
勘 7章挽帯篭鮎と変容するネットワーク））

です。

携帯電話の直接性や常時性は，化蛎とプライベ

ートの境界をあいまい化する可能性があります。

挑帯電話ならいつでもⅡ‘[接佃手に通じるので，ア

フター５や体１１にも比較的城維に'1:,lrの↑脇Iiをか

けられます。逆にⅡ'〔接+|ＩＦが出るので，女(職に服

場に私川電話がかけられます。訓衡でも「仕班中

や学校にいるときに私的な電話をすることが多く

なった」という人が約２荊（23.9％）いました。

プライベートの領域が仕ﾘに浸食されるのか，そ

れともⅡ:jI｛の領域にプライベートが侵入するのか，

どちらの効果が大きいのか，これまでのiilMffでは

はっきりしません。ただカッツ（Katz，1999）も

言うように．影響の方向性はメディア特性によっ

て決まっているのではなく，その人の置かれた状

況に依存しています。たとえば灰折などはその職

業特性によってプライベート慨域が仕ﾘ『に没食さ

れやすくなります。また規ｆＩｔのきびしい職甥や'雅

校では，プライベート領域の侵入を防ぐために，

携帯電話の使用が禁止されることもあります。実

際調査でも，職場（学校）で携帯電話の利用につ

いて規則が決められているという人が15.0％い

ました。これは後述する社会規脆の形成にあたる

現象ですが，影聯が社会的に蝋まれないものであ

る場合，それを棚役する作用がはたらくことがあ

ります。

一方，常態化のメカニズムが強くはたらくもの

には．まず行動の効率化があげられます。常に連

絡がつくので､電諦待ちで動けないということも

なくなるし，移動''１の】争約や，待ち合わせのあい

だのショッピングなどもできます。調査でも「時

間が有効に使えるようになった」と答えた人は約

６割（57.8％）に達しています。またいつでも連

絡がつくことを見越して詳細を市前に決定せず，

遊びの．】多定などを面前に決定する，という現娘も

約半数（癖18.6％）の利川蒋に広がっています。

その他のメカニズムによるmlWimの影堺ですが，

）

､汁郁催MMlffでは，ダイヤル登録（メモリー）をア

ドレス帳代わりにしている，という人が利川什の

約７側（68.7％）もいました。一ﾉ．大学とkiiMll4iミ

では「移肋晒祇をアドレス'限代わりにしているの

で．アドレス帆は排ら歩かない」という人が38,‘１

％い族した。また「〃11ﾘj地ｈ１ｉを時,Ⅱ･代わりにして

いるので，腕時計は持ち歩かない」という人が利

用者の６５．７％にも達しました。これは単なる偶然

かもしれませんが，通賑楕の「機械統計年報」に

よると，腕11柵|･の出荷販ﾘ数ITtは．ポケットベル

がブームになった1992年から落ちだし.州|蝿柵

が急刑した１９９５年以降は１９９１年以l1iiのｌ／３ほ

どの水地に減少しています。伸の所持率がわから

ないのではっきりしたことは商えませんが，挑椛

電話の普及により，腕Ii補|､やアドレス帳を持たな

くなる伽向があるようです。

（３）関係性への影響

さて関係伽への影聯ですが，鮒１にまず聯い人

の人IIIilMI係からみていきましょう。近年ﾙfffはメ

ディア上の11t界に閉じこもりがちになり，現災の

人間関係が希薄になってきた，という談論があり

ます。たとえば大平（1995）は｡l1f者は炎１ｍ的コミ

ュニケーションを好むためにポケットベルでのコ

ミュニケーションが好まれるのだ，と謝っていま

す。これに対して中村（1997）は学生に対する洲

査から、ポケッ)､ベル術川特では非柑用行にくら

べて表I簡的人間関係をとろうとする人がむしろ少

ないこと，またポケットベル卿il者は対Im的人NIl

IMI係が活発であることなどを発見し，ポケットベ

ル利用が炎1W的人|Ⅲ側係につながるという縮をf【i；

定しています。さらに陥元（1998）は併棚柵企を

みる限り．1970年代以来，１１本の滞片において親

しい友人の数が減少したり，友人とのつきあい方

が炎lW化したりはせず．務者の関係稲薄化総その

ものに裏づけがない，といいます。ｌ州沌‘脇につ

いてもポケッ1､ベルとl1il棚のことがいえます。棚

ﾉｆら（2000）は竹部閲柵.ffの紡果か ら友人IMI係の
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たっている人は少ないようです。

