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野図５－２世代別インターネット利用者比率

（郵政竹，2000より）
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（2000)，柴内(l997a，19971〕)などを参照

のこと)。インターネットユーザーのなか

で，会議室やホームページを通じて情報を

俄極的に光ｆIしていくような人も，よりこ

のよう抑Iilhl‘|'|:をｲ1.していると．りえられる

のではないでしょうか‘，ネットヒの'１１ＷM流

体は対象者の特性を呼慮した情報発信をする可能

性がありますし，参ﾉﾉIi将にそのようなかたよりが

あるのですから，一ﾉﾉで''ifの根の発|‘｢片である

人々も､11然そのようなかたよりを反映することに

なるでしょう。また、１．１i｣宅メディアは地域的な館

異を無化するといわれていましたが，実際には地

域に関するかたよりもあり、大都市圏においての

杵及・利用がやはり進んでいるようです（ネット

レイティングス社の２０()０年１０月２３１１光炎の全

IIi側耐こよると，神奈川，東京の佃人インターネ

ット利川率は全岡平均の約２傭です：ｈＩｌＩ):/／

ｗｗｗ､I1etratinRs.c０.ｊｐ/pressrclcases/ｐｒ

231000.ht、)。これは、コンピュータそのもの

や、ネットワーク靴境の整備という点で地域格差

があることなどによって脱明ができるかと思いま

すが，利川者の不均術さが，さらに利用率の雄を

生んでいるという''111面もあるかもしれ虫せん。

もちろん，技術がＷ功したばかりであることを

.」えれば，このような状況も時間の批移とともに

ある程度は解消されていくとも期待できます。し

かし．初期に存在するこのようなギャップが，時

'''1の経過とともに縮小していくのか拡大していく

のかについては似jKな検ﾙiが必艇でし‘kう。

また．心理・航肋|ｍについても，このようなか

たよりの問題を樽えることが可能です。ネット利

用者と一般サンプルの比較調査の結果からは．イ

ンターネット利川宥は生活満足度が低く，嵐分の

,跡州§や向立を'11【視する傾向が,断いことなどがIﾘＩ

らかになっています（オンライン,IIWlfを皿じて検

討したネット利川荷の特性については，大隅 した。イン

４大量の情報があふれる環境

インターネット｜:の11州iの多搬性とそれへの制

約について検討してきました。ここでは，その爺

的な増大の問題について検討してみましょう。

インターネットかI＞ｆに入る‘i締liはII々 附加し

ています。郵政研究ﾉﾘiの洲在によると．1999年８

ﾉIの段階で,3850ﾉjページもの梢報がインターネ

ッI、上には存/I；するそうです（郵政打，2000)。

ＷＷＷ以外のメディアで流迦しているものも加

えると，奥火な瑞の１１{報にアクセス''1能であると

いうことができます。

しかし．すべての人の梢報が有効に活川される

わけではありません｡川上（1999)は,1998年の

インターネットプロバイダーのアクセスデータか

ら，ある１日にあった，‘'270万ものページ閲覧要

求のうち．上位100人のl附設ページに対するもの

が63％を占めていたことを報告しています｡向由

に人届の情報発僧があるといっても，そのアクセ

スには大きなかたよりが兄られており，活川され

ているページはごくわずかにすぎないとりえられ

ます。

過剰ともいえる｡|１１剛iのなかから，私たちはどれ

がⅢ;じるに足る，布益なものなのかを逐一判断し

なければなりません。これまでは，WrIHI社やテレ

ビＭ，出版社や!且I，公共卜11体といった,州･Ii体，ま

た仙人の脚f'i性が，いわば｢ヒューリスティック」

'一一男性■輿１１Ａ-.合計
のではないでしょうか。ネットｌもの'1Ｗ報流

通を考える場合に、このような1W報発信者

の特性を砦唐することも重要ですａ
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ターネットヒの惜報については，これまでの手が

かりが側川できる部分も少なくありませんが，新

しく登場しそれゆえにIIlii値の高い．・一般の人々 の

発信する‘hW報については，その信想性判断を行な

うすべは非附に限られています。11ＷMを探すため

のサーチエンジンも散多くありますが、それによ

って岬られるヒット件数は非揃に多く，その意味

でユーザーの情報処理の負荷は増大しています。

ここで兄た一部へのアクセスの集中も．それへ

の対処の現われであるのかもしれません。放多く

の‘iWfMが〈Ｍ§するといっても，アクセスされるの

は，他の人が紹介したり，また「リンク卿に,似

っていたりするということによって他人が評価を

与えているものが多くを占めるのではないでしょ

うか。そのようなプロセスを技術的支掴するもの

も存〈I;しますが，（たとえばグーグル社http://

www.“()gle・comの検索システムは,他のホーム

ページにリンクされているということを11噸性の

棉慨として得ホームページを亜み付けしてその順

位を提水しています).マスメディア研究において

も．ロジヤース（RogG1｡s‘1983）の普及過程の研

究において、怖報はマスメディアによって一元的

に流れますが，そのh'州』のFIZ価にかかﾉ|)る形禅に

ついてはパーソナルなネットワークを通じて流れ

るという知見が得られていました。オンライン上

では，ハーソナルな情報源であっても，それがさ

らにパーソナルな評価缶必要とするという側面が

あり僻るのかもしれません。

ネットヒの梢報が，佃人の扱える範肌を超えて

ｲＭ:しているときに，紬川はそのような州報のな

かから，ルドⅢを狸柵してある航の「柵威」となっ

ていくようなものが成立していくということにな

るのでしょうか零そのようなプロセスについては

まだ明らかになっているわけではありませんが，

個人の苑隅するＷ州iの釧州'1§の強さがl‘〔に'kかさ

れていくために，今後検討が必喫なのではないか

と砂えられます。

【(鮒2部社会を｢知る」（
L

インターネットというものが，これまで技術主

導で開発や普及が進んだ側1mは否めません。現在

もさまざまな技術やプログラムが開発され，仏た

ちの前に職場してきていますし，これからもこの

流れは純いていくでしょう。しかし，これらはす

べてコミュニケーションの技術であり，非附に社

会的な側、をｲiしています。勉了会議室鞭におい

ても社会心理学的なプロセスが多く観察されるこ

とについては，ここに紹介したものも含め多くの

研究が鼎|断してきたことです。このことを．〃える

と，インターネットの'''1‘州lﾙﾘ{境に１１Iする社会心理

学研究は．多搬で大斌の111州iを真に生かすための，

よりよいシステム作りのためにも亜要であるとい

えるのではないでしょうか。
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診 画忽章

ノストラダムス1503～66年

フランスでユダヤ人医師の家系

に生まれ、1955年から予言詩

｢百詩集」全１０巻を発行

（慨1折ⅢＩ社提供）

人間は，実にさまざまな領域において，予報・予測や予知・予言などの未来予見の試みを

しています（ここでは，予報･予測･予知･予言などのことばの上位概念として「未来予見」
ということばを使うことにします)｡なぜ,そのような多くの試みがなされるのでしょうか？

