
出されたものなのです。つま

り．現実の枇界がマスメディ

アというフィルターを通過し

IljWl；成されて，私たちの前に

提示されているのです。

それでは，マスメディアは

現実の世界と人々のもってい

る現実認識（イメージや意識！

|it論など）とをどのように媒

介しているのでしょうか。現

実世界，マスメディアの報道

や描写，および人々の現実縄

倣の関係は裡碓で､岡‘１－１に

１マスメディアが作り出す主観的現実

現代社会では．人々がなんらかの形で適応して

いかなければならない蝋境が，かつてとはくらべ

ものにならないくらい大きく，佃人が『''1〔接経験で

きる範囲をはるかに超えて広がっています。しか

し．そのような『11〔接線験できない仙界についてもⅧ

私たちはマスメディアなどを通じて間接的に知る

ことができます。

｝伽iの例以外でも．たとえば，一艇も行ったこ

とのない外I工lについて，テレビや新聞・雑誌など

を通じて，なんらかのイメージをもっている凶は

少なくないでしょう。別な言いﾉjをすると，現実

11t界について私たちの「頭のなかのイメージ：主

観的現実」はマスメディア経由のh畔Mから形成さ

れている部分が大きいということです。

一方，しばしば指摘されていることですが，マ

スメディアは現災祉会を鏡のようにそのまま映し

出しているわけではありません｡ドﾗﾏなどのフ

ィクションはいうまでもなく，ニュースやドキュ

メンタリーなどもけっして現実世界をそのまま忠

実に反映しているわけではなく，ジャーナリスト

による11V報の取怖迦択をはじめ，さまざまな要閃

が裡雑に影柳した紬果，作り

ﾏヌメテ る
、
ノ

、
４

示すように．必ずしも，たんに一方から他方への

蝋純な因果関係にあるわけではないのです。

たとえば，「jj域」（ここでは、岡全体の経済状

況などのマク１．J１脚”についてりえてみましょうＧ

マスメディアの鞭辿は，たんに人々の殻裁意柵に

影響するだけではなく，逆にそれを反映する形で

報道がなされることも少なくありません。また．

人々の策鉱意識は，消費行動と密接に結びついて

いるので，U,L火の景気を左右するIIt要な要因でも

あるのです。もちろん，人々の俄弧に対する認撤

には，Ｈ淵のⅡ!〔接維験や他荷との会蔽なども一定

の役割を染たしています。

この例が示すように，現火Ⅲ界，マスメディア

の報道や柵'7j:，および人々 の現火認識のあり方は

複雑に関係し合っています。しかし，一般に社会

心理学やマスコミ研究では，この三者の複合的な

関係を包祈的・術環的に扱うより、いくつかの嬰

索に分解してそれぞれを鯛lIlに分析するという嘱

法がおもにとられてきました。とくに，太い矢印

で示された方向での影響関係の布無(図４－１の④

および⑧）が研究の課題となってきたといってよ

いでしょう。

現実11tﾙL，マスメディアの柵道やｈＷ，人々 の

‘狸

乃図４－１現実世界．マスメディア，人々の恵蹴の三者関係

ン,学捜教育ぱど）

〆
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現実認撤の関係を扱ったこれまでの研究は，大き

く分けて．次の２つの系統に分類できます。

①現実のI|州をマスメディアがどう切り取って，

マスメディア仙rlのシンボリックな'１t界（ニュ

ース州辿やドラマの描写など）を形成している

のか（似l‘１－１の③）を探るタイプの研究。

②マスメディア悩報(シンボリックな枇界)が人々

の現実認識にどのような影響を及ぼしているの

かを探るタイプの研究。言い換えれば，メディ

アのなかのシンボリックなlIWlLがいかに人々の

・臨脱的現実を柵成しているか(Ｍ‘１－１の③)を

探る研究。

①のタイプの研究には,ホワイト(White,1950）

のゲートキーパー論をはじめとしたニュース制作

過程の研究(最近の研究としては，Shoemakel･＆

Rccsc､１９９６；半，１９９６などがあります)やテレビ

ドラマの制作過服研究（たとえばＣａｌ,IC1.,1971）

などがあげられます。このタイプの研究は，おも

に社会学背や社会学的マスコミ研究行によってな

されてきました。

一方，②のタイプの研究は，広義の社会心理学

的視点から行なわれているものが多く，その代表

格といえるのが，本章で取りｋげる賊題投定理縮

（ＭＣＣ(》ｍｂｓ＆Ｓｈ(》ｗ,１９７２；I)“rill質＆Ｒ()ge１．s，

１９９６；竹下，1998）と培養(カルテイベーシヨン）

理論（Gerbner＆Gross,１９７６；Gerbncl･ｃｔａ1..