第３に，携帯電話では着信時に発信群番号が表

示されるので，通信州下，すなわちつきあう相手

を選別するようになり．その結果好きな人とだけ

つきあうようになった，という搬諭があります。

松川ら（1998）は街噸インタビュー,ﾘM荘でそうし

た杵背を発見していますし，大学生調査でも，か

かってきた電話には，表示された相手の番号によ

って出るかどうかを決めている，という利用荷は

42.9％に速し，たしかに番弓表城が誼i活相手の選

択に使われているようです。しかし･前部間,ﾘﾙ1.代で

は，親しい人とだけつきあいがちになった，と蒋

えた利用者は17.7％でした｡これは潜備者番号以

外の携帯電話の影響も入った数字です。これをみ

ると発信荷番号の人間関係への影響は一部にとど

まっているようです。それはなぜかというと，そ

もそも挑帯fEii1iによってコミュニケーションが常

態化され，緊急性のない通!｛,睦附時受けることに

なるからです。また学生訓迩によると「移動近詰

の番号は門宅の番吟より気軽に人に教えられる」

という人が半分ほど（55‘１％）います．気軽に教

えた結果，あまり'１１要でない柵Fからの電話もか

かってきます。発俄者番勝による逃別は実はこれ

らの影郷をi肌雌し，｜||殺するlIIiがあるのではない

でしょうか。韮本的に人きな変化が望まれない状

況にあっては，メディアによるある変化を別の利

用法によって相殺しようとする現象がみられます。

たとえば，問定電話の場合では，トップに１両接に

つながることによる組縦的変化を避けるために，

1ｕｌＩｌ１ｉは秘,'ｆに通し，そこで選別する，という''１１判

ができました。

第４に，匿名的コミュニケーションの牒開が考

えられます。たとえば1998年には，携帯電話の伝

言サービスで知り合った女性に男が睡眠薬を飲ま

せ死亡させるという１１ｉ件が起き，携帯伝前による

慨:f'i的コミュニケーションが注|’されました。し

かし入学』k洲:ぽでは槻H;伝,iサービスの利川維験

Ｐ
ｂ 岨第３剖社会に画罰翻『

親疎に関する尺度をつくりました。すなわち，「親

友とはお互いの性絡の裏の裏まで知っている」と

か「親友とはなにも言わなくてもわかりあえる」

と杵えた人に間得点を与え,｢親友であってもすべ

てをさらけ出すわけではない｣｢親友であってもあ

まり深刻な相談はしない｣｢脱皮といえる人はいな

い」と答えた人に低い点数を与えました。この尺

度と携帯電話所有との関連をみたところ，携帯電

話利川者ほど深いつきあいを好むことがわかりま

した。そのほか，柵帯通話所有荷は外向的で自己

|ﾙﾙ的なIﾘlるい{側ffの持ち:1｛であることもわかり

ました。こうしたことから，イル棚Ii,{ｌ１ｉが炎脈1的な

つきあいを助災するとはとうてい考えられませんく

第２に，携帯電話は日常的に会い，夜には固定

電話でおしゃべりをするような親しいあいだがら

で使われ，結果として岡六時巾べたべたとつなが

りあうljM係を作り上げるという，１１１述とは反対の

搬倫があります。’|ﾘ;ﾙら（1999）は桃'|柵ulIlIiが成

立させるこうした関係を「フルタイム・インティ

メイト．コミュニティー」と名づけました。

首都圏訓森で，若者（29歳以下）の通信メディ

ア相手との関係を洲くると，もっとも多いパター

ンは桃柵通話と問定電M1iと1.1柑的対而接触をIMl時

に行なう側係でした。ついで{ルI|沌紙と対lni接触，

問定電諦と対lili接触の組み合わせです。携柵樋柵

の利用は問定電話や対面接触とともに行なわれる

ことが多いのです。これは挑帯電話が「フルタイ

ム・インティメイト・コミュニティー」を作り出

している，という織諭に尚定的な結果といえます

（』離しくは柚ﾌIjら，200())。しかしその広がりはあ

まり大きくないようです。大学生i洲査によると、

