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SNS とは

近年，家庭向けブロードバンドやインターネット接続

Web コミュニケーションの変化

可能な携帯電話の普及によって，Web のユーザ数が飛

ネットワークを利用したコミュニケーション手段とし

躍的に増加している．これに伴って，Web は情報収集

ては，古くから会員制パソコン通信における BBS・フォ

のためだけではなく，個人間のコミュニケーションの場

ーラムや，インターネットにおける Usenet・ニュース

として利用されるようになってきた．

グループといったシステムがある．これらのシステムで

Web 上でのコミュニケーション手段として，すでに

は，カテゴリ分けされたテーマごとに議論の場が設けら

普及が進んでいる電子掲示板システム（BBS）やブログ

れ，参加者は各自の興味に沿ってそれぞれの場にメッセ

1）

（Weblog） に次いで，利用者が急増しているのがソー

ージを投稿する．特定のトピックに関する一連のメッセ

シャルネットワーキングサービス
（SNS）
である．SNS は，

ージの集合はスレッドと呼ばれ，コミュニケーションの

会員制のコミュニティサイトの一種である．SNS では，

履歴はこのスレッドごとに管理される．

参加者がそれぞれに固有のページを持ち，他の参加者と

Web におけるトピック指向のコミュニケーションシ

相互にリンクすることで小規模のコミュニティを形成す

ステムとしては，パソコン通信と同様の BBS や，コミ

る．コミュニケーションはその内部でのみ行われるため，

ュニティサイトと呼ばれる会員制のものがある．また，

不特定多数に情報が公開される BBS やブログとは異な

メーリングリストは電子メールを利用したスレッド指向

る密接なコミュニケーションが可能になる．

コミュニケーションであるといえる．

SNS は海外で誕生したサービスであるが，国内でも

トピック指向コミュニケーションシステムは，トピッ

普及が進み，国内最大の SNS は 500 万人以上の会員を

クに対してメッセージを投稿するだけでそのコミュニ

得ている．また，既存の情報サービスと SNS が融合し

ティに参加できるため，参加に対する敷居が低い．ま

た例も数多い．

た，議論の内容が重要であるため，投稿者の記名性が問

SNS は，旧来の Web サイトや BBS と異なり，参加者

題にされないことも多い．この特徴を積極的に活用した

の同一性を特定しやすいため，コミュニケーション分析

大規模コミュニティが，匿名 BBS の集合体ともいえる

の研究対象として注目を集めている．また，SNS 上で
は大規模な社会ネットワークが形成されるため，ネット
ワーク分析手法を適用することで新たな知見が得られる
可能性がある．
本稿では，SNS の発祥から現在に至るまでの変遷に

☆1

「2 ちゃんねる」

である．また，米国ではオンライン

上のクラシファイド（個人向け 3 行広告）
サービスである
☆2

「craigslist」 による情報交換が盛んである．
その反面，トピック指向コミュニケーションにおいて
は，投稿者の存在が見えにくい．あるスレッドにおける

ついて述べた上で，研究対象としての SNS の位置づけ
について議論し，今後の課題や展望について述べる．

☆1
☆2

http://2ch.net/2ch.html
http://www.craigslist.org/
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図 -1

