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Iま，後述するように「局所化もする」と脅えてい

ます)。しかし学校や企業などの社会での意思決定

では，フラット化した憎報を組み合わせ，総合す
ら え

る一棚の智慧（村井は経験といっていますが．↑Ｗ

報の使い方に関する愉報という愈味では「メタ梢

報」ともいえるでしょう）のあるものが，新たな

中心性を狸得します。村井のことばでは，体力の

ある若者が「情報の中心性ｊを獲得し，経験のあ

る年長者が「メタ摘報の中心性」を盤得し，価報

中間管理噸といえる役割が削発します。結局のと

ころ，メタ愉報的な智慧というヒューマンウェア

を豊かにもつものほど，意思決定の主体になり側

るのではないでしょうか。村井の考えでとくにす

ばらしいのは，「共同･共生に向けた人間の主体性

発揚のための情報化｣という視点が，（インターネ

ット社会という，ヴァーチャルな社会の生みの親

である彼のなかに）揺るぎなく存在している点で

す。「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｣｢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」という発

甘のなかには，社会を悩報化しても人川までは悩

報化せず，むしろ人間性騨煎をより推巡するため

の1W報化社会である，という姿勢が明碗に見てと

れます。悩報は生き物です。それも．使いように

よっては，夢をかなえてくれるものにも，とてつ

もないリパイアサン（怪物）にもなる生き物です。

この生き物をリバイアサンにしない鋤は，共生と

共同に基づく人間の主体性の発捌という目的窓撤

を．すべての意思決定の基盤にとらえることにあ

ると．村井は教えてくれています。

さて，ここで留意してほしいのが，愉報の共有

化と局所化の同時進行です。教授と学生．上司と

部下のように，関心を共有するいわば同じ「かや

（私たちを築団成員としてカテゴリー化する，一

弧の共同主観性)｣のなかでは，より耶門化された

愉報が共有されフラット化（同質化）しやすいと

同時に，関心が異なるものどうしは，それぞれに

局所化（専門化）し．異質化しやすいでしょう。

異質化が進むと異質な集団どうしが「かやの外」

になり，各自に都合のよい意思決定が優先され，

お互いの共同・共生がむずかしくなるでしょう。

一方．同質なものどうしはより強固な「かや」に

入り，共同・共生に向けた意思決定が促進される

でしょう。ここに兼者の考えるモラル・ジレンマ

が存在します（多橡化はよいことですが，共生が

むずかしくなるので)｡｢共同･共生のモラルを個々

人の自覚に期待するのみでは．いかにも危うい。

むしろ悪意の意思決定者もモラルを守らざるを得

ない梢報柵造を作るべきだ」という批判もあるで

しょう。この点について考察するため，次節でネ

ットワーク社会の椛力柵造について検討しましょ

う。

ｒ
Ｌ

ｒ
Ｌ

２茎ﾄﾜーｸ社会の権力繍這と意思
インターネット社会は,民主主義の理想(共同・

共生）に近いという信念がありますが，ある意味

では正しいでしょう。同時に．反民主的な要素(独

裁化・蕊別化）も可能性としてもっています。そ

こで民主主義の理想実現の阻客嬰因と促進要因に

ついて考察してみましょう。

（１）超監視社会化＝反民主化の可能性

ここでは，社会や組織蝋位の．比較的大規模な

「かや」に焦点をあてます。功利主義者ジェレミ

ー・ベンサムは，もっとも効率のよい刑務所とし

て，パノプティコン（一望監視装皿）なるものを

櫛想しました(Foucaull,1979)。これは，囚人が

隣どうしで連絡できないように厚い壁にさえぎら

れ，円形に配圃された独脚に１人ずつ入れられ，

中央の監視室から同時に全貝が監視できるという

築中監視型円形刑務所です。しかも監視者が囚人

からは見えないので，監視者がいなくても，囚人

Ｉ

lま監視されているかもしれないという懸念から，
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には州雑駄が監視者の能力をはるかに上IMIるため，