携帯電話を持つようになって．よく会う友だちと

１口中連絡をとりあうようになった，としたのは

利用者の18.5％にとどまりました｡すでに述べた

ように，小さな川件でも迎絡することが多くなっ

た，という人は多いのですが，それが「フルタイ

メイト・コミュニティー」に態でいム・インティ

Ｈ２
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将はわずか2.5％でした｡若者といえども・こうし

た商業的な畷端的コミュニケーションを実際に行

なっているのは少数派なようです。しかしその一

方で,でたらめなＰＩＩＳ稚号に電話をして,電話相

Ｆを捜すという「Ｐ友」なる現鞭もあります。大

学」k棚jI傭によると「拙椛fE紺を使って知り合い．

通;,Iikだけでやりとりをする友だちがいる」とい

う人は利川什の７．２％でした。一般的とまではい

えませんが，こちらのほうは若-I:の広がりがある

ようです。

次に家族の人''11側係への形郷をみてみましょうＣ

ｌ伽の例で紹介したように，①挑榊髄瓶はそのｉｌｆ〔

接性によって家族を佃別化していくという家族解

体説と，②抑帯電話によるコミュニケーションの

州態化によってむしろ家族関係が強化されるとい

う，結束強化脱の２つがあります。首都間調査で

は「家族のコミュニケーションが１Ｗえた」とした

のは利川脅の約２削(22.6％)．逆に「家族が個別

化して菖たような気がする」としたのは約１割

（１１．１％）でした。ここでも．影響を感じている

人は比較的少数で，正反対の方向性の影響が同時

にみられます。影聯の具体例について，インタビ

ュー１冊i#l;からみてみましょう。

産とj篭どもがいる２０峨代の会社ｕは柵H蝿‘iル

が家族とのコミュニケーションを活発にしたと次

のように述べています｡｢夜遅く州ることが多いの

で，力i}ったら盤と子どもは寝ていて，すれ違うこ

とが夢かつたのですが，挑帯氾話で･･応掠11コミ

ュニケーションがとれるようになりました。妾と

のコミュニケーションがjＷえました。州Wがない

ときは３１１くらい１１をきかないこともありました

ね。飯食ったか，とか，歯磨いたか的なこともあ

りますね。家に帰るなら早く帰りたいので電話し

ている間もないのですが，携帯なら逓車の駅とか

でできるので辿絡が取りやすくなったことがあり

ます。挑柵を持つまでは，州るコールなどまった

くしたことがなかったです'ｎここでは挑帯電話の

）

簡便性が，州るコールをうながしていることもう

かがえます。ただこの点はその広がりを示すデー

タがないので，はっきりしたことは言えません。

ここで注I'すべきことは，ｒどもが小さい蒲い夫

州という，コミュニケーションを求める‘求族状況

が1ｉｆ賊にある点で-Ij-oそうした･１１ﾃ)肘がlj州蝿詔の

導入で家族の紬びつきを強化させることにつなが

ったと考えられます。

一方,家族とl‘１１，１)している２０槻代の()Ｌは，播

滞f醜Iiによって家族の束糾から'''''1になったと、

次のように述べています｡｢艇'１１にいとこの家にち

ょっと行くというようなことをするようにはなり

ました。郷附を持って親が安心して出してくれる

ようになりました。それまでは遊中が心配とかい

って夜中にｌＩｉで外出させてくれなかった。携帯で

蛎活がかわったというような虹はしないけれど．

もしなかったらまた（親の）強いしがらみのなか

で生きて行かなくちゃいけないな，と思います｣。

ここにはそもそも娘に対する親の厳格な規制があ

り，それが年齢とともに綴みつつある、という背

景があります。挑帯電話の導入がそうした動きの

きっかけとなったのでしょう。このように，反対

の影堺がみられるのは，禅人される人'1M側係の汁

蛾がj'4なっているのがlﾙ咽です。