mixi のスナップショット

特定の投稿者が，他にどのようなトピックに興味を持ち，

業・大学といった所属組織ごとのコミュニティサイトが

投稿しているかを知ることはきわめて難しい．

ある．このようなサイトでは，組織内のコミュニケーシ

SNS は，日常的なコミュニケーションの支援を目的

ョンの活性化が目的であるため，話題・トピックを限定

として，コミュニケーション主体である個人の存在を明

せず，各参加者の存在を可視化する機能を持つものが

示化し，個人間の情報流通を実現するためのシステムで

多い．その点で，SNS は組織内コミュニティサイトを

あると定義できる．本稿では，このようなコミュニケー

Web 全体に拡張したものであると考えることもできる．

ションの形態を個人指向コミュニケーションと呼ぶこと

SNS の歴史

とする．
代表的な SNS である「mixi」のスナップショットを

個人指向のコミュニティサイトが SNS と呼ばれるよう
☆3

図 -1 に示す．SNS の各参加者は，サービス上で自分の

になったのは，
2003 年に米国で開設された
「Friendster」

ページが与えられ，プロフィールや日記など，自身に関

が最初であるとされている．Friendster は急速にユーザを

する情報を掲載する．他の参加者の情報を閲覧するため

獲得し，開設後 3 カ月で 100 万人に達したことから注目

には，その参加者と知人関係を構築する必要がある．多

されるようになった．その後，Google による
「Orkut」

くの SNS では，相互承認を行うことで知人関係が成立

が人気を集め，2004 年の初頭には日本のユーザにも知ら

する．自身の情報は，原則として知人のみに公開される

れるようになった．同時期に，米国では SNS を利用し

が，間接的な知人への公開や，SNS の参加者全員に公

てジョブマッチングを行う「LinkedIn」

開するなどの制御が可能である．関係を構築した知人の

サービスが展開されるようになった．

情報は制御の結果に応じてすべて自分のページに集約さ
れるため，周囲の情報を容易に得ることができる．

☆4

☆5

☆6

日本では，2004 年 2 月に「GREE」

など，多様な
☆7

および「mixi」

が開設され，米国と同様に普及している．国内最大手の

知人関係に基づく情報の発信・受信に加えて，トピッ

mixi は，2006 年 7 月現在で 500 万ユーザを獲得している．

ク指向のコミュニケーション機能を備える SNS もある．

SNS の普及は全世界的に進行しており，世界最大

ここでは，トピックはコミュニティと呼ばれ，コミュニ
ティごとに BBS が設置されている．各コミュニティには，

☆3

参加者のリストが表示され，各自のページとリンクされ

☆4

るため，一般の BBS のような匿名性はない．

☆6

SNS の形態に近いコミュニティサイトとしては，企
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☆5

☆7

http://www.friendster.com/
http://www.orkut.com/
http://www.linkedin.com/
http://gree.jp/
http://mixi.jp/
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☆8