結局は内部告発など，旧式の監視方法に頼ること

になるでしょう。

こうした電子パノプティコンは．企業や学校な

どの組織レベルでは.容易に起こりえます(Lyon，

199‘l：Wilson､1999)。とくに、組織に都合の必い

.'１１１，服が統制されることもあります。たとえば，乳

ガンに関する世界中の医療機関のリストなどのＷｉ

州ホームページや相談を提供していたＢＣＬ

（ＢＩ･“StCancerList）のなかで，もっともI‘r献

したIJ-レン・ビュール暖Hliは．所鵬するペンシ

ルバニア大学放射線医学教室内のホームページで

乳ガン悩報の提供をしていましたが，他のI侭mliに

都合のわるい（が，患者には貴重な）簸新情報を

流したために学内圧力がかかり．梢報提供荷の地

位を追われました(GoOdmall,199‘I)。この不当処

分に抗澱メールが牧到したそうですが，このこと

はI侭師一旭州H1係における．'州獅作の政沿ｿﾉ‘Ｗ）

l川MUを帆微しています(Shal･[,1997；Wai【Zkin＆

St0ccklc,1976)。

また，さまざまな電子会議室では．・剛&件が常

に発寓をチェックしており、「不適切｣な発許を削

除したり，会話の流れをコントロールすることも

たびたびあります。近子会議寵の主仙廿は．その

fIiJ篭コミュニケーションネットワークのＩｌ１心にい

る，紛れもない権力荷でしょう。

このように，インターネット社会にも政論力学

がはたらき，民.狼的意思決定を|(IriIfします。しか

しインターネット社会では，Ｗ棚峨をW棚けると

いうことも111能でしょう。また，ローレン・ビュ

ール鷹師への不辿1処分に抗識のメールが殺到した

ように．問題に抗議する１人の声を揃力齢に伝え

ることも可能です。この点，意見のもっていきど

ころがわからず，少数者が沈黙しがちな現実社会

よりも希望がもてます。次に，インターネット社

会が少数付のJ1fを反映するIIJ能性を検制しましょ

う。

自発的に符理されてしまうというしくみです。イ

ンターネットの場合も，いつだれがどのような情

報を流したかということは，かなりの程度コンピ

ュータに記惚された梢報を参照できます。インタ

ーネット社会を流れる↑111報のjitは膨大なので。術

時監視するのは不可能ですが，それでも「自分が

慌祝されているかもしれない」という懸念をいだ

かせれば，ｒ１分から、1Wを〃l制してくれるでしょ

う。こうした観点は，「インターネット社会は民l§

主義の理想実現に,仏たちを一歩近づけてくれる」

という期待に出をlﾘIえるものです。さらに，イン

ターネット社会では，ハッカーとよばれる不法‘|Ｗ

報侵入好たちがいます。彼らは峨虹な防御網をか

いくぐってさまざまな機密Wi報にアクセスするこ

とができます。「椛力｣をも監視できるかもしれま

せん。ポガード（ＢＯ陣11..,1996）は，杵押『聴視

ゲーム：プライヴフ･シーの終斯』のなかで，イン

ターネット社会は．「すべてを兄たい｣という人々

の欲求を満足させる道只にもなること，すべての

人間が情報化され，プライバシーがあらわにされ

るのを促進する超慌悦社会でもあることを指摘し

ています。日本でも、神戸児jif連続殺傷砺件の犯

人である少年の顔写典がインターネッI､上に流れ

たり．Ｈ頭のパスジャックリl『件では，犯人とおぼ

しき（実際は全、犯人ではなかった）６人の少年

の顔写典が流されたりと，ポガードの指摘の正し

さを象徴するようなできごとも起きています。こ

う好えると．インターネット祉会は「万人が万人

の雌視祥」になる''1能性も秘めているのかもしれ

ません。これから，こうした間脳がますますﾉ<き

くなると，梢報倫理を守るための梢報監視法がで

き，結果的に国家レベルでの１１Y報監視体制が，さ

らに強化されるかもしれません。このことはもち

ろん民主主義的意思決定の理想からの後退を意味

します。すると，ilt拠な１１'j報はインターネットーヒ

を流れにくくなり，インターネット上で取得でき

ないiii雑のfII嬰性が恥すでしょう。ただし，現実

フフ
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（２）元気になる（超）少数派

インターネット上では，現実世界では超少数派

なので周開に理解析がいない人々も．時空の賎を

越えて出会い，多数の災剛を形成しています。こ

のことは民主的職思決定を促進するでしょうか。

災州慰思決定では，血附は多数派意兇が通りま

す。そこで少数愈1,1Lがﾉﾉをもつための条件を探る

なかで亀田と杉森（Ｋａｍｃｄａ＆Sugimori,1995）

は，集団全体で慰思決定をする前に，集団をいく

つかの部局に分け，その部局ごとに意思決定をし

てから災団全休で意思決定するほうが，少数意兄

が通りやすいことを，似擬陪群実験とシミュレー

ションで確認しました。この実験は，埼玉ﾙ↓狭１１１

市の幼女連続誘拐殺将ﾘ‘件の被告を死刑とするこ

とについて，死刑蟹成派と反対派の比が６：．'で，

賛成派が多数なことをあらかじめ確認したうえで

行なわれました。そして，、1人の焚成派と２人の

反対派からなる６人災団を、３人ごとの２部局に

分けました。その際，２人の反対派を一方の部局

に入れ，部局内多数派としました．討議の結果，

片方の部局で多数派の死刑反対派が，部局での意

思決定を制し，あとの全休討議でも力を発111(し，

雌初から全体で斌思決定するよりIWiい怖邪で，６

人災研をﾀﾙﾘ収対に聯きました。その後のシミュ

レーションで，少数派を局所的多数派にしなくて

も，部局の意思決定を経たほうが，蛾初から全体

で意思決定をするよりも．少数派の意見が通りや

すくなる（少数派影粋：少数派から多数派への影

響）ことが碓腿できました。この研究結果は，イ

ンターネット社会での慰思決定について，次のよ

うな意味をもちます。

ａ超少数派集団の乱立と集団意思決定

インターネット社会には，現実社会ではＭ質祥

が周囲にいないような超少数派の価値観のもち-侭

も，自分の居場所を兄つけ．巣うことができます。

つまり，超少数派に元紅を与える社会です。こう

して元気を柵た超少数苫の典団が，力を結災して

）

現実社会に対する影響力を強めることは容易に想

像できます。社会心理学でも●自分の意見に同調

してくれる人がいる（ソーシャル●サポートがあ

る）ときは，何訓将がだれもいない孤立打よりも，

はるかに''１分のザえにnl1iをもち．元鉱になるこ

とが知られています。ｌいを主淡社会が，少数粁の

意見にも寛容に上|､をかす社会ならば，インターネ

ット社会は，社会的な意思決定に少数者の意見が

反映されやすい，より民主的な社会だといえそう

です。

ただし，局所化が促進されるだけでは、少数意

見が通りやすくなる保祉はできません｡ｈj所姻､１１

間にコミュニケーションがないからです。実際に，

膨大な数の局所染Ｎｉが相乃独立的に点在していま

すが，それらのあいだの迎絡，協調をうまくマネ

ージできるグループウェアを組み込めるかどうか

が，これらの超少数派愈兄を大川的な意思決定に

反映させるための，ひとつの鋤となるでしょう。

現在その可能性は未知数です。ただし，次のこと

はたしかにいえるでしょう。まず，超少数派巣凹

の爆発的増加は，異なるモノサシ（物事の判断基

雌）の乱立をも蝿発的に促進し，しかも各少数派

卿､11の支持を多くiMLたモノ.り・シほど，硬く’撒く

なるでしょう。これらのモノサシは，それぞれの

居場所があるあいだは｣“§するでしょうが，何ら

かの資源（時間，金銭など）が減少すると，栴互

に激しく葛藤するでしょう。

局所化が，民主:1識の理想に近づく方向で進む

ためには，部局ⅢIのコミュニケーションをうなが

す{Ｍ:依ｲj拙造の組み込みがｲ：！!｢欠なことはすで

に述べました。しかし部｝1ljllIlはないに｢かやの外」

となりデｨｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが進む傾向のほ

うが強く見てとれます。その弊害は，現代日本の

専門分化社会の問題をみると祥易に想像できます。

柳川（2000）は.部局ごとにムラ意識がある現ｲI；

の11本社会に共通する1N脳を「ＷＩ１ｌｊ化社会のブラ

ックホール」とよんでいます働彼は●あらゆる分
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野で高度に細分化した11本社会の特徴は,「自分の

専門をこなしていれば社会に貢献することになる

という視野狭窄」「椛威や権刀を振りかざす」m

I-l防衛．ｒｉ己利益の追求を優先する」｢生身の人間

への記lMiiが希iWになる」ことだと指摘しています。

こうした特徴は，きわめて細分化したインターネ

ット社会ではさらに｣WllI{,｛され，意思決定において

異質な「かやの外」の他什への共感・配慮が薄れ

ると予測で営ます。

成員間の異衡度がiwiい染団ほど．合意形成に大

きな葛藤が必哩です（Fal･mcr、１９９８：KCyton’

1999)。まして，きわめて!j“iな多災団のあいだで

合意形成がされるには，いわば群雄割拠の大葛藤

時代を避けて通ることはできないでしょう。

ｂ，超少数派集団の乱立と個人的意思決定

一方，こうしたﾊj所化が仙人の意思決定に及ぼ

す影郷力も，多ﾉ<です。A,)所化の進行は（先の乳

ガンホームベージのように),ｎ分だけで悩んでい

る多くの人々を救い．社会生活の向上を助けるの

はもちろんですが，社会問題を増幅する方向にも．

同様に強く作用するでしょう。とくに社会的に問

題なのは、現実'11界では賞揚されないような．と

ぎには犯Ｊ１ﾙド|;の,Wiい忠向性をもつ超少数行が．｜'ｉｌ

櫛の志向’|'kをもつ人のｲjYEに「ﾘ]知づけられた

り「杵発」されたりして，４１１火llt界での犯行に及

ぶような場合です。火際，ｊ'&近はさまざまな犯罪

が，インターネットとの関連で生じています。た

とえば自殺』ど噸背の典うホームページで「ドクタ

ー．キリコ」なる人物が、殺捌肋の弾薬を販だし，

火際のI‘1殺行を出した例もあります。インターネ

ット社会での秩序やモラルの維持を側ることは．

想像以上にむずかしいのです。

さて，これまで、ＪＭ'ﾉ4社会での超少数祥が，時

空の壁を越えて災うことが，民i北や個人的慰思

決定に及ぼす効果を検‘付しました。次に，インタ

ーネット社会で興味関心をjWjする人々がゆるや

Ｋ鋸1部社会に｢側く｣Ｋ

かに形成する，同質の関心をもつ異賀な人々の架

団の「かや」の特徴について検討しましょう。

３同質な関心をもつ異質な人々

ここでは，数満から数I'i柵'１１度の脱棋の，成貝

|州に州7[作用がある「かやの'１１身」に焦点をあて

ます。三人寄れば文殊の知忠，といいます。これ

は，異質な人々による慰思決定の優秀さをさして

います。また，船頭多くして船山に職る，ともい

います。異質な人々による意思決定のむずかしさ

をさしています。このように、拠闘な成典による

怠思決定には、メリットもデメリットもあります。

インターネット上で，興味関心をＭじくする多様

な人々が形成する，こうしたy4質脊災凹が,よりよ

い意思決定を行なうための条件はなにでしょうか。

災剛は，内外から次つぎに,肌せられ為問題を，

解決しつづける必典があります。会社であれば，

仕入れ，生産，営業販売などの分野があり，それ

ぞれの分野の担当荷が協力して，さまざまな問題

解決にあたっています。野球であれば，監督．コ

ーチ，投手，揃予，内外野．.F’打:荷が適切に記澄

され，問題解決の役W11分狐をします。その災剛が

ilI〔耐する問胆のそれぞれを，うまく解決できる人

材が，適切にiiWビ（役Wll分批）されているかどう

かが，渠団の強さを決めるのです。いかに個人技

がすぐれていても，投下だけのチームや捕手だけ

の同鷺チームでは．勝てないことは日に見えてい

ます。また，異鷺な人を鯉めただけでもダメです。

体操，水泳，柔道，レスリングなどの金メダリス

トたちを染めて野球チームを作っても，各成典の

もち味は，野球チーム（という災凹）が解決すべ

き問題群に，適切に対応できないでしょう。この

例は，あまりにrIlﾘIなので，，脱什の方々 はあたり

まえのことと思うでしょうが，火際の災Ｍ１では，

成肌の能力と記Wiのミスマッヅ･は、もっと見えに

くい形で頻繁に起こっています。なぜなら，だれ
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をどこに配澗するとどんな活蹄をするか，という

