成し，光通信の時代が到来した．光ファイバには，
低損失で広帯域，細径で軽量，電磁誘導に強く，ク

ロストーク（漏話）も少なく，しかも，材料はシリ
カガラスで豊富にあるといった数多くの利点がある
が，幾つかの幸運にも恵まれていたと感じる．光ファ
イバの低損失波長帯は 1,310nm 帯と 1,550nm 帯
であるが，光ファイバのゼロ分散波長がたまたま
1,310nm 付 近 に あ っ た こ と， 最 低 損 失 波 長
1,550nm でゼロ分散となる分散シフトファイバと
いう解が存在したこと，その最低損失波長帯が異常
分散領域であったため，非線形効果を利用して光ソ
リトン通信が可能になったこと，そして，エルビウ
ムをドープした光ファイバが最低損失波長帯で
EDFA（Erbium-Doped Fiber Amplifier） と 呼 ば
れる光ファイバ増幅器として動作したことなど，偶
然にしては余りにもでき過ぎている．もちろん，「偶
然」を「必然」に変える多くの研究者や技術者の努
力の結果であるが，神秘的なものすら感じ，光通信
分野への思いが強くなった．

さて，光領域では光波の制御に，様々な物理現象
が利用される．例えば，電気光学効果，音響光学効
果，熱光学効果などはその典型で，それぞれ電界解
析，応力解析，熱解析が要求される．したがって，
電磁界解析のみならず，連成問題として他の物理系
の解析も必要で，いわゆるマルチフィジックス解析
を行うことになる．弾性波の研究を始めた当初は，
まだ視野が狭く，光ファイバや光デバイスの設計に
応力解析が不可欠であることなど，知る由もなかっ
た．たとえすぐに成果が出なくても，経験知はいつ
かどこかで役に立つものだと実感したのは，1980
年代半ば，偏波保持ファイバの研究に取り組んだと
きのことであった．もし，弾性波の研究を行ってい
なければ，二の足を踏んでいたかもしれないと思う
ことがある．

最初に手掛けたマルチフィジックス解析の研究
対象は，図 4 に示すような応力付与形偏波保持ファ
イバ（コアの周囲にクラッドよりも低屈折率のディ

図４　応力付与形偏波保持ファイバの断面模式図
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プレスト層を装荷している）であった．応力解析に
よって算出された応力分布を光導波路解析（偏波を
扱うので，フルウエーブ解析が必要）に組み込んで
モード複屈折率と接続損を評価し，結果をまとめて
本会論文誌に投稿した．その後，この論文（3）に対
して本会から論文賞を頂けることになったが，これ
が本会から頂いた初めての賞で，研究活動を続けて
いく上で大きな励みになった．なお，当時はまだ，
前述したスプリアス解フリー要素の開発には至って
いなかったので，スプリアス解の完全除去はできな
いものの，スプリアス解を所望の領域に封じ込める
ことが可能なペナルティ法（制約あり最適化問題を
制約なし最適化問題に変換する方法の一つ）に基づ
く FEM（4）を適用した．

最初からうまくいく研究など，恐らくないと言っ
ても過言ではない．研究とは，正しく生き物みたい
なもので，夏目漱石の言葉「あなたが今まく種は，
やがてあなたの未来となって現れる」（ロンドン滞
在中の日記，原文は「汝ノ現今ニ播ク種ハヤガテ汝
ノ収ムベキ未來トナツテ現ハルベシ」）にあるよう
に，「種」をまかずに「未来」はない．だとすれば，
役に立たない種（研究）などないはずで，研究者と
して心得ておきたいものである．最近の短期間に成
果を求める風潮が，特に若手研究者の「未来」を左
右することがないように願っている．

いま一つ，やっておいて良かったと思うのが，前
述したスプリアス解フリー要素の研究である．これ
が，1990 年代後半に登場したフォトニック結晶ファ
イバ（PCF: Photonic Crystal Fiber）と呼ばれる
新しい光ファイバの研究につながった．PCFは，ホー
リーファイバ（HF: Holey Fiber）とフォトニック
バ ン ド ギ ャ ッ プ フ ァ イ バ（PBGF: Photonic 
Bandgap Fiber）とに分類される．HF は，クラッ
ド部に多数の空孔を設け，全反射によって光をコア
内に閉じ込める．一方，PBGF は，クラッド部に
PBG を開け，ブラッグ反射によって光をコア内に
閉じ込める．HF には，超広帯域伝送，極低曲げ損
など，通常の光ファイバでは考えられない特異な性
質があり，PBGF では，光が空気コア内を伝搬する
ため，究極の極低損失伝送路の実現が期待されてい
る．また，コアの周囲に空孔をリング状に配置した
空孔付加形ファイバ（HAF: Hole-Assisted Fiber）
は，アクセスネットワークの光化の進展に伴い，曲
げに強い光ファイバとして開発が進められ，既に，

「曲げフリー光ファイバコード」として商品化され
ている．

こうした PCF が登場する以前の光ファイバや光

導波路は，屈折率差が小さい材料で作製されること
が多かった．こうした構造では，いわゆる弱導波近
似が成り立ち，わざわざフルウエーブ解析を行わな
くても，一つの電磁界成分を用いたスカラ波解析（ス
カラ波動方程式を解く）で，実用上十分な結果が得
られる．しかも，こうした問題に FEM を適用する
場合は，通常のノーダル要素を使うことができ，ス
プリアス解も発生しない．これでは，折角のスプリ
アス解フリー要素の出番がない．（マイクロ波やミ
リ波帯では，弱導波近似が成り立つ導波路はほとん
どなく，フルウエーブ解析が必須である．）スカラ
波解析の結果を追認するだけでは，フルウエーブ解
析の意味はなく，どうしたものかと思案していたと
ころへ現れたのが PCF であった．空孔を使うなど，
これまでの常識では考えられないほどに屈折率差が
極めて大きい構造で，もはや弱導波近似は成り立た
ず，早速 PCF の研究に取り掛かった．なお，空孔
を使った偏波保持（あるいは単一偏波）ファイバと
して知られるサイドトンネル形ファイバは，PCF
が登場する以前に東京大学の大越孝敬先生によって
提案されたものである．

