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OSN (online social networks as “SNS”) have developed rapidly since 2005~2006. Even 

individuals with cognitive and spatiotemporal limitations can actively exchange opinions 

with primary and secondary comments on OSN posts. A variety of exchanges and 

communication occurs even without prerequisite information (the other party’s gender, 

appearance or tone of voice) of traditional forms of communications that don’t involve 

exchanges of personal information. In this paper, we refer to the comment data in the main 

foreign news media on Youtube from the API and refer to sentiment trends from sentiment 

scores using Natural Language Toolkit (NLTK). 
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1．序 

 

（1）SNSのコミュニケーションとこれから 

2005 年～2006 年以降、図 1 の通り SNS（ソーシャルメディアを指す。以後、SNS と表

記。）上のコミュニケーションに関する議論・記事は雑誌・新聞などの従来のメディアでも

急速に増加しつつある。 

 

図１1995年～2019年までの一年ごとの新聞記事・雑誌記事数 

(ELNETによる参照, 2019/12取得) 
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時空間上、制限がある個人間であっても、積極的に意見交換を行うことができるように

なった（Agarwal, A 2011: 30-38; Thusoo 2011:1013-1020）。昨今は、個人情報の交換などを伴

わない従来のコミュニケーションの前提情報（相手の性別や容姿、声のトーンなど）が成

立しないケースも増えた。テキストや絵文字など個人情報を一部抜粋した形での即時性を

伴った双方向コミュニケーションが行われるのが当たり前となりつつあると言える。しか

し、上記のような個人情報を抜粋した形であるパーソナライズドデータにおける情報資産

の利活用に関してはメリット・デメリットがある。すでに、上記の議論に関してはアメリ

カ合衆国や旧ソ連を始め限定的なインターネットの利用形態であった 1950 年代以降から

始まっていた。さらに 1990 年代初頭より、一般に利活用され始めて情報ハイウェイ構想を

もとに加速化していった（野村 1996）。現状、各国によって情報の資産運用やパーソナラ

イズドデータの運用に関して整備状況が異なる。それらが起因の経済的な損失及びにデー

タを用いた情報資産の適切な運用に携わる人材育成に関して教育面(データサイエンティ

スト育成、法整備、データを取り扱う上での道徳、倫理教育などをはじめとする)まで様々

な課題も発生している。しかし、日本国内では、モバイル通信などの普及と連動する形で

1990 年後期から 2000 年初頭以降、通信の定額制が早期に適用され、積極的な運用が急ピ

ッチで進められた。特に近隣のアジア諸国の中では特段に安価な定額制が導入された面で

は情報発信の観点において先進的な取り組みも行われた。しかし、急ピッチで進んだ背景

で義務教育世代、及びにネットリテラシー、さらにはサイバーセキュリティの普及しにく

い世代(子供や老人など社会的な弱者などが例として想定される)に対するネットの利活用

方法に関する適切な注意喚起や法整備が進んでいるとは断言しにくいままコミュニケーシ

ョンは進化プロセスを繰り返すこととなっている可能性がある。そのため、SNS は時に社

会全体に蔓延する紛争や犯罪行為の温床となるリスクを常に保有し、昨今はそれらに対す

るリスク管理に関する議論が多発している。特に、COVID-19 禍においてオンライン上で

のコミュニケーションが増加するにつれさらにリスク管理が必要な状況となりつつある。 

 

(2) COVID-19禍で明らかとなった懸念すべきコミュニケーション環境の整備 

-新たなデジタルディバイドへの懸念- 

 

図2コンピュータ・電磁的記録対象犯罪の検挙件数の推移及びに内訳事例 

(不正アクセス行為（識別符号窃用型）に係る手口別検挙件数) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2（令和２年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について 2020, 左か
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ら図表 2、図表 15、不正アクセス禁止法違反の検挙状況）より本年度上半期より急激に立