ことが，かなり未知数だからです。その結果，表

面的に妥当な指標に頼って人材記悩を行なっても，

】多想外の要素が思わぬ爪拠性を発抑して，結果を

左.f『してしまうのです。そして，ネット社会のよ

うに，相手の顔などの鵬性が兄えにくい社会ではィ

こうしたミスマッチはさらにjW帆される可能性も

あります。また，共通側心ﾘ１以外の点では背負う

文化や境遇などがバラバラな人々がネット社会に

は巣まるので、共巡閲心｢11以外でのllil貿性が必要

になると，異聞性の1111題が館雌します。

さて，それでは』jMTな災剛による意思決定のメ

リットとデメリットについて，巣幽ﾉJ学（グルー

プ・ダイナミックス：災皿における人々の心理や

行動のしくみを解明する研究分野）が明らかにし

てきたことを概観してみましょう。

（１）異質性の高い梨団の問題点

共通関心'Ⅱの洲弛があると，それで催り上がる

が，それ以外の点については，会禰瑞が極端に少

なくなり考慮もされないことが知られています

（Zenger＆Ｌａｗｌ･CncC･’989)。また，話に共通

関心菰以外のことがからむと．成貝間の誤解や葛

藤が卿加します（MazI1evski,199.1)。さらに、グ

ループサイズが大きくなると，小さな派閥がいく

つもできます。どこにも入れない人は孤独感や疎

外感をもち、うまく扱われないと離脱します

（JacksonCta1.,1991；（)'ＲＣｉＩｌｙｅｔａ１．，１９８９；

Tsuieta1.,1992)。こうした知1,,1は，インターネ

ット社会にどのようにあてはまるでしょうか。塊

火社会で脚坊所がない人にとり．ネットヒの超少

数派集団は、限られた（ときには唯一の）心のよ

り所となりますが，そのなかでさえ異質で孤立す

ると，冒頭のバスジャックリ『件犯の少年のように

孤立感は相当珊稲されるでしょう。異質な集団ほ

ど，少数荷に配慮した慰思決定が大切です。

こうした拠髄性の'1Ｉ凹点は，比恢的災期Ⅲ１，間

定的なメンバーが共川作業するような場合には，

とくに顕在化しやすいでしょう。

（２）異質性の高い集団の利点

卿､Iiの異質性が高いことの利点は，側質な蝿､Ｍ

よりも多撤な問題に対応できる柔軟性が生じるこ

とです。また．災側のなかにさらにいくつかの異

聞な派閥が形成されやすいので、典1,jlを~1；導する

派閥の入れ勝わりも，より頻繁に起こり，それに

より，ひとつの考え方（意思決定）に凝り間まる

リスクを避けることができます。また，！'“iな成

Liは，それぞれ異なる社会的ネットワークをもっ

ているので，｜‘１間染川よりも幅広く外部の人的賛

洲を利川できます。また，コミュニケーションネ

ットワークの研究から，インターネットのように

11'心性の低いネットワータのほうが，拠質な意見

を活かせ，複雑な課題に強いと推察できます。

（３）異質性を活かすための条件

１jIlWiな成L､lがいることのメリッ|､を活かすため

に(よ，次の‘1つの条件を湖たすことが必喚です。

(i）｜拠側な成員どうしが,相手の求熟な部分に施

容になること」がまず大事です。人川には得意

一不得意があり、自分の得意な部分を人は意識

し，不得意な部分には口をつむる似向がありま

す。他人についてはｎ分から兄て未熟な部分が

１１について，尚めるように-聯えてしまいがちで

す。こうした心性は，異質な災剛ほど顕耕で，

成此どうしの円滑な相互作用を妨げ，葛藤の原

Ｉﾉﾘとなります。

(2)「１１１４側な成只どうし,だれがどんなすぐれた特

徴をもっているか，よく総撤すること」が必哩

です。卿Ｊ１が力を発抑するためには，どんな人

的涜源がどこにあるかを知っておかないと，優

れた人材がいても「宝のもち腐れ」になってし

まいます。

【Ａ「どのような場面でどのような人的演源を組

み合わせればよいか､成叫がわかっていること｣〈

蝿､11が適材適所に人Liを配剛できるかどうかは，

川,jlが岐大Ⅲうまく機能するための鋤です。

２ラ



④「成貝が相互尊亜していること｣がきわめて大

切な要素です。とくに電子ネット上の集団では，

直接対面しないことからくる没佃性化現験や，

フレーミング(flaming)とよばれる．感情的な

侮辱・攻雑的筒動の激しい応酬が生じやすいの

です。コンピュータを介したコミュニケーショ

ン（ＣＭＣ：Computer-MediatedCommunica‐

tion)では.現在のところ文字コミュニケーショ

ンが中心ですので，ちょっとしたことばの行き

速いが人lN1関係を壊す力をもちますし，話しこ

とばと迎い，発目は記録されますので，相互尊

亜，慎亜な発筒も必要になります。

異質な人々からなるネット集団でも，関心は同

質なことが多いので，同質な関心をもつことが集

団力学に及ぼす影響を，次にみましょう。

（４）同質の関心をもつ築団の特徴

インターネット上の会職室やチャットルームに

は，関心を共有する人々が集まります。なかには，

参加者たちにとってはアイデンティティにかかわ

るような亜要な関心事もあります。現実世界では，

あまりに少数派のために，仲間が見つからないし，

見つかるはずもないと思いこんでいるような超少

数派にとって，インターネット上に見いだした同

質集団の存在は，たいへん心強いより所となりま

す。現実世界で理解されにくい自分をわかってく

れる仲間がいるのですから，そこには強い連帯感

が生まれます。バージとマケンナ（Bargh＆

McKenna,2000）は，①電子会識室などで出会っ

た人どうしは，現実世界で出会った人よりも「相

手はほんとうの自分をわかってくれている」と感

じやすいこと，②ＣＭＣで会鮒してからＦＴＦ

（Face-To-Face)で会話をしたほうが，ＦＴＦで

２回会話をしたときよりも，相手に感じる魅力度

は高くなる(ＦＴＦの場合，１回目と２回目の魅力

度は同じ)こと,③ＣＭＣを通じて恋人になったり

結婿したりしたカップルは，数年たってもほとん

ど別れていないこと，などを示しました。バージ

|,‘－

とマケンナは，ＣＭＣのほうが（彼ら自身のよう

に）其の自己を理解してくれる人に出会えるとし

ています｡ＣＭＣで会話すると，お互いに其の自己

に近い内面を開示しあえるので，その後のＦＴＦ

による会iWiも．より深い相互理解を生みやすく，

相手に感じる魅力が相互に高まるからだと思われ

ます。価値観や性格が同質な場合，集団のまとま

りはよくなります。

４「憩い｣ﾒデｨｱとしてのＣＭＣ

次に．同じかやのなかで生じるＣＭＣの特徴に

ついて述べましょう。将来は画像や音商僧報が

ＣＭＣでも中心的になるでしょうが，現在は相手

の顔や性別，環境などが見えない．文字コミュニ

ケーションが中心です。文字以外の梢報が欠落す

ることは，愉報のバンド幅（一座に伝述される愉

報のｳMの広さ）の減少とか，社会的手がかりの減

少（Kieslereta1.,1984；Hiltz＆Turoff,1978）

などとよばれています。ここでは，こうした手が

かりが少ない，ローコンテクスト（lowcontext）

なコミュニケーションが意思決定に及ぼす効果に

ついて説明しましょう。

（１）少ない手がかり憎報による判断

少ない手がかり情報から，相手の僧頼性，社会

的地位，年齢，性別などを判断しなければなりま

せん。梢報不足のため，たとえばある分野に詳し

い小学生に対して，初心者の大人が，（相手が小学

生とは知らずに）うやうやしく教えを鮒う，とい