ここでは，低曲げ損と低接続損を両立させた単一
モード HAF の開発事例（5）を紹介する．図 5（a）は，
試作した HAF の断面写真である．標準の単一モー
ドファイバ（SMF: Single-Mode Fiber）と低損失
で接続することを可能とするために，モードフィー
ルド径を SMF と同程度に維持しつつ，許容曲げ半
径をできるだけ小さくするために，二酸化ゲルマニ
ウムを添加したコアの周囲に空孔をリング状に二層
配置した構造になっている．図 5（b）は，波長
1,550nm における曲げ損の曲げ半径依存性を示し
たものである．HAF の曲げ損が SMF の場合に比べ
て圧倒的に小さくなっていること，また，放射損や
漏れ損の高精度評価を可能としたスプリアス解フ
リー要素に基づくフルウエーブ解析（6）による理論
値が実験値とよく一致していることを確認できる．
スプリアス解フリー要素の研究が PCF の研究に大
いに役立った一例で，リスク管理はもちろん必要で
あるが，一歩踏み出すことの大切さを改めて学んだ．
なお，光ファイバに限らず，一昔前まではシリカ系
光導波路のように，弱導波近似が成り立つ低屈折率
差導波路が主流であったが，最近は，シリコンフォ
トニクス技術の進展によって，フルウエーブ解析が
必要な高屈折率差導波路の利用拡大が急速に進んで
いる．（超小形光回路，超高密度光配線，超高速光
スイッチなど．）
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 5. 共同研究の面白さ
一昔前までは，企業も大学も自前主義で研究に取

り組むことが比較的多かったが，最近は，個人や研
究室単位ではなく，複数の組織がチームを組んで共
同研究を実施する機会が増えてきた．企業では，自
前主義でのイノベーションには限界があるとの判断
から，いわゆる「クローズドイノベーション」から

「オープンイノベーション」にかじを切っていると
ころも多い．もちろん，技術的知識流出のリスクも
あるので，オープン戦略とクローズド戦略をうまく
組み合わせるマネジメントが必要ではあるが，これ
までの経験から，共同研究が知識の新結合や新しい
価値創造の源泉になると実感している．

情報科学研究科の研究科長在任時に，日本電信電
話株式会社，東日本電信電話株式会社と北海道大学
が連携プログラム協定を締結する場に立ち会うこと
ができた（2008 年 12 月 9 日）．この締結では，情
報科学分野，特に，ナノテクノロジーや光通信・無
線通信分野での連携を強化することになった．後述
するように，当時，既存の光通信ネットワークの限
界が指摘され始め，こうした限界を打破するための
新規技術開発の一環として，空間分割多重（SDM: 
Space-Division Multiplexing）と呼ばれる多重化
技術に対する関心が高まりつつあったこともあり，
この連携プログラムは我々の研究室にも大きなイン
パクトを与えることになった．

インターネットトラヒックの急増に伴い，1 本の
光ファイバで伝送できる容量は急速に限界に近付き
つつある．光ファイバへの入力光パワー制限や光増
幅器の帯域制限などを考慮すると，その限界は，お
よそ 100Tbit/s（毎秒 100 兆ビット）と予想されて
いる．このため，東北大学の中沢正隆先生が中心と
なって，100T を超えるペタビット級（毎秒 1,000
兆ビット），更にはエクサビット級（毎秒 100 京ビッ
ト）の次世代光通信ネットワークの実現を目指す研

究者コミュニティの構築が図られた．具体的には，
2008 年 1 月，独立行政法人情報通信研究機構にお
いて，産学官連携による技術検討の場として「光通
信インフラの飛躍的な高度化に関する研究会」，通
称，EXAT（EXtremely Advanced optical Trans-
mis sion technologies）研究会が発足した．（2010
年 4 月から，本会通信ソサイエティ所属の第二種
研究会として活動を継続．）この研究会では，ペタ
ビットをはるかに超える通信を実現するためのマル
チレベル（多値）変調，マルチコアファイバ（MCF: 
Multi-Core Fiber），マルチ（多）モード制御といっ
た要素技術を総称して「3M 技術」と呼び，国際会
議の開催を含め，活発な活動を展開している．

我々の研究室では，既存のシングルコアファイバ
（SCF: Single-Core Fiber）の限界を打ち破る革新
的な光ファイバとして期待されている MCF の研究
を，EXAT 研究会発足当初から進めてきた．2009
年には，横浜国立大学の國分泰雄先生（現在，中部
大学副学長）との共同研究によって，非結合形
MCF（7）と結合形 MCF（8）の設計指針を初めて明ら
かにし，その成果を本会の電子ジャーナル ELEX

（IEICE ELectronics EXpress）に報告した．その後，
結合形 MCF に関する論文（8）に対して ELEX Best 
Paper Award を頂くことができ，共同研究ならで

（b）曲げ損の曲げ半径依存性（5）（a）二重リング構造空孔付加形ファイバ（5）

図５　低曲げ損・低接続損空孔付加形ファイバ

図６　 IEICE Electronics Express Best Paper Award 受賞
（左から，エレクトロニクスソサイエティの小山二三
夫会長（当時），筆者，國分泰雄先生）
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はのだいご味というものを知ることができた．図 6
は，受賞時（2010 年 9 月 15 日）の写真である．

2011 年 以 降，SCF の 物 理 的 限 界 で あ っ た
100Tbit/s を超える SDM 伝送実験の結果が相次い
で報告されるようになり，2012 年には，史上初め
て 1 ペタ伝送（伝送距離 52km）が実現した（9）（日
本電信電話株式会社，㈱フジクラ，デンマーク工科
大学，北海道大学の共同研究）．このとき使われた
MCF は，図 7 に示すように，12 個のコアをリング
状に配置した光ファイバ（10）であった．この 12 コ
アファイバの開発に参画し，1 ペタ伝送の実現に貢
献できたことは，SDM の研究を進めていく上で大
きな励みになった．