しかも，それらは必ずしもあたるとはかぎりません。というよりは，むしろあたらないほう

が多いとも思われるわけですが，人間は性燃りもなく未来を予見しようと努めています。そ

れはなぜなのでしょうか？

未来を予見することは，変化する状況によりよく適応するために有効なことが多いと思わ

れています。しかし，それだけにとどまらす，予見行動それ自体が不思議な現象であり，ま

た，占いなどのエンターテインメント的な要素も含んでいます。それだけに，大衆現象を含

め，世のなかのさまざまな領域に，この予見行動がみられます。しかし，意外にも，このよ

うな行動については，まだ研究が多いとはいえません。ですから，ここでの記述は，lulずし

も実旺的な証拠がなく，仮説的な説明に終わっているところもありますが，それらは今後の
課題にしたいと思います。



この場合，口然現蚊の1Ｆ見とは，神の慰思を知る

ことにつながるといえます。

占代エジプトに限らず，神が宇宙をつかさどっ

ていることを(,;じる人は．宇宙の法則を知ること

によって，逆に．よすます神への(‘刑lを強めると

いう傾向があるのです。このことは，伸大な科学

者であったニュートンやアインシュタイン，それ

に月へ行った字１１"|§行土たちにもあてはまること

です。

このように、求来を知るというhli報行励は，合

剛的な側miと｣ド合皿的な側面を合わせもった行勤

であり，社会心珊的な現駿につながるものなので

す、

ｸﾗe語を長房する

１未来を知る情報行動の特性

人ⅢIという動物は，現在や過淡だけでなく，求

来にも!kきることのできる唯一の動物といえるで

しょう。他の助物でも睡眠1'1に「夢.ｌを兇るとす

れば，ある裡度は過去や未来にも生きるといえな

くもありませんが，意搬的にポ来に生きることが

できる助物としては，人間（および宇宙に住むか

もしれない人間に類したが在）だけでしょう。人

冊は，脚分がいずれ死すべき迎命にある二とをも

知っており．それに州えることさえするのです

この人l川の行なうところの「未来」をあらかじ

め知って，恐怖を感じたり，場合によってはそれ

を楽しむことさえする，という行動は情報やデー

タに雌づき、想像やイメージのなかで行なう行動

であり，「梢報行動」の一mといってよいでしょ

う。このような箭報行助は'1術的にも行なってい

るのですが，しばしば不思拙な印娘をもたらすと

いう点で、少々特巽なものともいえます。

未来を知るという楕報行勤は「合理的なjlilI機」

に鵬づくことが多いのですが，未来を知るという

ことが，神（あるいは恕臓）の倣城に踏み込むと

いう印娘があり．「非合理あるいは神秘的な行為」

と喪服になることが多いのです。というのも，末

来を知ったとしても，それが雌笈に起きるという

保郡はふつうはないので、それに｣,Lづいて行動を

行なうことは．いわば「賭け」になってしまうこ

とも多く．問題が生じるのです。それだけにそれ

が「的中」したときには，強い印祭がもたらされ，

未来をIも兇することが何か神秘的な現熟のように

感じられるのです。

たとえば、ＴＩ7代エジプトでは，郡年同じ時期に

くり返される洪水をｆ兇することが，支配階級に

とって爪製な仕雨であり，そこから天文学や測最

術が発鵬したわけですそのようなＦ兇から．逆

に，大きなスケールで1,1然を伽かしている粥li的

なｒＭＺ（神）への畏敬がﾉ|ﾐじたといえましょう。

、
Ｌ
里
ｊ

鹸
鷺

、
』

２製,ま予測｣｢予知｣｢予言｣とい
ここでは．求来を】ち兇する悩報行11ﾘﾉに側辿した

ことばについて，その行imlのもつば味や効果など

を検討してみましょう。未来を知る‘lIliWi行jﾘJは，

通例，「予報」「}多測」「｡F知」あるいは「】多１．；（ま

たは預言)」などといったことばで炎現されます。

これらのことばは，それぞれニュアンスが兇なりⅧ

用いられる領域も出なります。

「j争報」ということばは，おもに「犬知]ち報」と

して１１常的に帆われていますから．人々にとって

なじみ深いことばでしょう。ただし，これは，予

測や予知の結鵬を広く社会に知らせるという意味

ですから，他の３つのことばとは使われ方が述い

農す｡近い将来，人地鍵が予知されれば，「地震j移

椛」が出されることがあるかもしれません。

「J謬測｣ということばは，科'､j堵の棚城で川いるほ

か，社会的にも広い純朋で使われています。たと

えば。環塊アセスメントなどの「アセスメント」

も「予測」と訳されます。科学的な手法あるいは

何らかの珊諭を川いて，将来起きるかもしれない

ことをあらかじめ知る行為というわけですまた、

Ｌ矛溺予銅1ﾗ誌7．予言一

ふつう，そのあたりはずれが確噸的

５５

な放‘f:で炎わ



される「碓串事醗」を対象としているといえるで

しょう。「.〕予測｣ということばは，卿然科学の領域

であれば，的中率が高いという印蚊があるかもし

れませんが，他の仙域，たとえば「維済･I謬測」に

なると，途端に的中率がドがるといった鵬があり

ます。リド喪，過典の経済-】毛測の的【|畔《を調べた結

果は，かなり低い結果となっています（鈴木，

1995)。

「予知｣ということばは，比較的特殊なケースで

川いられている印象があります。とくに，111W故や

災’１１fといった「災厄」が起ぎるのをあらかじめ知

るというニュアンスがあると思われています。で

すから，「予知夢｣によってタイタニックリ･に乗ら

ずに助かったとか，「地震予知｣ははたしてできる

か，といった文脈で使われます。これは，神や仏

がからんだり，まだわからない戯のメカニズムに

よってIﾘ能だというような，人↑I/を越えた少し神

秘的なイメージが洲っていよす。「地溌]多知｣にし

ても，科雑的な研究が一ﾉjであるわけですが，他

方で．大地震の前にナマズが暴れたり飼い犬が落

ち着きを失うといった前兆例が，同ﾘに並んで語

られたりしています。「予知｣という場合には，積

極的に未来を予兄しようという懲思よりも，むし

ろ‘‘消棚的'，に受け身的に未来を)宅児してしまう‘

''1然によってI参11,Lさせられるといったニュアンス

が含まれるかもしれません。

「予汽｣に駁ると，神秘的な奨素がさらに進みま

す。「JWilド」は，神のことばとされる「碩剥に満

ちており，そのことばを伝える預TI付が何人もい

ました。鵬た，》PliI}とは切り離されながらも，神

秘的・振牧的な慰味合いの強い「jボ」がなされ，

それを行なう「-]多言者」も多数存.d;しています。

世紀末をilI:界的ににぎわした御･]易,『者ノストラダム

スの終末的な予言はあまりにも(i名です。「Ｆ言」

は．「〕予測」とは異なり．「あたお」か「はずれる」
つり

力､，悉無的（ｌか()かの）現験のように感じられ

ます。

ｒ
Ｌ 【〈 錨2田社会を｢知る｣Ｋ

不思縦なことに，科学の領域でも．ある種の予

測については，むしろ「膝『」ということばが用

いられることがあります。たとえば，以前と同様，

今後も地球に小惑娘が伽突することは「ｆ言」さ

れています。もっと』統的な価城でも，他磁波の

が(Ｅを「Ｆ１ｷ」したマクスウェル，’１１間ｆの仔征

を「予制した湯川秀樹，相対性理論に茶づいて‘

さまざまな現象（強力な磁場による光の湾曲，高

速の乗り物内での時計の遅れ，それに電力波の存

在）を「】帯」しているアインシュタインのよう

なケースです。これらは，いずれもきちんとした

「皿‘愉」にjll#づいた結果．発災､ｌｉ時はまだ未知だ

った現象の作圧を指摘し，いずれ測定が可能にな

ったあかつきには．現実のものとして認められる

可能性が商い予測であり．たしかに大部分はその

存在がすでに証明されています,、

３未来を知ることの｢情報価値」

では，実際に「予測」や「〕多知」や「予言」が

なされたときに，どれほどその怖報の価値が高い

かを少し検討してみましょう。

まず，未来を適切に知ることは，危険を予見し，

|口ljlliして，ノ|§〃の確率を,Wiめるという戯味で，そ

の‘'111柵llli仙は非柑に尚いといえるでしょう。です

から．未来を予見するマスコミからの正しい情報

は，社会においてきわめて価仙が揃いといえます。

たとえば．火IiIの噴火がJ多想される場所につい

ての１．１州Iを知れば、そのような場所を避けること

によって，イく噸の71『故を免れます。実際に２０()０年

には．北海道の有珠''1と|ﾉ１Ｗ<肋の三宅１１;ｊで噴火

があり，近隣の住民が避雌するというできごとが

ありました。とくに有珠山は，火'11学者が的確に

火111の噛火を予知でき,人的被‘iIfをまったく出さ

ずにすみました。それに対して，三宅脇について

は，必ずしも的確に戦火を]ｆ知できたというわけ

ではないのですが．雌懇の可能性を好虚して，全

５パ
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４素来を罰見する悩堀行動））

烏避難が行なわれています。

また，エイズは，眼に見えないウイルスが原因

なわけですが，ウィルス保有群との性交渉やウィ

ルス保ｲ端のIIII液を川いた非加熱製剤の役'jによ

って蝋染するということがいまではわかっており！

このようなこと種教える情報に坐づく危険回避行

動（コンドームの使用や加熱製剤の使川）によっ

て，エイズ感染を回避できますｅ

これらの場合において，未来を予見する､､適切'’

