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１動ピの霊場と個報ということばの
日本でテレビ放送が始められたのは1953年の

ことでした。その後５年ＩＮＩはテレビの普及は遅々

として進みませんでした。1959年にテレビの世帯

普及率が20％を越えると，翌1960年から急速に

普及し，東京オリンピックのあった1964年には

90％を越えたのです。たった５年のあいだに日本

中の家庭にテレビが入り込んだのです。梅悼

（1963）が『怖報旗業愉』を弼いたのは，まさに

このような時期です。テレビの急迎な普及を背景

に「現代をマスコミの時代とよぶことができるな

らば，現代はまた，佃報産業の時代といってもい

いかもしれない」と述べ．マスコミというものが

力をもつのは，マスコミが放送産業であるからで

はなくて，悩報というものを産業化しているから

であると見抜いたのです。そして「情報というこ

とばを，もっともひろく解釈して，人間と人間と

のあいだで伝連されるいっさいの記号の系列を意

味するものとすれば．そのような梢報のさまざま

の形態のものを「うる』商売は，新聞，ラジオ，

社会心理学」と理解されたことでしょう。吉井

（２０００）は「柵報という言葉から諜報やスパイと

いう暗いイメージが薄らいだのは,昭和40年代末

の悩報（化）社会論のブーム以降である｡現在，

使われている1W報という同莱のイメージが定蒲す

るようになったのは,昭和50年代に入ってからで

ある」と述べています。

このように情報ということばは，社会のなかで

梢報がどのようなはたらきをしているかによって，

時代によって大きくその意味を変化させてきたの

です｡２０世紀後半に起こった悩報をめぐる社会の

変化について考えることは'｢備報行動の社会心理

学」を理解するうえで意味のあることだと思いま

す。

本寄のタイトルに使われている「情報行動」と

いうことばは，現在では日常生活のどこにでもあ

るごくふつうのことばになっていると思います。

しかし，このことばが身近になったのは，実はそ

れほど昔のことではありません。1970年代半ばに

いたるまで，「冊報｣ということばは，特殊な意味

合いを強くもっていました。

「梢報｣ということばが日本で初めて使われたの

は．明治の文豪，森鴎外が，陸軍軍医であった

1903(明治36)年に沢したクラウセヴィッツの｢戦

争紬」であると畏いあいだいわれてきました。し

かし，1990年代になって，１８７６（明治９）年に翻

訳された陸皿の内部資料『仏国歩兵陣中用務実地

洩習軌道典』のなかに愉報ということばが「敵国

および敵加の状況に関する梢報」という意味で使

われていたことが明らかにされたのです（三上，

1997)。「憎報」ということばは，明治になってい

ち早く生まれていたのです。このことばは，純粋

に加砺用砺として使われ，日常的な場面で使われ

ることはなかったのです。それが大正時代になっ

て皿耶場面以外の「株や憤梅の取引，米騒動，地

震災害など．危機や異変など迅速な対応を要する

事態に対する新聞記事の中で多く使われる」（吉

井，2000）ようになったといいます。耶事場面か

ら離れて緊急の知らせやニュースを示すことばと

して使われるようになりました。

しかし，昭和になって急速に軍国主義化するに

したがって，この用語は再び軍事的な色彩を強く

榊びることになります。国外ばかりでなく，国内

にも目を向けたスパイ活助をする部局を｢憎報局」

と称するようになってから，怖報とスパイ活動と

は切っても切れない関係になってしまいました。

終戦後も東西の冷戦体制が続くあいだは，情報行

動ということばは，国家による諜報活動という意

味合いを強くもっていたのです。当時ならば,「悩

報行動の社会心理学」は，きっと「スパイ活動の
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テレビなどという代表的マスコミのほかに，いく