う場面も地えてきます。したがって，ＣＭＣでは，

卿密きや社会的地位の制約を受けない意思決定が

可能になる場合も増えます（Dubrovskyeta1.,

1991；Kiesler＆Sproull，1992)。そうなります

と，だれが発言したかではなく，発言内容のよさ

に応じた意思決定ができるようになり．意思決定

の質が向上するはずです。一方，文化心理学的に

考えますと，相手の表悩や)Hのトーンなどのノ



ン・パーパルなコンテクスト（文字どおり，文字

テクストとともにある文脈梢報）に依存したコミ

ュニケーションを行なう度合いが強い文化圏の人

は，（よくもわるくも）ＣＭＣに非日常性を感じる

度合いも強いでしょう。この点については，文化

心理学群の北111忽氏などが，ノIfのトーンなどの文

脈梢報がコミュニケーションで果たす役WllのｌＫ典

性が，西洋的な州7K独.伽９自己観をもつローコン

テクストな文化間では州対的に低く，東洋的な柑

互協調的r1L1観をもつハイコンテクストな文化間

ではI闘いことを示していますまた，ＣＭＣを介し

た築岡意思決定においては,ＦＴＦよりも意兄の椛

性化が生じるという知兄（涛田ら，1998）と，生

じないという知兄（木村・那築，1998）があり，

さらなる検討が侍たれます。

（２）手がかり悩報の函み付けの増加

手がかりが少ない分，ｌ１ｌＦに閲して手に入る，ｌＩ１ｉ

報の１mみがjＷします。実際にあったエピソードを

紹介しましょう。ＣＭＣを通じ，日本全国の優秀な

コンピュータ・プログラマーたちが，数面名染ま

り，仕事集団を作りました。ある下位部門のリー

ダーを，雌年少背が取りil:切っていました。もち

ろん本人が優秀だからリーダーになったわけで，

他の年災什たちもリーダーに従っていたそうです値

ネットｋだけのつきあいですから,顔かたちや年

齢性別などは互いに知りませんでした。ところが

あるとき，リーダーがまだ中学生であることが知

れると、だれも言うことを聞かなくなり，結肘リ

ーダーは降ろされてしまったそうです。その後，

しかるべき年齢の人がWrたなリーダーとなると，

前のリーダーとやっていることは変わらないのに，

順調にグループは助いたそうです。このことは，

①ＣＭＣ集剛も,側係が1釧I化するうちに,現実社

会でのその人のもつ肌性の一部は明らかになるこ

と，②そうした鵬‘|'kのjllみは、社会的手がかりが

少ないだけに．かえってjWlNWされること（Walth、

01..1994,1997)，③国際此Iiilなどの異文化11Mプロ

９！
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ジェクトをＣＭＣを介して行なう場合，文化的な

違い（ものごとの受け止め方の違い）を十分考慮

に入れる必要があること，なども示唆しています。

ＣＭＣの場合，社会的手がかりが少ないことから，

かえって手に入る社会的Ｆがかりについて敏感に

なり．文化IⅢギャップを浮き､!/:たせるI』『能性が火

いにあります。

（３）ＦＴＦを越えるには

ＣＭＣがＦＴＦにくらべて｢輔い」(伝達される情

報帆がせまい）メディアであることから．多くの

研究はＣＭＣによる慰思決定はＦ'1,Ｆをしのぐこ

とはできないとしています。しかし条件によって

はＣＭＣのほうが優れた怠思決定ができることを

'Jくす研究もありますので，紹介しましょう。

「薄い」メディアとしてのＣＭＣの問題は，男性

よりも女性において顕杵になります。なぜなら．

女性のほうがI･職のコミュニケーションで社会|ｉｉｉ

緒的な手がかり（州手の視線，顔の郷I1i，）打のＩ洲

子，身振り手振りなど）に依存した意思決定を行

なうからですｓデニスら（Ｄｃｎｎｉｓｅｔａ1.,1999）

は，男性のみ，女性のみ，男女混合の３種類の集

川に，ＣＭＣとＦＴＦによる撒思決定を行なわせま

した。その結果，女fIiだけのグループは，（社会的

Ｆがかりが使川できない)ＬＭＣでとくに，決定に

災い時間を艇しました。しかし，澗足歴や意思決

定の衝や参加度（発‘『のjTt）は，女性のみのグル

ープが最高でした。このことは，条件によっては，

ＣＭＣはＦＴＦよりも，優れた意思決定のツールで

あることをボしています。ストラウス（Straus，

1996）も，卿､I施思決定の際に，判断材料のhIi報

が成興間で不均等に配分されるほど，ＣＭＣのほ

うがＦＴＦよりも成細が上がり，さらに簸善の仙

人よりもＣＭＣのほうが好成紬なことを見いだし

ています。

（４）電子ブレーンストーミング

ＣＭＣがＦＴＦをなかなか越えられない場合と

して．フ・レーンストーミング(ｂｍｉ,1９Lormin底)が

【
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あげられます。ブレーンストーミングは．築山の

各成典が，与えられた問題を解決するためのアイ

ディアを州し合う手法のひとつです。多くのアイ

ディアが出るほど，よりよい解決縦が出る可能性

も尚まり，ひいては．より良批の意思決定ができ

る､I能性も糊まります(Grogs,1972)。竃fブレー

ンストーミングは，一度に１人しかモニターに襟

き込みできないタイプは，みんながI『1時に発言で

きるＦＴＦには劣ります。しかし令員が同時に沓

き込みでぎる場合は，典研､ﾘ･イズが大きくなるほ

どＣＭＣによるブレーンストーミングのほうが成

細がよくなるのです（Ｒｏｙｃｌａ1.,1996)。つまり

ソフトウェアがよければＣＭＣはＦＴＦよりもよ

くなるのです。全員が需き込みできる場合の問題

点に「社会的マッチング（socifllmatching)」現

熟があります。社会的マッチングとは，アイディ

アの,1膳込みｈｔが，①多い人は少ないほうに合わ

せ(つまり減らすことでマッチングさせ)，②少な

い人は多いほうに合わせるＧＩ}き込みを１Wやす）

ことで，各人の沓き込み量が平均化していく現象

です。①のタイプの産出量減少を防ぐためには，

flfき込み|itが上位の人が，さらに１１}さ込む意欲を

,WiめるようなＴ夫をすればよいでしJ:う。たとえ

ば、１１さ込みjitが上位２W11の人の部分には，賞賛

マークが点滅するなどのエ夫しだいで，みんなが

上位２剛に入るように努力するようになり，書き

込み儲もjW加するでしょう。

５おわりに

水素で概観しましたように，インターネット社

会はよくもわるくも大きな可能性をはらんでいま

す。世界中が連帯することもｎJ能ですが，同時に

極端に畑ｌｒ化を促進するメディアでもあります。

ｌｌｌｈＬ灯化が促進されることで，111際m1解教育をはじ

め、ますます「拠質なものどうしがわかりあい，

総合的に|･11〃依存しあうこと」の牧行の璽典性が

Ｉ篭１図社会に「側く」１【

1Ｗまるでしょう。＃,Ｗのところ，意思決定を行な

うのは私たち人間なのです。インターネットとい

う器のなかに．真の怠味での世界市民が慨り込ま

れるかどうかは，ひとえに私たちのヒューマンウ

ェアのiﾙ1発にかかっているのです｡21111紀のイン

ターネット社会において，真に優れた意思決定が

行なわれるためには．優れたヒューマンウェアの

冊発が大前提となることは，大いに強調されてよ

いでしょう、
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「ピアノと出あっだのは幼稚園のころ。（略）母に「ピアノを習いたい」と頼んで，小学一

