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「Instagram の利⽤者の⼼理」 

 

１：研究の背景 

ネット世代、その中でも SNS 世代の中にいる私たちは、LINE、Instagram、
Twitter、facebook など様々な SNS を⾃分も周りの⼈も使っているのが当たり前の世
代である。その中でも Instagram は、ここ３年間、つまり私たちが⼤学に⼊学した頃
から急速に浸透しだしたものという認識が共通してあり、⾼校時代にはあまり使って
いなかった、もしくは意識していなかった⼈が多いのではないかと考えられる。国内
の利⽤者数を⾒てみると 2016 年 4 ⽉時点で 1000 万⼈だったのが、2019 年 3 ⽉時点
では３倍以上の 3300 万⼈を記録している。（出典：
https://www.uniad.co.jp/260204）2017 年のユーキャン新語・流⾏語⼤賞では「イン
スタ映え」が年間⼤賞に選ばれており、私たちの年齢層、また周りの友⼈、知⼈だけ
でなく、⽇本全体でもここ３年ほどで Instagram が流⾏しているのは事実だと捉えら
れる。 

同じくここ３年ほどでよく⽬にするようになったものとして豪華なバースデープレー
ト、ドライブ先としてのネモフィラ畑、かにのカチューシャをつけて⾷べられるレス
トラン「ダンシングクラブ」、パンケーキやかき氷のカフェなど多く挙げられるが、
これらはどれも Instagram の投稿でよく⽬にするものであり、Instagram の流⾏と相ま
って流⾏したものである。Instagram によって私たちの誕⽣⽇祝い、プレゼント、旅
⾏先、お出かけ先は変わってきたのではないか。特に誕⽣⽇のお祝いは、レストラン
での豪華なプレートに加え⾼級ブランドのプレゼントなど、お祝いの予算が上がって
いるのではないかと考えられる。つまり、Instagram の普及とともに、インスタ映え
するサービスを提供するお店が増え、Instagram にあげるために⼈々はそれを利⽤す
るようになり、⾼価なものも Instagram にあげるためにプレゼントするようになった
のではないかと私たちは仮説を⽴てた。「みんなに Instagram を⾒てもらうこと」
「みんなからいいねをもらうこと」が、お祝いより先⾏しているのではないだろうか
ということである。問題としたのは「⾒せる」ために労⼒を使う、「⾒せる」が第⼀



になっているといういわば⼿段の⽬的化である。しかし Instagram の普及により誕⽣
⽇を豪華に祝うようになった、という仮説はアンケート調査では検証が難しく、どう
してもこちらの意図が⾒える誘導尋問になってしまうと考えられた。そこでもう少し
抽象度を挙げ、利⽤者にとって Instagram がどのような存在感なのかを調べる調査を
実施した。 

２：Instagram の現状 
 
ここで Instagram の現状を考察する。Instagram は若い世代を中⼼に利⽤者が多く、

国内のアクティブユーザーは現在 3000 万⼈を超えている。国内で LINE、Twitter に
次いで 3番⽬に多く利⽤されている SNS である。実際、今回我々が⾏った調査から
も、⾮常に多くの学⽣が Instagram を利⽤していることがわかった※。（※アンケー
ト調査の依頼を Instagram 上でも⾏ったため、今回の結果として出た Instagram 利⽤
者の割合は残念ながら正確な数値ではない。） 
（出典：https://www.uniad.co.jp/260204）

 
 
ではこれだけ多くの⼈が利⽤している Instagram は我々の⽣活に⼀体どのような影響
を及ぼしているのだろうか。ここでは Instagram の負の側⾯を体現していると感じる
⼆つの取り組みについて取り上げる。 
 
(1)リア充アピール代⾏サービス 
名前の通りだが「リア充アピール代⾏」という株式会社ファミリーロマンスが⾏って
いるサービスがある。これは毎⽇が充実していることを周囲に⾒せるため、より多く