らでも存在するのである。出版業はいうまでもな

く，興信所から旅行案内業，醜馬や競輪の予想瞳

にいたるまで，おびただしい職棚が，商品として

の梢報をあつかっているのである。こういうもの

をも佃報産業とよぶのがおおげさでおかしければ，

蝋に梢報業とよぶことにしてもよい」と緋けます。

この文章のなかに，当時の「梢報」の置かれてい

た位悩が見えてくるのではないでしょうか。いま

から見ると，情報産業ということばは，決して｢お

おげさ」でもなく，そのように表現することはち

っとも「おかしい」ことではないのです。この論

文は，商品としての情報の経済的な特質を述べた
こうし

もので，情報社会論の噛矢といわれるものです。

憎報ということばは，それまでの皿耶的な意味か

ら離れて，経済学的なことばとして使われていま

す。それから数10年後の日本経済が,WWfM産業に

よって根本的に変容したのは周知の頭実でしょう。

テレビは，経済にのみ影響を与えたのではあり

ません｡テレビが普及しはじめた1960年から現在

まで５年毎に実施されているＮＨＫの国民生活時

Ⅲ1調査によると，平日の１日のテレビ視恥時Ⅲの

平均時間は1960年では56分ですが,1965年以降

現在まで，一貫して３時間前後を占めています。

睡眠時間を含めて１日の生活時Ⅲlは24時間です

から，テレビ視聴時Ⅲの占める割合はだいたい１

日の８分の１にあたります。このことを年単位で

考えると，私たちは，１２か月のうち「lか月半」

は寝ないでテレビをみて時間を過ごしている計算

になります。このことだけでも．テレビの登場が

私たちの生活を大きく変化させたことが理解でき

るのです。このようにテレビを視聴するという行

動が，国民的な規模で生活の中枢を占めるように

なったとき，情報と情報行動ということばが私た

ちにとってとても身近な存在になったのではない

でしょうか。

卜

２構報行動の誕生

マスコミュニケーションは，国民的な規模の受

け手（マスオーディエンス）に向けられた一方向

的なコミュニケーションです。新聞やラジオのよ

うに文字とか音満だけではなく，文字，音声，画

像，動画などを用いて大皿の梢報を伝えてくれる

コミュニケーションです。ケネディ大統領暗殺の

瞬間や，月に人類が一歩を踏み出した瞬間をも，

リアルタイムにお茶の間へ伝えたのです。研究者

たちは，国民生活の隅々にまで浸透したテレビを

中心としたマスコミュニケーション状況に直面し

て，それまでのコミュニケーション状況とは本質

的に違うものとしてとらえようとしたのです。そ

れまでのコミュニケーション状況とは，いわゆる

パーソナル・コミュニケーション中心のものであ

り，人と人のあいだの会論から柵成されていたと

考えてよいでしょう。橋元（1999）は，当時の悩

報行動研究に言及して「彼らが強調するのは，人

間同士の相互コミュニケーションが．環境の中か

ら特定の愉報を引き出す試みのほんの一部にすぎ

ず，それまではその『コミュニケーション」の部

分に捉われすぎていたのではないかとする点であ

る」と述べています。要するに，社会や世界にお

こったことを蝿知するうえで，パーソナル・コミ

ュニケーションの果たす役割は少ないのです。し

たがって，パーソナル・コミュニケーションでは

なくて，マスコミュニケーションにこそ目を向け

るべきだと主張しているのです。

実際，中野（1986）は．マスコミュニケーショ

ン状況がパーソナル・コミュニケーションと本質

的に違う点として．愉報の受け手である私たちが

送り手と直接的な相互作用をしないコミュニケー

ション状況であると主弧します｡｢コミュニケーシ

ョンの仕掛けが社会化すると，つまり，マスメデ

ィアが発佃新になり圧倒的多数の大衆が受僧者に

なると，当然のことながら，受信者から発信者が



えようとする兄〃が明碓に職腸しているのです。

コンピュータにこのようなブ'11セスをシミュレー

トさせることで，「人ⅢI｣と'''1じことができるよう

になると考えたのです。

情報処理する主体として人Illlをとらえるという

見方は，次のような''１１i報行肋の定維にストレート

につながります｡‘h州I行勤とは，「1iI蝿を現境との

相互作用の中で引き出したり，行助主体にとって

必要な情報を捜したり，また，行励i邑体の一つの

行動として情報を伝えたりすること｣(北村,1970）

だというのです。この定挫は．ｉＹ,たちが社会のな

かで生活することがとりもなおさず冊報行勤だと

いうことを示しています。

情報行動のj邑体にとって，蝋境は，物理的な環

境であるよりは，，|)'i椛処叩をする対鞭としての環

境，すなわち1iV報珊境ともよぶべきものと刈定さ

れているのです。コンピュータが外部殿境と’'''1報

ー」

Ｉ

３もうひとつの情報行動の誕生

1960年代は，テレビが家庭に粋及したように，

コンピュータが大企業の工場やオフィスにＷ:及し

た時代でもありました。それまで人Ⅲによってな

されてきた仕事をコンピュータに処理させるシス

テム作りがめざされてきたのです。人ⅢIの(l:ﾘ『だ

ったものを次々とコンピュータに慨き換えていっ

たのです。それまで「人'''1らしい」と,〃えられて

いたｉｍＭｊが次々とコンピュータによってりく現され

ました。

コンピュータが「人間らしい」行動を身につけ

ることができるようになったのは，私たちが，人

iMlをどのようにとらえるかということとlM1係があ

ったのです。吉村融は，「情報を処理･組綴づけな

がら．同時に1-I的を操作しつつ．意志決定をおこ

ない，門己および環境世界を制御し，組織づけて

ゆく人間」（1966)という人間観が情級科学の汗後

にあると述べています。ここには，人iIIlを斑境と

のかかわりのなかで惜鞭処理する主体としてとら

型
一

みえなくなる。確実に見えているのは，↑l州(であ

り，メディアだけである。（中略)こうして，人々

の１１１蝿享受は，みずからの生活空間にl旭ｊくされた‘

あるいはそこに取り込んできた情報・メディアと

の柵互作用という形になる」（中野、1986)と述べ

ています。

受け手の側から送り手がみえるコミュニケーシ

ョンから，送り手のみえないコミュニケーション

では，送り手との栢互作用ではなくて，↑iii慨・メ

ディアとの相互作用になるという臆恨です。この

－１竜張は，テレビを中心としたマスコミュニケーシ

ョン状況にもあてはまりますが，それ以上にコン

ピュータを川いた柵報行動に，より適切にあては

まるのではないでしょうか。ワープロを利用した

り，テレビゲームをしたりする私たちは，まさに，

111州l・メディアとの州.":作川をしているのです。

ﾉ〆
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吟図序－１人凹型ロボットの「ＡＳＩＭｑ

（脱兎新聞社提供）
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のやりとりをして人間らしい行動を次つぎと実現

するように，人間をコンピュータのように怖報処

理する主体としてみる見方が，この時代に生まれ

たのです。これが梢報行動ということばを人間に

使うようになったもうひとつの理由なのです。

２０世紀も最後になって．２足歩行型のロボット

が詰題になりました（図序－１）。階段を巧妙に上

ったり，障害物を避けて歩き回ったり，あるいは，

私たちの問いかけに応えて物を迎んでくれたりと，

まさに情報行動の定義どおりのロボットが実現し

たのです。こんなロボットが登場したのですから，

今度は，人間はロボットとは遮うことを示すため

に，新しい憎報行動の定義が必要になっているの

ではないでしょうか。

４情報行動から抜け落ちたもの

ここまでで，情報行動ということばが使われる

ようになった背景を理解していただけたと思いま

す。悩報行動ということばを使うことで，この時

代に見落とされてしまった側面について述べてお

きたいと思います。１つは，送り手である私たち

という視点です。悩報行動の定義には，受け手と

しての私たちについての言及はあるものの，送り

手である私たちについての筒及は．ないか，あっ

てもごくごく少ないのです。もう１つは．メディ

アを通したパーソナル・コミュニケーションへの

言及がなされていない点です。

実はテレビやコンピュータ以前に，コミュニケ

ーション様式に大きな変更をもたらしたメディア

がありました。歴史的には，もっとも古い皿子メ

ディアのひとつといってよいでしょう。遠く離れ

た人と人を音声によって結びつける地話です。

1876年にベルは電話を発明しました。その翌年

の1877年には日本でも咽話実験が行なわれてい

るのです。偶然にも「怖報」ということばが日本

で初めて使われた翌年に，咽話実験が日本で行な

||‘

われたのでした。実際に操業開始にいたったのは

やや遅れて1890年のことでした｡明治の人々にと

っては，電話は，私たちがテレビに感じた以上の

衝撃を感じたに違いありません。情報ということ

ばが派事的に用いられたのと同槻に．電話も軍事

的目的のためにいち早く発違しました。

こんなに早く導入されたにもかかわらず，テレ

ビのように世帯普及率が90％を超えたのは,電話

事業の開始から100年もたった1985年ごろのこ

とでした。どうして，テレビやコンピュータのよ

うに，私たちの愉報行動そのものを揺るがすもの

と潔識されなかったのでしょうか。その理由は，

電話が伝えているものが，私たちのふつうの会話

であったからということかもしれません。電話と

いうメディアを通してコミュニケーションするだ

けであり，本質的には，対面コミュニケーション

と差がないという考え方があったからです。もち

ろん，電話メディアの普及が遅く大きな社会的影

響力をもたなかったからとか’普及し始めたとき

にはすでに社会に電賭が瀞け込んでいたからイン

パクトが少なかったとか．いくつかの理由が絡み

合っているのは耶実です。しかし，もっとも大き

な理由は，電話というメディアが「ふつうのコミ

ュニケーション」を迎ぶだけのものという認識し

かなかったからなのです。そのことは，私たちが

送り手であることの意義が十分に理解されていな

かったことと共通しているのかもしれません。

５バー ｿﾅﾙ･ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝの復権

パーソナルコンピュータの普及は，私たちの知

的な活動や．娯楽活動を大きく変えています。ち

ょっとした文章を櫓くにもパソコンを使うように

なったり，テレビゲームといわれる電子ケームで

遊んだり．コンピュータというメディアとの相互

作用があたりまえのことになりました。しかし，

もっとも大きな変化は，それまで独立した存在空
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あったパソコンがネットワークを通してつながっ