ところで，MCF のコア数には，クロストークの
問題もあって上限がある．更に大容量化を目指すに
は，伝送モードを 1 個から数個（現状 2～6 個で，
縮退モードを含めると 3～10 個）に増やした数モー
ドファイバ（FMF: Few-Mode Fiber）の技術を活
用し，MCF のそれぞれのコアを数モード化する必
要がある．こうした SDM は，特にモード分割多重

（MDM: Mode-Division Multiplexing）と呼ばれる．
MDM 伝送を実現するには，新たにモード合分波器

（MUX/DEMUX: MUltipleXer/DEMUltipleXer）
が必要になる．このため，先に述べた連携プログラ
ム協定の枠組みの中で NTT アクセスサービスシス
テム研究所との共同研究を実施し，ファイバ形や導
波路形の MUX/DEMUX の開発を進めた．2011 年
には，基本モードである LP01 モードと第 1 高次モー
ドである LP11 モードを用いた MDM 伝送実験に関
する報告を初めて行うことができた（11）．

図 8 は， MUX/DEMUX としてファイバカップラ
を用いた MDM 伝送の実験系（11）を，ニアフィール
ドパターン（NFP: Near Field Pattern）とともに
示したものである．標準 SMF による 2 モード伝送
の原理確認を行うため，この実験では，カットオフ
シフトファイバ（CSF: Cutoff Shifted Fiber）を使
用し，動作波長を 1,080nm としている（伝送距離
10km，伝送容量 10Gbit/s）．また，長周期ファイ
バブラッググレーティング（LPFBG: Long Period 
Fiber Bragg Grating）を用いて LP01 モードを LP11

モードに変換している．その後は，C バンド（1,530
～1,565nm）で複数のモードが伝搬可能な光ファ
イバを導入し，平面光回路（PLC: Planar Light-
wave Circuit）に基づく導波路形 MUX/DEMUX
の開発（12）やモード多重度の拡大に向けた研究に取
り組んできた．

 6. おわりに（通信への思い）
これまで，弾性波，広い意味で音波，そして，電

波，光と，「波」と触れ合ってきた．電波と光は同
じ電磁波の仲間であっても，物質との相性は随分異
なる．また，音波は全く別物なので，まず，それぞ
れの波の基本的な性質を学びながら，「人と人をつ
なぐ」通信への応用を目指してきた．その途中，こ

図 8　モード分割多重の実験系（文献（11）から引用して編集）

図７　1ペタ伝送に使用された 12コアファイバ（10）
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うした分野には，多くのノーベル賞受賞者が関わっ
ていることを知り，波はサイエンスとエンジニアリ
ングの懸け橋になっているのではないかという思い
を強くした．しばらく前から，光や電波の分野では
フォトニック結晶，音波の分野ではソニック結晶と
呼ばれる周期構造体における波の特異な性質が物理
として明らかにされると同時に，通信への応用が急
速に進み，太古の昔から存在する波の無限の可能性
を感じ，興味が尽きない．最近では，波長よりもは
るかに小さな空間に光を閉じ込めることができるプ
ラズモニック結晶と呼ばれる周期的な金属ナノ構造
の通信への応用も検討されている．なお，PCF の
製造ノウハウは昨今の MCF の研究にも生かされて
おり，光ファイバの進化には不思議な力を感じる．

研究とは，新しい知と価値を創造するという意味
で，「無」から「有」を作り出すこととよく言われ
るが，確かに先の見えない仕事の一つであることに
相違ない．こうした研究を続けることができたのは，
御指導頂いた諸先生，先輩・同僚，研究室の学生諸
君，また，他大学の多くの先生方，国や企業の研究
機関の方々のおかげであり，深く感謝の意を表した
い．最近の SDM 技術については，国際的に競争が
激化していることもあり，とてもスリリングで，面
白い研究を愉（たの）しませて頂いている．

ところで，「通信」は，人と人，人とʻもの ，̓
ʻものʼとʻものʼをつなぎ，私たちの暮らしをい
つも見守り，支えてくれている．「つながることの
大切さ」は論をまたないが，一方で，情報漏えい，
監視社会，セキュリティの脅威，ネット依存症など，
つながり過ぎの危うさも顕在化している．また，巨
大 IT 企業のデータ寡占による個人情報の流出，不
透明なデータ利用など，新たな問題も生じている．
つながり過ぎた社会とどう向き合うか，個人をどう
守るか，通信分野の研究者，技術者には，「つなが
り過ぎないことの大切さ」を踏まえた研究・啓発活
動も，時には必要ではないかと感じている．　
「通信」は，「信を通わす」と読むことができる．「信」

には，「まこと」という意味があり（訓読みでもある），
偽の情報がネットワーク上を行き交うことは，本来
あってはならない．ここで思い出すのが，松下幸之
助の著書「道をひらく」の中の「心を通わす」とい
う見出しで始まる一節である．「心」は「しん」と
も読めるので，「通信」が，正しく「通心」のため
の信頼される社会インフラとして，人々の暮らしを
これからも支え続けてくれることを願っている．ま
た，この一節には，「はじめからしまいまで徹底的
にわるいということもなければ，また徹底的によい

ということもないのである」と綴られている箇所が
ある．人生訓ではあるが，研究にも相通じるところ
があり，励みになると同時に戒めともなった言葉の
一つであることを付記して，本稿の結びとする．
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山間部に隠れた城下町「松代」

	 1 	はじめに
長野県の北部にある長野市松代町は，市を囲む山々

の麓にあり，江戸時代から松代城を中心とした城下町
として栄えた地域である．長野市といえば，全国的に
は善光寺が有名であり，善光寺周辺は門前町として栄
え，多くの観光客が訪れるにぎやかな雰囲気がある．
その一方で，松代町（以下、松代）は同じ長野市内で
ありながら，城下町の落ち着いた雰囲気があり，隠れ
た人気の観光地である．