な情報のが布が川:liWなわけですが，これが必ずし

も術に．が花するとはいえません。あったとしてもⅢ

不定ｲ時でｲく･'･分な'|州Mに頼らざるをえないjル合も

あります。たとえば、地震国の１１本では，いつど

こで大地震が起きてもおかしくはないわけですが，

その前兆をとらえて、少しでも早く大地震を予知

したいと醤えても，ｊ謬算や設伽の面から，１１水中

に測定器を配州することは現実にはｲ《可能であり，

111点的に配伽するとなれば，そこからiIIIれてしま

う地域も多くなります。実際に，雌近の２０１Fあま

りのあいだは，】移想される東海地震への伽えはか

なりなされたものの，阪神地区は不十分であった

ため，１９９５年１川の阪神･淡路大震災はほとんど

J予知ができませんでした。エイズの珊合も，ＩＩＩＹ

ウイルスに感染したかどうかの検ffがあるものの，

感染直後はIMIべても反応が出てこないため，感染

が見過ごされることもあります。

逆に，未来を予見する予知や予言が出されてい

る場合でも，〕謬兇1僻Mが複数存撤し，そのいずれ

が11§しいか，結果が出たあとでなければまったく

わからない．ということが住々にしてあります。

11常的に．ギャンブルや順位の予想などは，結果

的には正しいI移兄fI1f雑と誤った予見情報が､1f立し

ているわけですが.結果が出るまでは,どれが旅し

いかはわからないわけですから，この場合には予

知や予ｈｉの１１１１洲llliI1ll(はほとんどないともいえますｃ

しかしながら，人|川は，このような賜介でも．

複数の予兄梢報のうち，どれが一番あたりそうか，

必死に．げえをめぐらすことがあります。その際に

は，あたる根拠として．何らかのモデルや理論を

持ち込んだり，ザえ州したりすることがあります。

あるいは，’''１らかの椛威に頼って，JlZ合Jll1的な､ドリ

断をしてしまうことすらあります。よくあたると

評'ドﾘのIIiい､lliに噸るなどというのは，その例です‘

ところで．未来を予見する悩雛の価仙は，理論

的には高いはずですが，実際はどうなのでしょう

か。このことに関連して．未来を予見する11i職に

(､1-与されることばについて，人々はどの倒哩「確

からしい」と感じているかをJMぺたことがありま

す。１９９９{Ｍ<にitWiMl幽1の人‘惚lﾐ451杓を川娘に郡

ねました（川上ら，２()00)。

結果はｌＸｌ６－１のように「予報｣の確度はまずま

すの評価です。これは「天気予報」の評価に近い

と思われます。「I謬測」は、５分５分ですが，「予

知」や「F‘i」についての傭噸は低いことがわか

ります。逆に‘↑えば、ノ<地震の「j多知｣も，「〕謬椛」

という形でlIl州iをlI1せば，あるいは(IiじられるI'「

能性が商いのかもしれません侭

問あなだは．次のようなことばを見だり問い瞳りびる肺，どの程

度「碇からしい」と感じますjけ。だい雇いの感じで苔えて＜疋

さい。もっとも近い％にをつけてください。

j／１１型

／

刀
帥
印
如
釦
加
柏
０

／、．割首孤圏の大学生451名の回苔の平均胴（％）

予報(別.1）稲測(Ｍ５）予知〔32.4）予冨(?4.1〕

乃図６－１「碗からしい」と感じることばの平均値

〔川上ら，2000）

汐戸

w ｒ Ｚ

=Ｉ陵'~フ墨

５７

〆



5Ａ

（

４未来予見のだめのﾓデﾙや理論の問題

何らかの前兆と思われる現象や観測データがあ

ったとして，それを用いて適切な末米予見をする

ためには，それをあてはめられる何らかのモデル

や理論が必嬰です。それらは，締験則や勘に雄づ

くものから，科学的な〕'M柿まで，多様なものがあ

ります。たとえば，大地震の直前に，何らかの奇

妙な形の翌（地震鱒）が出るというような類は前

者の例であり．プレートテクニクスといった地球

物理学的なメカニズムから，束海地ﾉjにいずれは

人きな地震が起きるだろうというのは，後者の例

です。いずれも，そのようなモデルや理論にあて

はめられるようなデータを得るためには。観察や

観測ということが1噸的に必要になります。

このような米来】ろ1,,Lのために怖報を生かすモデ

ルや珊揃に間する|川皿ﾉ‘'.(を}えてみましょう。

まず第１に．イＭ;する‘ii州iの愈味を判断するた

め必要な「モデルや理諭」がないため，せっかく

観察や観測して僻た梢報が断片的なデータのレベ

ルにとどまり，そこから有意義な意味や未来の予

兄を４|き出すことができない場合があります。た

とえば，ｌ()()(|品ほど|iiiに，光の速度を測った結染，

地球l:のどのﾉﾉ向で測っても群連座であることが

わかりました（マイケルソンとモーリーの実験)。

従来の理論からすれば，地球の白権方向で測るか

否かで．光の速度は変わるはずだったので，この

データの意味はi雌でしかなかったわけです。しか

し，やがてアインシュタインが相対性理総を発炎

し，このデータを適切に解釈できるだけでなく，

これ（光速の一定性）に雌づいてさまざまな物肌

現象を予見することも例｢能になりました。

第２に，未来を･1予兄できるモデルや理論があり

ながら，それを適切に使用できずに，未来予見に

失敗することがありえます。たとえば，エイズ研

究史の比絞的初期のころに，１１本では当時．血液

常の椛威と きれていた淡‘鷲持の判I断の誤りで．従

Ｋ躯2副社会を｢知る｣Ｋ

来からの非加熱製剤が使われ続け，それを用いて

いた血友病の患者のなかに，多くのエイズ感染打

が発生したことは、よく知られている覗実です。

このケースは，敗判が紬いており，碗たることは

まだいえないわけですが，’1りらかの叩''1で（金銀

がからんだうえに，IIjIﾂWlfのIllIlに危険見横もりの

点で希望的観測があったかもしれませんが).非加

熱製剤を使い続けた場合における将来のエイズ感

染危険確率が，実際よりかなり小さく見積もられ

た可能性があります。つまり，エイズ感染のメカ

ニズムについて，必ずしも適切なモデルが使川さ

れなかったということになります。

第３に，前述の場介とも側迎していますが，複

数のモデルや理論が並立していて，どれが正しい

とも言いがたい場合があります。つまり，いくつ

もの予見の'|間報がⅡ)され，どれがもっとも適切か

がﾘ前にはわからない，リI後的にしかわからない

ということがあります。ただし．この場合には，

いったん、検脈を受けたあとで、ある甑のモデル

や理論が正しいことが賊明されれば，その後は，

同じモデルや理論を他の'１F例にあてはめることが

可能になり，予測の的'|'串が向上することがあり

えます。

さきにも述べましたが，２０００年に，北海道のｲｉ

珠111に統いて，伊豆ﾉ､:肋の三宅ﾙﾙが噴火をしまし

た。前者の場合は吸火の]多知が数Ｈ前になされ，

あらかじめ住民が避雌することができたのですが，

後荷の場合は，般初にあった地鳴りがおさまり，