1994）です壷１．

１９７０年代以降,マスメディアが受け手の現実認

訓に及ぼす影蒋を中心テーマにした叩附や仮脱が

いくつも拙}l'されてきました。伽似股>趣'1‘倫や培

謎理論以外に，よく知られたものだけでも沈黙の

螺旋理論（NOCllC-Neumann,1974,1993）やメデ

ィア・システム依存理論（Ball-Rokeach＆Ｄｅ，

Fleur，１９７６；DeFleur＆Ball-Rokeach，1989）

などがあります。しかし,本竜ではこれらの理論・

仮脱を網靴的に取り上げることはせず，搬題般定

理論および蛸擬皿,倫の２つに無点を絞って紬じて

いきます（その他の理論・仮税については，田崎

と児島（1996）などを参照してください)。

この２つの理論は，メディアが受け手の現実認

州に及ぼす影響を扱っている点で共通性がある反

lIIi，いくつかの州巡点も組められます。本軍では‘

この２つの理論を比鮫検討しながら．マスメディ

アの「社会的現実の構成」機能について考察して

いくことにします。

２識題設定理論

（１）理舗の基本的枠組み

世のなかでは，日々さまざまなできごとが起こ

っています。いうまでもなく、ニュースメディア

はそのすべてを報道しているわけではなく､新聞

紙面やニュース時間枠の1jﾘ約などから，ごく一部

ﾘ)Ｉ川'|:やできごとだけを取椛逃択してニュースと

して報道しています。さらに，ニュースになった

できごともすべてがＭじ扱いで報道されるわけで

はなく，継続的に大きく扱われるものもあれば，

簡単に触れられる程度のものまでさまざまです。

荷い換えると，ジャーナリズム活勤の必然的帰結

として，少数のできごとのみが選択され，さらに

'制､1．けされて，報道されていることになります。

このニュース綴道は，人々の現実泌識，とくにい

まなにが重要な問題なのかについての判断に大き

く影響していると考えられます。

マスメディアの議題設定理論とは，このニュー

スメディアが人々の現火継搬に与える影響を扱っ

たものです。”jiかに,iえば，縦胆股定効果とは

「マスメディアで，ある７Ｉ点やトピックが強洲さ

れればされるほど，その争点やトピックに対する

人々の重要性の認知も高まる」（竹下，1998)とい

う現象をさします。

しばしば指摘されるとおり，マスメディアの識

辿股定機能というアイディア自体は，比較的古く

からみられ，リップマン（Lil)l〕man､,1922)が著

［
〃
】

“
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r1Iド『世柿』で提起した間迦にまでさかのぼること

ができます。しかし，この仮悦を初めて操作的に

定義し、実証的に検証したのは，マコームズとシ

ョー（McCombs＆Ｓｈａｗ，1972）でした。

マコームズとショーは，１９６８年のアメリカ人統

領逃》椎キャンペーンの期Ⅲ1111，まだ投票意図を決

めていない100名の有椛･汁を対象として，その時

点でどのような問題が政策面での亜要な争点だと

思っているかを調査しました。また．それとほぼ

同時期に洲充対象地域で発行されている新聞，ニ

ュース週1:１錨ネッI､ワーク・テレビのイブニン

グ・ニュースを内容分析し，マスメディアがどの

ような争点をどの碑庇取り上げているのかを洲く

ました。そして，有権者が各争点に与えている血

要度の潔知と，マスメディアが全休として各争点

を強調する縄度とのあいだの順位相関係数を算出

したところ，0.97という非附にIWiい棚側が示され

ました。この縦題設定効果の火iM;的研究の出発点

となったマコームズとショーの研究は、その後の

議題設定研究のﾉﾉ向づけに大きな影稗を与えるこ

とになりました。

図４－２は.議題設定理論の基本的柵造を視覚的

に表わしたものです。いささか噸純化しすぎのき

らいはありますが，綴を簡単にするために仮に－１

つの社会問題がYWEしているとしましょう。その

うち，３つまではマスメディアが取り上げ，皿点

の髄き方に述いはあるものの，ニュースとして一

定期間報道されます。しかし１つ日の社会問題は

マスメディアが取り上げなかったとしましょう。

それが個々人がⅡ,[接維験できる施伽を超えたでき

ごとである珊合，この.1つI|の間胆は人々の意撤

にすら上らないでしょう。さらに，メディアが取

り上げた３つのﾂﾄ点も．新聞やテレピニュースに

おける強調の度合いに応じて、それぞれの争点に

対する受け手側の砿喫度の認知に述いが生じると

薄えられます（ここではDeariI唯＆Ｒ()gcI｡s,1996

の用法に従って．岡卜点」を「社会間町，とくに慰

見が対虻している問題がマスメディアによって報

|世臓卿近から偏られだ結果

マスメディアか取り
対人．三司一ケーショシ

ることiこよって「抑

題」か「争点」とば
瞳などその他の哩因

乃図４－２伽皿殴定理臆の基本的枠組み
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マスメディアか取り

ることによって「礼

覗」か「争点」とば

＝

対人二

はどそ
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ジャーナリズムによる争点

の逓沢およびその摺付け

議題設定効果

争点の珊図礎に対する認知



た拙題投定研究の大''4は，このしべ

Ｆ
Ｌ 【第２団毒在｢知る｣(<’