の⼈から「いいね！」をもらうために友達役や彼⽒役を代⾏してもらい、投稿する⽤
の写真撮影を⾏うサービスである。 
本来 Instagram は、旅⾏や遊びなど⽇々の⽣活で撮った写真の⼀部を皆で共有し、楽
しむことが⽬的であったはずだ。しかし⼀部の利⽤者の間では、ありのままの写真で
はなく、充実している様⼦を装った写真を載せてでも⾒栄をはりたい場所になってき
ていることが⾔えるのではないだろうか。他の⼈の投稿を楽しむのではなく、他の⼈
の⽣活と⾃分の⽣活を⽐較してしまっているのだ。しかし多くの仲の良い友⼈たちと
繋がっており、Instagram がコミュニケーションの場の⼀つとなっていることなどか
ら、簡単にやめるわけにはいかないのも現状だ。最近では「インスタ疲れ」という⾔
葉も⽿にするが、このような代⾏サービスが⽣まれてしまうことは、Instagram が利
⽤者の承認欲求を満たすものとなりつつあることの表れではないだろうか。 
 
(2)「いいね！」の件数⾮表⽰テスト 
今までは他⼈の投稿に「いいね！」が何件付いているのか誰でも⾒えるようになって
いた。そのため、上記の代⾏サービスにも当てはまるが、多くの「いいね！」を獲得
することに必死になっているユーザーがい
たことも事実である。 
しかし 2019 年 5⽉よりカナダで、他⼈の投
稿にされたいいね数が⾒られなくなるテス
トが開始された。現在は⽇本でも実施され
ている。このテストは、「いいね！」の数
ではなく Instagram 上でのつながり、シェ
アする写真や動画の内容を重視してもらい
たいという思いから実施されるものであ
り、全ての写真・動画に対する「いい
ね！」数と動画再⽣回数が、投稿した本⼈
にのみ表⽰されるようになった。 
 
 
実際、Facebook は次のようなコメントをしている。 
「今回のテストから得られる新たな学びを活かし、今後も Instagram が家族や友だち
との距離を縮め、⾃分の趣味・関⼼、お気に⼊りのビジネスとのつながりを深める場
になるよう、様々な取り組みを続けてまいります。」（引⽤：
https://about.fb.com/ja/news/2019/07/privatelikes/） 
このことからも、Instagram側としては利⽤者の承認欲求を助⻑させる存在にはなり
たくないという想いが感じられる。 



しかしこの取り組みには悪い側⾯もある。他⼈からのいいね数を参考に、そのアカウ
ントの信憑性や投稿内容の良し悪しを確かめるなど、いいね数を有効活⽤していたユ
ーザーがいるからだ。確かに利⽤者の多くは Instagram を検索、情報収集⼿段として
も利⽤している。承認欲求を助⻑させないための取り組みと、利便性との兼ね合いが
難しい課題になってくるだろう。Instagram が⼀番重視すべき役割について検討する
必要があるように感じる。 
 
３：調査概要 
 
 私達は Instagram のユーザー⽬線での現状分析を⾏うために、LINE と Instagram を
通して同年代の知り合いを中⼼にアンケート調査を⾏った。アンケートに答えてくれ
たのは 127名でそのうち男⼥の割合は以下の通りとなった。 
また、127名に Instagram の使⽤状況をたずねると、結果は以下の通りとなった。 



この調査だけでも、Instagram がいかに私達の年齢層に浸透しているかがわかる。 
 Instagram を使⽤していると答えた 126名に対してはさらなる質問に答えてもらっ
た。Instagram に投稿をする側の意⾒を聞くために、「投稿」と「ストーリー」に分
けて、投稿/ストーリーをあげる頻度、どのような内容をあげる/あげたくなるか、ど
ういうときにあげる/あげたくなるか、について尋ねた。また，Instagram を⾒る側と
しての意⾒を聞くため、「⼥友達の誕⽣⽇」をテーマにし、⾃慢の仕⽅や彼⽒の存在
のアピールの仕⽅を変えた 5つの写真を⾒せて、快と感じたか、不快と感じたかを５
段界で評価してもらった。以下に表⽰する画像がその質問の⼀例である。 
 

 
最後には⾃由記述欄を設けて、Instagram について⽇々感じていることを⾃由に書い
てもらった。 



 
４：調査結果 
 
 以下が私達が実施したアンケート調査の結果詳細である。私達が興味深いと感じた
結果を中⼼に論じていく。 
 まずは「どういうときに投稿/ストーリーをあげる/あげたくなるか」という質問に
対する答えについては以下のグラフのような結果が出た。 
 
①投稿について 

 