の SNS である「MySpace」

の会員数は 1 億人を超え，

1 日あたり約 25 万人の新規登録がある．ほかにも，大
☆9

学生向け SNS の「Facebook」

SNS 研究の現状

や Microsoft が運営する

SNS では，個々の参加者のふるまいだけでなく，参

など，ユーザ数が 1,000 万を超す SNS が

加者間のつながりの総体としての大規模ネットワークを

いくつか存在する．これらは英語でのサービスである

観察することができる．この特徴を利用して，工学やコ

ため，参加者の国籍・居住地は多種多様であるが，韓国

ンピュータ科学のみならず，社会学や心理学，物理学の

☆ 10

「Wallop」

☆ 11

の SNS「CyWorld」

は韓国語圏でのサービスながら

1,300 万ユーザを抱えており，韓国の総人口の 30% 程度，
20 代の女性の 95% が参加しているといわれている．
☆ 12

よる 2006 年 4 月の全世界の利用者数が 6 億 8,800 万人
総務省による日本国内の利用者数が 716 万人

本章では，これらの研究をコミュニケーション分析，
社会ネットワーク分析，および情報・知識共有の 3 つの

利用者数の統計としては，米 Nielsen//NetRatings に
☆ 13

アプローチを用いた研究が進められている．

，

観点に基づいて分類し，紹介する．また，研究者に特化
した SNS の構築・運用例について取り上げる．

という

コミュニケーション分析

数字がある．
このように，SNS は急速に普及しており，認知度が高ま

SNS に関する代表的な研究の 1 つとして，社会学なら

るにつれて類似サービスが続々と登場している．SNS の最

びに心理学の観点から SNS におけるコミュニケーショ

☆ 14

新事例の詳細は，
「ソーシャルネットワーキング .jp」

に

ンの特性を明らかにするものがある．川浦らは，mixi の

掲載されている．現在では，既存のサービスと SNS の

参加者に対してアンケートを行い，SNS 利用の目的（日

機能を統合したサービスが多く，どのサービスが SNS

記・コミュニティ）
，実名・顔写真の公開の有無とコミ

であるのかを明確に区別することが難しくなっている．

ュニケーション指向との関連を調査している ．これに

当初は SNS の定義として，すでに参加しているユーザ

よれば，日記すなわち知人とのコミュニケーションを主

からの招待が必要であるというものがあったが，現在で

に利用するとの回答が 80% にのぼり，mixi が記名制の

は多くのサービスが登録制になっている．

BBS とは異なった利用のされ方をしていることが分かる．

2）

たとえば，ブログとの統合では，友人関係を定義した

また，実名・顔写真の公開の有無については，それぞれ

上で，ブログ記事のそれぞれについて公開・非公開をコ

を公開している参加者ほど新たな他者とのコミュニケー

☆ 15

ントロールすることが可能な「LiveJournal」

が広く普
☆ 16

及している．また，ブックマーク共有の「del.icio.us」
☆ 17

画像共有の
「Flickr」

☆ 18

，動画共有の
「YouTube」

，

などの

ションを求め，非公開であるほど現実の知人関係でのコ
ミュニケーションを求めている傾向が明確になっている．
また，同じアンケート調査から性別・年代別の利用者意

サービスにおいても，
SNS としての機能を一部備えている．

識を抽出する研究もある．ただし，これらの研究は 2005

また，話題・トピック限定の SNS や，地域限定の SNS

年 3 月時点（会員数約 40 万人）のアンケートに基づいて

など，ユーザの範囲を限定した SNS も数多い．後者の

おり，その後の参加者層と傾向が異なっている可能性が

☆ 19

例として，熊本県八代市による「ごろっとやっちろ」

を筆頭に，行政主導のサービス展開が模索されている．

あるため，継続的な調査が必要であると思われる．
海外の研究事例では，英語で提供されている SNS に

コミュニケーション手段としての SNS 以外に，他の用途

おいて，参加者の国籍あるいは国民性とふるまいの特性

☆ 20

との関連を調査した研究がある．この研究では，参加者

では，RSS リーダー と SNS を統合することで，大量の記

同士が知人関係を成立させるにあたり，事前にどの程度

事の中から知人が興味を持っているものを優先的に表示さ

のコミュニケーションがあったかを参加者の国籍ごとに

せるなど，検索・推薦の手段として SNS を利用している．

分類して議論している．SNS の使われ方には背景とな

にユーザ間の社会関係を導入する動きもある．
「Rojo」
1）

る文化による違いが存在すると思われるため，こういっ
☆8
☆9
☆ 10
☆ 11
☆ 12
☆ 13
☆ 14
☆ 15
☆ 16
☆ 17
☆ 18
☆ 19
☆ 20

http://www.myspace.com/
http://www.facebook.com/
http://mywallop.com/
http://cyworld.nate.com/
http://www.netratings.com/pr/pr_060511.pdf
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060413_2.html
http://www.socialnetworking.jp/
http://www.livejournal.com/
http://del.icio.us/
http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/
http://www.gorotto.com/
http://www.rojo.com/