いったん、火llIJう知迎が安全･'2〔胃をしたあとにIMI

火が起きました。これは艇するに．火山といって

も，その噴火のメカニズムはさまざまであり．有

珠山のほうは，そのメカニズムが比較的単純で．

．】調Iも容易だったと思われますが，三宅島はどの

ようなメカニズムで噛火すあのか，いくつかの-り

えに分かれていたようです。

第１に，もっともらしいモデルや剛諭が〃在し↑

現実に使われてもいるが、狸際には．ほとんど】多



〕１６窟未来を予見する情報行動】

兇はあたらないという場合もあります。たとえば１

株価の予測に関しては，チャートを川いるいろい

ろな予測術があるようですが，締済‘Ｗｆの111j:１１

（2()00）によれば、そもそもチャートにj‘kづくｊ＄

測は不ＩI｢能であるにもかかわらず，そのような拭

みがあとを絶たないということです。

第５に，経験則によって，かなり的'|』率がよい

場合もありますが，必ずしも常にあたるとはかぎ

りません。この場合．背後にあるメカニズムがわ

かっていなくても．事象の発生に規則性があるか

ぎり，それに雄づく予兄ができるわけです。たと

えば，戴候などの向然現象に規則'ＩｊＩｉや川lUlがある

助合には，それに従って】謬見し、被押を防ぐなど

のことが可能になります。古代エジプトでは，ナ

イル川の氾濫をその規則性に従って1参』,Lしていた

わけです。他ﾉ，古代メソポタミアでは，川の氾

淵にそのような蝿'''1性はなく，洪水に州えて洲柵

施股を作らざるをえませんでした。

このような規則性や周期は，その背後にあるメ

カニズムが変わらないかぎり，同じパターンがそ

のあとも続くことが予見できます。これは，向然

現象など，人為的な要因による下渉がない場合に

は．よくあてはまります。しかしながら，自然現

験においてさえ，人間の活肋がそれに影獅を及ぼ

し，従来のパターンを変えてしまうということが

あります。たとえば，いまいろいろ指摘されてい

る「地球温暖化」は，二酸化炭素などの火筑への

排出１１itが雌業活動などによって急激に｣Wえたこと

がljj(Iklとされていますが，他方で「氷i''1jUl」のﾉ,'１１

期との側係が取りざたされることがあります。つ

まり，現在は|冊l氷期であって，いずれまた氷河川

がやってくるかもしれないという説もあるわけで

すが，地球温暖化は，そのような周期に変動をも

たらすとも考えられるわけです。

社会現象に関しては，当然のことながら．人為

的な要間がそれに干渉してしまい，規則1jkや川川

に』蝶づくＦ兄は，うまくいかなくなることがJ|靴

に多くあります。たとえば，かつては｢Hf知変動」

はかなり規則的で，「経済恐慌_が周期的にやって

くるものとされていましたが，ケインズJ''1綿のよ

うに，政府による経済へのIMljjの効染が1;服され↑

実行されることによって，現n§では)紬〔礎勤や締

済恐慌が規則的に-･定の川期でやってくるという

ことはなくなっています、

５割皇言瞭諜瀞ド
ところで、人l川は「I多知」や「侭.↑」などの予

見↑僻Mを知ることによって，そのような結果を側

避するような行動をとり，結果的にその]参兇がは

ずれることがあります。逆に、ある航のj多兄を知

ることによって，そのような子児に従う行動をと

り，結果的にその}多兇が火現することもあります。

前荷は，フィードバック・メカニズムによって，

後者は，フィードフォワード・メカニズムによっ

て．説明ができるかもしれません。

前者の場合，とくに何らかのわるい聯態が予見

される場合，人々は通例，それを避けたいと思う

でしょう。そのため，わるい醜態が起こらないよ

うに好力します。そのようなわるいﾘ「態というの

は，何らかの迩味で，、14術状態や安定状態から逸

脱した状態です。たとえば，お雄のような時期に

混雑予測や渋滞予測が出るとします。それは，街

や道路の許容量を越える人H1や'|〔の作/1;を意味し，

混乱状態をｆ兄しています。そのような’h州』が知

られた場合には，多くの人が外出や'|(の使川を搾

えたり，外出などのIIfllljをずらそうとするでしょ

う。これは．］移兄される平衡状態からの逸脱を避

けようとする行動ですから，．】多兄Wi報によるフィ

ードバック機構がはたらいたといえるでしょう。

その結果として．平衡状態からのズレが般小限に

とどまって，混乱がInl避されるなら．きわめて好

ましい「1参$１のはずれ」となるでしょう

しかし，人々 のI‘I山な↑j:Uﾘﾉが適峻に捌幣されて

５９
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､1唱禰状態が保たれればよいわけですが，そのよう

なことが，各人まかせでできるとは限りません。

災謝の被審予測のような場合，大きな被害を防ぐ

のに，個人によるＭjえでできることには限界があ

ります。災KIfに揃いシステムに変えたり，防災施

股をﾘ剛ける必喚もあるでしょう。もし．それが

できなければ，大きな被害が出るという予測がそ

のまま的中する可能性があります。逆に，各人が

セーブしすぎて，平衡状態以下になるということ

も起こりえます。

Ⅷ後口本では，ベピーブームが起き．その時期

に艇生した研塊の１１t代は，受験でも就職でも蕃労

を余儀なくされたわけですが，その反動もあって、

その後の世代では急速な「少子化」が進み（途中

で，丙午による出産の極端な落ち込みもありまし

た)，このままでは近い将来，ｎ本の人口が減少に

'1はじることは確実とみられています。政府はこれ

をなんとかしたいとは思っているわけですが,出

雌は離水的にきわめて個人的なことがらであり，

少j亀化を11:めるどころか，この傾向はますますひ

どくなってさえいるのです。日本では，ｆ育ての

マイナス1mが強く意識されており、これが改藩さ

ｲLない限り，川産の数が刑えることはないと忠jl）

れます。

反対に，なにかよいことが予見されるときには，

予1,,Lされたよいイメージに従って行動がなされ，

すでに生じつつあった現象が増殖し、予見された

状態が実現されるということが生じます。たとえ

ば，ある人が，子どものころに才気をボした結果、

「この』篭は将来，大物になる」とか「天才だ」な

どと,?われた場合に，実際に、ひとかどの人物に

なることがあります。これは，そのような予言を

洲かされて育った人が，そのイメージに合わせて

みずから努力するような場合に生じるのです。’'１

１州派の作家武背小路実篤は、幼いころに「このｆ

をちゃんと1,:てる人がいれば火した人物になるの

ﾉごが」とい う,;,1Fをくり返し聞かされたそうです。

(（第２２８社会蓬「知る」(（

「努刀ができることこそ天才のあかし」というよ

うなことばもありますから。このような予言の的

''1は、何もなしに生じたことではなく，まさに本

人が努ﾉﾉして成就されたことであって,「〕多Ｉ↑の''’