道されたもの」と定義しておきます)。

このI恥１－２が示すとおり，，縦題投定理論では，

マスメディアにおける各争点に対する強調度を

「独１%嘆放｣と考え,各争点のTIi【蝋度に対する人海

の1偲知を「従肌変数」と診￥えます。この「マスメ

ディアの争点強洲度』が「受け手の争点虹要性に

関する組知｣に及ぼす影響は，「ニュースの選択と

格付けというジャーナリズムの日々の実践の州

結」（竹下、1996）とみなされています。

（２）淑題股定効果の類型

従肌変数の測定レベルとしては，「個人内縦迦」

「対人継廻」「iM:間議題」の区分がなされていま

す蟻2．仙人内議題とは、個人個人が,政治的な争

点に関していだく重要度の認知のことをさしてい

ます。典するに，自分自身が萌嬰と考えている争

点のことです。対人議題とは，’1附会Iil1iなどの場

で'１１腿どりえられる71.点のことです。｜I州‘難題は，

自分自身の側心は別として、川Ⅲ一般の人々が咽

要と鞍えている（と世論訓充Ｍ啓将が知覚してい

る）争点をさしています。

また．搬題設定効果をどの水地で巷えるかに閲

して，’1),認知モデル(awareI1essm()del)，②顕出

･'’1:（''1腿性）モデル（salicll“ｍ《)(Ｍ)，ｉ¥)優先|Ⅲ

位モデル(1)１．i(》riLym()dcl）の３つの概念モデル

の区別もなされています。①の腿知モデルとは，

マスメディアがある争点を報道する（あるいはし

ない）ことによって．受け手がその争点の存在を

1認知する」（あるいは｢認知しない｣)，というレ

ベルでの縦皿般定効果をさしています(|､x''１－２で

は，社会'11地.lとして示しました)“‘iい換えれ

ば．特定の社会問題を報道することによって，そ

の問題を公共の議論の土俵にのせるかどうかとい

うマスメディアの機能をさします。②の顕出性モ

デルは、マスメディアでとくに強洲された少数の

や点のみが，閥1f(を超えて受けＦにとっても鋤I｛

'|'kの,１.ｌｉい71‘点となるという効lｲ4のことです。従来

ルでの効果を測定したものです(竹下，1998)。③

の優先順位モデルは，続々の争点の重要性にiM1す

為マスメディアの優先1m位が，そのまま受け.手の

優先順位に転位すると仮定するモデルです。

このうち，ｉ偲知モデルは月明の蝿とみなされ，

通術、識題設定研究では取り扱われません。しか

し，ある社会問題がマスメディアに取り上げられ

なかった場合，その問題は人々の意識にすら上ら

ないというのは重要な点です。広範囲の取材綱を

狼りめぐらせた現代のマスメディアは，人々にと

って爪喫なできごとの多くをハ1度の鑑はあれカバ

ーしているでしょうしかし，時には敢要な問題

がさまざまな理由からマスメディアに取り上げら

れないこともあり得ます。

具体例として，1980年代半ばに起こったエチオ

ピアの飢餓とブラジルの大Ｉ･ばつについてみてみ

ましょう（Ｄ“riI1R＆Ｒ(》質c1.s，１９９６；竹.１s、

1998)。エチオピアの飢餓は，198-1年10月にイギ

リスのＢＢＣやアメリカのＮＢＣが大々的に報道

しはじめると同時に，他の多くのメディアも注目

し，それをきっかけに'1堺的に大規模な救済キャ

ンペーンがわき起こりました。一方，ブラジルで

も200年来の火I:ばつに凡脈われていたのですが＃

こちらのほうはマスメディアの注{|を災めること

はほとんどありませんでした。

その理由として．エチオピアでは．被災者が特

定の場所に集中していたため，テレビ向けの「絵

になる」場面が撮れたのに対して，ブラジルでは

食料配給所があちこちに点.征していたため、そう

したテレビl;,Iけ映仰がiMLなかったことが･･'八'だ

とされています。

エチオピアの飢餓のほうも，実はＢＢＣやＮＢＣ

が報道しはじめる１年近くも前から進行しはじめ

ていたのですが，雌初は「ニュースバリュー」の

あるできごととして,惚知されていませんでした。

したがって．ニュースが大々的に取り上げる戒で

は．大部分の人々にとってエチオピアの飢餓は．が

４４

ｉ了なわれて凶



の批厩⑧
『
●
６
ロ
』

P､穴ｎＱＤ医候やＰ１

）4趣マスメディアによる塗会翻現り 〃

在しないのも同然だったのです。１１本や欧米の

人々にとって述い外国のできごとでもあり，マス

メディアが服道しない限り知る111もなかったわけ

です。

ここに「偲知モデル」にボされるマスメディア

の影轡力の一例をみることがで巻ます･これはジ

ャーナリズムのあり方とも深くかかわる問題です

が，マスメディアの報道の有無が，ある争点に対

する人々の惚知を左右するという次北の淡題設定

効果（I惚知モデル）も，ｒｌ明のこととみなしてし

まってよいわけではないでしょう。

（３）最近の研究動向

過去30年近くに及ぶ議題設定研究は.すでに膨

大な数の理論的・実証的研究を生み出しており，

さきに説明した理論の基本的な部分をはるかに超

えた縦諭の帯秋がなされています。たとえば，識

題般定効果の大きさを左右する州人Ｉ〈剛'1§条''1:と

よばれている）として，オリエンテーション欲求

（Weaverela1.,1981）や対人コミュニケーショ

ンの果たす役割（Wantａ＆Ｗｕ･’992)，あるい

は争点の特性の違い（WeavereLa1.,1981）など

が検討されています。また，テレビと折洲の議題

投定ﾉﾉの迎いなども倹肘されています。峨近では，

プライミング効果やフレーミング効M↓のような,偲

知心理'紫の概念との関連もさかんに偽愉されてい

ます（lyGI1Ra1.,1991；IyenRar＆Kinder,1987)。

しかし．本章ではこれらを詳しく扱う余裕はない

ので，般近のこうした動向については，ディアリ

ングとロジヘｐ－ズ（DearinR＆Roxe１．s,1996）や

竹.ド（1998）を参照してください。

さきに述べたとおり，従来縦迦般定研究では，

マスメディアにおける各争点に対する強柵度を

「独立変数｣,各争点の重要度に対する人々の認知

を「従鵬変数」と考えてきました。しかし．政治

学などの視点から、こうしたメディア効果論的視

点を超えて，マスコミュニケーション過概全休お

よび政筑過W,1までも視野に入れたアプローチをと

る必嬰性も指摘されています（Ro宮e１．ｓ＆Dear・

in質,１９８８；Dearing＆Ｒｏ質e1.s,1996)。そこでは，

そもそもマスメディアの綱凹はどのように柵築さ

れるのかという問題が』Ii【嬰なポイントです。Ｆiい

換えると．マスメディアの争点強柵庇を「従属変

数」とげえ，「独.雌変数」としてのニュース制作過

穐の研究，とりわけ政府や大企業などの情報源と

報道機関とのあいだの政治力学にもっと注目すべ

きだという指摘です。それは，ある意味で，同４

－１で解脱した現実I此界,ドラマの描写やニュース

州辿といったマスメディア，人々の現火惚諏の三

州則係を包播的に扱おうとす拾視点ともいえます。

この点に関連して、抽後に縦題設定効果の解釈

をめぐる問題を指摘しておきましょう。つまり，

マスメディアが議題を投定しているということは．

肯定的にとらえられることなのか，それとも否定

的にとらえるべきことなのか．という問題です。

この点にＩＮＩして，縦迦;没定研究は「マスメディア

効果が強大であることの政治的・社会的意味につ

いて増察を加えることはほとんどなく．さらには

脈ﾉJ行使過程としてのコミュニケーションという

問題意識も希薄であった」（大ｲ｢，1998)という批

判もみられます。この間脳を|･分検討するために

は，ニュースソース（h州剛i）との|川係で，非惣

側的な1W鞭操作になっていないかといった問題な

ども視野に入れながら、議題投定研究と送りｆ研

究との連関をいっそう強めていく必要があるでし

ょう。

３培薙理論

（１）理論の基本的枠組み

継題i没定理論が，ニュース報道が受け手の現実