た比較研究は増えていくものと予想される．

社会ネットワーク分析
社会ネットワーク分析は，社会学の中でも，人と人を
結ぶ関係に着目し，関係構造であるネットワークを分析
することでコミュニティ全体の特性を明らかにする学問
分野である．社会ネットワーク分析を行うためには，計
量可能な形でネットワークを記述する必要があるが，個
人間の関係は非明示的であることから，従来の研究では
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図 -2

mixi のネットワーク構造
（一部）

アンケート調査等によってネットワークを把握していた．

きないが，研究コミュニティにおける研究トピックの推

この方法ではコストの問題から大規模なネットワーク

移を俯瞰するための手段として有用であると思われる．

を扱うことが難しかったが，インターネット上では容易

SNS の分析としては，このように具体的な内容に踏

に社会ネットワークを得ることができるため，急速に研

み込んだ研究はまだ見られないが，いくつかの構造分析

究が発展している．社会ネットワークの例として，mixi

がなされている．森らは，2005 年 2 月時点の mixi の全

☆ 21

の参加者によるネットワークの一部を図 -2 に示す

．

参加者 36 万人に対して中心性を用いたクラスタ分析を

SNS が出現する以前にも，メールやコミュニティサイト

行い，参加者を 3 つのグループに分類した．また，松尾

を対象とした社会ネットワーク分析研究は多数存在しており，

らは同じデータについて知人数の上位 200 名のみで構成

この時点で方法論はある程度確立されている．これについ

されたネットワークを分析し，どのノードも孤立するこ

3）

ては Wellman の論文 にて詳しく議論されている．
基本的には，各ノード
（参加者）
について中心性と呼ば
れる指標群を計算し，その結果を用いてノードの評価や

となしに 1 つのネットワークに集約されることを示した．
これらの結果より，多数のリンクを持つノードのグルー
プ同士が密接につながっていることが確認された

☆ 22

．

クラスタリング等の処理を行う．中心性には，ノードの

この現象は，大規模な複雑ネットワークにおいて普遍

持つリンクの数（次数）
，任意のノードとの平均距離（近

的に観察されるスケールフリー性およびスモールワー

接性），任意の 2 ノード間の最短経路に含まれる割合
（媒

ルド性を示している．スケールフリー性とは，ネットワ

介性），固有ベクトルの値等がある．ほかにも，ネット

ークを構成するリンクの大部分が少数のノードに接続さ

ワークの密度を計測する指標として，あるノードと接続

れ，大多数のノードにはごく少数のリンクしか存在しな

されたノード同士がどの程度接続されているかを見るク

いような状態を指す．このようなネットワークについて，

ラスタリング係数等がある．なお，ネットワークの分析

図 -3 のようにノードとリンクの関係をプロットすると，

に際してどの中心性・指標を重視するかは，分析の対象

規模にかかわらず同様のべき乗分布を示すため，スケー

および内容によって異なる．
こういった指標を利用した分析の例として，安田らは
数年間に渡って人工知能学会関係者のネットワーク（取
得方法は後述）を分析し，ある年度における各研究者の
媒介性が，次年度の共著論文の数と相関するといった知
4）

見を示している ．この知見は因果関係としては採用で
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☆ 21

☆ 22

社会ネットワークの可視化には「mixiGraph」を利用した．
http://www.fmp.jp/~sugimoto/mixiGraph/
森ら，松尾らの研究は，（株）ミクシィより個人情報を特定でき
ない形で提供されたデータに基づく．各研究グループの成果は
社会情報学フェア 2005 にて発表された．
http://ymatsuo.com/si2005/
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一の組織内で運用されるものであるため，システム管理
者がアクセス権を制御することができる．しかしながら，
SNS における知人関係は単一の組織を超えて構築され
るのが普通であり，それらをトップダウンに管理するこ
とはできない．各参加者は自身で情報管理を行う必要が
あるが，日常的な情報交換にあたってそのような管理を
綿密に行うのは現実的でない．そのため，多くの SNS
においては，アクセス権限を，直接の知人関係のみ，間
接的な知人関係，SNS の参加者全員のように，ホップ
数に基づく段階的な設定のみを提供している．しかしな
がら，この方法では，複数のコミュニティにまたがる情
報公開を余儀なくされるため，適切であるとはいえない．
図 -3