たことにあります。家庭のパソコンが，大型叶算

機に接続され，大型計算機に蓄積されたデータを

利用できるようになりました。当初は，大型計算

機のデータベースサービスなどの情報処理を中心

に行なわれていたものが，あるときからコミュニ

ケーションの道具へと変貌をとげたのです。ホス

トコンピュータにつながれた多数のパソコンから，

ホストコンピュータに情報が送られ，そこに情報

が蓄積され，共有されるようになったのです。そ

れまでは，紙の媒体によって交換されていたもの

が砿子メールに皿き換えられました。また，通子

掲示板や通子会識室とよばれる場所が用意され，

そこでは，自由に書き込みがなされ，その書き込

みを多数の参加者が自由に読んだり書き込んだり

することができるようになったのです。そんなコ

ミュニケーションの場ができ上がったのです（川

上ら，1993)。

コンピュータを介在させたコミュニケーション

は，人々の相互作用を空間的・時間的な制約を超

えて可能にしたのです。このことが社会心珊学的

にみてとくに大きな意味をもつ理由は．コンピュ

ータを媒介としたコミュニケーションが，たんに

人と人の会話を媒介するだけではなく，不特定多

数の人々に傭報を発信することを可能にしたこと，

さらには，不特定多数の人々が相互作用すること

を可能にしたことにあります。このことを池田

（1997）は「電子ネットワーキングの世界で

は，・・・空間の設定も時間の設定もフレキシビリ

ティを術び，形態の異なる様々な『築団』が大最

に出現しつつある。またこうした新しい築団形成

の可能性に伴って，既存の集団の中で前提とされ

ていた社会心理要因が崩れたり，集団コミュニケ

ーションの爆発的増大という状況が生まれてい

る」と述べています。まさに，２０世紀の最後に避

場した通子ネットワーキングの本貿は，私たち自

身が送り手になって行なうパーソナル・コミュニ

ケーションが，メディアの力を借りて復柵した点

にあるのです。

６情報行動と自己表現

１６世紀グーテンベルグの印刷機によってマス

メディアとしての書物が生まれ，その結果として

「送り手｣である「著者｣を生み出し，同時に「受

け手」である公衆を生み出したのは周知の躯実で

す。マクルーハンとカーペンターは．公衆と自己

表現について次のように述べています。

「モンテーニュは｢パブリック』を発見した最初

の人だが，彼はまた自己表現を発見した最初の人

であった。エッセイの中に彼はこういっている一

『私は公衆に私自身の完全なポートレートを負う

ている』。パブリックが成立すると，著者というも

のが成立する。著者が存在しないうちは，パブリ

ックは存在しない。両者は相互依存関係にある。

したがってモンテーニュがパブリックを発見した

とき，彼は同時に自己表現を発見したのである。

今日，パブリックが存在しない以上．自己我現は

愈味を失う。存在するのは『マス」だけである」

（McLuhan＆Carpenter,1960)。

インターネットの登場は，印刷技術に支えられ

た仰物の登場のように，多数の「著者」を誕生さ

せ．同時に相互作用する「パブリック」を誕生さ

せるのでしょうか。そして．私たちはマスコミュ

ニケーションの時代に見失った自己表現を再び発

見することができるのでしょうか…。
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「開く」というとこ

社会のなかで生活す

の環境と情報のやり

しかし，情報行動の

があります。社会の

ことは,社会から｢情

報」を受け入れ，さまざまな意思決定を行

ない，社会に向けて「自分」を表出するこ

とです。

第１部，社会に「開く」では，「自分」と

いう情報を中心に考えてみたいと思います。

望むと望まざるとにかかわらず私たちは

「自分｣を社会に呈示し，多様な情報を｢自

分」で判断していくわけです。自F1呈示，

意思決定，そして，メディアを通した自己

表現の問題について考えてみましょう。

自分を社会に向けて

るから始めましょう。

るということは，周囲

とりをすることです。

基本にはまず「自分」

なかで生活するという
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友人のひとりを思い浮かべてみてください。その人と初めて会ったとき，あなたはどのよ
うな印象をいだいだでしょうか。まず，それが正しいかどうかは別にして，あなたはその人
の体型や服装からなんらかの判断をしたはずです｡｢細身な体型なので,きっと神経質な人だ
ろう」とか「赤系統の服が好きそうなので，きっと桶熱的だろう」などです。また，その人
の言動からも，いろいろな悩報を桐ることになるでしょう。「咳をしている｡風邪をひいてい
るのに無理をして来ているに違いない｣｢試験勉強を全然しなかったと言っていたな｡成織が
悪かっだのは，そのせいだろう」などです。私たちは，こうした行為者自身からの情報や，
第三者からの情報に基づいて，他者に関する印象を形成しているのです。
今度は，逆の立場に立ってみましょう。周囲の人は，あなたからさまざまな情報を得て，

印象を形成します。おそらく，あなたは，その他者との関係のなかで何らかの目的をもって
いるはずです。たとえば「その人から好かれたい（嫌われたくない)」「能力のある人間にみ
られだい」などです。そうすると，時には，相手から特定の印象で見られるように服装を変
えたり，特定の言動を行なうこともあるでしょう。私たちが，相手がどのように見えるかで

その人に対する行動を変えることがあることからすれば，逆に，他者からどのような印象で
見られるかに影響を与えようとすることは，社会生活のなかで飯要な部分を占めることはい
うまでもありません。心理学ではこうした問題が，自己呈示(seIf-presentation）とい
う標題の下で幅広く研究されています（安藤，1994)。
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と