認識に与える影響を扱っているのに対して，培義

理論は，おもにドラマ，アニメ，映画といったフ

ィクション的内容が受けＦの現実偲撤に'jえる影

郷をl川迦にしています。

dJj
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培養理論は，米阿のコミュニケーション学衿ガ

ーブナー（GcI･bner,1973）により提唱されたもの

で,1976年以降ガーブナーとその共同研究者によ

って多くの拠価研究がなされてきました。彼らの

研究プロジェクトは「文化指概（CuIlul･&,lil1dicf,．

LOrS)研究｣とよばれ，マスメディアがどのような

プロセスを経て，①メディアのなかのシンボリッ

クな世界を形成しているのかを探る「制度過程分

析(図４‐１の③にあたる)－，②メディアのなかの

シンボリックな１１t界を客観的かつ体系的に明らか

にする「メッセージ･システム分析｣，⑥そのメッ

セージ・システムが人々の．)測的現火にどのよう

な影響を与えているかを探る｢培誕分析｣，の３つ

を柱とするものでした。つまり，ガーブナーらは，

現実世界，マスメディアの描写，人々の現実認識

の関係を包柄的に扱おうと意図していました。し

かし残念ながら､実際の研究においては「制度過

礎分析」はほとんどＦつかずの状態で、１９７０年代

呪爽世界

紬度過程 胡

ノ

《第２風社会茜『潅一掴

後半以降の実紙研究では「メッセージ・システム

分析」と「端養分析」のみが扱われてきました。

簡単にI↑うと’培養理論とは，マスメディア(と

くにテレビのフィクション内容）にJ釧l的・反復

的に接することが，受け.Fの現火鮒洲に及ぼす形

轡を探るものであり，「テレビの艮時llIl視聴許ほ

ど、テレビに拙かれた現実像に近い現実認知をし

やすい」と1昌張するものです。言い換えると，図

４－１の⑧で,j§される影響関係を扱った理論とい

えます。

文化捕柳研究の枠組みおよびそのなかでの嬬災

叩諭の伽iMづけを,すと,剛.ｌ－３のようになりま

す。これまで端災JlMi術は，性役荊(Ｍ《)1.9an,１９８２；

Signol･ielli，1989)，政治的志向（Gerbllc1･ｃｔａ1.,

1982)，人棚問題(Matabane,1988)，アメリカの

イメージ（Sailo,1999）などのさまざまな問題に

適用されてどましたが，実証的研究の多くはテレ

ビの築力州ゲが受け手の現実認識に与える影稗を

唖塑

、‘

対人コー司一ケーション

などその他の要因

／
１／

ク

マスメディアのなか

のシンボリックな現

突〔ドラマなどのな

かでの描写）

培養（カルティペーション）理添

ｒ

＊感周鋤笛|言どﾃﾚピ

宮りの主細睡を賜耽

＊塞流形俄(凪鮎間視聴省

ズオでの描写）
L Ｊ

メッセージ・システム分析

「

ｋ

↓

(現実哀な、しだ)週

湾・擬勢:な塁7-1種胃

ノ

４

(テレビのＩ剛､的・累損的影響〉

理膳から導かれる仮詮

〔異力描写への這房例］

メッセージ‘システム分析の総架

遮劉映蝿"皿-細） ノ

↓

員刀迩陳の遇吟贈蛎

もり･塁刀にｊＷる不買
恩”丸対ﾉ廊啓”
増大;露§弼識営置と
憲貝Z噛一的になる

L

△

、

ノ

意澗刷背から櫓られ庵結果

野図４－３文化掴棚研究および培猿理臓の麺本枠組み

〆



4章マスメディアによる社会的現実の岡成

扱ってきました。そこで，ここではおもに暴力描

写を例にとってこの理論をもう少し詳しく説明し

ていくことにします。

図４－３の灰色部分が理論の中核をなすところ

であり，それからさまざまな仮脱が導かれること

になります。たとえば，畏期間にわたる内容分析

から，日本やアメリカのテレビドラマには暴力や

犯罪が頻繁に描写されていることがわかっていま

す（たとえばＧｅｒｂｎｅｒｅｔａ1.,1980；岩男，

2000)。そして，それは現実世界における暴力犯罪

に関する統叶資料が示すものよりもはるかに多い

のです。このように暴力描写にあふれたテレビの

世界に長時間にわたって接している視聴者（災時

間視聴者）ほど，現実に暴力犯罪が起こっている

割合を過剰に見積ったり，また暴力に対する不安

感を増大させるだろうと考えられます。さらには．

米国のテレビドラマのなかでは．多くの暴力犯卯

が見知らぬ者どうしのあいだで起こることなども

あって，ガープナーらは，テレビの長時間視聴将

たちが，対人不僧感まで強めてしまうだろうと予

測しています。彼らは．さまざまな調査データを

用いてこの仮説を検証しています（たとえばGer・

bnereta1..1980)。

ガープナーらはさらに，テレビをあまり見ない

人たち（短時川視聴者）はテレビ以外からもさま

ざまな情報を得ているが，長時間視聴者は一般に

情報源としてテレビへの依存度が短時間視聴者た

ちにくらべてかなり商いということを前提にして．

テレビの短時間視聴者と長時間視聴者をくらべた

場合,｢長時１１M視聴春ほど画一的な現実腿識をする

傾向がある」と述べています。この現象は「主流

形成（mainstreaming)」とよばれています。

ガープナーらの研究に対しては，これまで，多

くの研究者たちによって，因果関係の問題（Zill・

ｍａｍｌ＆WakshlaR,1985)，根底にある心理学的

メカニズム（Potter‘１９９１；Shrum,1995)，受け

手のメッセージ解釈の問題（Wober＆Gunter．

1988)，利用･満足研究の視点から受け手の視聴動

機の重要性（Carvcth＆Alexander,1985）など

さまざまな視点から検討が加えられてきました。

そうした諮問皿については，すでに他で認論され

ているので（たとえば，斉藤，1992)，ここでは．

これまであまり詳しく取り上げられてこなかった

点をいくつかみておきましょう。

（２）培養効果の４類型

まず，受け手への影響をどのレベルで扱うのか

に関して，培喪効果の類翻についてみておく必四

があります。これ虫で培盤効果については，堀力

犯罪に巻き込まれる可能性の推定などの知覚レペ

ルの効果（第１次端焚効果）と，暴力犯罪に対す

る不安感や対人不信感などの信念レベルの効果

（第２次培養効果）の区別がなされてきました

（Ｇｅｒｂｎｅｒｅｔａ1..1986；Hawkins＆Pingrec，

1982)。また．それとは別に．マスメディアが現実

認識に及ぼす彫轡は，パーソナル（個人）レベル

よりもインパーソナル（社会）レベルのほうが大

きいという指摘（｢インパーソナル効果仮説」とよ

ばれています）もなされています（Ｄｏｏｂ＆Mac，

Donald,１９７９；Tyler＆Cook’1984)。しかし．

この第１次および第２次培養効果の区別とインパ

ーソナル効果仮税との関連については，これまで

ほとんど議論されてきませんでした。

この２つの分類を同時に考慮に入れつつ，これ

までの培養効果研究を整理してみると,表４－１の

ような４タイプの効果類型に分けて考える必要が

あることがわかります(Saito,1995)。これまで行

なわれてきた研究は，いずれか１つの分類のみを

念頭に画いてなされており，双方の分類を同時に

考慮に入れたものはまだみられませんが．今後は

こうした類型を念頭に置いておく必要があるでし

ょう。

（３）オリジナル理脇の拡張

塘誕理猫では，マスメディア内容が受け手の現

実蝿識に及ぼす影卿を探るうえで,｢テレビ視聴時

”Ｉ
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第1次元（インパーソナル効果仮説）乃表４－１培養効果の４師型（Saito,1995より〕

(百】這鈎〕苑1次逼鍵効梨(暴力犯卯にまきＩ（否定麺）Ⅱ（肯定６０）
込叡れる可腫性の推定など）
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のではないか！