本稿で松代を取り上げるにあたり，通信との関わり
に注目すると，松代は，電信実験の日本発祥の地であ
る．そして，戦時中には大本営を松代へ移動する計画
があり，大規模地下壕の建設が進められていた．戦時
中の大本営の機能として，各部局への通知のため放送
施設や通信施設が移される計画があった．このように，
日本初の電信実験から通信運用と，日本における通信
技術発展の歴史的な場所としても松代は捉えられる．

本稿執筆に向けて，筆者が実際に松代を散策したと
ころ，情報通信に関する情報は必ずしも多くのことを
得ることはできなかったが，戦国時代，江戸時代末期，
戦争末期の歴史的な転換期に深く関係する事柄が松代
にはあり，大変興味深く感じることができた．そこで，
本稿では，各時代の転換期と松代の関わり，そして通
信技術の存在についてできる限り紹介し，隠れ家的な

松代の魅力を紹介する．
本稿の構成は次のとおりである．２.では，戦国時代

から江戸時代に発展した城下町としての松代を紹介す
る．３.では，電信実験を実施した佐久間象山に関して，
実験の様子やその人物像について紹介する．４.では，
現在の松代地下壕について紹介する．５.に本稿のまと
めを示す．

	 2 	松代の街並み
２.１　松代までのアクセス

北陸新幹線の長野駅から，車で約 20 分移動したとこ
ろに松代がある．移動途中には長野盆地（古くから善
光寺平と呼ばれている）を通り，360 度を山で囲まれ
た大自然を感じることができる．図 1 は，移動中に松
代方面を撮影した写真である．

その山々の一端には，尼巌山（あまかざりやま），奇
妙山（きみょうざん），皆神山（みなかみやま）などが
あり，これらの山々はトレッキングコースとしても人
気のスポットである．これらの山々の麓に松代がある
ため，太陽が山影に隠れると町全体に落ち着いた雰囲
気が出てくる．

２.2　松代城下の様子
松代は，江戸時代の初めに戦国の武将，真田信之に

ⓒ電子情報通信学会2020

図１　松代方面の山並み 図２　松代町の様子（その１）
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よって統治された城下町であり，250 年間，「真田十万
石」の城下町として発展してきた．現在でも，松代城
や真田家の住まいとなった真田邸などの歴史的文化財
に加え，多くの一般家屋で和風建築が見受けられ，当
時の城下町の雰囲気を感じ取ることができる（図 2）．
松代を歩いていると，至るところで真田家の家紋であ
る「六文銭」を見つけることができる．図 3 は，松代
近くを走る高速道路の高架橋につけられた六文銭であ
る．このことからも松代全体で現在もなお真田家をた
たえていることが分かる．毎年 10 月には，松代を中心
とした松代藩真田十万石まつりが開催され，大名行列
など町全体で江戸時代当時の城下町・松代を再現する
催しが行われている．

松代はコンパクトな街となっており，歴史的建造物
や博物館等は，松代の中心からおおよそ徒歩圏内に存
在する．観光においては，移動手段にはそれほど困ら
ず，町の雰囲気を楽しみながら散策することできる．
町の一部には図 4 にあるように用水路があり，きれい
な水が水草を揺らす様子から涼しさを感じ取ることが
できる．

松代では，文化財の利活用を促進するための活動が
盛んに行われており，筆者が散策した 8 月 15 日はちょ

うどお盆期の中日ということで，図 5 にあるような灯
籠が町内に配置されており，夕暮れ時の町をともす灯
籠の光が城下町としての松代の雰囲気作りに大きく貢
献している．

２.３　特産品
松代の特産品としては長芋とあんずがあり，特に，

長芋は国内発祥の地として有名である．松代の長芋は
粘りとぬめりが強く，松代の在住の方にお裾分け頂い
た際には，山掛け御飯でおいしく頂いた．この長芋を
利用した「長芋コロッケ」なるものが松代には販売さ
れているという話を聞いたが，今回の散策では販売所
を見つけられず，次回の楽しみとなっている．

２.４　松代城（海津城）
街の中心部には松代城がある．松代城は真田信之に

よる統治よりも前の 1560 年に武田信玄が上杉謙信と
の「川中島の合戦」の際に築城した「海津城」が始ま
りとされている．川中島の合戦で最も激戦となった八
幡原の戦いの場所として川中島古戦場が松代近くにあ
り，上杉謙信が振るう刀を武田信玄が軍配で受け止め
る銅像がある．さて，江戸時代に真田信之が上田から
松代へ転封した際に，「海津城」が「松代城」へ改名さ
れた．この松代城を中心とした城下町を松代と称し，
明治時代まで，真田家が統治した．廃城時に多くの建
物が壊されたが，環境整備工事が進められ，現在は城
跡が修理・復元されている．松代城内には，一部高台
となっているところがあり，ここからは城壁全体を見
渡すことができ，当時の城内の様子をうかがうことが
できる．高台の上で松代城から外の方向に向くと，善
光寺平を広く見渡すことができ，城の守備に適した場
所だったのではないかと考える．

そのほかにも真田家ゆかりの施設として，真田家の
住まいとして利用されていた真田邸は，池山回遊式の

図 4　�松代町内の様子（その2），右側に水路が見られ，流
れる水は大変きれいで涼しさを感じる．

図 5　お盆の松代町内に置かれた灯篭の様子

図 3　�高架下の六文銭（これ以外にも信号機や看板などに
六文銭を見つけることができる）
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日本庭園や武家屋敷の様子などを見学することができ
る．また，真田宝物館には，江戸時代に真田家が松代
を統治していた時代の品々が紹介されており，一見の
価値がある．なお，真田宝物館については文献（1）で
詳しく紹介されているので，御参照頂きたい．