 
「記録として残したいとき（に投稿する/したくなる）」を選択している⼈が最も多か
った。この結果は、Instagram の⼀ユーザーとしての私達の実感からも納得できるも
のであった。回答者の詳細については，⼥⼦が回答者 83 ⼈中 74 ⼈、男⼦が回答者 42
⼈中 27 ⼈と、特に⼥⼦に集中していることがわかった。 
 
②ストーリーについて 

 
「テンションがあがったとき（に投稿する/したくなる）」を選択している⼈の次に多
かったのが「誰かもしくは不特定多数に⾒せたいとき」を選択している⼈で、



Instagram を利⽤している⼈の半分以上を占めていた。この結果から私達は、少なく
ともストーリーに関しては、楽しいからあげる、を超えて、⾒せるためにストーリー
を撮ってあげる、への転換が⾒られるのではないかと考えた。 
 両者を⽐較したときに興味深いのが、「投稿」に⽐べて「ストーリー」で「かまっ
てほしいとき」や「マイナスの感情を抱いたとき」を選択している⼈が多いことであ
る。24 時間で消える、という「ストーリー」の特性を活かして、⼀時の感情を吐き出
す場として使っている⼈が多いのではないかと考察できる。 
 
 次に「⼥友達の誕⽣⽇」をテーマにした５つの写真の評価についての結果の詳細で
ある。５つの写真の内容と回答状況は以下の通りである。 
（不快と感じれば感じるほど数値は⼩さく、快と感じるほど数値は⼤きくなるといっ
た五段階評価。例：とても不快＝１、とても快＝５） 
 
①ブランド品アピールの写真 

 
②オープンに公開するカップルの写真 

 



③顔を出さず匂わせるカップルの写真

 
④友達にお祝いしてもらい充実している写真 

 
⑤いちゃいちゃカップル写真 

 
これらの５つの写真に対する評価の平均値を出し、私達はそれを「快度平均」と呼ぶ
ことにした。それぞれの写真の快度平均を⽐較したグラフを以下に⽰す。 



 
グラフより，写真２：「オープンに公開するカップルの写真」の快度が最も⾼く、写
真５：「いちゃいちゃカップル写真」の快度が最も低いことがわかる。写真１，３，
５の評価が低く、写真２，４の評価が⾼いことから、ユーザーはアピールしている、
⾃慢している、インスタにあげるために写真を撮っている、と思われる写真を不快と
感じ、⾃然体で撮った楽しそうな写真ほど快と感じるのだと分析できる。 
さらに興味深いのが、男⼥の評価の差である。私達はこれも⼀ユーザーとしての実感
から、⼥⼦の⽅が写真への評価が低いのではないかと予想していた。実際にそれぞれ
の写真について男⼥別の快度平均を出してみると以下の表のとおりになった。 
 
 
写真１ 写真２ 写真３ 写真４ 写真５ 

男 2.77 3.37 2.58 3.47 2.42 

⼥ 2.91 3.81 2.83 3.73 2.72 

       

どの写真についても⼥⼦よりも男⼦の⽅が低い評価をつけていた。これは私達が実施
した、快度についての様々な分析の中で、最も顕著に結果が出た分析だった。 
 
 この快度についての回答を踏まえて、私たちは「〇〇な⼈たちが快度を低く/⾼くつ
ける傾向にある」という結果を求めて様々な分析を⾏ったが、結論から述べると、そ
れほど顕著な傾向を⾒出すことができなかった。⾏った分析のうち２つについて詳細
を述べる。 



 １つ⽬に私たちは「投稿頻度と快度の関係」を分析した。個⼈の快度平均（写真１
に快度３、写真２に快度４、写真３に快度３、写真４に快度２、写真５に快度３をつ
けている⼈の個⼈の快度平均は（３＋４＋３＋２＋３）/５＝３）が４以上の 20 ⼈の
回答者のうち、投稿頻度の質問で「投稿をあげない」とか答えた⼈は３⼈で 15%、個
⼈の快度平均が２以下の 14 ⼈の回答者のうち、「投稿をあげない」と答えた⼈は４⼈
で 28.6%となり、「写真を不快に思う傾向がある⼈ほど投稿をあげないのではない
か」と考察した。しかし、「投稿をあげない」と答えた 14 ⼈の回答者の個⼈快度平均
の平均値が 3.09、「投稿を週に⼀回以上あげる（頻繁にあげる）」と答えた７⼈の回
答者の個⼈快度平均の平均値が 3.07 と、僅かではあるが「投稿を頻繁にあげる⼈たち
のほうが快度が⾼い」との結果がでたことで、「投稿頻度と快度平均は無関係であ
る」と結論づけた。 
 ２つ⽬に「投稿する内容と快度平均の関係」を分析した。「彼⽒・彼⼥と遊んだと
き」に投稿する⼈（すなわち⾃分も恋⼈をアピールするような内容の投稿をする⼈）
の⽅が、先述の５つの写真の快度が⾼いのではないかと予想したのだ。しかし、「彼
⽒・彼⼥と遊んだとき」に投稿する⼈の快度平均と、「彼⽒・彼⼥と遊んだとき」に
投稿しない⼈の快度平均にほとんど差がなかったことから、「投稿内容と快度平均は
無関係」と結論づけた。 
 