吟表１－２自己呈示の要素が含まれる行動

（Leary.1996）

〆

、
』

、
４

ます。この紺MLから．友人が魅ﾉJを感じている孔

性が友人に好慰を感じるように，友人に|則する111ｉ

報を操作して,L性参加背に提供しているようすを

うかがうことができるでしょう。

この研究にも,J這れているように，私たちは自

己ではなく他祥にIHIする↑IIi報を操作することがあ

り，この場合には「I‘1L』」ノ11,侭というよりも印娘

操作ということばのほうが適切です。さらに，印

象操作には，本玩では血接扱いませんが組織・集

団に関する↑IY報を操作する場合も含まれてきます。

’|/頭の例からもわかるように．私たちが他行の

印雛を形成するときに使うh'州』は多岐にわたりま

す。このことは，典を返せば，自己呈示としての

側面が含まれる行Wjも多様であることを意味しま

す。リアリー（Lcal･》．,1996）は．こうした自己早

,Ｊｔを炎ｌ－２のようにまとめています。

１自己呈示･印象操作

’'1己呈示と類似した概念に印蚊操作（impres、

sionmanagemenL）ということばがあります。こ

れらはほとんど同じ意味に用いられることもあり

ますが，印象操作のほうが広い概念としてとらえ

ることもできます。たとえば，仏たちは，友人の

Ａさんがどのような人かと知人のＢさんから尋ね

られたとき、Ａさんの欠点を俄恢的に譜すことは

避けるかもしれません。また，社会的場IiIiである

人のlIiiIIがつぶれそうになったときに川IJIIの人が

助け船を出すこともよく行なわれます。シュレン

カーとブリット（SChlenkCI･＆Brill,1999）の研

究をみてみましょう。この研究では，被験者の大

学姫が同性の友人１人といっしょに火験に参加し

ました。被験者は「この実験では．友人が別の参

加荷（異性）と会うことになっている」と侍げら

れ、友人が２分間その異性と紙した印嬢を知らさ

れました。ただし，その内容は火験者が操作して

おり，友人が異性の参加打をどの縄庇魅力的に思

っているかによって２つの条件が作られました。

また，異性の参加好の「好み」についても，外向

的な兄性が好きか，それとも内IfIl的なTl性が好き

かで２つの条件が作られました。その後，被験者

は，友人の性格をIE碓に柵ゲするように求められ

ました。ただし．その内容は「友人には1,11‘せない

が，異性の参加背には兄せる」ということになっ

ていました。表１－１は「外向的特性」と「内向的

特性１を表わす項目への評定の平均価を示してい

Ｉ

２戦略的な自己呈示

自己里,はさまざまなI-I的のために行なわれま

すが，その１つは，肱くい恵味で仙什からの報酬を

１自己描写、獣しい印象空他琶に伝題するように巨

己描写する。

2睦喚典明将定の属性をもっていることを昭に示す

ように感度を変弱する。

3帰昼に関する冨鰐箱定の社会釣イメージを支持するような

万向に自己の后動を説明する。

4寵隠の利用自己扇示の目的のために．「覚えている.」

「忘れ疋」ことを伝える。

5非目脳的行動災桐，ジェスチャー，姿勢や動作を利用

する。

6社会的罰合桁定の人と結びつきがあること，まだは

ないことを公的に示す。

7同調・応酷社会的規範や特定の他省の価値期に一致

しだ侮肋な行う。

8大道具‘小道具物理的環境を自己呈示の目的のだめに他

う。

Iｊ

外向 的 涌 性 内 向 的 淵 性

魅力度高低圃低

外向的３９．９３５．５３２．８３５．１

典性の好み

内向的３２．７３８．５３６．８３０.Ｅ

野衷１－１「外向的特性」と｢内向的特性」との評定

の平均値(SchIenker＆Britt‘1999〕



跨硬１－３職堅的自己国示の５つの分頚

（Jones＆Pittman,1982）

行に移す可能性が高くなると考えられます。

第３は正当性の認知（perceivedlegitimacy）

で．自分の行為が正当なものだと考える程度を意

味します。たとえば，お世辞は本心と異なること

を相手に言うわけですが，それには十分な理由が

あると考えることができるほど，実際にお世辞を

言う可能性は高まることになります。

（２）威嚇（intlmIdatIon）

威嚇は，相手に否定的な結果がもたらされる危

険があることを示して，その人に恐怖感をいだか

せる方略です。これによって，他者に対して自分

の要求を受け入れさせることが可能になります。

威嚇の効果は，実際に刑を与える能力と動機づけ

が自己呈示者にあると受け手が侭じることが必要

なため，しばしば実際の攻駅行動をともなうこと

になります。

（３）白戸官伝（seIf-prpmotlon）

自己宣伝は．知職，技術などに関して自分が有

能であることを印娘づける方略です。有能さを印

象づけるもっとも明確な手がかりは遂行（成績，

出来映え）そのものですが，遂行はさまざまな要

因によって影響を受けますから（Darley＆

Goethals､1980)．遂行に関して本人が行なう説明

の内容によって，他者が自分の能力に関して行な

う推測に影響を及ぼすことができるのです。たと

えば，試験に合格したときに．あまり勉強しなか

ったことを蹄に示すことができれば，一時的な要

因ではなく能力そのものが高いと推測される可能

性が高くなります。

I,‘

［

換えれば相手に対する依存度であり，

、嬰性が高いほど（依存しているほ

ど),相手に取り入ろうとする傾向が

強まることになります。

第２は主観的成功確率で，これは

取り入りが成功をするかどうかに関

して呈示荷が岬価する主観的確率で

す。これが商ければ，取り入りを実

狸得したりコストを避けることです。面接試験で

は，面接者から「能力がある」「やる気がある」と

見られることで採用・合格する可能性が高まりま

すし，リーダーは「能力がある」「人Ⅲ性が豊か」

「立派な人」と見られることで部下に対して強い

影響力をもつことができます。こうした自己呈示

は，とくに「戦略的（Strategic）自己呈示」とよ

ばれることがあります。ジョーンズとピットマン

（Jones＆Pittman，1982)は,こうした自己呈示

を，目標とする印象によって５つに分類していま

す（表１－３)。左から①自己提示の戦略：その名

称，②求められる帰属：観衆からどのような印醗

で見られることを目的とするか，③失敗した場合

の州閥：自己呈示が失敗に終わったときどのよう

な印象で見られる危険があるか，④相手に喚起さ

れる感情：どのような感情を相手に生じさせるこ

とで目的が逮成されるか，⑤典型的な行為：具体

的にどのような行動があるか，が示されています。

（１）取り入り（ingratiation）

取り入りは，他者から好意的な印象でみてもら

うことを目的とする自己呈示で，具体的には，お

世辞．意見同調，親切な行為（favordoing）など

が含まれます。ジョーンズとウォートマン(Jones

＆Wortman,1973）は．取り入りを「個人の資質

の魅力に関して，特定の他者に影響を与えようと

不当に企てられた戦略的行動」と定義し，これが

生起するために必要な３つの条件をあげています。

第１は読引価で．呈示者が相手から好恵的評価

を受けることの璽要性の程度を意味します。言い

白員黒示の戦略
求められる

帰国

識
”