真田家以外にも様々な歴史的な建物があるが，個人
的に興味がある建物として，長野電鉄屋代線の廃線後
の駅舎がある．図 6 は当時の松代線の線路跡である．
松代中心部に大正 11 年（1922 年）開業当時の建物を
残す駅舎があり，2012 年の廃線以降も観光案内所やバ
スの待合所として利用されている．当時の駅舎の面影
があり，古き良き時代の建物として，懐かしさを感じ
ることができる．

	 3 	
佐久間象山と日本の電気
通信実験発祥の地として

松代由来の著名人として佐久間象山がいる．幕末の
思想家であるが，科学者・医学者・政治家・詩人など
の多彩な顔を持ち，多くの偉業がある．教育者として
文武の道を教授し，勝海舟，坂本龍馬，吉田松陰など
から師事された．これらの門下生の幕末での活躍を考
えれば，佐久間象山の教えが近代日本の礎となってい
たことがよく理解できる．佐久間象山をまつる神社と
して象山神社が松代にある．境内には，佐久間象山に
加え，先ほど述べた門下生の銅像がある．

さて，佐久間象山の科学者としての一面に注目する
と，電信機を自作し，日本初の電信実験に成功してい
る．電信実験を最初に実施した場所として旧松代藩鐘
楼がある．（旧松代藩鐘桜は文献（2）で紹介されてい
る．）鐘楼の近くには，「日本電信発祥之地」の碑が立
てられている．当時の電信実験については，一部予想
も含まれた上で再現された装置が，同じく松代にある
象山記念館にある．図 7 が送信機，図 8 が受信機であ
る．再現された方法では，モールス信号の電鍵ではな
く，指針を円盤上に配列した文字に合わせて回転させ，
通知する方法が採用された．象山記念館では，再現装
置の実際の動作を見ることができる．

象山記念館では，佐久間象山が開発した電気治療器
や地震予測計なども紹介されている．これらの装置は，
専ら佐久間象山が書物を読みながら，独学で製作したも
のであるとのことで，佐久間象山が高い科学的なセンス
と豊富な想像力を持つ人物であることがうかがえる．

	 4 	松代象山地下壕
太平洋戦争の末期に，東京にあった大本営及び政府

各省等を松代に移すという計画の元に，舞鶴山，皆神
山，そして象山の地下に地下壕が掘られた．これらの
うち，象山に掘られた松代象山地下壕は，戦争遺跡と
して長野市により保全作業が進められており，一般に
公開されている．地下壕内部は，当時のままをできる
限り維持しているため，風化等により崩れやすく，安
全面の観点からヘルメットの着用が義務付けられてい
る（図 9 a）．筆者が見学した 8 月 15 日は終戦記念日
であり，地元の NPO 団体（3）による，施設内を巡りな
がら解説して頂けるツアーが開催され，それに参加す
ることができる．

図 9（b）に地下壕内の様子を示す．地下壕内は大変

図 7　再現された電信機（送信機）

図 6　長野電鉄屋代線の跡．線路は取り外されている．

図 8　再現された電信機（受信機）
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涼しく，当時は猛暑日にもかかわらず壕内では肌寒く
感じた．崩落防止のため，鉄製の枠が張り巡らされて
いるが，それ以外は当時の掘削した様子がそのまま残
されている．戦争末期においては，掘削のための十分
な資材がなかったため，ダイナマイトを通すための人
力で掘られたロッドの跡や，「ずり」と呼ばれる掘削に
より生じた瓦れきを撤去するためのトロッコの跡など
も確認できる．地下壕の総延長は 5,853.6m にも及び，
整然と区画整理され網状に展開している．入ることが
できる場所は，区画化された通路の一つだけであるが，
約 500m 区間にわたる．仮にそれ以外の通路へと進ん
だ場合には，元の道へ戻ることが難しくなるくらい，
広大な地下壕であった．

この地下壕は，戦争末期に大本営，政府各省を移す
計画により建設が進められたが，移管機能の一つに日
本放送協会（NHK）があり，戦時中においても放送及
び通信の機能が重要視されていたことが分かる．今回
見学した地下壕とは別の地下壕は，現在気象庁の地震
観測用の施設として有効利用されている．

ツアーでは，掘削作業の過酷な労働内容や当時の政
治的動向なども御説明頂き大変勉強になった．なお，
同団体による解説ツアー（3）は事前に連絡することで，
御対応頂けるということなので，是非，見学される際
には解説ツアーへの申込みをお勧めしたい．

	

5 	 まとめ
松代における戦国時代から日本近代史にかけて，歴

史的な拠点や文化財を紹介した．今回の記事では紹介
できなかった魅力的な場所が松代にはまだまだあるの
で，実際に城下町・松代を御覧頂き肌でその雰囲気を
感じて頂きたい．なお，肌で感じる方法として松代に
は温泉もある．松代温泉は，成分含有量が豊富であり，
黄金の湯とたたえられている．松代散策の疲れを松代
温泉で癒し，松代の魅力を満喫頂ければ幸いである．

 
■文献
（1） 眞田幸俊，“真田宝物館「戦国の絆」体感記 ,”信学

通誌，vol.10，no.37，pp.44-45，June 2016．
（2） 眞田幸俊，“通信がみえる一枚の写真　旧松代藩鐘

楼 ,”信学通誌，vol.5，no.17，June 2011．
（3） NPO 法人 松代大本営平和記念館，URL：http://

matushiro.la.coocan.jp/
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図 9　松代象山地下壕

（a）入口（地下壕へ入るにはヘルメット着用必須） （b）地下壕内部の様子



1  はじめに
国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）は近年，

業務の拡大に伴って，見学希望者が増え，研究室（実験
施設）に御案内して研究者が解説することの負担増が課
題になってきました．そのため，業務紹介の展示物を一
堂に集めた公開展示施設を整備し，研究者とは別に解説
担当者を置き，来客がワンストップでNICT の業務を
俯瞰できるようにして，来客の満足と研究者の負担軽減
の両立を図ることを目指しています．
NICTの公開展示施設は，NICTの業務紹介，すなわ