年生ごろにグランドピアノを買ってもらいました。うちは音藁一家というか，父がギターを

弾いて，ピアノの部屋があって楽器もいろいろあって，家族で集まって演奏したりレコード
を聴いたりすることが多かったんです。でも，小学校の音楽の先生がすごく厳しくて，合唱

のピアノ伴奏を間違えるとすごく怒られ，だんだんピアノが怖くなった。ピアノを買ってく

れた親のことを思うとやめられないけれど，ピアノの存在が重たかった。（略）

高校二年で（玉城）千春と出会って，歌のテープを渡されて「好きなように伴奏して」と

言われてから，またピアノを弾き始めました。解釈も弾き方も完成されているクラシックに

比ぺて，思い通りに自由に弾けてすごく解放感がある。クラシックがあったからそう思うの

かもしれないけれど，音楽を自分で作るのは楽しいし，何よりも自分を表現できるってすご

いことなんですよね」（金城，2000)。

④画３章

最初は楽しかったのに，あるきっかけで重い存在に変わり，そして再び楽しくて大好きな

存在へと変化をとげたピアノ。今度はたんに弾くだけではなく，曲作りの手段としても，ま

た曲もクラシックからポップスに変わったことがきっかけとなって（もちろん玉城さんの存

在も)，ピアノが，音楽が「自己表現」の手段としてよみがえったのです。この発言を読ん

Ｊ
ｌ
Ｉ
８
Ｂ
■
０
。
■
■
■
■
胆

発表会でピアノを弾く少女

わたしがＫｉｒＯｒｏの曲を聴くとき，いつも思い出される金城さんの発言を，－部だけ紹介

しましょう。

で，わたしもピアノを弾けるようになりたいと思ったのは言うまでもありませんｃ

3‘



１自己表現とﾎｰﾑベｰヲ

（１）「自分」を表現する

Ｉ‘1分を災､ける「l;l己炎現」（sclf-cxl)I･cssi()､）

は，人l川にとってもっともﾉﾙ本的かつ1K嬰な行為

です。人は『1分の弧持ちや感h1iをことばや身振り

で示し，ファッションや化粧，携帯迩柄のストラ

ップといったアクセサリーで個性を麦現し，向分

らしさを他者に伝えようとします。持ち物や趣味

に社会的地位や服紫が託される場合もあります。

他方，作,I#や州lIIiなどのflIl作活ilﾘj，部｝h{のインテ

リアなどでI4i分の'１tｹ'１Lを表現する人もいます。こ

れらのさまざまな行為は，自分の気持ちを表現し

たい，自分のイメージを形にしたい，ひいては｢自

分を知ってほしい」という願望の現われと考えら

れます。そして!'i己表現は，なによ

りもコミュニケーションの出発点に

ほかなり離せん。また社会心H畔の

メデL〆アと

野表３－１大学生の自己表現（自甑回塞〕

１
Ｊ

、
４

関係も，上位にあがっています。またたった１名

しかいなかったものの，ホームページという回答

もありました。今1,1は大学に入ったばかりの人た

ちのk'|鞠だったので，少なかったと思われます。

以下では、Ｉ‘I【_L炎現の場として今後撫視で善な

いと思われるこのホームページ（Wi11Inccc,1999）

を取り上げ，そこでどんなI2ILl表現がなされてい

るか，作者にとってどんな意味をもっているのか

考えてみましょう。

（３）ホームページと自己表現

ホームページは，とりあえず倣ﾊﾙの低いI'1LL我

呪手段です。「とりあえず｣というのには，それな

りの珊曲があります。他の炎現手段にくらべ，潰

手しやすいからです。

ホームページを作るためのツールは．この２，

人歎
己開示」と「''1己呈示」の２つのは

４２会話
たらきが含まれているといえます。

２７手紙

（２）多梯な自己表現１６文章.ことばを塞ぐ，メル，電猛
１４裏器演奏

いまの学生にとって，どんなこと
１３小税・作羽・エッセイ，写貝．ビデオ・映織

がI‘1己炎呪になっているのでしょう１２カラオケ，イラスト
１０絵

か。大学の新人生たちに「あなたに
０料理，ジェスチャー，剛作

とって脚LL火現の方法は？」と尋ね５作謂･作曲
４総音楽

てみました(2000年４月実施)。自由
３歓う，表情，好きなもの恋伝える

記述によるInI答を整理したのが表３２函容姿(困装･竪園),スポーツ
１列国函，人と会う，アニメーション，言過･演劇’裁唾．喝吻ｊ御芸’インテリ

－１です。「自己表現｣ということばが
ア．アイコンタクト，好選なこと蓬する，行動,縦行．ホームページ，ゲーム

あいまいだったのか，Ｍ答はさまざ

までした。（b肌性（Ｎ＝40）

女性，リ州§，ともにもっとも多か 人敗

ったのが「会冊」です。話すという９会話
６スポーツ

直接的な伝述行為が{４１己表現の韮本 ５文章

的な-f段となっているようすがうか４総
３写頁，ジェスチャー・蕊麗澗奨

がえます。１１頭で紹介した金城さん ２作飼・作漣‘音姦，小脱．作胸・エッセイ，駅‘イラスト,逆ぶ

もあげていた油奏や作曲などの脊楽１歌う,手紙ﾒｰﾙ･映画喫作'映霊‘食率.料理'旅行，キｬグ‘自己沼介

Ｊノ

〆

観点からすると，rILl表現には「|‘Ｉ（a)女性(N＝142〕



ｒ
Ｌ K_錘田社金に｢随＜」園

３年ずいぶん充火し．ワープロで文７ifを沸くのと

同じ感覚でホームページを作ることができるよう

になっています。アニメーションや帝楽を組み込

むのにも州'１j的な知識を必要としません。やる気

さえあれば，数年liiIには想像もできなかったよう

な，文字どおりのマルチメディア作品を，だれで

も而単に作ることができます。半面．こうして道

具の性能がよくなればなるほど意識せざるを得な

いのが内容，コンテンツです。

何を，どう災現するかということです。「おくれ

ばせながらホームページを作った」というパソコ

ンjWI総細災災(ﾉ)述膝肺さんは，こう１１ﾄいています

（速職，1997)。

「いまやワープロが使えれば.ホームページぐら

い作ることができる。専用のソフトを使えば，ア

ニメーションやメール受け付けのボタンを付ける

ことも雌しくはない。それだけに、ホームページ

でI‘1分をどうﾉ鋤,Lできるかが試されているような

気がしてくる」

言うまでもなく，彼はコンピュータに側する知

識や経験が戦術です。しかもプロの文飛家ですか

ら．炎現力も人並み以上に倣えています。それに

もかかわらず．いざ自分のホームベージを作る段

になって．こんなふうに感じているとはとても葱

外でした。制作の秘訣，成功談が1ｉｆかれていると

期待していたからです。悩んだあげく，どんなホ

ームページができあがったのか見てみたいと思っ

たのは私だけでしょうか。さっそく，サーチエン

ジンで探してみました。しかし．餅労して｝,Lつけ

た彼のホームベージは「工卯'１」で見ることがで

きませんでした（http://www､motsu,｡c,com/)。

でも，この水が川るころにはできているのではな

いでしょうか。

では．述膝さんのような特別な人ではない「ふ

つうの人たち」は，どのようにホームページを作

っているのでしょうか。定年後，犬州でホームペ

ージを開いたという５３歳の鈴木義久さんは,その

ようすを次のように書いています（鈴木，1997)。

「この,lかﾉJ間は,歩んできた人生を振り返るよ

い機会になったように思う。（中略)不十分ながら

犬州で光成させたホームページは、これから２人

でどうﾉ|遮ようかとげえさせてもくれたように思

う」

鈴木さん夫婦には，次のようなJ1「↑Iがあったの

です。

「人生には何度かの転機がある｡人並みに内臓に

ポリープができるなど，肉体的にも変えを感じる

ようになった。そろそろ１１ﾘl‘1IlIかのi肱機かと思い

始め，盤とH1機して，犬州のホームページを作ろ

うということになりました」

ホームページ作りでは，できあがった作品もさ

ることながら，完成にいたるまでの過程も有意接

であり．充実感が味わえるという総験蒋ならでは

の主眼が伝わってきます。ホームページは印刷物

のように一度刷ったらおしまいというわけではな

く，公州後も随時修正できます。その‘世味でホー

ムページに「完成」はありえず，いつも佃作途上

といえます。それがホームページの典髄なのでは

ないでしょうか。

２バｰｿﾅﾙﾎｰﾑページ

（１）ホームページの登場

１９９２年９月３０１１，ｎ本最初のホームページが

つくばI|jにある尚エネルギー物理学研究所で生ま

れました（Ｍ３－ｌ）。当時のホームページが近ご

ろ再現され，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ､ib;１１．alkiken､陣．.jp／

ｗｗｗ/Iirst/index､ｈｌｍＩで見ることができます

（ホームページは更新して上杏蓄されるケースが

多く，前のlﾉ1容が残っていることはまれです。箪

者もうっかりして，「記念｣すべき雌初のホームペ

ージをl:,I}きしてしまいました)。

インターネット（ＷＷＷ）を燃発的に粁及させ

るきっかけとなったのが，１９９３年群れにイリノイ

､７フ
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れ，↑ｌｗｗｗ１Ｍ‘脚:Ｉではゼミの紹介やIu味の''１１i鞭を