・⾃由記述編 
 アンケートの最後には「⽇々Instagram について感じていることなどなにかありま
したらご記⼊ください。」という⾃由記述欄を設けた。結果、⾃由回答にも関わらず
25 件の回答が集まった。この回答が⾮常に興味深かったためここで考察する。 
第⼀に驚いたのは、半数以上のコメントが Instagram に対するネガティブな意⾒だっ
たことである。ネガティブなコメントのうちいくつかを以下に取り上げる。 
 
①脳死でインスタと Twitter を開いてしまう癖があるのだが、特に最近は、正直インスタ
を⾒て疲れてしまい後悔することがある。(まずストーリーなどが多く、全部⾒ると疲れ
る。あと⼥⼦のキラキラ投稿に多少イラッとする)。たまにすごーく不⽑な気持ちになる。
（⼥性） 
 
②みんなやってるから⾃分もやってるけど正直めんどい （男性） 
 
③正直、⼈のストーリーを⾒ると、「あれ、このイベント仲良い⼈いるのに私は呼ばれて
いない」などと気にしたりする瞬間が多々ある。そういう意味でインスタをすることに最
近は疲れている。始めてしまった以上ない⽣活には戻れないけど… （男性） 
 



④みんな楽しそうだなぁって （男性） 
 
⑤いいねの数が表⽰されなくなったことによって、投稿頻度が周囲も⾃分も減ってタイム
ラインが広告ばかりでつまらない。（⼥性） 
 
⑥他⼈のアカウントのいいね数がみられないの不便(例えば店を探すとき⼈気の指標がわか
らない) （⼥性） 
 
①〜④のコメントから伺えることは、男⼥問わず他の⼈の投稿を⾒ることで疲れを感じた
り、不快に思ったりと負の感情を抱くことはあるが、だからといって Instagram をやめよ
うとはしていないということである。選択式回答でもなく回答必須項⽬でもないこの⾃由
記述欄に書かれているコメントは、普段なかなか聞くことができない利⽤者の⼼の声を如
実に表し、Instagram が向き合うべき負の側⾯を表しているのではないだろうか。 
⑤、⑥は上述の２(2)”「いいね！」の件数⾮表⽰テスト”で述べたことに関するコメン
トだった。実際にいいね数が⾒られなくなったことで不便に感じている利⽤者がいる
ことが調査からもわかった。 
 
次に、少数ではあったが Instagram に対するポジティブなコメントを取り上げる。 
 
⑦もちろん友達の投稿を⾒るのも楽しいけれど、お店調べるのに便利 （⼥性） 
 
⑧フォロー数フォロワー数が増えるほど他⼈の投稿を⾒なくなっています。⼈の投稿を⾒
るより⾏くお店を探すときに検索ツールとして使う⽅が多いです。 （⼥性） 
 
これらのコメントから伺えることは、Instagram の検索機能が便利で、検索ツールとして
も利⽤している⼈が多いということだろう。これは 2019 年 8⽉に SHIBUYA109エンタ
テイメントとジギョナリーカンパニーによって⑴「SHIBUYA109」に来館した 15〜24
歳の⼥性⑵渋⾕・原宿・吉祥寺エリアで⾏動する 15〜24歳の⼥性 計 450名に調査
された以下のデータからも確かに考察できる。「遊びに⾏く場所を検索する際に使⽤す
る検索ツール」を聞いたところ、検索エンジン（Google/Yahoo!など）や「Twitter」
を⼤きく上回り、「Instagram」が 82.9％で 1位となっている。 