し疋坦合

回

相手に喚起さ

れる感欄
鱗型的な行為

取り入り

lngrati

好感が

もてる

追従者

卑屈・同鋼管

好恵 白戸穐写・意見同副

親切な行為・お世辞

戚 哨

idation

危険な うるさい．照

能・迫力なし

恐怖 脅し・恩り

白巨 官儒

Self-PromotiOn

脆力ある 醜
諏

れだ

実

尊敬 梨噴の主弧

梁噴の脱明

示 範

ExempIification

醍
唾

ある

な

》
》 つだ

邪悪感・恥 白毎否定・援助

献身的努力

哀 醐

SuppIication

可愛そう

不幸

なまけ省

要求省

函育・介囲 自己非鐙

咽助の恩顧



（４）示範（exempIIfication）

示範は，道徳的に価値が高い人間であるという

印象を他者に与えようとする方略です。具体的に

は，特定の目的を逮成するために自己犠牲をいと

わない行為，献身的な努力を行なうことなどが含

まれます。この方略が成功した場合，他者は自分

がその棚の行為を実映していないことに対して卯

悪感や恥といった感慨を感じ，自己呈示者と同じ

行為を行なう傾向が強まることになります。カリ

スマ的リーダーシップにおいては，リーダー（宗

教指導者など）の行動に，自己宣伝などとともに

この示範の要素が多く含まれることが指摘されて

います（Gardner＆Avolio,1998)。

（５）哀願（supplication）

哀願は，自分が弱い存在であることを印験づけ

ることによって仙朽から扱助・養育を提供しても

らう方略です。自分の勢力，資源が限られたもの

であるとき，いわば最後の手段として用いること

ができます。「弱者を助けるべきである｣という社

会的規範が存在するとすれば．周囲の人々がこの

規範に従って自分に掴助・喪育の手を蕊し仲ぺて

くれる可能性が高まるのです。

こうした自己呈示の戦略は，いずれも他者に対

して影響を与える潜在的な力（社会的勢力）を強

めたり維持する役荊を果たしています。もう一度，

あなた自身が印醗を形成する側に立ってみるとわ

かります。特定の他者に対して｢好きだ」「何でも

知っている人だ」「ほんとうに立派な人だ」「こわ

い人だ」「可愛そうな人だ｣と感じたとき，その人

から何かを頼まれれば．それを受け入れる可能性

は高くなるはずです。

３自己呈示と自尊心の維持

自己呈示は，前節で紹介したように他者に対す

る勢力の高揚・維持ばかりを目的に行なわれるわ

けではありません。自分が否定的な印醗をいだか

れる危険がある場合など，自分を「守る」ために

さまざまな方略を用いることが知られています。

（１）弁解と下当化

私たちは，自分が否定的な印醗で見られたりそ

の可能性があると考えたとき．さまざまな説明・

釈明(account）を行ないます。弁解(excuse）と

正当化（jusitification）は，その代表的なものと

いえるでしょう。弁解は，当骸の行為が悪い（ま

ちがっている．不適切である）ことを認めたうえ

で．自分に責任があることを回避しようとするこ

とをいいます。「私ではない。秘密がやったのだ」

などの発言がこれにあたります。これに対して，

正当化は，少なくとも部分的には自分に責任があ

ることを認めたうえで，その行為の否定的意味合

いを弱めようとすることをさします(｢たしかに現

金は受け取ったが，法休に定められた範囲内だ」

など)。

さらに，こうした釈明や謝罪を「行なわないこ

とに関する釈明を加える」（メタ釈明)という方略

があることも指摘されています。これには，「複雑

な堀悩があるのだが，いまは説明している時間が

ない｣などとする神話化(mystification)，説明を

他の人（弁護士など）に聞くように指示する照会

先の指定（煙ferral)，行為の愈図をくり返すこと

で釈明の代わりにする意図のくり返し（restate・

mentofintentions）などが含まれます。

（２）セルフ・八ンデイキャッビング

弁解や正当化はすでに否定的な印象を与えるよ

うなできごとが生じたあとに行なわれるものです

が，そのようなできごとが生じるliiIから．否定的

な印嬢を受けることを避けるために準備をしてお

くことがあります。その１つがセルフ・ハンディ

キャッピングとよばれる方略で，その名の示すと

おり．遂行に不利な条件をみずから作り出す行為

をさします（Be噸Ｉａｓ＆Jones,1978)。たとえば，

試験や試合の前にアルコールを大冠に摂取したり，



適切な努力・練習を行なわないなどの行為がセル

フ・ハンディキャッピングにあたります。こうし

た不利な条件は，実際に失敗したときに弁解の材

料として用いることができます。すなわち．失敗

の原因が能力の低さにあるという推測は，別の要

因の存在によって，常に「割り引かれる」結果と

なるからです。ライバルとの競争に勝てるかどう

かわからないとき．相手に有利な状況を作り出す

こともセルフ・ハンディキャッピングと同じはた

らきをします。自分が提供した有利な状況によっ

て相手が勝っても，勝利の原因が相手の能力の高

さに州することが困難になると同時に，ライバル

を援助するという肯定的な評価を得ることもでき

るのです（Gilbert＆Silvera，１９９６；Sheppard

＆Arkin，1991)。

また，ある発筒によって否定的な印醗をいだか

れる危険がある蝿合，発自前にひと目添えておく

のが躯前否蝿（disclaime応）とよばれる方略で

す。これには,「私は,専門家ではないのですが…」

などと前もって自分の立場や意見の相述を断って

おく筒い逃れ(hedging)，「簡単に結描がでるわけ

ではありませんが．ここで一応私の意見をまとめ

させていただくと…」など，十分な挽明がなされ

るまで行為に対する判断を保留するように求める

判断保翻のアピール（appealsibrsuspendedof

judgment）などがあげられます。

４他者との連合

他者から好意的な評価を受けるためには，他者

との関係のあり方について主狼するという方法も

あります（表１－２)。好ましい他者と関係がある

ことを強調する方法は．栄光浴(BIRGing：Bask・

inginRenectedGlory）とよばれ，たとえば．

自分が所閥する大学のフットボールチームが試合

に勝った場合に大学名が記された衣服を身につけ

たり．試合結果を尋ねられたときに「私たちは

（we)」を使って答えるといった行動がこれにあ

たり，とくに一時的に自尊心が低下した人がⅢい

る傾向があります（CiaIdinieta1.,1976)。栄光

浴とは逆に，好ましくない他者との結びつきがな

いことを主弧する方法は，切り離し（CORFing：

CuttinRoffReflectedFailu唾）とよばれていま

す。スナイダーら（Snydereta1.,1986）が行な

った研究では，いくつかのグループに課題を遂行

させた後,｢判定員の前で課題の種類や解決法につ

いて説明を行なってもらう」と告げると．課題の

成綱が悪かったとされたグループのメンバーは，

「チームバッジ」を実験者から受け取ったり，そ

れを身につける傾向が低いことが明らかにされて

います。このほかにも，結びつきがある他者の評

価を高める方法があります。フィンチとチャルデ

ィーニ（Finch＆Cialdini，1989）は，否定的な

評価を受けている歴史上の人物の誕生日と被験者

自身の誕生日が同じという悩報を与えたところ，

その人物に対する印象が好意的な方向に変化する

という結果を得ています。

このほかにも，対人コミュニケーションにおい

て，送り手が受け手にとって不快な知らせを伝連

することを避けようとする傾向（ＭＵＭ効果）な

ども含めて，広く関連性制御（relationalregula，

tion）という視点からとらえることができます

（FIeming,1994)。

５「ほんとうの自分｣と自己呈示

自己呈示は，これまでみてきたように社会的努

力を刑したり，自分の印醗を守る場合だけに行な

われるわけではありません。バウマイスター

（Baumeister,1982）が指摘したように，自己呈

示には，特定の観衆が望ましいと思っている基準

に対して行為者がみずからの行為を調整していく

過程(audiencepIeasinR)に加えて，望ましい｢自

己」を椛成することを目的に行なわれる（self‐
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c《)11s11.uclion）というlHil而もあります。たとえば，