川批」をもっとも敢嬰な脱明変数と:Jﾂえていますｇ

つまり，メディアの内容が受け手の現実認識に及

ぼす影靭を．テレビ視聴時間が長いか短いかの違

いから検川しようとしています。その際，ガーブ

ナーらは，ｊ}械仮脱の検椛には，（|A1々 のテレビ勝

ﾙ11や特定ジャンルの棚聴Iltではなく，テレビとい

うメディア全体をどのくらい視聴しているか（つ

まり．テレビ全体の側I紬t）を説明変数として刑

いるべきだと強く上狼してきました。

ガーブナーらがその根拠にあげるのは，まずテ

レビ視聴は非選択的になされる傾向が強く、とく

に災時間視聴者たちは特定の貯級だけを兇ている

わけではないということです（SignoI･ielli，

1986)。さらに，あとで排しくみるように，培養理

論が問題にしているのは，個々の番組やジャンル

を越えて蹴繁にくり返される共通のメッセージ

（ガープナーらはそれを「メッセージ･システム」

とよんでいます）であるという点です。

これに対して，争くの論考は異級を111:}えていま

す(たとえばIいWkills＆'〕ingr“,１９８１：Weaver

＆Wakshla質,1986)。実際，多くの研究で，テレ

ビ全体の祝聴琉より．さまざまなジャンルごとの

視聴litのほうが，従屈変数との相関が商いことが

洲'；されています。たとえば，わがIIiIでも，松III

1liでiIW1iを火ﾙ､した111{､､Ｉ（1999）がＭ伽の紬果を

柵'fしています。

この縦愉をさらにlIlIし進めていくと，グリーン

バーグ（Ｇ１･cenbcl･質,1988）のように，ドラマとか

アニメとかニュースなどのジャンルよりさらに細

かく，とくにめだつ|M汝の番組や個々の笠場人物

が測隠汁の邸,L火偲,伽に及ぼす影僻のほうが11t喚な

グリーンバーグのように，個々の播組や個々の登

場人物が個別にもつ影響ﾉJにまで話を絞ってしま

うと，もともとガーブナーらがもっていた問題意

識とは州､Iiなずれが生じてしまうことになりますｃ

グリーンパーグのいうドレンチ(1)'･cnch）効果

は，培錐効果とＮｌ群れないものではなく，分析し

ようとするメッセージのレペルに応じて．ＩＷＸに

補先的な関係にあるものと塀えるべきでしょう。

テレビ全体の視聴IitをⅢいるべきだとするガー

ブナーらのオリジナルなi§恨に対して，ジャンル

ごとの肌聴|itを川いるべきだとする立助をオリジ

ナル理赫の拡捌職ととらえ，さらにグリーンバー

グの仮説も考戚に入れるなら，以ｋのような識諭

は図４－４のように盤哩できるでしょう（Saito，

1995)鞭3。

「内奔分析」ではなくわざわざ「メッセージ･シ

ステム分析」ということばを使っていることから

もわかるとおり，ガーブナー自身が本来1111胆にし

ていたのは，特定の計組やジャンルにみられる内

容ではなく，（アメリカの)テレビ番組すべての根

底に流れる「隠れたメッセージ」が受けＦに与え

る影響，なかでも現状維持機能なのです。これは

フランクフルト’紫派の間題意棚にも通じるもので，

アドーニとメイン（Ａｄ()I1i＆MainG.198‘l）が脂

摘しているように，培侭理柿（および文化指悌研

究）はマスコミュニケーションの「批判的研究」

と「実証的研究」を統合し{りる､I能性を秘めてい

ます。

しかし．吸念ながら4,1段階ではそれが火現して

いるとは;↑えません。その川(|人|の-.-端は，jIl1lMi的

i§恨と火,''1iレベルで扱われている|川題とのあいだ

に微妙なずれがあるからだと思われます擬'8．人々

の現実認細といっても，たとえば，多くの研究で

取り上げられているように，犯Jllに辿う確率をど

の狸庇とみなしているか，ということを問題にす

るのであれば，どのジャンルの齢組をよく兄てい

るかが1K要になるという剛4は当然だと恩われま

注：苔験隈にある否定的・曙定的は，これまでの研究耀票の一殻釣傾

向である。

という批判がでてきます。ただⅧ
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培焚理論に関

乃図４－４テレビメッセージのレベルと各効果仮脱との関係（Saito‘1995より〕

＝

④
隙ラマ０１声ﾑ

ﾄﾐﾗﾏ,肺代劇
はど）

４２つの理論の比較

図４－２および図４－３が,戒すように，議題設定

理論と培養珂輪は，メディアが受け手の現実認撤

に及ぼす影響を扱っているという愈味で共通点が

ありますが，そのMiIiいくつかの柑進点も細めら

れます。この２つの叩縮の瓶似点・相違点につい

てはこれまでもさまざまな術摘がなされています

（たとえばＡｄ()､ｉ＆MainG，１９８４；竹下，

1996)。竹下は,両理論の述いを①分析対蚊となる

メディア(内容)，②現実紹誠のレペル，③仮定さ

れる影響の生じるタイムスパン、の３点に分けて

ぺ３．喝つとも湖いしべ』

ル

雛剛しています。竹下も指摘しているとおり，議

迦股定理論が，受け．Fの現火,惚拙のうち比較的表

Ⅳi的で.典体的な政論的γ卜点などを取りｌ:げ，中期

的（数週間～数か〃）な影僻に無点をあてている

のに対して，培蕊理論は本来慰識のもっと基底的

な部分（信念や価値観などのレベル）に及ぼすメ

ディアの長期的な影響を取り上げています。また，

吋鞭としているメディア内群が，暗茂理論はおも

にテレビドラマであるのに対して，縦刈股定珊諭

は，ニュース（新|H1やテレビ州道）である点にも

巡いがみられます。

このような違いはみられますが，この２つの理

論の核になる部分は似ています。この２つの理論

を比較すると.同４－５のように同式化することが

できるでしょう。この例が,穴-ように，研究テー

マや分析方法の述いを岨えて．この２つを抽雛概

念としての理論レペルでみると．きわめて似た描

造になっていることがわかります．

しかしこれまで，談題,没定研究はおもに政治コ

ミュニケーションの制域で行なわれ，マスメディ

アの報道，とくに選挙キャンペーン期間の報道が，

受け手の争点泌知に及ぼす影僻をｉｆたる研究テー

ｈ

澗
層
レ
ベ
ル

す。

ガーブナーの本来の1#扱（テレビ全体の視聴|ｉｔ

を問題にする）を'1t祝するのであれば，たとえば｛

現代の商業メディアではドラマ，膜告，映両など

を通じて，絶えず消費を奨励するようなメッセー

ジを送り続けていますが，そのような隠れたメッ

セージ・システムをもっと体系的に明らかにし，

それが人々の意撤の雌底的部分に及ぼしている彫

郷を批判的かつ火脈的に検ﾙjしていく必喚がある

でしょう蝋５．
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野図４－５培謎哩愉と蕊唖設定理錨の比職

』

衷居レベル
▲

公共的争点などにつ

いての、璽鰹の麗気

する研究では，理論の適用施朋の広さにもかかわ

らず，多くの実証研究が，テレビの築力拙"ゲが受

け手の現実紹職のありﾉjにﾉjえる影稗に卿|'して

きました。このように，２つの理論はともにマス

メディアが受け手の現火偲拙に及ぼす影響を扱っ

たものですが，ある意味でこれまで役割分担を行

なってきたといえます。

火は，これまでこの２つの生産性に富む研究緬

城のあいだには学術的なⅢﾉﾉ:交流があまりみられ

ませんでした。それは，１つには，この取り上げ

るテーマの違いが大きなllj咽になっていると思わ

れます。研究テーマの棚違は，ある意味で両理論

のそれぞれの研究折の根本的問題意識がどこにあ

るかという点に大きな述いがあることを示してい

ます。そのことが，この２つの理論には共通点が

あり，また何らかの形での統合の必要性が指価さ

れながらも，それぞれが仙別に発展してきた大き

な理由と思われます。

しかし．培養理論を政治コミュニケーションの

領域に応用している例もいくつかみられますし

（たとえば(.;crbnc１．Ｇｔ【11..1982；Picpcetfl1.,

199())､縦胆投定理論を峡Ni汁イメージの形成に週

縄!i，鶴'嬢iri"鯛”
里底意職

(信念，価閥浬など）

５今後に向けて

本竜では，継題設定理論と培擬理論を中心に，

マスメディアによる社会的現実の柵成について解

説してきました。,髄題投定理諭にせよ培焚理論に

せよ，それぞれの皿諭モデルが拠起され火祇的に

検討され始めたのは1970年代ですが,その後メデ

ィアを取り巻く状況は大きく変化しています。

たとえば，テレビ・メディアについていえば，

多チャンネルノＷＣＡＴｖや術堪デジタル放送など

の進鵬によって，利用側I能なチャンネル数は以1Ｗ

にくらべて格段にjＷえつつあります。それにとも

坂およびその幅付け】

王奴的魂災

〔人々の固の准かのイメージ）

Ｌ-

〆

里

用した研究（Weavel･ｅｔａ1.,1981）もみられます。

また識皿般定理識をニュース以外の他の領域にも

適川できるのでは，という折摘もなされています

(1)eal･in蔦＆Ｒｏ輿ers,1996)。今後もこの２つの

理論はそれぞれの独向･性を維持しながら研究を進

めていくべきだという議論もあるでしょうが，少

なくとも，もう少し両理論の共通性に日を向けた

議論も必要ではないでしょうか。そうすることで．

さらなる理論的発鵬も期待できるでし‘1:う。

』

メディアのなかの

シンボリックな現巽



なって，従来の総合チャンネルに加えて，ニュー

スや映画あるいはスポーツなどの専門チャンネル

が多数誕生しています。わが国では，まだＣＡＴＶ

や衛星デジタル放送の将及率はさほど商くはあり

ませんが，今後さらに普及していくことで，テレ

ビ視聴の形態にも変化が生じ，視聴者が細分化・

分極化していく可能性もあります（斉藤，1998)。

また,1990年代半ば以降急速に普及しているイ

ンターネットに代表される新しいメディアの台頭

によって，今後既存のマスメディアの役割も多か

れ少なかれ変化していくことになるでしょう。た

とえば，新聞に関していえば，紙面の制約などが

ないインターネット上のニュースサイトなどとの

関係が無視できない状況が生じつつあります（斉

藤．2000)。さらに，インターネットと既存マスメ

ディアとの競合関係もすでに生じつつあり，人々

の怖報行IMIのあり方にも多少なりとも変化のきざ

しが現われはじめています（斉藤，2001)。

このように変容しつつあるメディア環境は，識

題設定理論や培養理強にとっても，もちろん無関

係ではありません。今後さらに多メディア・多チ

ャンネル化が進むにつれて，既存のマスメディア

が提示する世界像が，これまでほど画一的でなく

なり，拡散化していく可能性はあるのでしょうか。

それとも，たとえば．利用可能なチャンネル数が

噸大したとしても，メディアが伝えるメッセージ

には根本的には大きな変化はないのでしょうか。

あるいは，私たちの現実腿識の形成にインターネ

ットなどの新しいメディアが果たす役割は何なの

でしょうか。今後は．本章でみてきた２つの理強

を基に何らかの仮説を検証しようとする場合にも，

現在急速に進みつつあるメディア現境の変化を充

分に視野に入れる必要性が高まっていくでしょう。

』琵塑ア

豪lCuItivationtheoryの択猫としては，培聾理陰が一

般的ですが．他に教化理蹟や函聾効果理塗などもⅢい

られます。また,最近はカルテイペーション理瞳とカタ

カナ褒肥されることもあります。

燕２３播月のものは．本来｢知覚l:の公衆殿MII(perceived

communityajZenda)」とよばれていますが，竹下

（1998）はこれを「世IⅢ臓題」とよび変えています。わ

かりやすいので．ここではそのよび方を用います。

凝３近年.シャナハンとモーガン(Shanahan＆MorRam，

1999)がこれまでの関連研究を総まとめしています。彼

らはそのなかで．テレビ全体の視聴量を独立褒数とし

て〃lいていない研究は．翼の愈味で培饗効果研究では

ないと述べていますが.これは.いささか教条主凝的す

ぎるでしょう。基本的には．1960年代～70年代の（米

脚の）テレビ事梢を念馴において描築された理強モデ

ルにあまりにかたくなに問執することなく，他の研究

行たちの視点も取り入れるべき点は取り入れながら叩

臓的発鵬をめざすべきでしょう。

照４その他にも．ガーブナーらの批判肴たちによる峨賛

叩描に間する研究の多くが．過度に実証1mのみに注意

を向け．ある意味で皿輔の隅をつつくような錨賎に縛

始してしまったため．研究のなかでカーブナーらがも

っていた根本的な間皿意識がないがしろにされてきた

ことにも原因の一端があります（Saito,1995)。

蝋５このような．ガープナーが本来念頭に置いていた隠

れたﾒｯｾｰヅ･システムが窓識の基底的部分に与え

る影智をⅢ題にすればするほど，現在の社会科学的研

究法では実証的検証が用雌になってきます。その点は

十分留窓しておく必製があります。
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街角や滝車内にあふれるＵＲＬ

新聞の朝刊を１部手元に持ってきて，１面から最終面までめくってみてください。下の段
や時には全面に，いろいろな広告が入っています｡そのなかの蝿諸番号の近くには｢http://
www.～｣とか｢ＡＡＡ＠ＢＢＢ.～｣といった，ホームページや電子メールのアドレスが，業
種を問わずほとんどのものに戦っているのではないでしょうか。
テレビを見ていても，すぐにホームページのアドレス(ＵＲＬ)が登場し，視聴者に参加を

呼びかけたり，詳しい梢報を提供したりするのに用いられています。家を出れば，街角にも！
昭車のなかにもごく自然にアドレスが掲示されるようになりました。あるいはコンビニエン
スストアに行ってもいいでしょう。雑誌の棚は当然としても，カッブラーメンや菓子袋の裏
側にも，アドレスがけつこう書いてあるのではありませんか。私たちの暮らしの隅々 に，い
つの間にかインターネットが入り込んでいるのです。まさに，「環境｣ということばがぴった
りきます。