（引⽤：https://webtan.impress.co.jp/n/2019/10/18/34268）

 
このように Instagram での画像検索機能は多くの需要があるため、今後も強化してい
くべき機能であると考える。だがその⼀⽅で「いいね数」が⾒られないことは利⽤者
の⾜かせとなってしまうことが否めない。これに対して私達が考える改善策について
は６で述べたい。 
 

５：結果から伺える利⽤者の⼼理 

今回の調査で、投稿やストーリーを共有する際利⽤者がどのような気持ちで共有して
いるのか、他⼈の投稿に対しどのような感情を抱いているのか、そして Instagram に
ついて⽇頃どのように感じているのか調べることができた。 

投稿やストーリーを共有する際、利⽤者は「⾒せたい」という感情を持っていること
は４で明確に⽰すことができたが、これは調査前に私たちが感じていた問題意識であ
る「Instagram で共有することが、どのイベントでも先⾏してしまっている」という
ものが数字でも浮き彫りにされた結果であると考える。しかし、⼈に「⾒せたい」と
いう感情が先⾏していて、だからこそ楽しそうな写真や動画を撮り載せているのか、
それとも何か楽しいことをしていて、その中で写真や動画を撮り、それを⾒せたいと
いう感情が湧いて載せているのか、どちらなのかを今回の調査で明確にすることはで
きなかった。これは調査で誘導尋問を避けたがゆえの結果である。結果として出すこ
とはできなかったものの、私たちの⾒解としては、お出かけや旅⾏をした際に撮る写



真がここ数年で増えている（特に東京ディズニーランドなどいわゆる写真映えのする
場所で撮る写真が増えている）ということは、⾒せたいという感情が先⾏しており、
だからこそ写真を撮り載せる、という⼼理がはたらいていると判断することはできる
のではないか。４①投稿について、「どういうときに投稿する/したくなりますか」と
いう質問で、「テンションが上がった時（嬉しい、楽しい、幸せなどプラスの感
情）」を上回り、「記録として残したい時」が最も多くあげられたことからも、写真
を残したい、Instagram にアップしたいという感情が先⾏していると私たちは結論づ
ける。 

このように調査結果の中で投稿やストーリーを共有する際、「⾒せたい」という感情
をもって共有する⼈が多くみられたことから、少なからず⾃分の⽇常や思い出を友⼈
もしくは不特定多数に「⾒せたい」という⼼理がはたらいていることがわかった。⼀
⽅で他⼈の投稿に対して、特に恋⼈とうつっている写真に対し、⾒て不快感を覚える
⼈も多くみられた。⾃由記述でもマイナス意⾒は多々⾒られる。こうした結果から、
現状は「⾒せたい」気持ちと「不快に思う」気持ちが釣り合っていて後者が前者を上
回ってはいないからこそアンケートの回答者たちは Instagram を利⽤しているが、も
し利⽤者の中で、後者の「不快感」が前者の「⾒せたい気持ち」を上回るようなとき
が来れば、その利⽤者は Instagram を現在と同じようには使わなくなるのではないか
と考察する。ここには⽇本⼈特有の「周りに置いていかれたくない」という感覚も加
わり、Instagram を利⽤することによる不快感が⼤きくても、周りで Instagram を利⽤
している⼈が多ければ、Instagram を⼀切やめるということはある程度抑制されるだ
ろう。しかし利⽤者の中で不快感が⼤きいというのは依然として問題である。 

ではそうならないために、Instagram はどのような存在になるのが理想的なのだろう
か。 

 
６Instagram の理想像と結論 

調査結果の中で投稿やストーリーを共有する際、「⾒せたい」という感情をもって共
有する⼈が多くみられたことから、少なからず⾃分の⽇常や思い出を友⼈もしくは不
特定多数に「⾒せたい」という⼼理がはたらいていることがわかった。⼀⽅で他⼈の
投稿に対して、特に恋⼈とうつっている写真に対し、⾒て不快感を覚える⼈も多くみ
られた。⾃由記述でもマイナス意⾒は多々⾒られる。こうした結果から、現状は「⾒
せたい」気持ちと「不快に思う」気持ちが釣り合っていて後者が前者を上回ってはい
ないからこそアンケートの回答者たちはインスタグラムを利⽤しているが、もし利⽤
者の中で、後者の「不快感」が前者の「⾒せたい気持ち」を上回るようなときが来れ