公側，今後も「充火させて'())くＪも定」であるとの

紹介文が付いています。

（２）パーソナルなホームページ

ｗｗｗがもともと研究者たちの意志で開発さ

れたこともあって，ホームページに隈群しい雰囲

気はなく，、'１初からインフォーマルなムードが淵

っていました。、1111f，ノ<'､椎研究寂のホームページ

作りに'１４ﾉl;としてかかわっていたwIiJl:仲和さんも

こう,'}いています。

「多くの大学生や大学院生の間でまず『実験』の

名を借りたホーム・ページの提供が始まったので

す。そのころは『対外的に研究室の研究内容を広

慨する』というお題川があったので，まず研究篭

の紹介を'脆く作り，その後，ド部組織的に作られ

る1J１１人のホームページはもう『なんでもアリ』の

様柵を'1Ｉしていたことはいうまでもありません」

（ＷＷＩ:，1995）

１９９４年，岡内でも個人向けのインターネット接

続サービスが始まり，とりわけ’995年，〃の阪

神・淡路大鯉災で社会的な氷{１を溶びたこともあ

､７－１

吟図３－１日本最初のホームページ（ソース】

〆

火'､稚のＮＣＳＡ（Nati(》nalCen“】・「()1．SL1I〕cI･‐

c()ｍｌ〕ulin贋Ａｌ)I〕li唖11i()ns）から公'１１.州料jWlTさ

れたMosaicというグラフィカルばプラウザですｃ

このソフトによってホームページが乎維に扱える

ようになりました（point-and-cliCk)。Ｍじころ

すでにI却迎とホワイトハウスがホームページを立

ち上げ，雌析lW雑や法律の提供を始めています。

IjiI内でもインターネットへの接統も'1『粟化された

のが追い風となって，1994年に入るとホームペー

ジが続々と公１１Mされるようになりました。当時の

雰囲気は，幸いＮＴＴの｢新着怖報｣で味わうこと

がきます（http://home､ntt.C〔)ｍ/ＷＩＩＡＴ．

SＮＥＷ/old/)。まだサーチエンジンはなく．この

折杵↑僻Mは非常にjK宝しました。１９９３年１２ノ1分

が雌初で、Ｙ頭に｢北海道北要スキー｣卵噛'|･IWM」

が紹介されています。

翌年１月には「札幌周辺スキー場ガイド」が北

海道大学の有志によって提供されました。早くか

らインフォーマルな雰囲気のホームページが公開

されていることがわかります。３月の斬軒梢報に

はifillIﾉ<学がサーバーの運用を始めた旨が掲峨さ



さらに，人間関係志向群では「交際範朋の拡大」

が璽視されています。今同もっとも核､ﾙi荷の多か

った人間関係志向群について詳細に分析したとこ

ろ，次のような特徴が見いだされました。

他の２群にくらべ，交流や銃背の反応に対する

強い希求，自己鼎,(に対する強い動機が硫紹され

ました。またホームページの公開にあたって，ど

こまで自分の1】'州lを開示するか懸念した人が多か

ったのもこの聯でした。ある程度，Ｉ４ｉｄ開示しな

いことには統行は関心をもってくれないし，かと

いって、叫川されるリスクも特無ではありません。

そのあたりのバランスは祥観的に決められること

がらではなく，何を優先するかにかかっていると

いえます。頻繁な史新訴他者への宜伝など兄ても

らうための努力を破極的に行なっている人も，他

群にくらべ，多く見られました。

ホームページという場が登場する以前，ネット

ワーク上でのコミュニケーションは｢側心｣や｢趣

味」をきっかけとする情報交換の場が中心でした。

パソコン通催の掲派板や会議室，ニュースグルー

プやメーリングリストは，その代表的なIlWiLです。

そこでは細分化されたテーマのもと，メッセージ

がＨ々交換されています。インターネット利用将

の急珊とともにマイナーな関心制城であっても，

ネット上であれば''１好の士，同じ境遇の人に出会

う機会も得られます。半面，タコツボ化する懸念

もありますし，，沈むにしても発言するにしても，

適切な場を選ばなければなりません。それに対し，

ホームページでは，このようなテーマ限定の‘iIY報

交換ではなく，つまり関心ごとに断片化された,リ

き手よりも，統合された一個人としての{'｝き手を

優先させることができます。またホームページで

あれば内容ばかりか，読者とのコミュニケーショ

ンの方向まで，’'1111に設定できます（炎３－２)。

もとよりパーソナルホームページのすべてが自

己炎現という脆嚇で砺られるものではありません。

仕蝋を得るためにｈ己を光り込む手段として利ﾊＩ

Ｆ
Ｌ Ｋ第１駆涯に｢伽＜Ｊ１〔

って，ホームページの州,没を組める接続業者（プ

ロバイダー）が一気に増えました。それにともな

って，個人でホームページを附く人が急増したの

はIiうまでもありません。

現伍パーソナルホームページはどうなっている

のでしょうか。個人会旦数のもっとも多いプロバ

イダーの１つである＠niny,撫料で利用できる個

人向けのｻｲﾄGeoCitics，それぞれのｲンデッ

クス（紫‘)|）を調べてみました。すると，前者で

は趣味や''1己紹介，地域↑１１州』などの「生活」関巡

がもっとも多く．後帝でもI‘I【二』紹介，日記，地域

↑I‘i鞭がもっとも多いカテゴリーとなっていて，ＩｌＩｌｉ

者は''1画側示，自己呈示「的」な内容が多い点で

共通しています(１９９９年１１１時の詳細は川浦(1999）

をご'随ください)。

（３）パーソナルホームページを開く

郵政街（1999）の洲庇によれば．インターネッ

ト刊川打の火に１/･'の人がホームページをもって

いると推測されています。こんなに大勢の人がホ

ームページをもつのはなぜなのでしょうか。どん

な魅力を感じているのでしょうか。さきほど遠藤

さんと鈴木さんの例を紹介しましたが，ここで全

体的な傾向を把搬しておきましょう。

ハーソナルホームページは．どんな動機で作ら

れることが多いのでしょうか。ちょっと古くなり

ますが，1996年に実施された３つの調査結果を兄

ると，「自分なりの悩鞭発怖」「メッセージや怠兄

の交換」ｍ己表現｣の３項I|が共通して上位にあ

げられています（Butcn，１９９６；川上ら１９９６；川

浦，1997)。さらに、iﾙﾙ没芯図をクラスター分析し

たところ､Ⅲ投者は次の３つに分煎できました(川

浦，1997)。①怖報発信志向,②コミュニケーショ

ン'世向，③人間関係志向，の３タイプです。まず

「↑,州i発信」と「自己炎現」が附設動機の''１核に

あり，怖報発偏志向群はこの２つを寵視する人た

ちです,、この２つに加えて「悩報・意見交換」も

るのがコミュニケーション志向群です。爪視してぃ

３４



Ｂ)３画ﾒﾃｲｱと皇己我現)】

吟表３－２ホームページで利用可熊なコミュニケー

ション機能と掲職内容例

司言司言クーション(､万向

開股省一･腕晋

歴省一瞬1縄苦

開餓溜/銃管｡.,読琶

〆

晩能と内宮例

屑報蝿供，冊示（自己紹介・経歴，

主弧･懲見，日記，作品)，リンク柴

（｢関心jを契機とするリンク，友人

や知人など「個人」を契椴とするリ

ンク）

フォーム・メール送唇（当駆琶間の

フィードバック).アクセスカウンタ

ー〈穆照回敗）