本章では，人々 ガ「社会を知る」ためのメディアとして，新しく登場したインターネット
をどのように利用しているか，そこにはどのような社会一心理的問題が隠れているか，考え
ていきます。ここではとくに，インターネットがもつ悩報環境の「多様性」という点をキー
ワードに検討してみましょう。
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がおもな２人臓分であり，それを担うメディアも

対応してコミュニケーションメディアとマスメデ

ィアに大きく分けてザえることができました。し

かし，インターネットの登場は．その垣限をあい

まいにし，新しい機能・役W11を付け加えたとザえ

ることができます。その１つは，佃人に可能にな

ったマス発(‘;です。それまで，多くの人に怖報を

伝達する資格は…定の剛体や特定の個人にしか与

えられるものではなく，また大量伝達のためにか

かるコストも非術に問いもので，それも矧‘１吋熟

の規換に制約をつけていました。しかし、インタ

ーネットの登場により，個人が数千，数〃といっ

た規模の人々に悩報を発信することが，非揃に低

いコストで可能になったのです。

次に，このこととも関係しますが，インターネ

ットは大規棋なグループによるコミュニケーショ

ンを祥易にした，ということも砿喫な変化として

吟えることができます。ネットニュース，抵子会

縦室(BBS)，またｗｗｗこの掲ボ仮やメーリン

グリストといった形で，柴山でのコミュニケーシ

ョンを支援するしくみがインターネット上には数

多く存在します。もちろん、クラスやサークル，

脈場災問といった既存の災問のコミュニケーショ

ンを支援するためにもこのようなシステムは刊川

されていますが，より注Ｈすべきなのは，興味・

関心を共有する人々か，地理的な近接性などと関

係なく自山に災い，．'､,１脚交換などを行なうように

なった．という点です。これまで，そのようなつ

ながりは地理的な近接性が核になることがほとん

どだったのですが，似防や場所を問わず，何〃人

もの人々が同じ場所を共有し，語り合うことがで

きるようになりました。このようなつながりを，

仮想空間上に形成されるもう１つのコミュニティ，

「バーチャル・コミュニティ」というようによぶ

こともあります（このような新しいつながりの研

究としては､以ドを参照ください：川上ら１９９３；

池田，1997)。

１ｲﾝﾀー ﾈｯﾄの作り出す環境

まず、現在インターネットがどのように利用さ

れているのかを整理しながら，既作の怖報環境と

の比絞を行なっていきますそのなかで，これま

でのメディアについて，心Ⅲ峠で判明しているこ

との何が適用可能かが明らかになると思います。

インターネット上で実現されているサービスは

さまざまな観点から分類することができますが，

私たちの利川するインターフェイス（ソフトウェ

ア）という側耐からは，Ｗ()１．１ｄＷｉｄｅＷｃＩ。

（ＷＷＷ，いわゆるホームページ）と晒子メール

がその２大サービスということになるのではない

でしょうか。前祥は，膨大な11V報ページにアクセ

スすることのできる，いわばマスメディアのよう

なものであり，後考は相互にコミュニケーション

を行なうための、逝話などに取って代わるものの

ように一児思えます。しかし，火はそれほど蝋純

なものではありません。たとえば，ホームページ

'二にも「掲示板」の機能があり，｛{i互に人々 がコ

ミュニケーションする「場」が提供されています

し，また大きな団体・機関でなくても．個人が自

分でホームページを作り，側心のあるｲW報や身近

な1W雑発(‘;を行なっていることはよく知られてい

ます。一方で，電子メールも，１対１のコミュニ

ケーションのみならず．「メーリングリスト」とい

う形でグループが会議や情報交換を行なうために

も利川されていますし，「メールマガジン」「メー

ルニュース」という形で数万，数Ｉ．〃の人に併報

を送脇する一航のマスメディア的な利川もされて

います。インターフェイス上からは．コミュニケ

ーション内容がうまく分蛾しにくいといったとこ

ろが実際のところです。

これまで，コミュニケーションといった場合．

周棚の人々とｈ:なうパーソナル・コミュニケーシ

ョン，そして特定の機関や剛体が，多数の人々に

''１時に怖報伝達を行なうマスコミュニケーション

イ:ンター表ツトのつくる



lnIかわからないこと，知らないことがあった場合、

周開に尋ねたり．あるいは尋ねられたりといった

ことはよく経験することです。しかし，インター

ネット上ではこの範I川が，文字どおり1M:界【|'にま

で拡ﾉ<する可能i'kがあるわけです。従来の火脱挑

発侭には戦らなかった多様で詳細な梢椛や，マス

メディアではこれまで柵られなかったような「ナ

マの声」にアクセスできる可能性が高まります。

情報交換をインターネットが支援することのも

つ大きな恵味は，剛いiW蹄の強さ（sLlでｎＨＬｈｏｆ

ｗ“klies)」という逆脱的なことばで炎凡妙為こ

ともできます。社会学荷グラノベッターは，仏た

ちの人間関係で，接触頻度が少なくつながりの弱

いネットワークが，むしろ虹要な役割を果たし御

るということを１;狼しました（Gran()vcuc1..