'-1‘典呪(あるいはrIu成帆)」ということばにふさ

わしい』蝿です。ただし，現実には，多くの勘合，

努ﾉﾉがともなわないで挫折し、］多葡が実現しない

で終わると思われますが，実現した事例のほうが

強く印象づけられるので．予言の自己実現に注{１

が染まります。

もっとも，予荷の自己実現は，わるいrII態につ

いても′ｋじます。社会学者のマートン（McrtoI1,

1957）は，この現象について巷察を行ないました

が，彼があげている例として．経営の危機に瀕し

ているといううわさをたてられた金融機関に．預

金引き出しの客が殺到し(取り付け騒ぎ)，実際に

その金融機側が危機に瀕してしまう，というもの

があります。つまり，もともと締欝がわるくなく

ても，うわさによって，結果的にそのうわさのと

おり継倣がわるくなってしまうということであり、

「脈から災が生じる」という現象が起きるのです

（これは，トーマスの公理というもので脱IⅢされ

ます)。「1本でも，１９７３（昭和‘18）年１２ノIに愛知

ﾘ!↓で起きた班川'1『川金叩の取り(､j･け駁ぎはTifiで‘

女FIWi生の恥なる冗談から生まれたうわさから，

金融機側の経営が，あやうくうわさどおりにわる

くなりかけました。このような場合、多くの人が

行列をつくって賦金を引き出そうとしているよう

すを1.|にすることが，うわさの信恕性を柾明する

ように思われ，ますますうわさが広まるのです。

こういった形で．ある現象の出現がさらにそれを

促進する(野だるま式に増大する)、という意味で

は既存の行動を強化するフィードフォワードのメ

カニズムがはたらいているといえます。



６予言･予言者を待望する心理

世のなかには，予言者とよばれる人が存在しま

す。生計が成り立っている占い師もたくさんいる

でしょう。これは，人々のあいだで，「予同｣を期

待する心理があり，予言者や占い師を祭り上げて

しまうことがあるからです。

まず，予言者には，「事後的｣に予言者として祭

り上げられる人があまりにも多いのです。そのよ

うな人々に，あらためて未来を予言してもらおう

としても，あたりません。“耶後的，．というのは，

何らかの現象が生じたあとに，実はそのことを予

目していたというケースです。たしかに，遡って

検証してみると，あたっていたといえる場合もあ

ります。しかし，この場合に気をつけなければな

らないのは，このことが超能力によってなされた

というよりは，偶然である可能性が高いというこ

とです。というのも．予言は，「あたった｣ことに

人々の注窓が多く向けられるため．実際には「あ

たらない」予言もたくさんあり，あたった確率は

低くても，あたらなかったことは印象が深くなく

て忘れられやすく，あたったことばかりが記憧さ

れるので，よくあたっているかのように見えるの

です。とくに，予言を商売にしているような珊合

には．あたったことを宣伝し，あたらなかったこ

とは隠すでしょうから，余計にそうなります。

認知心理学的にも，このことがいわれています。

ノーマン（Norman，1993）は，こう述べていま

す。「撮り返れば，実際に起きたどの出来1Wも，そ

れ以前の出来耶の結果から明白に論理的に生じて

いるように見える。しかし，出来率が起きるH1に

は，可能な道筋には限りがないように見えるの

だ｣。つまり，何かが起きる以前には，取ることの

可能な選択肢はたくさんあるわけで．はずれた予

百は，それら多くの選択肢のなかに埋もれて見え

ず，逆にあたった予言は，実際に起きたひとつの

ことがらとともに，一筋の道として，くっきり浮

かんで見えるのです。

また，占いや予言を商売にするような人は，巧

妙に相手のことを聞き出しては，その人の性格を

旨いあてたり，経歴を推測したりするリーディン

グの能力があります（菊地，1999)。それ自体は，

すばらしいことです。そのようなことがあると，

その人を信頼する気持ちが芽ばえ，何らかの予言

がなされた場合も，そのことを僧じようという気

にもなります。

あたらなかった場合でも，そのことを蘭いくる

めるためのいいわけはいくらでも目えます。体閥

がわるかったとでも，何とでも荷えます。次節で

みるような，予言がはずれないためのいろいろな

メカニズムもあります。

７重篭§証零欝れない
予曾がはずれた場合．ちょっと考えると，その

ような予言をした人は他人に顔向けができないで

あろうし，とくに，社会に向けて行なった大々的

な予言がはずれたような場合には．予目を行なっ

た人物は打撃を受け，社会から報り去られるので

はないかと思うかもしれません。ところが，現実

には，そのようなことが起きることのほうが少な

く，予言者はその後も生き残っていったり，活動

がむしろ活発化することさえあるのです。

ある意味で，予言は決して「はずれ」ないので

す。科学的な予測や予知とは異なり，「予百｣は本

闘的にあいまいなところがあり，「的中｣や「はず

れ」のきちんとした無地がないことが多いのです。

ですから．予言者やその支持荷にとって都合のよ

い「解釈」によって，的中したといわれたり，は

ずれてはいないと強弁することが可能なのです。

超常現象を予言するカルト築団を参与観察して

研究したフェスティンガーら（Festingereta,.，

1964）の研究報告宙には，さまざまな例が出てき

ます。たとえば，「宇宙人｣が地球にやって来るこ

－７，Ｉ



とを予許した際には，「宇宙人｣は実際に来たのだ

けれど，その姿が地球人とそっくりだったので，

ふつうの人には兄分けがつかなかったのだと説明

されました。つまり，いくらでもいいわけ（エク

スキューズ）がなされるのです。また．地球上に

洪水などのﾉ<災1'fが起き，地球は滅亡すると〕補

してなにも,世ぎなかったときは，みなが一生懸命

祈ったおかげで，その予汽の実現が先延ばしされ

たのだと脱IﾘIされたのです。そして．半実上の予

iiのはずれのあとは，むしろその教団の活動は活

苑化していくのです。これは，オウム爽叩教（現

アレブ）が．牧川によるハ『のはずれや教紅の逆

lili・起脈によっても，教馴が解体することなく続

いていることでもわかります。

この例にかぎらず．「地球滅亡」「人類滅亡」な

どの「終末】補」は，尽きることなく出されてき

ましたしかも，フェスティンガ－が指摘してい

ることですが，そのような終末予.‘¥は，常に「先

延ばし」されてきたのです。ですから，終末予言

は，もちろんいまだ的中したことはないわけです

が，かとぃっていまだ「はずれ」たこともないわ

けです｡災いあいだ，「1本で話題になってきた｢ノ

ストラダムスの人.】補」も、雌初に「1999年終末

脱」をﾛﾊえて，ｊ篭どもたちを''1心に恐怖をかき立

てた雌本人である凡１１;&勉氏は，その時期がくるか

なりliijに，さっさと1Ｗ!;をひるがえして，．'言の

先延ばしをしています。そもそも，ノストラダム

スのｒｉ･『といわれる僻はあいまいな表現であり．

かつIIfいフランス,淵でi'}かれているので，いかよ

うにも解釈が可能で，いくらでも先延ばしができ

るのです。欧米でも，依然としてノストラダムス

のｒｍｉ$は光られ続けており，その予言は２１世紀

以降も続いています（ということは，まだ当分，

人賊の滅亡もないということです)。

終末.f甘のような．あまりにドラマティックな

】診‘･『だけでなく、「予宵｣めいたI;肋は[1常的にあ

８群蕊欝誌謁罷
占いを含心予‘iに瀬した現象など未来･〕多兇行動

は，日常的に起きています。これらの行動を支え

る心JIMには，さまざまなものがあると思われます

が，ここでは、そのうちおもな２つの心理につい

て，とくにノストラダムスのﾉ､:胸iのり『例を参秒

に考察しておきます。

【(第２飢社会准｢知る｣I【
ｒ
Ｌ

衆現象を'Ⅱき起こしていることもあります。株価

の変動は，有ﾉJな政治家の発言によって左右され