mixi ネットワークのスケールフリー性

このような問題に対して，
Yahoo! の SNS である
「Yahoo!
☆ 24

Days」

などでは，知人関係をコミュニティごとに分

類し，情報のアクセス権をコミュニティ単位で付与する
ルフリーと呼ばれている．一方，スモールワールド性と

機能を提供している．ただし，この方法であっても，コ

は，ネットワークの規模に比して任意の 2 ノード間の距

ミュニティとして明確に区分できないような範囲に対し

離が短くなるような性質のことであり，これを満たすた

て情報を発信する場合の作業負荷は大きくならざるを得

めにはランダムネットワーク（ノード間の関係に法則性

ない．また，コミュニティを中心としたアクセスコント

がないネットワーク）と比較してクラスタリング係数が

ロールにおいては，コミュニティの参加者が時系列的に

高い必要がある．

変化する場合に，新たな参加者に過去のコンテンツへの

これらの知見より，SNS はランダムネットワークで

アクセス権を付与してよいかといった問題もある．

はなく，知人同士が密接につながった小規模なコミュニ

これについては，コミュニティをあらかじめ定義する

ティが，リンク数の多いノード（ハブ）によって大域的に

のではなく，情報へのアクセス時に現状のネットワーク

連結された構造であると予想される．

構造を動的に分析し，その結果を用いて制御を行う手法

スケールフリー構造を持つ大規模複雑ネットワークが

が模索されている．前節で述べたように，大規模な社会

どのように形成されるかについては，Barabasi らが優

ネットワーク分析手法が整備されつつあり，これらを用

5）

先選択モデルを提案している ．これは，新たなノード

いることによって実用的なアクセスコントロールが可能

が生成された場合に，そのノードがすでに存在するノー

になると期待される．

ドに対してリンク数に応じた確率に基づいてリンクを張
るというモデルであるが，SNS においては，ネットワ
ークは実世界の人間関係の転写という一面があるために，

研究者の SNS
SNS に関する研究は，多大なデータを必要とするこ

このような優先選択モデルをそのまま採用することはで

とから，実サービスの運営者と連携して進められること

きない．湯田らは，mixi に対する大規模ネットワーク

が多い．その一方で，研究者自らがコミュニティ支援シ

分析を行い，純粋なスケールフリー構造とは一部異なる

ステムを構築し，運用している例もある．人工知能学会

構造が観察されると指摘している

☆ 23

．このような差異

大会支援ワーキンググループでは，2003 年度より人工

を作り出すネットワーク形成モデルについてはさらなる

知能学会全国大会の論文著者および参加者を対象とした

研究が必要である．

Web 情報支援サービス「Polyphonet Conference」

☆ 25

を

提供している．Polyphonet Conference には SNS 機能が

情報・知識共有
SNS に対する情報・知識共有の立場からの興味とし
ては，システム上で流通する情報のアクセスコントロー
ルがある．グループウェア等の情報共有システムは，単

含まれ，研究者のネットワークに関するデータの収集お
よび分析を行っている．図 -4 にスナップショットを示す．
Polyphonet Conference では，一般的な SNS と同様に，
参加者ごとのページが用意され，他の参加者と相互にリ
ンクすることでネットワークを拡張していく．しかしな

☆ 23
☆ 24
☆ 25

社会情報学フェア 2005 より
http://days.yahoo.co.jp/
http://2006.jsai-support-wg.org/

がら，論文著者・参加者の全員がシステムを利用すると
は限らないため，このようなネットワークによってコミ
ュニティの構造を正確に表現することは難しい．そこで，
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Matsuo らは，Web 全体を情報源としてネットワークを
6）