|‘1分がi‘”iできる人llIlだと〃えている人は，他.ｆｆ

から「偏頼できない人'111」と思われていることが

わかったとき．自分が信頼できる人間であること

をことさら強調するようなかたちで行勅するかも

しれません。「自己」を確立･維持するには社会的

な碓招が必要なのです。

自己呈示や印象操作をせまくとらえると，その

内容に「虚偽」の部分が含まれる（例：ほんとう

は英会話はほとんどできないのに，僻意だと符え

る）と考えがちですが，１座ＩＪＩ,４，j〈にこうした側i、

があることは，「虚偽が含まれる」というげえ力が

必ずしも正しくないことを示しています。シュレ

ンカーとポンターリ（SChlcnkCl・＆Pontari，

2000）が主張するように，①111_』型示に限らず、

一般的にコミュニケーションは、受け手が理解で

きるように梢雛を川1:することとが必嬰であるこ

と，②私たちが他者に伝逮する、LL」の側面は

必ずしも「真実」とは限らず、むしろ過去の記憶

を物語のように再術成したものである．という点

から，その内祥が「爽実か,¥か」とは側係がない

と考えられるのです。

さらに，たとえrlI_』曇ボが「ほんとうのr１分」

からかけ離れたものだとしても，しだいに「呈示

された自己」が内面化される可能性もあります。

特定のＦ１的のために「いつもの自分」とは災なる

姿を兄せたとき．内分の兄〃が少し変化するので

す。ダイス(Ticc,1992)は，被験者の大学生に外

向的に，あるいは内向的にふるまうように求め．

そのあとで自分がどの程腫外向的あるいは内向的

であるかrIL1I祁定してもらいました。その結果，

被験者の氏名・年齢・リノ攻・出身地などの個人的

Wi報が他者に知られている場IIIiのほうが，そうし

た．'W報が知られていない条件よりも，、己呈示し

た方向に自己評価が変化する傾向が脇められまし

た。「演じた姿」が「ほんとうの{‘1分」に膨轡をノゴ

えるわけですが，ここでも他什の存在がIIi要な役

判を果たすようですａ

６自己呈示のジレンマ

自己蕊示を行なうとき、I-1的とする印象が明硫

になっているj棚合でも，常にｎ棟に向かって効果

的な凹己里,(が行なえるわけではありません。そ

こには．さまざまなジレンマが生じることがあり

ます。以ドでは，こうしたジレンマのうち，いく

つかを紹介することにしましょう。

（１）自己呈示の実践にともなうジレンマ

能力のﾊﾙさをもっともよく,｣§してくれるのは紫

績（成紙，出来映え）そのものですから，問い業

績をあげている人は自己宣伝を行なう必要性は少

ないといえます。一方、能力が低く不安定である

ほど，堆馴の説明によって自己戒伝を行なう必嬰

性が洲くなります。したがって「自己衝低を必嬰

とする場合ほど，『『明の信懸性が低くなる」とい

うジレンマが生じることになります。取り入りの

場合も同槻で，他打から好意的評価を受けるよう

な屈性をもっていない人ほど取り入りを↑j:なう必

嬰性が11.＃いので，そのｌ雌が多くなると，疑念を

もたれたり「・叩Ⅲ」というような否定的印象をも

たれてしまうこともあります。

（２）呈示内容の肯定性と信悪性のジレンマ

「哀願｣という自己』i罪を別にすれば，多くの吻

合，人は141己の肌性の肯定的な価値を呈示したい

と替えます。その一方で．いかに自己をすばらし

い能力の持ちｉｆだと呈示しても相手から信じても

らえなければnI-l里,は失敗ということになりま

す。この愈味で，Ｉ,i定的に''1己堪ボをす治ほど，

条件によっては内群の「脇懸性」が低くなるとい

う意味でジレンマが4§じることになります。肖疋

的な向己Ｊｌｌｉ,ｋに対して制限を加えるのは，呈示.荷

に対する既作のI;１１熱です。他者から「運動神経が

鈍い｣と思われている人が,その他行に対して｢100

［
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［ ｍ走で上位に入った」と括してもな力iなか信じて

Ｉ。



［

ﾉ｡』

F

b

もらえないでしょう。ダイスら(Ｔｉｃｃｃｔａ1.,1995）

は．被験:荷が職堆､iでの成功の可能性や．創造性，

対人的な能力についてI‘i幽,』示する場合，初対面

の相手にくらべて友人の場合にはその内容がそれ

ほど肯定的にはならない（椛虚になる）ことを明

らかにしています。これは，友人は自分の過去の

行勤について知揃をもっているので，実際以上に

門定的に呈示しても反駁されたり否定的な印象で

みられる可能性があることによると考えられます。

（３）複数の対象に同時に自己呈示する場合の

ジレンマ

先ﾉkに対しては「勉強が生き111坐です」と答え

る学生が，友だちどうしでは「勉強はほどほどで

いいんだ。就職したときのために友人関係を拡げ

ておくことのほうがたいせつだ」と主張していた

としましょう。この学彼が，友人と先生がいっし

ょにいる場所で「人ﾉﾋにとってﾉく切なもの」とい

う話題で話をするとしたら．これは一献のジレン

マ状況といえるはずです。勉強がたいせつだと主

張すれば友人から「ごますり」といった喬定的印

鞭をいだかれるIIJ能1J|;がありますし，友人関係が

第一と』§狼すれば先生から「二枚11iを使う学生」

というような印象をいだかれかねないからです。

このように、異なるオーデイエンスに対して同時

に異なる印象を呈示しなければならないジレンマ

状況は多砺オーディエンス問迦（mullil)ｌｅａｕｄｉ・

cnccprobIem）（FlcmiI1R,199.1）とよばれます。

こうした問題を解決するために，この学生は，お

そらく，両親と学校の友人がいっしょにいる場面

に''1分を慨くことを避け為でしょう（オーディエ

ンスの分離：audicI1ccsc脚．c“|j()､)。しかし．こ

れがむずかしく両荷の前で、LL恩,パしなければな

らない場合には，たとえば部ドにきびしい上司が，

職場にやったきた子どもに「優しく」接するとき

に．部下に対して「しかたがない」というような

しぐさ・・炎怖を,jﾐすなど，役WIjとrlLlの屈性との

あいだに距離があることを低えるような合図を送

【第１副誠会腫｢岡＜｣（ デーＢ

Ｌ

る（I･o1cdistancing）こともあります。

（４）性役割とのジレンマ

炎１－３にあるように,自己立伝は脚LLの能ﾉJの

澗さを印象づけることがH的です。そのためには

I‘1分の災績の高さを主張したり，ピ１分がいかに貢