1973)。

私たちはふだん，家族や学校の友人．１卿防の１１１１

隙といった接触蜘典の多い人々に囲まれ，ネット

ワークを形成していますこのような強固なつな

がりは，さまざまな共通性や類似性を前提に形成

されますし，逆にコミュニケーションの結果，そ

れがさらに耐まるというプロセスを巷えることも

できます．そこで流れる11'蝿もまた，‘|'州liIliiがし

ばしば爪複していることや側心の｣“性から．祁

鷺性や類似性の商いものになる可能性が商いので

す。

一方，たまにしか接触のない知人や遠い親戚な

どは，そのようなコミュニケーションのなかに，

V4Wi・多搬な↑lIi州をもたらし，先ﾉｊのもつネット

ワークやその11V報を|間渡ししてくれる役刑を111う

ことが好えられます。このような刺いつながりを

辿じた接蝕が，梢報探索や問題解決場面において

砿要な役割を果たす叫能性があるのです。グラノ

ベッターはこの珊愉を，人々が転職する際に，会

うjMi庇の低い知人軟どの別いつながりからの''1Ｗ|Ｉ

によって'|瞳|側した人のほうが，接触猟喚のiWiい揃

いつながりからの111i柵によって転職した人よりも

『第２劇社会を｢知る』（
F

ｒ
Ｌ

さらに，インターネット上のコミュニケーショ

ンは，文'ドをはじめデジタルデータによってなさ

れているということも埴典です。これまで，とく

に佃人の行なうコミュニケーションはその場限り

の流れ（フロー）が中心で，時IIIlや空間を共ｲＩし

ていることがその成立の条件であることが少なく

ありませんでしたが，会縦紫への投稲やホームペ

ージなど，１'１i報が蓄蔽（ストック）されたコミュ

ニケーションスタイルが-．般的になりました。こ

れは，コミュニケーションがl‘1期的に行なわれな

くてもよい猟境をもたらしたほか，その内群の網

雑的な肥録を可能にし，充全なコヒ'一を作り転送

すること，検索をすることも容助にしています。

インターネットを社会心理学的に考察する場合‘

さまざまな〃向性が考えられます。たとえばメデ

ィアを介したコミュニケーションには，対面して

コミュニケーションする賜合とどのような巡いが

あるのか，現火社会とは異なる勘での，慨名性の

間い状況ドにおける自己や人llMUM係，さらにはイ

ンターネット''１毒の問題など．さまざまです．こ

こではとくに，。'僻R交換，。|W報入手の手段として

lえた助合の靴境の性蘭について的を絞って検討

を統けていくことにしましょう。ここまでに雌皿

したようなインターネットの耕微は，これまでｲ』畠

在しなかったような情綴環境を仏たちに提供して

いるからです、

２多様な情報環境のもつ意味

仙人に''１能になったマス苑|‘Iも．Ｗiしく立ち上

がったグループコミュニケーションも，またh1i報

がデジタルデータでやりとりされることも，一人

ひとりのもっている精報が帆広い範囲で活用され

〕ることを促進させます。これまで，個人の所有す

る,il'州&や知紬は，１１'〔接の知り合いや．あるいは紹

介などで人づてにつながったせまいmiMlの人々 の

あいだでしか活川することはできませんでした。

５６
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職に満足しており，また，実際に企業規膜も大き

く,年収も瑚加していることを,ｋして実紙しましたく

インターネット上でのコミュニケーションは，

このような肘いつながりとして機能することが期

待でざまず。なぜなら．それは，私たちの通常の

側係形成においては避けがたい制約である地理的

な近接性や，さまざまな膜性の類似性（その前提

にあるのは．近くに住んでいる．同じような学校

や職場に辿っているといった共通点）を離れた関

係形成の機会を提供するからです。述く離れた人

とコミュニグーションしてもそのコストは非州に

低いということもこれを促進しますが，一方で社

会的屈性がマスクされることも，多搬lJliの維持に

寄与する可能性があるかもしれません。すなわち

現実社会において，私たちは性別がliiIじである，

年代が何じである，社会的な立場が蹴似している

などの聾'八|で卿､11を形成することが多くみられま

す。授梁の牧瓶でも，yj性と女'ＩｋはそれぞれIⅡIと

なく間まって．またパーティや会識などでも，似

た世代や秘跡の人がしばしば固まって座っている

のではないでしょうか。しかし、インターネット

上の会識寵やホームページにおいては，１，１分のこ

とを俄恢的にIﾘIかさなければ性別をはじめとした

屈性は1111然としません（もちろん，コミュニケー

ションをくりかえし行なっていく過ｆｌｌ１において、

ある程度の惟測は口J能になるでしょう)。このこと

により，迎附の対面であればコミュニケーション

しにくいような相雁ともつながれる機会が高いと

いえます。たとえば，宮田と村松（1997）は，女

性のパソコンィリ川什と非利ﾉＷｆのパネル111MI髄（I‘'’

一対象背の追跡iﾘＩ的の比鮫から，利川仔に出性

の知り合いが多いなどの結果を判錨しています。

このような異賀なつながりは，ｌ‘1分に人ってき

やすいものとは異なった．多様性をもった情報を

もたらしてくれるnJ能性が商いといえるでしょう。

近･子ネットワーク上においてこのことを､!〔接細く

ようとしたのがコンスタントらの研究です（CO､．

stanlcla1.,1997)。彼らは，オンライン上での｢弱

い緋」の影響力を探るため，ある火企業内でのメ

ールシステムにおける情報交換のようすを分析し

鵬した。その捌悔結果によると，システムｋで技

術的アドバイスを求めていた８２人に対して．‘１２９

(1:(側lNlあたり平均7.8)のI1jI袴が寄せられていま

した。回答を寄せた人々 の８１《)(’は，質問者のこと

をまったく知らず,加えて1096もほとんど知らな

い剛災だったことが明らかになっています。この

ような人々 から寄せられたII1l杵によって，４９％の

伽Ⅱl汁がl川迦也解決できたとして.けり，111[接のつ

ながりのない人々 からのWf報が，イi効に活lljされ

たということを示しています。また，多様性とい

う観点からは同答を寄せた人々のいる地域（国)，

および地位上の幅の広さが検討されましたが．質

問をjli位とした分析において，寄せられた梢報に

よって間皿lWi(決ができたかfffかという従脳変数に

吋し，地域の多搬性がプラスの効果をもっていた

という結果がi￥られています。

蝋場で自分の周囲にいる人々は，自分と共通の

背峨をもっているわけですから、問題解決におい

てfi効な解決砿をもっているというよりも．むし

ろ似たような問題をかかえている､I能‘|'kが大きい

のではないかとげえられます。一ﾉﾉで，Ⅱ!〔接の知

り合いではない，速く離れた人のほうが，まった

く出なった梢報をもっていたり，また胴広い人々

とのつながりをつけてくれたりする可能性が高く、

このような時に強い力を光抑する可能性があるの

です。

インターネットにおいては，人々が佃人仙人で

もっている1僻Mを，必拠な人が(』効に活川でぎる

ような，いわばデータベースのようなしくみが技

術的に作られつつあると考えていいかもしれませ

ん（たとえば，Thone＆Con(》Ⅱ》．,１９８７では，こ

のことをさして「離散的データペース」という名

前でよんでいます)。もちろん、私たちは11術の生

活のなかでも，知織を外部の側係性のなかに求め

５７
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ていることが指摘されるようになってきています

が(野島，1995)．インターネットは．このような

ネットワークと、さらに多様な人間を結びつけ，

また計涼機による価度な検索能力を付加すること

によって非附に強力駁ものにしているといえるの

ではないでしょうか。

３多様性に対する制約条件

（１）電子会議室におけるグループコミュニケー

ション

？u-f会撒室のような勘において多搬な人|川1%l係

の成立が常に可能かというと，それに対してマイ

ナスにはたらく可能性も一方で考えることができ

ます。

たとえば，,屯J名会瓢寵などは，窄llIlli抑}lの制約

がなく，また卵瓜蜘､liにかかわりなく人々 がrlIlI

に巣うことがで送ることから，多倣''1§がもたらさ

れる条件があると診吟えられていました。これは，

11常私たちが触れあうことのできる人々 の範囲を

超えた関係形成の機会をもたらします。また一方

でインターネット上では，自山に会搬瓶やメーリ

ングリストを投定することができ，どのような襲

側を作り出すか，それをオープンなものにするか’