件件数が伸びていることがわかる。図3からわかるように2月以降、4月以降に渡ってZoom、

Google Classroom などの職場～教育現場でのインストール目的と推察されるコミュニケー

ションツールのアプリケーションに関する検索キーワードが増加している。 

このように、急速にオンライン上での情報における情報規制や経済運用としてのパーソ

ナライズドデータの取り扱いに関して再議論が始まっている。来年度にかけてデジタル庁

といった国家単位でのデジタル基盤の見直し、運用もスタートしている（東京都, 2020）。 

 

図3 日本語圏内のAppstore(Apple社製品対象アプリケーションを対象する)における1時

間単位でのトレンドワードとしての登場回数(Searchman 社提供におけるデータセット, 

2020年１月～4月までの上位10件を掲載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、都市範囲でも東京都はデジタル局(仮称)を運用開始（2021 年 4 月）する予定であ

る。図 2 は、具体的な事案に関して紹介がされている。しかし、これらは現状の法整備(2020

年上半期)における結果である。しかし、これらは法的な訴えがしやすい立場の一部の層か

らの訴えであることも推察される。現状では、オンライン上での開示請求は未だにプロバ

イダーへの請求経由となっており、資料請求やエビデンスの収集に膨大な時間、人手が必

要となるため社会的な弱者がオンライン空間上で搾取のターゲットになった場合は手に負

えない問題となり、泣き寝入りするケースも想定される。特に、女性、子供、高齢世帯な

ど社会的弱者の金銭的な問題などが起因となり法的な訴えがしにくい可能性は大いにある。

故に、図 2 のように現状の法整備では、現状として立件される件数が少ない可能性がある

（佐々木 2011:2562-2574）。私たちはマスメディアに加え web 上からの膨大に溢れる情報

に囲まれている。そのため、情報過密の渦中に巻き込まれるリスクを社会とシェアする時

代となっていることを再認識していく必要がある（北口 2020:1-34）。その点からも改めて、

個人のサイバーセキュリティにおける保全は重要だと考える。昨今、欧米諸国を中心に

2018 年 5 月に施行された「GDPR（General Data Protection Regulation：一般データ保護規則）」

を経て情報保全における認識に関して、我が国における見直しが進められている。特に、

2020 年 3 月 10 日に第 201 回通常国会に提出された「個人情報の保護に関する法律等の一

部を改正する法律案」でも、“（甲）越境データ（事業者を跨いだデータのやり取り）の流

通増大に伴う新たなリスクへの対応（乙）個人情報の漏えい等が生じた場合における委員

会への報告及び本人への通知を義務付け、（丙）第三者提供について、本?同意が得られて

いること等の確認を義務化”などが提言され、GAFA との関係性に関しても明示化されつ
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つある。2020 年 6 月 12 日に上記に関しては公布され、改正法の施行は一部を除き、公布