献したかを｡r張することが必要となるわけです。

こうした行､ﾉjはり)性にとっては「ﾘ)らしさ」に合

数するので大きな問題にはなりませんが，父性が

Ｍじ行勤をとると「女性は謙虚であるべき」とい

う．細のステレオタイプに反することになり，否

定的な印醗を受ける危険があります（l《u(''1'an，

1998)。したがって，女性はＩ倣場でIWiいⅧｌｉｊ的能力

を派す必要があるのに，自己立伝を行なうと「女

性らしさ」を示すことができず好意度が低ドして

しまうというジレンマを経験することになります。

ハーターら（IIarter､１９９９：ＩＩａ１･tcl･ＣＩＩ１１．，１９９７）

は発進的な視点から、女性の珊合，他背との結び

つきが内己の明確さや「自分らしさ」をもたらす

ので,「脚分の典の欲求に基づいて行iIⅢすると仙什

との側係性を付かすことになる」という不安が'ｋ

じ，これがしばしば「ほんとうの''1分」を出さな

いような『j:lmj（falsesel「bchaviol･）を生み出す

ことを指摘しました。そして，とくに女性的な性

役削観をもつ女生徒が，教師や男子生徒に対して

''１分の瞳兄や傭じていることがらを耐さない傾向

があることを明らかにしています（llill･tcI･ｃＩａ1.,

1998)。

（５）職業上の要請とのジレンマ

恥堆のなかには「顧客に対して術に笑顔で接す

る」など，感怖の表示を-F段として川いることが

MIIくⅢﾘに卿'Yされ，それに対してｉｊ形脈形の報酬

が支払われるものがあります。ホックシールド

（IIochschild,1979）は，①対面あるいはﾉﾙiによ

る顧客との接触が不可欠で．②他行に何らかの感

梢変化（感謝の念や恐怖心等）を起こさせる必要

があり，（:１)皿川背が研修や棉叩体制を通じて労働

将の行1mjをある程度支配するなどの特徴をもつ}伽
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梱で．感情労働が求められるとしています。こう

した感憎労働は．組織の規範には合致するが自己

の其の感情とは一致しない感悩を表出する状態

（感情不協和）を生起させ，それが感情の枯渇や

職務満足感の低下につながる可能性が指摘されて

います（Abraham，１９９８；Morris＆Feldman，

1996)。

分の動作に過度に注目したり緊弧で「硬く」なる

ために出来映え（演技やプレーなど）が悪化する

可能性があることが指摘されています(Baumeis．

ter,1984)。

７自己呈示と不適応行動

これまでみてきたように０自己呈示は自己の勢

力を高めたり。「ほんとうの自分」を確立･維持す

るために重要な役割を果たします。しかし，同時

にさまざまな不適応的な結果を導くことが知られ

ています。たとえば．弁解や正当化はたしかに自

尊心を一時的に維持するのに役立つかもしれませ

んが．過度に用いれば自己の能力をさらに高める

機会を失うことになるでしょう。また，「努力をし

ない」というセルフ・ハンディキャッピングは，

自分の能力を見極めることの不安のために優れた

結果を生み出す可能性をみずからつぶしてしまう

ことになります(Thompson，1994)。身体的魅力

を高める目的のために過度に減瞳を行なったり日

焼けをしたりすることは他者から好意的な評価を

受けるかもしれませんが，一方で摂食障害や皮膚

柵といった問題を引き起こす危険があります

（Leary＆Jones,1993)。

他者からの好意的評価を求める気持ちが強すぎ

ることも，本人の意図とは逆の結果を導く危険が

あります。たとえば．対人不安が生じる過程につ

いてはさまざまな税がありますが．シュレンカー

とリアリーは（SchIenker＆Leary，1982）は，

①他者に対して特定の印敢を与えようとする動機

づけが高く，かつ，②それが成功する可能性（自

己呈示の効力感）が低く秤価されている，場合に

対人不安が強くなると仮定しています。また，他

者からの強い期待が寄せられている場面では，自

”Ｉ
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１７蹴の少年のパスジヤツク班件
｡。■｡－●■●。｡‐●守守■｡●＝■■凸宇守口■■■●■｡■●n町■■■■

を報通する新聞記頭
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（Wln研1M12000年６月５日付夕刊）
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少雁を陛些．広鳳恵戯に別種し彪遮毎日召甲R1Yl2跨侃分、正風噌410風て

＠ 画２重

人質の乗客

2000年のゴールデンウイークに，刃物を持った17歳の少年ガバスジヤックをし’１名を殺

害し多数のけが人を出しました。「少年は，インターネットの掲示板でｒ(お前は）存在感＝

なし｣と指摘され，「存在感－欲しい｣と返答した。町沢さん(精神科医の町沢暇夫氏)は｢犯

罪で存在感を示そうとしてヒーローになることを目指したのだろう(省略)｣と分析する」（朝

日新聞，2000b)と，インターネット上でも孤立したことを思い知らされたことが，事件の意

思決定の動機となったようです。彼は，逮捕されたあとも遺族への謝罪のことばはいっさい

なく，「｢バスを乗っ取ったときは，三国志に登場する英雄で，あこがれの劉備になったよう

な気分だった｡彼のように生きたかった｣また,「僕の砺件は新聞の一面で報じられているか」

などと，盛んにマスコミでの扱いを気にしだ」（朝日新聞，2000a）ということです。バスジ

ヤック殺人をしながら，天下の英雄気分になるという，はなはだしい感覚（コミュニケーシ

ョン．コード，あるいは意味づけの体系）のずれ（異質化）も見逃せません。インターネッ

トは世界中の人が情報を共有できるきわめて民主的なメディアと考えられていますが，こう

してみると，きわめて孤独なメディアでもあり，異質化を促進し常織をどんどんずらし意思

決定のずれを促進する機能ももっているようです。インターネットは災団や個人の意思決定

にとって両刃の剣なのでしょうか。この点を本章で検罰しましょう。

ﾉハ

霞撫i冨瀞9雛i鞭腰
乗っ取り顕件
少年家裁送致
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１離床醍濡における意思決
２()'1|:紀の''&ばには、コンピュータを仙人所行す