ることがあります。「|ﾕl禰になる」という一言で．

1.'11Wiを容測するものという解釈のもとに．円が頁

われ.火際に''111Wへ聯行することがあります。「風

l祁被醤」といわれるうわさのＷも，前節で述べた

ようなメカニズムで，ｊ多‘；のI』ILL突現が生じます。

選挙の役蝦以liiIに，’'1論‘iﾙl森によって，ある恢

袖が「ＷＪ」とされると，態庇が未決定であった

が死典を蝿う多くのｲj揃什がその候補に投粟し．

火隙に大雄で､'1選してしまう「パンドワゴン」現

象があるともいわれます。これについてはそう単

純ではなく，場合によっては，逆に不利な候補者

に肘入れし，応援しようとする動きが強くなるこ

ともあります。

また,股近の音楽業界やスポーツ界における「メ

ガヒット」のような．ある菰の流行現象は，さき

に述べた予耐の1,1己災現ああいは悩報のフィード

フォワード・メカニズムで脱明ができるでしょう。

「みんながいいと討っている」という情報が，さ

らにＣＤの売り上げを間め，スポーツ選手への注

１１を尚め．結果的に非州に多数の人々がそれを支

持するということがあります。1999年の｢宇多川

ヒカル｣のＣＤアルバムの拠附な光り上げ(800万

枚以上)や｢新人ながら慌物の'111｣jC松阪大輔投卿

に対する拠りMrな湖ｌと人気は，この例です。もち

ろん，この場合には、注|ｌされた人物が期待に違

わない活IMIをしたことが典付けにはなっています、

7２

｢]参‘↑のI‘ILl実現」といえるような人り．それが



)）６画宋采を予見する情報行動ＩＤ
可
ｒ
Ｊ

１つは，「不安｣です。将来に対する洪然とした

ｲく安があっても，その不安が具体的な形をとって

いないとき、その不安が新たな「認知」をつくり

出し，そのＩ認知があたかも「現実」であるかのよ

うに，人々の行mjjを左右することがあります。そ

のメカニズムとしては,認知的不協和のj'11,愉(FCS・

tinger,1957)による説明が有名です。つまり，不

安という要素に対応する認知要素が欠如している

と，心理的には不協和で不快な状態となり、何ら

かの縄知をむしろ求めようとする，というわけで

す。この典休的なでl『例としては，約半世紀前にイ

ンドで実際に起きた大地震後に，また新たな大地

震がやってくるという流浦が生じました。そのよ

うな流言は，とくに，さきの大地震であまり被好

の出なかった周辺地域で膜く流布したという'1峡

があります。これは被iIfがなかった地域において、

大地震のﾉくきな揺れがもたらした不‘炎の大きさに

対応して未来の製滅的な大地震の予蒋がzkまれた

と，この理論によって説明されたのです。

ノストラダムスの大予言も，人間が未来に対し

ていだく漠然とした不安が形になったともいえる

でしょう。ノストラダムスの大J多さは，Ｊ卿の黙

ﾉ録にその起源があるようですが，黙示鰍の成ｆｆ

Ｉ４ｌ体が，人'111の根本的な不安に根ざしているのか

もしれません。ノス|､ラダムスの大ハドは，ｈ'燃

のことながら，不安を感じる人々がそれを|,Iじる

傾向がありました｡たとえば,「1999年７のﾉIに空

から火宅が降ってくる」というＦ罫を(ｉiじるﾉ<雅

生が,16％にのぼりました。このような不安をいだ

いている人は，他方で｢111:界的な大恐慌がおこる」

といった他の不安な予測についても起きてもおか

しくないと答える割合が高かったのです（川上ら，

1999)。

もう１つの心理は．未来に対する好奇心という

か，未来を想像して楽しむというような心叩です。

この珊介，もちろん未来への不安もまじっている

ことがあります。たとえば，占いをする，しても

らうという行動は，このような例になります。こ

の場合も．楽しむという域を超えて，予兄された

未来に縛られ，その未来をみずから火現させてし

まうこともあるわけです。多くは，その場かぎり

で，IIiいの納果に一禅一興することで終わるもの

です。ノストラダムスの大Friに関する大学ﾉkの

意識の調査結果をみると（川上ら．1999)，「いろ

いろと解釈し，謎解きする楽しさがある」と答え

た人が53.2％，「こわい話のひとつとして楽しめ

る」と答えた人が68.006に逆しました。恐怖の予

爾も，娯楽的なネタにされたという側IiIiが大いに

あったことを示してい膜す。

もっとも，１$1じ細戒で「ノストラダムスの人予

言は現代人への警杵としてば縦がある」とした人

が60.3％もいました。このことは，子!↑を本来の

イミ来予見のための手段として合叩的に利用すべき

だと〃えるﾉ<学生が少なくないことを'パしていま

す。ノストラダムスの大子汀も，けつこうまじめ

に受け取られたということでしょうか。

7３
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とりを通して社会と

Iつながり」ます。電子メディアの登場以

私たちは情報のやり

｡_延全に_L２ながる」、

それまでに存在したコミュニケーションの

しかたと，それによって作られる対人ネッ

トワークに大きな影響を与えます。

第３部，社会に「つながる」では，パー

ソナル・コミュニケーションの道具として

長く使われてきた電子メディアである「電

話」を中心に話を進めます。最初に新しい

砺子メディアの登場が，どのように既存の

人間関係に影響を与えるのかを携帯電話の

那例から述べ，次に現代社会を支える情報

ネットワークが覗故や災害によって断絶し

たら，どのようなダメージを私たちの生活

に与えるかを考えます。私たちがメディア

を通していかに強く社会と結びついている

かを明らかにします。

‘夕

７
１

新しいメディアの登場は

通して行なわれ，

りだされました｡

ｃＰ

〔Ｐ 前には，悩報のやりとりは対面的な接触を

対人ネットワークがつく
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ａ ｎ ７ 重

鵬帯晒話で楽しそうに会話する

若い女性

ある日新聞の投迩閥を見ていると，娘が大学生になって拠帯顛脂を持ち始めたある母親が

次のように畷いているのが目にとまりましだ｡｢娘が家にいるときの蝿帯電膳は象族にとって

の敵と化す。ビロビロと耳障りな電子音が時をかまわず流れだし，時にはテーブルの上に面

いた携帯が突然ガタガタと振動して周りを驚かせる。貴重な家族団らんの中にも挫帯は遠慮

なく割り込んできて娘を別の世界に連れていく。個人の電話とあって時も場所もお構いなし。

家族が｢取り次ぐ｣こともなくなって，話している相手がだれかも分からない｡」（渡辺厚子・

主婦46歳「朝日新聞」2000年３月23日付朝刊)。この母親は雛帯電諾の便利さを認めつつも，

撹帯電話には家族団らんを乱し，娘を家族から引き離す作用があるのではないかと，いらだ

ちを感じているようです。さらにラジオ・パーソナリティーのケン・マスイという人は新聞

で次のように言っています｡「携帯電話だと直接自分にかかってくるために,親に気づかれず

に話が続けられる。でも，そのため，家族のコミュニケーションが減り，親も子供のことが

わかりにくくなってきている気がする｡」（『朝日新聞.j2000年２月25日付名古屋本社版)。こ

れらの意見を聞くと，携帯電話は家族をバラバラにする作用をもつようにみえます。しかし，

一方では次のような投書もありました「我が家では拠帯電話を各自が持っている。メール交

換ができる機種なので時々，お互いの近況をメールで交信し，娘や息子などとも会騒を欠か

さないようにしている。（後略)」（佐藤正－．４６歳「読売新聞」1999年12月26日付)。このよ

うに携帯電話を親子で積極的に使えば，逆に家族関係が強化されることもあり得ます。いっ

たい，携帯電話は家族にどんな影響を与えているのでしょうか。

携帯電話の普及にともない，携帯電話は私たちの社会にさまざまな影響を与えています。