後２年以内に施行されるため今後あらゆる現場での精査がデジタル庁、デジタル局の立ち

上げと連動して推し進められると考えられる（「個人情報の保護に関する法律等の一部を改

正する法律」の公布 2020）。昨今は、大規模にフェイクニュースが発信されるケースも発

生している。その結果、誤った個人情報の認識が広まるケースが発生している。それらは

地域社会でも発生し、それらは個人単位で発生しうる情報の「大きな津波」にもなるケー

スもある。この問題は当事者だけでなくフェイクニュースを誤って拡散してしまった者の

責任に関しても同様の懸念が発生する。上記のようなケースは、双方の生活も脅かす非常

に大きなリスクとなるのだ。その場合のケアに関しての議論も必要となるだろう。それに

差し当たり、新たな”デジタルディバイド”の時代が差し迫っている懸念もある。かつて

はコンピュータ技術を取り扱うこと自身の優位性に関しての分断に関して 2004～2005 年

にかけて日本国内では議題となった。しかし、新たな“デジタルディバイド”ではコンピ

ュータ技術はある程度、性別、年齢関係なく供給された環境にあるのを前提としている。

異なる点は、情報の発信力(声の大きさなど)や抽出力などの差によるリテラシー差などが

挙げられる。web 上における数で評価されるなど誤った理解が増長されるケースも想定さ

れる。その点に関しては、今年 SNS 上でも言論統制やアカウント規制などを通して選挙（ア

メリカ合衆国?英語圏など）における公平性を担保する上でそのような配慮がなされた。し

かし、こういった公平性を担保する上では複雑な言葉のコンテクスト（英語、カタカナ、

ひらがな、漢字など）を内在する日本語圏では機械的な処理における大規模な取り締まり

には限界がある。そのため、あらゆる文章における読解力、個人の保有する情報のリソー

スの保全の観点なども教育上必要となっているとも言えるだろう。そういった面からも、

サイバーセキュリティに関する教育に関して十分に行き届かない環境、世代など情報環境

における脆弱な立場の人間が様々な分断のリスクを背負う可能性がある。特に、こういっ

た問題に関しては法的な訴求に関しても弁護士の雇用など金銭的な優位性が担保されてい

なければフォローに限度が発生し、そのために本来守るべき立場の社会的弱者が保護され

ず、さらには糾弾さえ受けやすくなるリスクが発生する。また、当人の気づかない場所で、

誹謗中傷が発生し、責任が擦りつけられるケースなども発生しうる。法が適応される優位

性のある立場だけが守られ、多くの利益を享受し、法的な根拠に基づく糾弾が出来ない立

場の者は、社会保証もされずに泣き寝入り及びに損失を被るだけである。デジタル環境の

優位性による分断の最たる事例であり、民主化が極端にされていないケースで発生しうる。

そういった面では、匿名化・暗号化された大規模なライフログを含むデジタルデータ基盤

からのアノマリーであり、リスクのある挙動パターンに関する精査は今後も重要な観点で

あると考える(鳶島 2020:114-128;一森 2019:59-61)。昨今、フランスではデータ保護当局を

中心に“インターネットの閲覧履歴を記録する「クッキー」を使った広告を巡りデータ保

護法に違反したとして、Google, Amazon に対しての制裁金を課す（2020/12/10）”ケースな

ども発生している。今後こういったケースは日本国内でも波及していくと想定される（「デ

ータ保護法違反」でグーグルとアマゾンに制裁金 170 億円…仏当局 2020）。 
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(3) WebサイエンスのはじまりとCOVID-19 