ｸﾛー ズなものにするかすべてをrlIllに決める

ことができます。池川と柴内（1997）はこれを「カ

スタマイズ可能性のIWiさ」とよんでいますが，こ

のようなカスタマイズ性の商さは，人々をそのよ

うな場につなぎ止めておく力が強制できず、参入

するのも離脱するのもI‘IIIIであるという状態を作

り|Ｉ)しています。このように，どの巣M1に参加す

るか，またそこにとどまり統けるかどうかが光全

に参加者に委ねられているということは，むしろ

非柑に等質な関係形成を促進しかねないとも考え

られるからです

実際に、パソコン迎佃上の電子会搬龍の定点脱

1111紬果から は、そこに参加する人々 の流肋''1iがJ1：

【（第２団社会を｢知る｣(Ｃ

州に商いことが報告されています。たとえば池田

と柴内（1997）によると，１年間のあいだで１つ

の会議室において「常連」とよべる人々は１０人前

後にすぎず，毎JJ半数前後の参加者（発il汁）が

入れ件わっていたこと,年の仙半の参加背７５人と

後半の６２人のあいだで,II1li〃にまたがって参加し

ていた人は１３人にすぎなかったとの結果が得ら

れました。

また，池田ら（1997）は，パソコン通雌の参加

汁に対する１年間隔の２Ｍの調査によって，人々

の災1,11形成のようすを検,『､jしました。その帖鵬に

よると、パソコンjlIiliiの近ｆ会縦寵でコミュニケ

ーションを行なっていた人々について，発釘や質

問を行なうなど積極的に参加していた人々が，１

年後の段階で，仲間内の小さな会議室（ホームパ

ーティ報）などを交流の中心として移行しやすか

った，ということを洲'iしています。おそらく，

会搬寵で作られた仲lHlを''１心に．折しく場を作り

出して分かれていった可能性が大きいということ

です。これは，近子会識室におけるものよりも、

さらに等質性の商いつながりへの移行と考えられ

るのではないでしょうか。オンライン上のつなが

りには，災lJlに人々 をつなぎとめる規範が作川し

にくく、そのことが流Iuj性を舟iめているのかもし

れません。

こうして考えると，現実社会においては，制約

がついていることがむしろ多様性をもたらす条件

になるということも考えられます。たとえば他ん

でいるところ，働いているところは，充全に自山

に変災可能というわけではなく，ある腿度変えに

くい性髄ももっており（維済的にも，また心叩的

にも変化は大変な“11をもたらします),これが完

全な等質性をもたらしにくいことにも寄りしてい

るのではないかということです。完全にI‘1111選択

であれば関係を作っていかないような人々とのつ

ながりをもたらし１Ｍ‘るのは，そのように１１Wかしが

たく,没定された枠組みのなかで生起するからです。



臥陶

Z、 5重ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのつくる剛源境）：

災際，さきほどの企業内ネットワークでの「弱い

緋」の渦庇においても，それはある企業内のネッ

トワークに限定された識諭でありました。しかし‘

インターネット－般における怖報交換は，その''１

曲度の尚さゆえに，人々 のつながりに『噺い郭州11；

をもたらしてしまう可能性があるわけです。

もっとも，多様性は，ｊｌｉ・の災間のみで貯える

ことには限界があるともいえます。一般社会であ

っても，；仏たちは１つの巣川のみに屈しているわ

けではありません。ある家族の一貝であり、地域

コミュニティのメンバーであり．学校や職場のメ

ンバーであり，また趣味のグループやサークルに

も所屈しています。このような鵬間への多InjIl人

は，その人のもつつながりを多嫌にしているとい

うことができます。一方で典I･jIを中心に考えれば．

ある蝿､J1の多様性は．そこに参加している人々 が

いかに他の典剛とつながっているか，によって決

まっているとも考えられます。さまざまなバック

グラウンドをもった人が姫まっている場には，多

様な↑lIi報が流れる可能kが,１１く，それは有銑なＩＩＪ

能性が商いと考えられるのではないでしょうか。

柴内（1999）は．電了会識室参加の壇複パターン

の分冊を通じて．このようなことを検討していま

す｡このデー ﾀでは.1995年､１１時の大Ｆパソコン

皿I1iの唯I令会談室参加付に.39.1あった会縦壷(フ

ォーラム）のうちどこに参加していたかを５つま

であげさせていました。ここから，それぞれの会

議寵にはどれくらいの人が参加していたのかとい

うことが計算できますが．それとI‘iI時に、各会縦

宝のすべての組み合わせについて，IIhi〃にIIiI時に

参加している人がどのくらいいるのかも計猟する

ことができます｡すなわち，ある人がＡＢＣの３つ

の会搬室に参加していたとすれば．その人はＡ－

Ｂ，Ｂ－Ｃ．Ｃ-Ａという３通りの会議室間のつな

がりをつけていたことになります。２つの会識室

をｌＩＷｒにつないでいる人数が抄ければ争いほど，

それらの会縦室間は煎似庇が,Wiく，州ﾉﾉ:に｡11州lの

交流が非附にあることが期待できます。一方で、

２つの会瀧説をつなぐ人がほとんどいなければ．

そのような２つの会議室は類似度が非常に低く，

またそこをつないでいる人はそれぞれの会談龍に

とって拠質な１１１i報をもたらし柵る人であることが

期待できるでしょう。この分析では，会議塩間の

つながりをネットワーク分析というＦ法を利用し

て，会識壊IIIlのつながりの強さを３段階に分類し、

それぞれの対娘汁が３段階のつながりのどの部分

の役割を果たしているかを計涼し，人々の１年後

の行動との側巡を洲くましたその結鯉,側５－１

にあるように，Ｊ脚Mrに斌似した会I}蹄（IiIIi方にＭ

時参加している人が非常に多いところ〉に1t複参

加している削介が多い人も、その逆に斌似度の低

い会議室間に多く砺複参加している人も．１年後

は積極的な発f~↑の碓率がIざがりました。一ﾉで，

''１偲度のつながりをｲiしていた会縦釧11に多く同

時参加していた人は欲極的な活助の硫聯が上がっ

ていたことがノパされました。

この結果は確定的なものではありませんが，類

似性の高い２つの電了会議室間に同時参加してい

る場合も，低い会識篭に同時参加している場合も

人々 の活1肋のWﾙﾘi性が下がり．そのIIjllMでの欲極

性がl:がるということは，郡Wi他多柵ﾉﾋにも適

oｆ
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人々のもつ争点の'11喚度の認知に影響をいえてい

る「議題設定理論」（McCombs＆ＳｈａＷ,1972）

や．マスメディアの接触度合いの多い人は、そこ

に拙かれた（ｌｌｉＩった）社会に近いように現実社会

を,脇,制しやすい「jiff班IIl1i倫」（(;e１．b､(P１，＆Ｇ１･()ss，

1976）などの脂価がなされています。人＃の社会

に対する認識には，メディアが大きな役削を果た

しているということです。

しかし，マスメディアの「マス」性は．それで

も人々の共通偲州を作り州すようにはたらいたと

げえることができます。多くの人にとって共通の

,惚‘拙の上台が（それにかたよりが地うれたとして

も）マスメディアによって提供されていたからで

す。しかし．たとえばＷＷＷのようなメディアに

おいては．梢報接触のパーソナル化が進みます。

そのうえ，等fT‘I1iの,Wiい情報接触メカニズムが提

供されているということになれば，それは人々の

社会紹搬の分断化をもたらすことになるかもしれ

ません｡ＷＷＷが社会羅識に対して果たしている

影響などについては，今後の研究が必典とされる

ところであると思います。

（３）情報発信者の特性

ここまで，人々のflI慨接触の心叩・行勤過程に

無点をあてた検討をしていましたが，一方で，全

休として実際にインターネットに参加している人

が現花のところまだかたよった人々であり多様性

がそれほど高いわけではない，ということも忘れ

てはならないように思いますｃ

Ｍ５－２は,現伍のインターネット利川荷の'1t代

別W11合を示しています(郵政背．2000)。性別に閲

しては，現在６：‘１１Ｗ典と初期に見られたｿ)女格

耀は解消されつつありますが，枇代という観点か

らは．利川者の７劉が20歳代～30歳代に集中し

ており，各年代にまんべんなく普及しているとは

いえません。インターネット上でj,,Lることのでき

る1)州l・コンテンツは、必然的にその』:うな'１１:代

向けのものが多くなるとザえられます。企業・川

切な程度があることを示唆しているのかもしれま

せん。中程度に人々がつながっているような場に

いる人々が積極的になるということは、そのよう

な接触に、もっとも「生確性」の11.Jiい紬果が期待

できるといえるようにも思います。

（２）ＷＷＷの多橡性と等質性

ここまでは竃ｆ会縦室などのグループコミュニ

ケーションに関わる議論でしたが，ここからは

ＷＷＷ（ホームページ）を中心に多隙性と等質性

の縦諭について検制してみましょう。ＷＷＷも．

人々 に迎柑では人Ｆできないような多伽で火Ｉｌｔの

h州ｉｆ段をいえる１１｢能俄があると)ﾁえられますし，

多くの人にとってなくてはならないメディアとな

りつつあります。一方,ＷＷＷで典咽的な悩報入

.Fパターンである「ネットサーフィン」も，等質

性の向い'Wi報人Ｆを促進するﾛJ能性があるといえ

るかもしれません。

ＷＷＷの特徴の1つに，「リンク」があります。

関述のある州報（ページ）について，‘'１V報から情

州へと引用のような形でつながりをつけておく機

能です。これをたどって次々と情報を閲覧してい

く行為をネットサーフィンとよびます。ここで，

リンクによって結びつけられる‘|鱗Ⅲ（また，その

111報発儒荷）棚7Ｉ:は，ノノ:いに関迎の深いものであ

るＩＩＪ能性が高いです。とくに，それが発(,澱と発

ル噺を結びつけるようなリンクである場合は，さ

きほど電子会議室で等賀な集団が形成されやすか

ったということとＭじメカニズムでネットワーク

が作られていくことが予想されるので，受け手は

J1猟に強間なつながりをたどって･IIIi鞭を1,11‘ていく

ことになります。これは，関心のある，また必典

な州雑にぶつかったときはたいへん役に'ｿ:らます

が，一方で，非常に等質性の高い↑lIi報にばかり接

触させることにもつながるわけです。このことは

人々の情報環境に対して大きな影響ﾉJをもってい

くI'J能‘l′liがあります。マスメディアの効果研究の

なかでは、メディアに』,Lわれた各了ﾙ点の強,M1が，

ｒ第２副社会を｢鯉る_~掴