ち企業のショールーム的な機能だけでなく，市民や青少
年への科学技術の知識普及，すなわち科学館的な機能も
求めた上に，更に研究開発の歴史を紹介する博物館的な
機能も持たせたいという，小さいながらも欲張りな施設
を目指しています．
NICTは全国各地に研究・観測拠点を持っており，そ

れぞれに公開展示施設を設けています．本稿ではそれぞ
れの施設を御紹介します．

2  本部展示室（東京都小金井市）
本部展示室は，NICT本部に所用があって来訪した方
が待ち時間等に気軽に立ち寄れるように，研究本館 1
階ロビーの脇に 2012 年にオープンしました（図 1）．
本会創立 100 周年に「マイルストーン」に選定された
世界初の実用無線電話機（TYK式無線電話機）のレプ
リカや，同開発メンバーによる大正時代の直筆の研究報
告などの歴史的資料（図 2）のほか，現在取り組んでい
る五つの研究の柱及び産学官の連携を推進するオープン
イノベーションの取組みを紹介するコーナーを設けてい
ます．また，40名程度を収容できるシアターを有し，
ミニ講演会を催せるようになっています．
開室は平日のみですが，「NICTオープンハウス」な
どの公開行事の際には，土曜日も臨時開室します．英語
による解説が可能な専任スタッフが常駐して，海外から
の来客に対応しているほか，インバウンド対策に力を入
れている地元・小平市の観光協会のスタンプラリーに参
加し，これまでNICT に御縁の少なかった市民の呼び
込みも図っています．
2019 年（1～12月，以下同じ）の来室者数は，公開
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科学館・博物館めぐり

図 1　本部展示室 図 2　TYK式無線電話機のレプリカと関連資料



行事を除き 3,472 名でした．

3  鹿島宇宙技術センター宇宙通信展示館（茨城県鹿嶋市）
1964 年東京大会において史上初のオリンピック・テ
レビ衛星中継に成功（図 3）した同センターには，専用
の建物による立派な展示館があります（図 4）．衛星通
信や宇宙科学などの宇宙技術に関する地域の科学館とし
て，分かりやすいデモや模型が充実し（図 5），土曜・
日曜日も開館しています．
2019年の来館者数は，公開行事を除き 1,330 名でし
た．

4  沖縄電磁波技術センター展示室（沖縄県国頭郡恩納村）
電波や光を使ったリモートセンシング技術等の研究
開発を行っているセンターの本館に隣接して，展示室が
設けられています（図 6，左側の建物）．ここでは同セ
ンターの先端的な研究・学術拠点としての活動を紹介し
ているほか，最新の地球環境観測技術や亜熱帯沖縄の魅
力紹介などの科学館的コンテンツも充実しています（図
7）．土曜・日曜日も開室しています．
2019 年の来室者数は，公開行事を除き 451 名でし
た．

5  おわりに
NICTでは以上のほかに，未来 ICT研究所（神戸市）
でも一室を展示室としているほか，ワイヤレスネット
ワーク総合研究センターも，研究者が来客への説明に使
用するための展示スペースを，本部と横須賀リサーチ
パーク内（神奈川県横須賀市）に設けています．
NICTは 2017 年に，全国科学館連携協議会に加盟し
て以来，他の科学館との交流を強化しているほか，同会
から提供されるコンテンツを活用した企画展示を随時
行っています．いずれNICTが制作したコンテンツを，
同会を通じて全国の科学館に提供することも目指してい
ます．
NICT の公開展示施設について，詳しくは以下の
URLを御参照下さい．
https://www.nict.go.jp/publicity/exhibition/

滝澤　修 （正員）
1987京大大学院工学研究科修士課程了．同年郵政省電波研究所（現
NICT）入所．音声言語情報処理，防災減災 ICT の研究開発を経て，
現在は広報部広報企画室長．東京学芸大理科教員高度支援センター
客員教授．1991本会学術奨励賞受賞．工博（阪大）．

科学館・博物館めぐり　NICTの公開展示施設について 315

図 3　東京オリンピック宇宙中継の地　記念碑

図 4　鹿島宇宙技術センター宇宙通信展示館

図 5　 超長基線電波干渉計（VLBI）の原理を体感できる動態
展示

図 6　沖縄電磁波技術センター展示室（左側）

図 7　レーダの特長が学べる「レーダのウォール」
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2020年総合大会の開催地から
── 自然豊かな東広島キャンパスと酒都西条 ──

藤島　実（広島大学）

広島大学は戦後間もない1949年（昭和24年）に設
立されました．その後，1982年（昭和 57年）か

ら1994年（平成6年）にかけて病院と医学部を除く部局
が東広島キャンパスに移転しました．そして移転後およそ
30年経過した2020年に総合大会が広島大学・東広島キャ
ンパスで開催されることになりました．東広島キャンパス
は広島市中心部から30kmほど東に位置する東広島市西
条に位置します．西条は広島市内に比べると自然豊かな
街で，勉強や研究ばかりではなく，近くを散策するには最
適な場所です．ここでは近隣の見所とキャンパスについて
御紹介しましょう．
一番の観光名所は，西条駅のすぐ近くにある酒蔵通り
です．
西条は「酒都」と呼ばれ東広島市の重要な観光資源で
す．酒蔵通りの酒蔵に立ち寄ると試飲もできます．西条
は兵庫県の灘，京都府の伏見とともに日本三大酒処とし
て知られ，多くの酒蔵が軒を連ねています．西条の北側
にある龍王山の伏流水が地層のフィルタを通して長い年
月を掛けて西条までたどり着いた良質な地下水を日本酒
造りに使っています．広島は瀬戸内海に面した温暖な気
候と思われるかもしれませんが，海抜 200mの西条は
雪が積もることもあり，この冬の寒さが寒仕込みに適し
ています．平成25年には「東広島市の伝統産業である
日本酒による乾杯の習慣を広めることにより，日本酒の
普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを
目的」とした，いわゆる「日本酒乾杯条例」が制定され
ました．酒蔵通りを散策する時間がない方にも日本酒を
味わって頂くために，2020年総合大会の懇親会では西
条の吟醸酒と大吟醸酒を御用意しております．
西条駅から広島大学に向かう道はブールバールと呼ば
れています．このブールバールを通って駅から大学まで
のおよそ 4㎞半の道のりは，鏡山の麓を通る 1時間の
ウォーキングコースになります．少し早起きしてみて，
駅から大学までウォーキングを楽しまれてはいかがで