オンライン疑似社会は、より広い社会との類似性を持っていると仮説を立てられ、パブ

リックネットワークの急激な普及以降、可視化・定量化が困難となった社会現象のメカニ

ズムを理解することへの期待が高まっている。これらを研究課題とするウェブサイエンス

分野の研究が昨今、急速に発展していっている。特に、1998 年以降ワッツ・ストロガッツ

におけるネットワーク理論および WWW（ワールド・ワイド・ウェブ）上でのネットワー

ク理論に適合させた論文が公開されて以降、生物科学、物理分野からの web データを用い

た理論応用に関連する研究を年々増加傾向にある（Watts 1998:440-442）。この論文では、

1.ウェブの検索ログにおける階層ログのネットワーク構造 2.論文の共著ネットワーク 3.寄

生虫(線虫)のニューラルネットワーク 4.米国西部の電力網 5.映画俳優のコラボレーション

グラフなどの 1～5 の事例をもとにデータを基盤とし、理論の実証分析の可能性を提示した。

1～5 のネットワークでは類似性はランダムに特徴的なパス長が小さいという特徴がある

ことから、媒介中心性を持ち、小さな世界のネットワーク上で相互作用する可能性がある

ことが示されている。これらを、“スモールワールド現象”とし、規格化した領域で強化さ

れた信号伝搬速度、計算能力などでそれらの傾向を示した。この論文発表後、オンライン

メディア空間上で発露されるあらゆるライフログデータを匿名化した上でネットワーク理

論の拡張、自然現象と実際の web データにおける様々な発火現象との類似性に関連する研

究など進められていった。これまで自然界では捉えることができなかった現象を web 上の

データからモデル推定を行うことで疑似的に社会現象を理解、及びに大規模なログデータ

を用いて様々な社会状況に応じたシミュレーションを運用するケースも昨今増えた。特に、

ライフログデータの取得を可能にする通信プラットフォームを持つ大手企業（いわゆる

「GAFA」や「FANG」を含む）の登場は、私たちの日常的なデータが、意識的であれ無意

識的であれ、合意形成の一形態として扱われるようになった。日本国内でもデジタル接触

機会に関して、多様な調査が勧められている[9]。また、携帯電話における基地局が保有す

るログデータなども匿名化処理を行った上で解釈し、様々な災害時における行動レコメン

デーションを成立させることが可能となった。上記のようにこれまで可視化が難しかった

社会現象のメカニズムを説明しようとするウェブサイエンスの分野の研究は、”ビッグデー

タ”といったキーワードが日本国内でも提唱され始めた 2012 年以降、より一層発展した。

昨今（2017 年以降）では、人工知能、AI などの技術運用、企業開発に関連するキーワー

ドと共起する形で言及されている傾向にある。これらの学問分野や成果を社会的実践に応

用する研究開発も徐々に進んでいるのが昨今である。COVID-19、SARS、MARS などの感

染症は通常の格子よりも小さな世界のネットワークで広がりやすいと言われている。その

事例より、オンライン上でのコミュニケーションと実社会でのコミュニケーションの伝搬

モデルの相違に関する議論などが今後ますます増加するだろう。今年発生した COVID-19

に関しても多くの研究が発表されている。2020 年 6 月には、“COCOA”といった Bluetooth

を経由した接触アプリケーション（スマートフォン向け）などが運用されるようになり、

各大学でも人々の接触ネットワークモデルに関して様々なケーススタディ・アプリケーシ

ョンの開発が進められている。今後、研究利用向けのデータなどが開示されることで、ネ

ットワーク理論を用いた問題提起、感染防止のための議論が公衆衛生～経済運用の効率化

の面など多面的な言及が想定される。上述の研究開発プロセスでは、統計的有意な特徴量
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を抽出できるようにデータを加工し、学習データの事例に基づいて教師データを形成する

ことが前提となる。昨今では、このような大規模データのログを用いて機械学習によるパ

ターン学習がなされた教師データ（汎化モデル）が私たちの生活のあらゆる場面で提示さ

れている。例えば、オンライン上の検索行動におけるサジェスチョン、E コマースなどの

商品推薦などの機能でも同様の機能が担保されている。また、レコメンド機能を構成する

私たちの意見は、「意見の集合体」となり汎化モデルとなって、パブリックネットワークな

どを介して自動的にわたしたちに還元される仕組みになっている。これらは、オンライン

での合意形成の結果を活用している。今回の COVID-19 における私たちの行動ログやオピ

ニオンによる大規模データを基盤とした様々な社会危機状況における汎化モデル、レコメ

ンデーションなどの開発、分析がされるだろう。しかし、パブリックネットワークの世界

的な浸透は、すべての面でポジティブなものではなく、今回 COVID-19 において過度に増

加した一方、オンライン上での誹謗中傷などの問題への焦点も浮かび上がっている。その

課題に関しては本章でも触れている。特に、無意識の合意形成の反響の余韻から世論が形

成されるケースも想定される。ポピュリズムやプロパガンダが横行している現在は、その

傾向が強い。しかし、2020 年のアメリカ大統領選ではこれまでオンラインメディアの先駆

的利活用例を示してきたところで、Facebook、Twitter などの先導的な SNS が言論弾圧及び

に規制、法整備の改革が急ピッチで進められるなどこれまでに無い動きが目立った。そう

いった面では、COVID-19 及びに 2020 年アメリカ大統領選を経て、オンライン上でのコミ

ュニケーションの在り方は過渡期を迎えつつあるとも推察される。 

 