図 -4

Polyphonet Conference のスナップショット

図 -5

Polyphonet Conference のつながり探索

分析することで，関係の種類
（共著関係・同じ研究室に所

抽出する手法を適用している ．この手法では，あらか

属している関係など）
を判別し，ラベル付けを行っている．

じめ用意された人名（ここでは論文著者・参加者）のセッ

Polyphonet Conference に格納されたネットワーク情報

トから，任意の 2 名について人名が共起する Web ページ

は，さまざまな方法で検索することが可能である．図 -5

を検索し，その数から関係の強さの判定およびネットワ

に示すように，自身を出発点として，他の研究者との間

ークの構築を行う．また，得られた Web ページの内容を

にどのような知人関係が存在するかや，ある研究者を取
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■■ SNS の現在と展望 – コミュニケーションツールから情報流通の基盤へ – ■■

り巻く複数の研究コミュニティを概観することができる．
また，Polyphonet Conference では，各研究者の活動
内容を Web 情報を用いて推定することや，知人との関
係を明示的に記述するタグ機能，協調フィルタリングに
よる聴講スケジュールの推薦など，社会関係を利用した
アプリケーションを多数提供している．

SNS のオープン化とメタデータ
これまでに取り上げてきた SNS は，そのほとんどが
中央集権型のアーキテクチャになっている．これは，一
定レベルのプライバシーの保護や，意図しない情報公開