しょう．鏡山には，山口の大内氏が安芸・備後の拠点と
した山城をつくりました．2018年の豪雨災害により一
部使えない道もあるものの，山頂までは登山道が整備さ
れており，比較的容易に登ることができます．
山頂付近には井戸が残され戦国時代の山城の姿を今に
伝えています．ブールバールに面した鏡山の麓の鏡山公
園は 30種余り約 500本の桜が咲き誇る東広島を代表
する桜の名所の一つです．園内には幾つかの池があり，
美しい景観が満喫できるウォーキングコースが設定され
ているので，晴れた日には公園を散策してみてもよいで
しょう．鏡山公園まではブールバールはなだらかな上り
坂になります．鏡山公園の横を通り過ぎて下りになると
間もなく広島大学と書かれたシンボル塔が見えてきま
す．このシンボル塔は，元はごみ焼却に使われた煙突で
したが，環境問題からごみ焼却が廃止されました．そこ
で，この煙突は「広島大学」の文字と学章を掲げるシン
ボル塔「フェニックスタワー」として改装されました．
フェニックスタワーは夜にはライトアップされます．
キャンパス内もウォーキングに適した場所です．キャ
ンパスには中心にぶどう池があり，そこにつながる渓流
があります．池が点在する谷間では，里山環境を維持す
ることで，そこに生息する生き物たちが守られています．
谷間に入ると，ほとんど建物が見えなくなり，キャンパ
ス内とは思えない景観を楽しむことができます．また，
キャンパスには多くの桜やもみじが植えられ，春や秋に
はキャンパス内の通りに彩りを添えています．
また，主に講義や研究を行う建物のある北側のエリア
のほかに，道を挟んで南には郊外キャンパスならではの
充実したスポーツ施設があります．ここには野球場，サッ
カー場のほか，400ｍトラックを備えた陸上競技場や
50mプールもあります．
広島大学東広島キャンパスにお越しの際は，周辺の豊
かな自然と西条の日本酒をぜひお楽しみ下さい．

電 子 情 報 通 信 学 会

1 酒造通り 2 鏡山公園 3　フェニックスタワー 4　桜が咲くキャンパス

写真提供：

1 （公社）東広島市観光協会

2 広島大学金田和文氏

3，4 広島大学広報グループ



通信ソサイエティ和文マガジン B-plus は 2007 年
にアウトリーチの目的を託されて創刊しました．

その後 2015 年からオープン化しどなたにも記事をダ
ウンロードして頂けるよう公開しました．以来アクセ
ス数は順調に伸び，1日に 1,400 を超えるアクセスが
あります．その内訳を見ると，タイムリーな技術的ト
ピックを扱った小特集が，その記事の発行とともに集
中的にアクセスを集めています．若い現役の研究者・
技術者へ記事を提供することは B-plus の重要な役目で
す．
一方で「基礎的・基本的な事項を平易に解説する記
事」，つまり中学生ぐらいの読者でも理解できるように
書かれた記事の方が長期にわたってアクセスを集めて
いるのが分かります．誰がどのような目的で読んでい
るのか？中学生が自分の興味で読んでいるのか，お父
さんやお母さんがお子さんに説明するために読んでい
るのか？編集委員会でも大きな謎になっています．で
も中学生や高校生に一定の読者がいることは間違いな
いようです．
そのような“ジュニア読者層”への浸透を図るべく，
現編集部ではジュニア読者層対応を進めています．

・まずスマホフレンドリー化です．最近の学生はスマー
トフォンでインターネットとつながっています．（高
校生になる我が息子も，QWENTYキーボードよりも
フリック入力の方が入力しやすいと言っています．）
このようなジュニア読者に記事を読んでもらえるよ
うに B-plus の Web ページにレスポンシブWeb デザ
インを取り入れることになりました．

・次にジュニア読者層企画です．情報処理や通信システ
ムに関連し，実際にジュニア読者が試してみること
ができる実験を第 2特集として企画していきます．
次号 53号から始める予定です．もちろん，「子供に
教えたい通信のしくみ」など今までの企画も継続し
ていきます．

・上記制作実験企画とも関連しますが，読者参加型の記
事も検討しています．

一方，ジュニア読者層対応として，今後検討を重ね

なくてはいけない課題もあります．

・企画の構成はこのままでよいのか，ジュニア読者層対
応記事を手厚くするのか．これには既存の記事がど
のような読者に受け入れられているのか，より詳細
な調査と解析が必要になります．

・「基礎的・基本的な事項を平易に解説する記事」をま
とめて小冊子を作成，販売してはどうか．B-plus の
記事はボランティアベースながら，その分野の専門
家によって書かれています．更に校閲や査読を通じ
て，想定読者に理解しやすいように配慮された記事
になっています．そのような質の良い記事は，冊子
として適正価格で販売するに値します．

・Web サイトや SNSを利用した広報をどのように活性
化させるか．特に中高生向けにはSNSによる双方向
の情報の流通が有効であろうと思われます．中高生
の学会への参加の一つの入り口になるような仕掛け
が必要です．