ることなど夢のまた夢でした。ところがいまや，

1980年代には想像することさえでさなかった超

商性能のパソコンを多くの個人が所行し，しかも

それらのパソコンの多くは，ネットワークを通じ

て世界につながっています。たいへん急激な変化

です。

こうした礎化，とくに高速化されたコンピュー

タのネッI,リーク化（インターネットｉｌ:会）は愈

思決定にどんな影轡を及ぼすのでしょうか‘，この

点について，西111（1997）は次のような'次唆的な

例を引いています。

「複雑系の時代は,…かつてはコンピュータとい

うと，人''11を疎外した機械として，特別似いをさ

れたものでした。ところがコンピュータどうしが

つながって通(１１をしだしたときから，状況が一変

したのです。…インターネットのうえに．もうま

ったく多隙な「砿子メールの共何体』が，限りな

くできているのが，現状です。会社の・・側である

友人たちを見ていると，会社に所屈しながらも，

会社とはまた述ったグループに所屈していて．知

識を交換し，励まし合っています。ときには会社

に関する爪狸な'111柵を，パソコン皿1,1のネットワ

ークからより.lILく手にして．上'1に敬えてあげて

いることさえもあるようです。パソコン通僧をや

っているひらの若手社員のほうが，パソコン通信

をやらない符理職よりも、ときに敢嬰な悩報をも

ってしまうことがあるのです。会社にいてそこだ

けでしか１１州iを受け取らない人たちにくらべて，

パソコン通Ａｌをやっている人のほうが，いっぱい

情羅をもっているのはごく自然なことでしょう。

そしてこうしたことが，これまでのピラミッド構

造の威力をこわしていきつつあるのです。学生た

ちは，…ともすると，教師よりももっとくわしく，

現代の11畔の大学の現状をとらえるようになって

、
〃

１
Ｊ

ﾉ９

ションをとることができます。

さてい為かもしれません。教師にとってさしせま

ったことも起きているようです。友人から聞いた

ある大学の紙をひとつ紹介しましょう。教授と外

IIilの揃文を読んでいる途中で，教授の解釈がおか

しいと学生たちが思い，教授にそのように指摘し

ました。柵威・1呈義に傾いている救授は，みずから

の解釈をIllIげず．学生の批判を受けつけません。

そこで学生たちは論文の著者にIＩ‘雌電子メールを

出して，祥荷としての解釈を確かめました。この

ごろは柿文に蒋荷の竃子メールのアドレスをつけ

るのが,洲仙になってきています。だから瓶子メ

ールで肺かめるのはずいぶん祥坊なのです。その

結果，ｎ分たちの解釈のほうが正しかったことが

わかったそうです。教授がどのように対応したか

聞きもらし農したが，こんな時代にすでに来てい

るのです」

会社のjWIIl1l職や，大学散Llたちにとり，やりに

くい時代が到来したのでしょうか？

この例に顕著なように，コンピュータ・ネット

ワークの発逓は，原理的に世界''１のすべてのコン

ピュータをつなげることを可能にし、そのことが

さまざまな地下共同体を生むことで，会社や学校

のなかだけでなく，家庭から脳l家，’11:界にいたる

まで従来の意思決定を一変させる原動力となりそ

うな女叩を1,,1.せています。これからのｆＥｆネット

ワークノ(Ｉ社会では，‘iujリq1il体などから，いかに

ilLく．よりI庇要な情報を人狼し、利川できるかが，

適応のための意思決定能力を大きく左右する時代

になってきたのです。こうした時代にすぐれた意

思決定を行なうにはなにが必喫でしょうか。

すぐれた‘侭思決定を行なうためには「‘|W慨のＩ'１

心」にいることが大切であることを,ｋした占典的

な研究に，コミュニケーションネットワーク研究

（Bfwclas,1950：Lcavitt,１９５１：間水，1999）が

ありますＭ２－１を見てください。｛ま人を表わ

し、各人は線で結ばれた人とだけ．コミュニケー

(ﾉは５つあるのでリ



野図２－１位国別のリーダーの出現率
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"↓「インターネットはみんなの足下に入

る踏み台みたいなもので.(それを利Ｎｉす

れば）知識はそっちから取ったほうが早

妻 繍撫灘縦
)、体力ですから，体力は学生のほうがある。

…これは負けます。こちらには経験しか

ない。経験に基づいて『その個報はこう

使うんだよ』とは言えますね。それが先生の仕事

になる。…教師本来の仕事．つまり一人ひとりの

学生の個性を伸ばすための手助けができるんじゃ

ないかと思います。…悩報を与える側と受け取る

側という旧来の図式は成立しない。ネットワーク

社会は，組織や人間関係が『フラットになる』。企

業も同じでしょう。『おれはそんな謡聞いていな

い』とか司って，情報の流れの真ん中に居座ろう

としている人がいますね。上から川いたことしか

聞いちゃいけないと，梢報をコントロールしてい

るのは，学校の先生と同じですよね．中間管理職

の役削ってこんなものでした。これはもういいで

す。もういらない。そうすると何がいるか。経験

をもった先班ですよね。経験を部下のために生か

すことができる。これに専念できるんだからこん

なすばらしいことはないと思います。中間管理職

が不要になるというより．役割が変わるんでしょ

うね。たとえば，インターネットを通じて得られ

る膨大な仙報のなかから企業にとって愈味がある

ものを取捨選択する『惰報管理職』といった役割

が生まれる。体力がなくて創造性がなくて記憶力

が無くて．経験だけがあるというのが年寄りの特

徴なんですよ。使いどころはどこにあるかという

と経験しかない。あとは（体力のある若者に）ま

かせなくちゃいけない」

いかがでしょうか。インターネットは少し高い

ところにあるもの（悩報）に手を届かせてくれる

踏み台（この上にまた踏み台を追加することも可

能）で，愉報の中心性はフラット化します（筆者

５人集団のコミュニケーションパターンを表わし

ています。この５人集団で，単純な問題から複雑

な問題まで，さまざまな問題を解決する愈思決定

作業を行なったとき，だれがキーパーソンになっ

たかを○のなかの数字は示しています。上段ａ・

は高木（1999）がシミュレーションによって予測

したキーパーソン出現率，下段ｂ･はリービット

（Leavitt,】951）が実際の５人災団に川題を解か

せたあとで．彼らがリーダーだと思った人のポジ

ション別出現率です｡車輪(wheel)型や鎖(chain）

型，Ｙ字型のように，中心者と末端者がいる場合

は，悩報の中心者ほど問題解決に寄与したリーダ

ーと判断されました。円環（circle）副のように，

中心と末端の区別がないネットワークでは．だれ

もが同じようにリーダーになりました。このほか

にも，課題の単純さ－複雑さによって効率的なコ

ミュニケーションネットワークは異なり，①中心

性が高いネットワークは蝋純な裸腿で，②中心性

が低いネットワークは困難な課題で，とくに効率

的なことがわかっています。いずれにしても．情

報力があるほど発言力も増すので，意思決定の主

役を油じる機会も増えると考えられます。

さて．それではインターネット社会をひとつの

巨大なコミュニケーションネットワークと考える

と，これは中心性が高い社会でしょうか，それと

も低い社会でしょうか？この点について．日本の

インターネットの生みの親であり，慶応装塾大学

教授の村井（1998）はインタビューのなかで．次

のように細っています。
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