掲示lii，足踊帳，チャット

している人もいれば，インターネットの商業利川

が進むなかにあって，バナー広杵を掲峨し小遺い

稼ぎに川いている人も兄かけ為からです。パーソ

ナルホームページに111めるI４１ＬＬ（表現）の1mみは

今後どう変化するのでしょう。

３語られる自己から語り合う自己へ

（１）ウェブ日記

バーソヅ･ルホームページのj,噂水的な内祥として

「11肥」があります。実際，ホームページの!',L水

には必ずと言っていいほど'１肥の項阿があがって

います。また日記専門の大規換なサイトもいくつ

かあり，そこを利用すれば，わざわざホームペー

ジをlHlかなくても，鮭fiのまま１１記を神き統ける

ことができます。なぜ，これほどまでにインター

ネットと|l犯は親和性が,IiIiいのでしょう。

Ｉ言Ｍｄといえば，なかば条('|:反肘のように内面に

かかわる．秘密の記録を思い浮かべるかもしれま

せん。しかし広く考えると．交換日記も日記の一

靴ですし，公刊されるI~１組も紗くが在します。II

IIdとは何でしょうか。フランスの文学押諭家によ

れば，１．１(､１．の肥峨があること，それがＨ拙の堆本

要件だそうです（Didier，1976)。そう考えれば．

いろいろなｎ記があってもｲ覗議ではありません。

そうした観点に立つと，１１記を１１記として一・折す

るのではなく，これまで日妃とよばれてきたもの

を雛，Mする必喫が出てきます｡その結果が炎３－３

です。

野表３－３日配のタイプ

（Ｋａｗａｕｒａｅｔａ1.1997）

投現内雷

〆

心情願爽

自己（a)(狭義の）日肥（bH砧忘録

括句性

関係（他者）〔C)公開日配ｋ､日誌

）

まずIIWdの堆本''１１として，↓ＩＦかれているおもな

内容（衣現内祥）と，ｉ年き手の窓,棚の〃向（指向

性）の２つを想定しました。さらにMHfは心情の

記録か鼎実の記録か，後者は内分に向かっている

か，読み手を愈搬しているか，から描成されてい

るとザえました。それらを組み合わせるとI､Ｍｄは，

炎３－３のような.1つのタイプに分かれ蝶す｡ri分

のために心1111を肥鰍した「(挟挺の）’1肥｣，Ｍじ

く自分のためにﾂ『笑を記録した｢備忘録｣，読樹を

意識してｎ分の心情をつづった｢公開|I記｣，読者

への情報提供ともいうべき「ll誌」の.lタイプで

す

ウェブ｢Ｍｄを炎３－３のなかにMifづけるとす

れば，’'１然，公UMlIlidか'二I誌のどちらかというこ

とになります。しかし，今回の私たちの研究では

そうはなりませんでした(Ｋａｗａｕｒａｃ１ａ1.,1997；

山下．20001〕)。ウェブ11記を書いている人たちの

意織を分析した結果には．辿常の日‘IdlIil雛，．lタ

イプすべてが抽出されていたのです。ウェブⅡ妃

の内群分析でも釧維なタイプが慨然されています

（'11下，2000a)。

さらにウェブ11記を書き続ける心刈的なメカニ

ズムも分析しました（川浦ら，1999)。その結果，

ウェブ1-1記をj、じて121分に共感する人に出会えた

など，対人間係上のメリットを蝋じることがＩｈＩｄ

の継続につながっていることがわかりました。、

己を詰ることで，綿られるriLlを公IHjすることで．

コミュニケーションが生まれる，そのようすを垣

間見た思いです。

（２）自己表現からコミュニティヘ

ウェブ'1肥は，1.1肥を兄血す槻会ともなりまし

た。挑みＦを恵撒することで，’１‘他がvII･ざやすぐ

３Ｊ
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図 ３ －２うつ病に関する啓発広告側

（シオノギ製鎚より,W:i1J鋤｝てlhillf）

なった面もあるのではないでしょうか。ウェブＨ

記行動を整理すると，大きく３つの側面に分けら

れそうです。つまり，①自分の11記を｢読む｣，②

ｎ分の日記が「読まれる」（読んでもらえる)，③

他人のIlI1dが｢脱めろ｣，という３つです。しかも

インターネットｋに公川されるわけですから，そ

れらがリアルタイムというか，ｌｉ１時進行でなされ

るという特徴も無視できません。その結果，おも

しろい現象が生まれています。それが1.1記コミュ

ニティです（照肖，２０００；山下，2000c)。

他人の1.liidを自分の'１記で引川する，また「|Ｉ

記統みの日記」と称して，他人のウェプＨ‘{dを批

評する，そうした欲求はインターネットのハイパ

ーリンク機能を使えば．いとも簡単に実現できま

すし，実際多く兄られます。「OpenDiary｣という

口記サイト（hul〕://ｗｗｗ.〔)l〕cndiaI．y・com/）で

も，ⅢIFきＦと拙み手とのあいだでさかんなやりと

りがなされています｡｢I:Ｍｄを柵戦している人の多

くから,“苦しんでいる時に読者のコメントで助け

られた'，というコメントが寄せられている」とい

う報告もあります（Seminerio，1998)。

こうした11記コミュニティのほかに｢メガ1Ｍ.」

という１１，１.サイトでも，ブ'ロジェクトのようにあ

る---定lUIllll，ｌｌｉｌじ助ﾉﾘrに111肥を11｝きつづける,仙み

も進行中です（hllI)://www02.so-neLllc､jp/~

mega/)。銃,荷を.侭撤した11記でつながる社会側

係，それはあたかもコミュニティ同様の様相を黒

しています。

４竺溌靭胃弓雲イル
（１）カミングアウト

2000年ｌノ１，「私は，バリバリの『催』です｡」

という大きな赤い文字が木の実ナナさんの写！'〔付

きで折間紙IiIiを飾りました（図３‐２)。「うつ」へ

の理解を呼びかけるねらいで企澗された啓発広杵

(面には．新しく開発された抗うっ剤です。別の淵

L(鯛1団社会に｢開く｣(（

宝ニオグＡ,首廿僅
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の被験者を募る広併が，これも紙1ｍいっぱいの大

きさで戦りました。

以前，雑誌の記事で彼女が災年朗障害に悩んで

いたことは知っていました。それでも最初は，う

つ病患軒役を演じているのかなぐらいにしか思っ

ていませんでした。しかし、コピー下の文職を拙

み進むにつれ，彼女''1卿のことであることがわか

りました。なんともあっけらかんとしたカミング

アウトです。驚きと同時に，一瞬ホームページを

見ているような錯覚に襲われました。

潜在的な患者も含めると日本全国で１０００万人

に達するといわれるほどに．うつ描は「ありふれ

た」描気になりつつあります。しかし．忠荷たち

は一徹の社会的マイノリティとされ，同じような

境遇にいる人たちと交流をIXIりたくても，柑手を

見つけるのは容易なことではありません。いるこ

とはわかっていても，ノ跡をあげにくい，かけにく

いといった場合，インターネットとりわけホーム

ページは役立ちます。ホームページを棚けば，名

liiIも顔も知られることなく，脈えることができる
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からです。それを兄た人たちのなかから，「火は私