本章では，人間関係を中心として，携帯電話が私だちの生活に与える影習について社会心理

学的に考察していきます。なお，本章では自動車・拠帯電話とＰＨＳをあわせて蝿帯電雷と

いう表現を使います。ＰＨＳととくに区別する堀合には「拠帯砥諸」と「」をつけて蕊現しま

己.ｃ



する表ﾘノトワークー

１挽帯電話による影響の種類

棚帯地話の影響にはどのようなものが考えられ

るでしょうか。ここではカッツ（Katz，1999）の

脱を紹介しながら，その範囲と棚類について考え

てみましょう。彼は移動体通信の社会的影轡につ

いて社会生活，職業生活，組織柵造と影轡分野ご

とに提示しています。そして社会生活と職業生活

の２分野については，利用者に認識され．かつ直

接的な影轡としての｢一次的影響｣．利用打に自覚

されるが直接的でなく，統いて起こる「二次的影

轡｣,利用者に腿識されず,外部の観察者によって

縄繊される「三次的影響」の３段階に分刺してい

ます。

たとえば社会生活の分野では，一次的影轡とし

て，パーティーの日時設定がすぐできるなど，ス

ケジュールの不確定性が減少したり，緊急時の扱

助要綱が容易になり個人的安全悠覚が高まったり．

生活上の効率性が高まったりすることが含まれま

す。二次的影響として，生活上のスケジュール決

定が効率的になる結果，スケジュールのすきまが

減少し，緊密化してきたり，あるいは，即時的な

サービスが可能になる結果，サービス提供側に過

皿な負担を与えたりすることがあります。また棚

椛通話は人に連絡をとりやすくなる反面．人につ

かまりやすくなってしまうということも

あります。三次的影響として，物理的に
吟衷７－１

Iま近いが親しくない人との関係性が減り，

遠いが親しい人との相互作用が増加する

といった，社会的相互作用の変化があり

ます。あるいはレストランでの利川が禁

止されるなど．新たなエチケットが作ら

れることもここに該当します。また挑帯

通話を持つと即時に連絡がつくために，

所有肴は上司，家族，友人などからの社

会的コントロールに対してより従肌的に

なることがあげられます（表７－１）。

一次的影目

二次的影留

三次的影圏

他方職業生活の分野では，一次的影靭として，

第１に牛産性の向上があげられます。第２に人的

資源を含む組織的資源の管理の変化があります。

たとえばジャストインタイム化が巡む述輸業では，

槻補通話を使って指示の変史をすることがiiii単に

できます。第３に遊びと仕耶の融合をもたらすこ

とが考えられます。しかし，カッツは「現在でも

仕事の電話はめったに家庭にかけないという習慣

があり，いつでも融合が起こると考えるのは安直

過ぎる」と指摘します。二次的影轡として，第１

に個人邪業者などの小規模恥業祈の参入陳蛾を減

らし，耶業開始コストを下げることがあげられま

す．桃帯地話は会社の受付の役荊をし，パートタ

イムビジネスを容易にします。第２に挽帯電話に

より，より多くの仕躯や，労働時川の延健が可能

になった結果として，経済成長が考えられます。

そして第３に，たとえば店頭から直接商品怖報を

メーカに問い合わせるなど，ｆ､客と組織のコミュ

ニケーションが容易になり，両者の関係がよりよ

くなることが考えられます。三次的影轡としては，

労働者に対するコントロールの変化があります。

携帯電話は直接労働者をコントロールできる一方，

労働荷どうしのコミュニケーションも活発化する

ために，コントロールの強化と弛綬の両方の混合

的な結果をもつと考えられます。

想定される移励体通個の影曹（Katz,1999より作成）

不確定性双少

個人的宙全

効率性向上

スケジュールの緊密化

即詩性

入手可能性噌大

社会的相互作用の変化

工チケット甑ゴゴ

社会的/岨園的管理強

化

生産性向上

遊びと仕碩の融合

参入隠壁双少

経済成長

労鋤壱に対するコント

ロールの変化

環境における複轄

性o荒々しさ‘盟

争性の咽加

↓

非典中的粟蕊担麗

の成功



〆

Ｋ鋸3皿社会に｢つな"る｣I〔

次に紺縦柵造の分野への彬蒋ですが，そもそも

組織というのは，環境にその行動や描造が適して

いる場合には存続するが，そうでない場合は存続

がむずかしいといいます。組織を取りまく環境の

嬰索には，①組織が対処しなくてはならない嬰素

の「似維性｣，②猟境が組織に影響を与える際の

「荒々しさ｣，③資洲換僻のための｢蝿γ}性｣があ

りますが，移助体通侭の将及はこの３つを高めま

す。そうした畷境ドではWi報処理能力が高く，複

合的決定あるいは柔'肱に変肋する紺識柵造をもち，

付機的なIiM股メカニズムをとる紺搬がより(』効に

なり甑す。１１州lが紙つにつれてこうした紺綱が多

くなり，納果として細細の瓜賊が変化するだろう，

とカッツは号)えます。

カッツは以上の形糾について，できるだけデー

タを染めて伽,I|[しようとしていますが，彼121身柵

めているように，その多くはデータによる喪づけ

が不|分です。また一次的膨緋，二次的形稗，三

次的形弾のⅨ別も呪火に過川しようとするとあい

まいな点があります。しかし広脆洲にわたって影

響を整理しているので、その点は参考になります。

一方，筆者は影響レベルと影響のメカニズムに

よって携帯電話の人間関係および日常生活への影

響を整理してみました（表７－２)。すなわち，影

響レベルとしては意識面，行動而，関係性，規施

の各レベルに分けることができます。一方形聯の

メカニズムでは，おもに挑滞近瓢のどのような特

徴がそれらの影響を引き起こしているかを衿えま

す。固定電話とくらべると，第１に携帯近話はい

つも手近に持っているために，電話のある場所ま

で行かずに簡単に誼話ができます。これが簡便化

のメカニズムです。鋪２に郷||雌I|＃は個人のｋＷＩｊ

噛柄であり，111[接本人と,1門すことができます。こ

れが直接化です。第３に，固定1u話がないところ

や移動中でも電話ができること，戒接通話ができ

るのでいつでも気がねなく電話ができること．な

どによって電話コミュニケーションが常態化しま

す。以'二の３つはﾉﾉ:いに'跡1的な側辿をもってい

ます。そして第４にその他の特徴，たとえば'1締I・

機能，メモリー機能，発Ｉｉ播号表示機能，州ilff

の多様性，加入・解約の容易さなどがあります。

こうした影響のレペルと影響のメカニズムを組

野褒７－２携帯電脂の人間関係・日常生活への影響（中村，1997〕

7Ａ

注）下線は４割以上，又琴囲みは５劃以上の回苔禰（３筋で詳述〕

影唇

レベル

患諏面

行動面

関係性

鯉蝿

影響メカニズム

問腿化直擾化雷悪化その他

需
一
班
》

潔
悪

端
室

の
自

ス

亀室のファッション化

(着メロストラッブ）

連絡可能安心感

切簡珊大通岳

会合咽大

交謡の涙硬化

固定砺騒の双少計麗の直前決定

仕騨フ傷ライペートの境界璽味化

カエルコールの促逃

l手張･時叶の代矧

小さな用件でも連蕊

行動の効率化

Ｐ友

家旗の個別化

ﾌﾙﾀｲﾑ･ｲﾝﾃ診ﾒｲﾄ･ｺﾐｭﾆﾃゴ･－携梧伝言ダイヤル

家族結京謹化通信相手の選別

リモートマザリング

頭呂挨捌の翁路

番号公３８の制限
面悪燕i画 |稀号公開の積極化’稀号公開の積極化



りをよくする人は２１．０％にとどまりました｡携帯

電話は通話料金が尚いことや，音質や電波の安定

性にⅢ胆があるために、長電話には向かず，短い

川|ﾉI:連絡に適しているようです。こうした移動屯

Ⅲ9の使い〃は，、'１然その形聯にもlHI係してきます。

（１）窟醐面の彫智

まず11‘1:接化の形響ですが．荷部間澗侭では全Ｍ

答.行の67％の人が「『挑帯近話』・ＰＨＳを持って

いる人にはＩＩＴ接本人に連絡できるので，相手の家

族や1m場を弧にしなくてよくなった」と符えてい

ます。これが'|‘[接性の鵬弛です。１}『[接性は通耐.Ｍ