(4) オンラインソーシャルネットワークにおける課題例 

SNS 上は、世界規模で明確な法律や規制が言語表現の違いなどが大きな起因で統一した

フォーマットでの機械的な判別、規制が困難である（千葉 2014: 131-136）。そのため、社

会的規範から外れているとみなされる表現の規制は国、地域によって異なる。今後は、合

意形成に関する定量的な知見などをまとめ、社会的・経済的リスクを生じさせやすい傾向

に関する多様な観点での研究も求められる。ネット上での極端な意見の衝突は、日常生活

における社会的リスクの増大につながっている。2018 年 11 月、フランスのパリで行われ

た「黄色いベスト」や「赤いスカーフ」のデモを YouTube でリアルタイムに見ることがで

きた。オンライン上でのやりとりは公の記録の一部であることに変わりはなく、第三者の

メディアリテラシーがさらに重要となり、そこで問題に対しての適切な対応ができている

か、否かなど新たな法的根拠に基づくリテラシーを求められる時代がすぐそこまで来てい

る（France yellow vest protests 2018）。2016 年以降、日本国内ではファクトチェック、フェ

イクニュースといったトピックの記事の紹介が増加傾向にあるが具体的な問題例などが提

示されにくい。そういった面で、本格的にフェイクニュースが飛び交いやすい web 上の情

報など含めメディアジャーナリズムに関して、2021 年 9 月のデジタル庁立ち上げに際して

義務教育及びに全世代の視聴が担保される系列からのメディア経由の知育が要求されてい

くのであろうと推察される。 

 

(5) オピニオンを把握するために 

擬似的に社会上における様々な意見をオンラインログで分析することが可能になって
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いる。社会の中（あるいは少人数の集団の中）で合意に達することを目指すプロセスを分

析するための理論が提案され、古くから様々な観点から研究されてきた（Hegselmann R 

2002; Shadbolt 2008）。しかし、現代社会の膨大なログデータに残された意見交換を分析す

るためには、大規模データへの分析との統合を中心とした定量分析に適合する理論が必要

であることは言うまでもない。オピニオン・ダイナミクスの理論は、大きく分けて 2 つの

タイプに分けることができる。 一つは、矛盾する条件や離散的な意見を 1 と 0、あるいは

1 と-1 として扱う理論である。アメリカやフランスの大統領選挙や、Brexit などに見られ

る国民投票では、明確な勝者が一人の場合に投票が行われるため、この二項対立理論を適

用しやすい。もう一つの方法は、意見を一次元（または多次元）の連続値とみなす理論で

ある。合意形成などはこのように考えられることが多い（Galam 1999-2000）。 

 

図4 日本語圏内のWebページにおける”COVID-19”を含む記事の中で初回の投稿から内容

が変更されている記事件数(ahrefsによる参照, 2020/12/06取得) 

 

 

 

 

 

 

上記のように日常に差し迫った COVID-19 禍の公衆衛生に関するリスクマネジメントの

議論に関しても、改めて更新～訂正がされる記事が増加しているケースが日に日に増加し

ている。想定しているケースと異なることが多く発生している状況が web 上の情報の変遷

から俯瞰ができる。筆者は、2018 年よりそれらに対するアプローチに関する研究をスター

トしている（川畑 2018-2020;石井 2018-2020）。本論では、実際のデータを用いたコンセン

サス形成に関する研究と数理モデルを用いたアプローチとの比較に関して、過去の事例を

ベースとして COVID-19 における報道に対する Youtube 上のコメント傾向に関して分析を

行った。 

 

２．データの取得方法に関して 

 