図 -6

はてなアカウントの RDF 記述

の抑止に役立っている．その一方で，SNS ではブログ
で見られるようなデータの互換性についてはまったく考
慮されていないため，複数の SNS への参加や活動は非

用するユーザに対しても「はてな」が提供する少額決済サ

常に面倒である．

ービスを利用できるようにしている．

先に述べたように，SNS は個人的なコミュニケーシ

SNS は，その本質からして究極的には各個人が自身

ョンのツールとしてだけではなく，幅広い利用が可能で

の情報を管理し，知人とは P2P による通信を行うよう

ある．用途によっては知人関係を公開することは問題で

なアーキテクチャであることが望ましい．
「imeem!」

はない場合もあり，そのような用途に対してオープンな

や「Affelio」

SNS を構築するための基盤が構築されつつある．

信によって情報交換を行う SNS を提供している．

代表的な例として，知人関係をメタデータとして記述
するための FOAF

☆ 26

がある．FOAF は，RSS 1.0 と同
☆ 27

☆ 31

☆ 32

は，個人がサーバを設置し，サーバ間通

複数のサービスを透過的に利用するという意味では，
認証の統一化，シングルサインオン技術が重要である．

の応

シングルサインオンは，グリッドなどさまざまな分野で

用例として提案されており，自身に関する記述および知

研究が進められているが，Web サービスに特化した活

人との関係に関する記述が可能になっている．一部のブ

動としては「OpenID」

じく RDF（Resource Description Framework）

ログでは，プロフィールと知人のサイトへのリンクを表

☆ 33

☆ 34

するための「TypeKey」

や，ブログのコメントを認証

がある．

現する手段として FOAF が利用されている．
また，XHTML に埋め込むためのメタデータである
microformats

☆ 28

のプロジェクトとして，知人関係を
☆ 29

表現する XFN（XHTML Friend Network）

がある．

SNS の課題・展望
情報の信頼性

XFN では，ハイパーリンク（A タグ）の rel 属性として
“friend”や“met”などの関係を記述する．microformats

SNS 上で流通する情報は，その情報源である個人間

を認識する一部の検索エンジンでは，XFN で表現され

の関係，あるいはコミュニケーション過程が明示化され

たコンテンツ間の関係を可視化することができる．

ることよって信頼性が高いものであるとされている．し

知人関係には多様性があるが，これをメタデータで

かしながら，このような信頼性は，最終的にはシステム

どのように表現するかは議論の余地がある．FOAF では

を利用する個人の判断に帰着するものであり，何らかの

“knows”の 1 種類に限定しているが，XFN では 18 種類

技術が担保するものではない．そのため，SNS はチェ

の属性が定義されている．さらに詳細な関係を表現する
ためには，知人関係についてのオントロジーが必要にな
ると思われる．

☆ 26
☆ 27

特定のコミュニティサービスのアカウント情報を他の
サービスでも利用可能にすることで，汎用化を目指す方向

☆ 28
☆ 29
☆ 30

性もある．ブログサービス等を提供している「はてな」

☆ 31

では，アカウント情報を図 -6 のように RDF を用いて記

☆ 33

☆ 30

述するフォーマットを提供し，他のブログサービスを利

☆ 32

☆ 34

http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://www.w3.org/RDF/
http://microformats.org/
http://www.gmpg.org/xfn/
http://www.hatena.ne.jp/
http://www.imeem.com/
http://open.affelio.jp/
http://openid.net/
http://www.sixapart.com/typekey/
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ーンメールやデマなど，悪意のある情報操作に弱いとい

コミュニケーションはきわめて親和性が高く，参加者に

う一面がある．ある SNS では，個人情報に関するシス

とって受け入れやすいものであったため，急速な普及に

テムの脆弱性が発見され，即座に対策がなされたものの，

つながったと考えられる．一方，SNS の普及は，基盤

脆弱性に関する情報が参加者の日記を通じて数万人に広

となる社会ネットワークの有用性に目を向けさせること

まるといった現象が起こっている．典型的な伝播のパタ

につながった．社会ネットワークとコミュニケーション

ーンとしては，知人の日記からこの問題を知り，より詳

は分離可能であり，コミュニケーションとは異なる社会

細な情報を得るために検索を行うと，同じような情報が

ネットワークの利用方法がさまざまな分野で提案されて

多数存在するために問題の信憑性が高まり，他の知人へ

いる．広告やマーケティングの分野では，パーソナライ

伝えようとする．大規模な SNS においては，このプロ

ゼーションの一環として SNS の利用が模索されている

セスが数回繰り返されるだけでも広範囲な影響を与える

ほか，情報検索や推薦，組織内の人事評価など，対象お

ことになる．

よび利用目的は多岐に渡る．

また，SNS は容易に情報を発信できるため，自らが

将来的には，前述のような認証基盤上に各種サービス

過剰な情報公開を行ってしまう例も見られる．とくに，

が構築され，ユーザが自由に必要な機能を選択するオー

未成年などコンピュータのリテラシーが十分でない層に

プンな SNS が普及するものと思われる．

その傾向が強く，犯罪を誘発しやすい状況になっている．

情報流通基盤としての SNS では，これまで以上に多

大部分の SNS では参加者の年齢制限をかけることによ

様なデータが取り扱われることになる．これに伴って，

りこの問題を回避しようとしているが，実効的に機能し

SNS を対象とした研究も高度化すると考えられる．社

ているとはいえない．

会ネットワーク分析の分野では，同じ個人が形成する，

これらは情報を扱う上での本質的な問題であり，SNS

ドメインに応じた多層のネットワークの分析が注目され

に限定されるものではない．しかしながら，SNS の普

ている．また，数千万人単位のネットワークを分析する

及速度に対して問題の周知が遅れているため，さまざま

にあたっては，計算量の問題を解決しなければならない．

な事象が起こっている．今後は，長期的な視野に立った

今後は，実サービスを運用する企業と研究者の密な連携

情報リテラシー普及などが求められる．

によって，SNS の可能性を追究することが望ましい．

技術的観点から情報の信頼性を扱う研究分野としては，
7）

セマンティック Web が挙げられる ．セマンティック
Web は，論理に基づいて記述されたコンテンツや意味
体系を整備し，エージェントがそれらを処理することで
適切な情報収集を提供する．セマンティック Web にお
いても，情報そのものの信頼性を完全に担保することは
できないが，電子署名との組合せなどによって信頼性の
阻害要因を除去するという方向性は SNS にも適用する
ことが可能であると思われる．

コミュニケーションツールから
情報流通の基盤へ
はじめに述べた通り，SNS はコミュニケーションツ
ールの一形態として登場した．個人間の関係の明示化と
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