ば、その利⽤者はインスタグラムを現在と同じようには使わなくなるのではないかと
考える。 

では、そうならないためにはどのような存在になるのが理想的なのだろうか。 

まず、Instagram で使う機能として 4 の⾃由記述欄の考察でも述べたように、多くの
⼈があげていた検索ツールの強化である。現状ハッシュタグ１つでの検索と、
Instagram が設定しているカテゴリー（ショップ、⾷べ物、旅⾏、など 14個）での検
索しかできないが、ハッシュタグ２つでの検索を可能にしたり、「洋服だけ」「東京
のカフェだけ」など⾃由にフィルターをかけて検索できるようにするという策が考え
られる。また、ショッピング機能の充実として、現在でも画像の服や靴などをタップ
すると、直接 ECサイトにとぶことができるという機能があるが、これはお店やその
モデルが⾃⾝のアカウントで設定する必要がある。そこで、お店ではなく⼀般のユー
ザーだが⽇頃⾃⾝の服を載せているアカウントを持つ⼈の投稿においても、ブランド
のタグ付けだけでなく ECサイトを紐づけるメリットを何らかの形で付与すること
で、より多くの⼈が ECサイトを紐付け、画像検索の強みを⽣かしショッピング機能
を強化することは利⽤者にとって良い策なのではないだろうか。 

またいいね数が⾒えなくなった仕様については基準をもうけ、公式アカウントやお店
⽐較アカウントなどのいいね数が⾒えるアカウントと、個⼈アカウントなど⾒えない
アカウントを区別するという解決策が考えられる。 

そして、Instagram で他の⼈の投稿を⾒て不快に思うことを少なくするため、他の⼈
には⾒えない「不快ボタン」をつくり、Instagram のアルゴリズムによりその⼈が不
快に思うレベルの投稿は表⽰させないような機能をつけるという策も考えられる。  

７：本調査の課題 

 今回のアンケート調査では 127件と想像以上に多くの回答を集めることができた。
ご協⼒をいただいた皆さんにここで⼼から感謝したい。しかしアンケート調査のお願
いを LINE と Instagram 上でお願いしてしまったため、Instagram を使⽤していない⼈
の意⾒を⼗分に集めることができなかった点が今回の反省点として残った。 
 この調査を通じ、今までぼんやりと抱いていた Instagramへのイメージが予想通り
当たっていた部分と、そうでなかった部分とが明らかになり、⼤きな成果だと感じ
る。さらに正確な分析を⾏うために、ユーザーのより細かい特性（フォロー・フォロ
ワー数や所属⼤学など）や Instagram の使⽤時間なども元に、投稿への快・不快度を
調べることができたらより興味深い結果が得られるのではないかと考える。 



 またもう⼀つ興味深い考察が得られた。それは⽇本という国ならではの特徴であ
る。⽇本には「匂わせ投稿」（ “⼀⾒なんでもない写真” で、異性と⼀緒にいること
や交際をほのめかす投稿）という⾔葉がある。堂々と交際相⼿との写真を公開するこ
とは躊躇われるので、「匂わせ」で投稿するというのは実際よくあるように思う。今
回の調査でも、顔を出さずに彼⽒を匂わせる写真に対する快・不快度を調査したが、
このような投稿は⽇本という国ならではの傾向なのではないかと考えた。Instagram
は世界的に利⽤されている SNS であるので、このような⽂化の違いに対応することは
難しいのかもしれない。 
 
 そして私達は結論として「⾒せる」ためではなく、「⼈と繋がる」ためや「検索す
る」ために Instagram が使われるようになるべきなのではないかと提案したが、これ
には⼤きな⽭盾が⽣じかねないことが今回の調査の課題として残った。 
実際多くの⼈が「⾒せる」ために写真を投稿しているから、あれだけ充実した画像検
索機能が成り⽴ち、本来繋がることができないような「⼈とも繋がる」ことができて
いると⾔えるからだ。ここで⼈々が「⾒せる」ために写真を投稿しなくなれば検索機
能としての充実度は下がってしまうだろう。この点に関して私達の中ではっきりとし
た答えを出すことができなかった。ただ６で述べたような、不快ボタンを設ける、
「いいね数」が公開になるアカウントと⾮公開になるアカウントの基準を設ける、と
いった対策が実施されれば、多少なりと Instagram が抱える問題点を解消できるので
はないかと私達は期待する。 
 
 