(1) Youtubeデータ取得の事由 

本節では、社会の中でメディアが発信する情報に対する人々の反応をどのようなデータ

が最もよく捉えているかを考慮する上で Youtube を選定した事由・分析手法に関して述べ

る。自然言語処理で収集したテキストから意見の強弱を判断できるようになったことで、

社会における意見の分布を二項対立ではなく、肯定的な意見から否定的な意見、中立的な

意見までの連続的な分布として測定することが可能になった。本研究では、世界中の様々

なメディアからのデータ収集の制約を考慮し、YouTube を選択した。様々な SNS がリアル

タイムでの動画配信を可能にしているが、世界有数のテレビや報道機関を傘下に持つメデ

ィア企業も、ニュースのスニペットを YouTube で公開している。さらに、①各国のニュー

スメディアの発信内容 ②同じニュース内容の報道の違い ③コメントをするユーザーの違
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いという観点から意見の分布を議論することができるのではないかという仮説が立てられ

ている。また、本報告では、同一条件での意見の分布を明らかにするために、英語辞書デ

ータに基づくチャンネルのニュース動画に限定して分析を行った。YouTube については、

言語特性に関わるケースもあるが、動画コンテンツはグローバルに発信されており、メデ

ィアの種類の違いによる比較が期待できる点でテレビでの発信と類似しているという仮説

と、同じ報道内容であっても報道の仕方によって受信性が異なる要素があるという点で分

析を行った。 

 

(2) Youtubeデータ分析に関して 

取得対象チャンネルについては、今回は CNN, BBC NEWS,FOX TV, ABC NEWS を対象

とした。コメント取得期間は、2020/1～2020/10（各動画毎に 5,020 コメントを上限）とし

た。今回提示する結果図 4、5 において再生回数が多い COVID-19 関連の動画に関するコ

メントを収集した。最も視聴回数の多い動画に関するコメントを試験的に収集し、形態素

解析を行ったコメントのキーワードについて、ネガティブ、ポジティブ、ニュートラルの

スコアを合計して 1 となるように計算した（Bird 2004; PolarityBot 2019）。先行研究を踏襲

し、条件別での意見分布の比較から考察を行うこととした。自然言語入力の解析には、

Natural Language Toolkit（NLTK）を用いた。算出された辞書データ及びにセンチメントの

測定に関しては、Vader_analyze を用いて各動画の個別コメントごとに特徴量抽出およびに

CDF: 累積分布関数の算出処理を行った。各軸のネガティブ、ポジティブ、ニュートラル

のスコアを統合分布で選択した場合は、ポジティブな意見は 2 を上限とするため 1～2、ネ

ガティブな意見は-1～0、ニュートラルな意見は 1 を足して 0～1 の尺度に変換する方法を

採用した。 

 

3．考察 

 

図５（左）“See where officials believe the coronavirus started”（CNN, 2020/01/20, 

コメント収集日:2020/11/09）ケースＡのコメント（ケース）に対するネガティブ、ポジテ

ィブ、ニュートラルの（各スコア範囲：０～１）の分布,（右）ネガティブ、ポジティブ、

ニュートラルを集約した場合の分布（CDF: 累積分布関数）(得点範囲：-1～2) 
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図６（左）“Coronavirus: Iran's deputy health minister tests positive as outbreak 

worsens - BBC News”(BBC, 2020/02/26, コメント収集日:2020/11/09)ケースＡのコメン

ト（ケース）に対するネガティブ、ポジティブ、ニュートラルの（各スコア範囲：０～１）

の分布,（右）ネガティブ、ポジティブ、ニュートラルを集約した場合の分布（CDF: 累積

分布関数）（得点範囲：-1～2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 は、両者とも大規模な感染および都市ロックダウンが各国で発生し始める前後に

おけるトピックからコメントにおける意見分布である。ネガティブまたはニュートラルな

言及の分布に差異はないが、ポジティブな言及に関する分布に関してはやや低い水域に水

準しているのが図 6 のニュースであった。実際に国家の要人における感染及び悪化に関連

するニュースは各国の関心、不安を煽るものであったと推定されるが初期段階であったた

め、極端にネガティブな言及が集まってないような分布構成になっているのが特徴的であ

った。 

 