これらのアイデアの多くは長年にわたる編集委員会
の検討の結果を進めているものです．詳細については
本誌 No.40 の記事「歴代委員長に聞く――B-plus の
10 年史――」を御一読頂ければと思います．
どの業界もそうですが，少子化が大きな問題になっ
ています．更に小中学生の「理科離れ」が追い打ちを
かけています．私自身が子供の頃は，テレビやラジオ
でも知識があれば自宅で修理できました．その頃，科
学技術はもっと身近な存在だったように思います．今，
壊れた液晶テレビを直せと言われても，高度に部品が
集積化された基板の修理は恐らく不可能でしょう．ス
マートフォンの修理など論外です．このような便利な
ブラックボックス化の時代に，理科の面白さをどのよ
うにジュニア読者層に伝えていくのか？　高度な技術
をどのように分かりやすく説明してくのか？　B-plus
の役割はこれからますます重要に，同時に難しくなっ
てくるものと思います．今後とも関係者，読者の御意
見を賜りながら，編集委員の皆様とともに改善を進め
ていきたいと考えております．

ⓒ電子情報通信学会2020

B-plusのジュニア読者層対応
通信ソサイエティ和文マガジン編集委員長 眞田幸俊

Yukitoshi Sanada

巻 末 言

Afterword
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小特集　 今だからこそ知りたい　ブロックチェーンの基礎

ジュニアのページ : 
　さあ、ぼくたちもグラハム・ベル
　地デジアンテナを作ろう～高校生編～

街 plus 探訪： 芸術と美食の街 「フランス・パリ」
科学館・博物館めぐり： 福岡市科学館
技術と制度のおはなし： 電気通信事業法に基づく端末設備の接続に関す

る技術基準と端末機器の基準認証制度について
 ……他，御期待下さい

編集委員長　眞田幸俊

編集副委員長　平松勝彦　辻　宏之

編集委員
有馬卓司 井上和弘 大下裕一 大西祥浩

北尾光司郎 後藤　薫 坂野寿和 佐藤陽一

鈴木健治 瀧川道生 田久　修 中島昭範

中林寛暁 橋本尚久 廣田栄伸 福元徳広

松井健一 山ヶ城尚志 山口実靖 山中仁昭

山本　嶺 湯田泰明 

今号の小特集「SNSを解き明かす」はいかがでしたでしょ
うか．身近に利用されているSNSを深く理解する助けとな
ればうれしく思います．御協力を頂きました執筆者，校閲者，
編集委員，学会事務局の皆様に，この場を借りて深く御礼
申し上げます． （N.F.）

編集委員会から卒業後も少し担当が残ってましたが，今号
でそれも終わり，完全に卒業です．編集を担当してみて，
本誌にはいい記事がたくさん載っていることを再認識しま
した．もっと多くの人に読んで頂きたいです．B-plus の発
展を祈ります．(^.^)/~~~ (H.I.)

今回の 52号小特集，SNS利用の情報リテラシーは老若男
女問わず，現代を生きる人々が知っておくべき内容と思い
ます．今回は執筆依頼後の退任（2019年 5月末）となり，
後任の編集委員へ編集作業をバトンタッチしました，記事
を御執筆頂いた皆様方，編集作業に関わった皆様方に感謝
致します． （H.H.）

どんな ‘もの ’‘ こと ’にも良い面と悪い面の両方があると思
いますが，本号小特集で取り上げたSNSについても非常
に便利であるがゆえにリスキーな場合もあります．心地よ
く人間同士つながり合える世の中になってほしいと思いま
す． （K.I.）
 

担当記事が何とか間に合ってほっとしています． （K.S.）



天地 260mm、左右 180mm

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員の皆様に広く深く御理解頂く
ために、２０２０年総合大会（会場：広島大学）において、論文の書き方講座を
下記のとおり開催致します。
　この書き方講座は、２００９年３月以来、総合大会／ソサイエティ大会において
継続的に開催され、数多くの方に御参加頂き、大変御好評を頂いております。
　通信ソサイエティ和文論文誌・英文論文誌の委員長／副委員長経験者が講師を務
める講座ですので、論文執筆のポイントを聞ける貴重な機会となっております。大
学あるいは企業において論文執筆に御興味をお持ちの方は是非御参加下さい。
　多数の皆様の御来場をお待ち致しております。

一般社団法人　電子情報通信学会
通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

　日時：3 月 1８日（水）9:45～11:30
　場所：広島大学 東広島キャンパス

　　　　　総合科学部 K 棟１F　K110 講義室
　プログラム：

 (1) 論文の書き方   笹森崇行（北海学園大学）
 (2) 回答文の書き方　　　　　　 上山憲昭（福岡大学）

　定員：156 名
　聴講費用：無料

１　日時：２０２０年 3 月 1８日（水）９：４５ ～ １１：３０
２　場所：広島大学 東広島キャンパス
　　　　　総合科学部 K 棟１F　K110 講義室
３　プログラム：
 (1) 論文の書き方   笹森崇行（北海学園大学）
 (2) 回答文の書き方　　　　　　 上山憲昭（福岡大学）
４　定員：156 名
５　聴講費用：無料

電気太郎（正員）
〈参考文献〉
（1）  h t t p : / / w ww . n t t w em . c o . j p /

knowledge/subaru/index.html 

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．

東北大学青葉山キャンパス電子情報システム・応物系
1号館の玄関に、1930 年にベルギーで開かれた国際博覧
会に出展された八木・宇田アンテナを用いた波長 45㎝の
電波受信機（レプリカ）が展示されている。
八木・宇田アンテナは、給電素子（放射器）、無給電の
反射器と導波器で構成され、導波器方向に鋭い指向性を
もつアレーアンテナの一種である。このアンテナは、
1920 年代に東北帝国大学において、八木秀次教授と宇田
新太郎講師（後に教授）の共同で発明されたものである。
それまでには、半波長よりやや長い反射器の効果は既に知

られていたが、半波長よりやや短い導波器の効果は知られ
ていなかった。八木・宇田アンテナは、導波器の数を増
やすことにより指向性を鋭くすることができるため、レー
ダやテレビジョン放送受信用として広く利用されている。

52The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

八木・宇田アンテナ
陳　強（正員：フェロー）
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