も･･･…」とフィードバックが寄せられ，あるいは

掲示板で交流が始まる可能性もあります。いわば

マイノリティの可視化による効果です（ＭｃＫｅＩ１、

lla＆Bar”，1998)。１．１分で作らないまでも，サ

ーチエンジンを活川す,lLぱ，うつ病胆汁のⅢlいて

いるホームページを探し出し、仲間を兄つける方

法もあります。

この広告には全同から440通の手紙が寄せられ，

それらのほとんどはポジティブな内容だったそう

です（';ﾘ111新１１州:広ｉｌｆ｝‘,j，２０()()a)。また被l険什＃)；

照に対しては，つながった心描だけでも２週'111で

6000('|:に達し．突際に笠録した人は20()()人を越

えました。反響の大きさをうかがわせる数字です。

この広告が生まれた背景には．次のような維綿が

ありました。

アメリカの製蕊会I:で研修企受けていた１人の

社ﾒ.lが,「うつ澗忠荷がl伽1脚'1であることを川Ijllに

隠さずに話し，抗うつ剤の助けで硝極的に群しみ

を擬減していること」を知り．啓発活動の必嬰性

を州感したからでした（帆Ⅱ新聞社膜街Alj，２０００

利)。

カミングアウトは一定側庇の両筑を必典としま

すｉ11己開示において，効川とリスクは紙一・砿だ

からです。実際，苦渋の末に作られたホームペー

ジをからかう人もいないわけではありません。し

かし，1人でもＭじ境遇の人と知り合えればよし

と判断して，ネガティブな部分は無視するという

選択肢もあるはずです

おそらくこの広借がきっかけになったのでしょ

う。半年後の８月には．別の製薬会社が今度は脳

使飛後遺症の改善効果を細くる臨床試験への参加

群を，｜,りじような方法で界りました。参加炎IりI中

のある家族（realpeOl)1c）を，大きな'碗I〔ととも

に突名付きで紹介したのです。問い合わせは１６()０

(’|:を超え．うち約200人が職録しました（ＩIﾘⅡ､噺

州社広併局，２０()()b)。今回は本人にとどまらず．

家族もいっしょにカミングアウ卜したのです

（http://www・nokosoku.c０ｍ/)。脳梗塞で倒れ

る人は多く（1998年１年11Mで，死亡者は約８万

6000人)，その意味で少数派ではありません｡それ

でも，家族が脳便堪になったことを隠そうとすあ

人は少なくない現状です。水の尖ナナさんも，そ

して，この家族も病気を打ち明けることでずいぶ

ん気が楽になったのではないでしょうか。何時に．

この醐気に賛同する人も大勢いたはずです。

（２）自己表現の実験

21111:紀はこれまで以1:に人々 の流動性が,Wiま

り，多槻な．'ＩＩ州lに接するNi会もjP1えるでしょう。

その分，経験の共有械域はますます小さくなりそ

うな戴記です。社会のしくみにしても，個人をベ

ースに組み直す芽が出始めています。折りしも，

人々の社会的関心は「所汀」から「存在」にシフ

トしてい､kす（今111,2000)。つまり，収入や財

雌，学鵬倣業的地位のＩ晩卜よりも，家族からの

信加や)M(敬，社会活動やサークル活動での活剛を

虹視する傾向が強まっているのです。

そうした肋きが強まれば，佃人単位で判断、行

剛しなければならない機会も州えるでしょう。と

なれば、コミュニケーションに際してお刀:いを災

文化的な存准とみなすことは'X嬰な意味をもって

きます。雄兄を認めることが社会の茶本になるか

らです。そうした状況を．¥えたとき，私は個人ど

うしのコミュニケーション（interpersonalc()ｍ‐

municali〔)１１）をたんに「対人」コミュニケーショ

ンと位慨づけるのではなく，「人際｣という俄恢的

な.ぱ味をintcmcI君()Ｉ１ｉ１１に与えたいと思っていま

す(川浦，1993)。iWljlける一方のメディアコミュ

ニケーション（ホームページや電子メール，抑Ｈｆ

竃i研など）は，異文化現境にいる人と交流する確

率を,断めこそすれ，減らすことはありません。

Ｉ‘i分を可視化し、場に応じて門己炎現すること

は，ｌﾖ己|＃1,六，自己里,を超えて，社会を描成す

る.Llとして，いま以ｔにｌＲ喚な社会的スキルに

-７７



なるのではないでしJ:うか。インターネットは

その火験場の１つとしても役立つはずです。

Ｋ第１部社会に｢聞く｣【
ｒ
回
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私たちの情報行動は，社会を「知る」た

めにあります。マスメディアの発達しなか

った時代には，社会を知るということは，

自分自身の体を使って人や環境と相互作用

するなかから獲得されるのが基本でした。

しかし，マスメディアの発達は，社会につ

いて「知る」やり方を大きく変容させまし

た。体を動かすかわりに，マスメディアが

社会について教えてくれるようになったの

です。そして現在は，インターネットなど

の新しい伝達メディアの急速な発達によっ

て，再び社会について「知る」やり方を大

きく変えようとしています。

第２部では，社会を「知るｊ情報行動に

焦点をあてます。まず，マスメディアとい

う情報環境がどのように私たちに影響を与

えたのか，そして，２１世紀になって爆発的

に発達すると予想される電子メディアが形

成する情報環境がどのように私たちに影響

を与えると考えられるのか，最後に，不確

定な未来を予知する情報行動の特質につい

て考えてみましょう。

，
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⑧演墾些言

ブロレスカ面山一木村職，

日本辿手権争零戦の街頭テレビ

を見る群衆1954/12/22撮影

（餓売新洲社提供）

ちょっと目を閉じて，次のような場面を想像してみてください。ある人ガ事故で病院に運ばれ，医

者や者穫婦だちがその患者の手術をしています。彼らがどのような格好をし，どのような器具を用い

て手術をしているのか，具体的に思い浮かべることができるでしょうか。

あるいは，別な場面として，ある人が殺人容疑で警察に取り鯛ぺを受けているようすはどうでしょ

う。どのような感じの部屋で，警察がどのような尋問のしかたをしているのかなどを想像できるでし

ょうか。

上の２つの場面については，詳細は当然ながら個人による違いがあるにせよ，多くの読者はかなり

具体的に場面を想像できたことと思われます。しかし，読者のなかに，はたして実際にﾀ1科手術のよ

うす．を自分の目で見たことのある人がどれだけいるでしょうか。仮に大きな手術を受けたことのある

人でも，通常は麻酔をしているので，実際の凋面を自分の目で見ているわけではないでしょう。ある

いは，警察の取り認ぺを直接経験した人がどれだけいるでしょうか。

では,実際に自分で直接経験したわけではないこのような場面を具体的に想像できだのはなぜでし

ょうか。

実は，例にあげたような場面は，映画やテレビドラマなどで頻繁に描写されており，大半の人は，

それらを通じて，大きな手術がどのように行なわれるのか，あるいは警察の取り調ベガどのように行

なわれるのかを「知っている」のです。

この例のように，私たちはふだん意識している以上に多くの悩報をマスメディアに頼っており，マ

スメディアなしには社会のなかで起こっている多くのできごとや駆実を知り得ない状況にあると言っ

てよいのです。

もちろん，人々の現実認識は，マスメディアからだけではなく，日常の直接経験や他者との会話な

どの情報が絡み合いながら形成されていますガ，現代のような複雑な社会においてはマスメディアの

影響力は非常に大きいのです。

本章では，現実世界，マスメディアの報道や描写，および人々の現実認臓の三者関係を念頭におき

つつ（図４－１)，マスメデイアガ私たちの現実認識にどのような影響力をもっているかについて考え

てみま しようｃ