手をそのﾉ‘1鋤所から分離する不思議な感覚を生み

ます。たとえば休暇でリゾート地に来ているとき

に，それを知らない相手から仕事の電話がかかっ

てきた．などというときに感じる．不思議な感覚

です。i棚売では、「挑僻冠話」・ＰＩＩｓでは自分の居

場所が知られないので，便利なとぎがある，とし

た人がﾘﾉＷｆの.12.4％いました｡便利かどうかは

別として，こうした感党はかなり広がっているよ

うです。

次に術態化の作用ですが，ほとんどの携帯電話

ﾘ川背（８１．９％）が，いつでも連絡がとれるとい

う安心感がもてるようになった，と感じています。

宏心悠はさらに人間どうしの巡‘1冊感につなが')ま

す･細在では約半数（51.‘1％）のfIl川苦が，よく

「柵'１|鈍附Ii」・ＰⅡＳで話す相手とは，いつでもつ

ながりあっているという安心感がある，と感じて

います。＃ﾘｲﾙfIZ締の鮒態化作用は，連絡可能の安

心感や迎柵慰紬を多くの人に与えているようです。

附時迎絡可能性はストレス惣縦にも影響を'jえ

ます。73.5％の利用者が，連絡がつかずいらいら

することが少なくなった、と符えています。しか

しこのような感覚に慨れてしまうと逆に，相手が

「柵|沌総」・ＰＨＳを持っているのになかなか連

絡がつかずいらいらすることが多い，とする人も

多くなり限す(企'''I群付【|T･'7.1｡o)。僻|沌緬はと

､1-狸
１
Ｊ
』蝋婦寵后と理容するネットワーク）】

み合わせると，挑帯電話のさまざまな影響を想起

し，縦理することができます。たとえば行動のレ

ベルと簡便化の作川が組み合わさると，容易に通

,橋でさあことから，池柄全休の通話数が瑚人した

り，逆に'11,1定心1ﾙの皿jIiが減少したりといったこ

とが壷〃えられます。しかしこのような･･1魔災を作

っただけではｲく十分です。それぞれの影響が実際

にどの偲皮あるか，データによって明らかにしな

ければならないからです、

２擁帯電話による影響の実態

挑柵電i冊の影響を知るために，筆者らはこれま

でいくつかの調査を行なってきました。まず第１

に本節では1999年２月に東京30kｍ圏内に住む

１５旗から４０歳までの８０６人を対象に行なったア

ンケートNMI侭（廿郁間洲流）の結果をおもに紹介

します。とくに断りのない場合はこの捌迩の数字

を示します。第２に1998年から1999年のあいだ

に２５人の拠椛電話利川者に対して行なった深層

インタビュー（グループインタビュー形式）から

いくつかの例を紹介します（両調森とも詳細は橘

ﾉ6ら，２０００を参照)。鮒３に，2000年‘lノIに松lll

Ili内の火学/k‘186人に対して↑j:なったアンケート

,ﾘ,１厳（大学生細伽の結果も紹介します。ただし，

肢近磯んになった挑帯髄話を使ったメールについ

ては次節で述べます。

影轡の実態に入る帥に．首都圏調脊の結果から，

まず柵M沌禰の利川実態を簡単にみておきます。

被洲従将のうちで「桃帯磁話」の利用蕊は53.0

％，ＰＨＳの利用率は13.3％で，「拠帯近話」また

はＰIISのどちらかを使う人，すなわち携帯電話

の利用率は６３．８％でした｡携帯電話で話される内

容としては．待ち合わせの約束(67.9％)．居場所

の伽認（5‘1.3％)．姉宅の迎絡（51.9％)，遊びの

誘い（‘17.3％)，｛図WIN係(38.1％）などもっぱら

道具的な内祥が多く，とくに川件のないおしゃく ざにはIiIj〃の剣となるようです。

7９
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さらに，ｎ分の行動が縛られているような感じ

がする，と束縛感を感じる人が利川荷の36.4％い

ました。仕蛎の電話が上司からかかってくるよう

な人はとくにこの束縛感を感じるでしｋう･また

家庭からのiuiIlfが束縛感につながる例もあります。

グループインタビューに答えた30成代のあるﾘｊ

枕会社典は，よく飲み会に参加するようですが，

戎から頻繁に挑帯電話に電話がかかり，束縛感を

感じていました。しかしその一方で逆にIfIIlI感を

僻ている人もいます。グループインタビューに答

えた２()熊代のあるＯＬは,桃,M純紬を持つように

なっていつでも辿絡がつくために，きびしかった

ｌＩｌｊ限がゆるみ，親からの束縛が減少したと感じて

いました。調査でも約３割（3,1.2％）のｆｌｌｊＷｆ

は，行動がrllllになったような気がする，と杵え

ています。束糾感と自由感については脳じ為人が

それぞれ３別隈喚と微妙な数字です。しかしこれ

はある,侭味で柵帯地|,ＩＦの影響をﾘ叫的に炎わして

います。すなわち携帯喧諦はある腿度の影郷を与

えているが，その方向性はときに正反対です。そ

して影響は鵬帯電話のメディア特性によってあら

かじめ決められているわけではなく、そのﾉﾉ向性

は利川仔の祇かれた社会的文脈に依存していると

いうことです。たとえば男性会社貝のケースでは、

本人の飲み会への参加が頻繋で，没が規制を強化

しようとしていた家族的文脈があります。一方，

ＯＬの場合は学生時代から強かった門限規制が．

年齢とともに緩和されていくという流れがｲＭ§し

ていました。柳M沌諦はこうした流れに沿って形

燃してい〕ることが少なくありません。

また，とくにｲ'fい人に顕普にみられるのが，身

につけることによって電話機がファッション化，

ガジェット化（おもちゃ化）してきたという点で

す。首都圏調査では，利用行の約半数（‘17.3％）

が近話機に自分の好きなストラップやシールをつ

けているし．また藩侭音を''1分の好きなものに斑

えています (・'8.29b)。ｉ'.f佃汗を変えるのは，イｒｆＩｌＩ

《躯3副社会に｢つなかる｣Iｒ

･汗を他人と|>《別するという実用ｉｍもありますが，

誼話機にオリジナルの符侭メロディーを設定でき

るようになって以来，1.1分らしさを炎』,Iする手段

として独('1の発展を遂げました。ヒットIillを1uill1i

に人ﾉJするためのコードを災めた水が発光され，

人紙をよびました。たとえば『|〃Mfilfメロ》ドレ

ミブック』（双葉社）の第１巣は1998年に出版さ

れ，その後'０巻以上が次々と出版されました。雌

近ではネットワーク経由で藩メロが配備されたい

和音を出せる機器が発売されたりと，ハード而の

変化も進んでいます。

（２）行動面の影劉

行動而の影響では，もっとも単純なものとして，

龍話をかける回数が増える，ということがありま

す｡首都圏調査でもこうした人は利川･荷の．17.3％

に通していました◇ここには州|蝿‘Wiの:f近さや

メモリー機能による「iiWIu化.;のメカニズムがあ

ります。また#州蝿jhIiからかけることが多くなっ

た結果，一般加入電話を使う'''1数が減った人もIIil

狸度（47.3％）います。一般電諦から捌帯電話に

利用がシフトしながら、挑椛砥紺は近話コミュニ

ケーション全体を活発化しているようです。

次は禰接化の彬塀です。１１‘〔接化は時Ⅲ帯や柵乎

の場所を気にせず埴紙できるようにします。たと

えば．挑帯電話を深夜家族に迷惑をかけずに迎絡

を取るために使う，という利用荷が3.1.6％いまし

た。その結果，深夜・夜間に人と辿絡を取り合う

ことが聯えた，という人が’11.1〔’6もいました。コ

ミュニケーションの深夜化にともなって，交際満

肋の深夜化の伽|ｲ'1もｌ／‘lほど(2‘1.5｡｡)のfllﾉＩｊ件

にみられます。ｎ虻接化や州態化はコミュニケーシ

ョンの増加をもたらしますが，その結果として友

だちと会う回数が増えたとする人が３W11礎度(28.

6％)いました。また，小さな用件でも連絡するこ

とが多くなった，という利ｊＷｆが57.2.6と半数を

超えているのは波{1に航します。｛洲沌締はコミ

ュニケーション行動に大きな変化を与えているの