図７（左）“Coronavirus cases rise across the country - ABC News”（BBC, 2020/06/14, 

コメント収集日:2020/11/09）ケースＡのコメント（ケース）に対するネガティブ、ポジテ

ィブ、ニュートラルの（各スコア範囲：０～１）の分布,（右）ネガティブ、ポジティブ、

ニュートラルを集約した場合の分布（CDF: 累積分布関数）（得点範囲：-1～2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、図 7 での場合、国境間を超えた感染拡大に関するニュース報道、危機感を煽る

ニュース報道がなされているケースにおいては特にネガティブを指す意見分布に関して低

い水準から高い水準のスコアまで分布のボリュームが偏る傾向にあり、極端にネガティブ

な意見形成がなされていることもスコアリング分布から観測された。 
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4．課題 

 

今回の意見分布の分析では、COVID-19 における報道に関してのシンボリックな映像の

中で、ネガティブにもポジティブにも解釈できるフレーズがコメントされていた。動画を

見たユーザーがその他の情報を閲覧しての二次的な意見（外力が加味された計算結果では

ない）であるかどうかはわからない。しかし、一定の意見集約の傾向があることは今後の

ケースで検討する必要がある要素であると考えられる。 

 

図８ 日本語圏内の Web ページにおける 2020 年 1 月-12 月までの“コロナウイルス”を含

む記事の見出しにおける感情表現の割合（左）及び一ヶ月ごとの観測件数（右）（ahrefs

による参照, 感情軸 全10軸中喜-好-恥の3軸に関しては割愛,2020/12/10取得） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８のように SNS 上の大規模なテキストデータを日本語独自の辞書データ、及びに喜怒

哀楽など様々な感情指標を用いたメタデータを用いて解析することによって多様な意見解

釈を行うことも考察が必要である（中村 1993;Python ML-Ask 2019）。日本国内での感染事

例及びに行動指針が報道された 3 月に特に恐怖を煽る感情表現を含む記事が散見された。

今後、この方向で研究を進めていくために、肯定点、中立点、否定点だけでなくその他の

感情軸などの解釈手法なども一つの課題であるため、実測結果とシミュレーション結果も

併せて検討したい。 

 

5．展望 

本論では、前段に現状における web 上でのコミュニケーションの変化、課題などに先行

研究に触れながら考察を行った。後述では、オンラインコミュニケーションにおける意見

形成の傾向を定量的に理解することを試みた。また、本稿の大きなテーマである多様なメ

ディアによるコミュニケーションを介した社会的影響に関する議論は、権威への抵抗、ポ

ピュリズム、リスクに代表される課題に焦点が当てられがちである。第 4 節で述べたよう

に、同じ YouTube チャンネルのニュースの内容や性質によって、積極的な反対意見や賛成

意見が出てくることは、発信元や内容によって、似たような傾向と異なる傾向の両方が存

在することを示唆している。SNS 上では、すでに、①機械的に数を増やしているシステム

でハッカーによるシステムへのアクセスを禁止する仕組みや②投稿内容を理由にアカウン

トを禁止する仕組みなど、リスクを先取りする仕組みが徐々に導入されている。しかし、
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予測できない行動が発生する可能性がある。また、集団的に情報の積立などを重ねること

で、情報操作をするパターンなどは今後も絶えないだろう。前述の通り、2020 年のアメリ

カ大統領選では、大規模な web 上での言論統制及び bot などを含む誤った情報発信経路に

対しての厳しい規制が行われた。この流れは、今後、様々な場面でも踏襲されると想定す

る。前述の通り、サイバーセキュリティを完備しにくい社会的弱者に対しての問題訴求、

解決、保護のための”セキュリティの民主化”もこれから急務である。今後の法整備の決

定により大幅な変化が今後発生する可能性がある。さらに、オフライン上での犯罪検挙率

だけではなくサイバー空間におけるセキュリティ意識を社会通念としても共有意識を持た

なければならないと考える。 
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