家族への影響が家族の状況によって典なるとい

うのは外川の例をみるとより明らかです。たとえ

ばスペインは一般に家族ili位の行動が磯んな社会

です。スペインITil憐テレビ（ＴＶ1$）のニュース番

細（2()Ｏ０ｆｆｌノ」７１１放送）によると，スペインで

は1999イドのクリスマスlUIilllII1に約3()０ﾉj台の拙

州ｕｌＩｌｌ;がﾘれ成したが，それはおもに親から-i翁ど

もへプレゼントされたものだといいます。その際

料金は親もちで．糾肝fIii;１Wは税がｆどもをコント

ロールする手段とされているそうです。家族の結

束が強い社会では#Ｗ↑脇IFもそれを維持するため

の下段として使われるのです。

あるいはラコーとナバロ（Rakow＆Navarl.o‘
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れてきた電話でのＩ柵し方に変化をもたらしている

ようです。

また遊話爵吟を教えるときの規範の変化もあり

ます。桃帯砥話では直接かかってくる煩わしさを

防ぐために，岡定fulWiより瀞号を広く公側しない

傾向があります。Ｉ､澗悩洲在では，番号はごく親

しい人にしか教えていない，という人が73.5％い

ました。またアメリカなどでは携帯電話の通話料

金は受信側が払わなくてはならないために，やは

りごく一部の人にしか教えないそうです（Katz、

1999）しかしその一･･方で，すでに述べたように、

#州蝿締の稀)j･を鉱維に教える風潮もあります。

これは問題が起きたとき挑幣竃話なら気軽に解約

できるためであると考えられます。ここでも影響

の両鎧牲がみられます。

拙帯砺話に関する規範でもっとも問題となって

いるのが，公此の期における利用制限です。１９９９

年に私たちがiﾘM在したところによると（中村ら，

1999)，この時点でもかなりマナーを守る行動が浸

透しているようです。たとえば，劇場や映画館に

いるときに通常モードにしている人はわずか２．７

｡()で，59.69oはスイッチを切り，３６．６％はバイブ

レーションモードにしています。そのほか捕院や

会榊'1などでも唯洲を切る人がそれぞれ75.()％

と‘15.8％など，マナー行11111が批透しています(炎

７－３)。また公共交通機関のなかでも２８．８％が竃

脈を切り，５４．５％がバイブレーションにしていま

r

L J(第３田社会に｢つなかる｣(侭

1993）は1991年にシカゴ郊外で１９人の拙帯旭湘

利用女性にインタビューを行ないました。中流家

庭では母親が．子どもの面倒をみることを第一にし

なくてはならないというイデオロギーがあり，Ｗ

業.I蜘)はj篭どもの送り迎えや質い物などでの静1mｌ

で忙殺されていますそんななかでl蜘沌話は離

れていながらも子どもを篭理できる手段となり，

「リモート・マザリング」ともいうべきものを火

行可能にしています。その一方で，イi職女性にと

っては仕11『をしながら家JjIもＭ時に行なえる手段

となっています。ラコーとナバロは，このような

挑帯近諦のfIl用法は女性の従順的地位にD;咽があ

り．挽帯電話はそうした地位関係を保がすること

を助けている，と述べています。

以上をまとめると２つのことがいえます。第１

に、意識而やｲj:動而にくらぺると，側係性への影

郷はそれほど人善くはないということです。変化

を認める利川行はだいたいＩ／3以ドでした｡人'''１

関係全般としても，「#州沌iWi」・''11ｓでやりとり

する相手との親近嘘が潮した．とする人は利川荷

の35.8％で，「挑椛近話｣・ＰＩＩＳでやりとりしな

い人とのつきあいが少し陳述になった，とした人

は13..1％です。鮒２に，側係性においては，まっ

たく逆方向の形聯がlI1ll1f恒起きろという，形聯の

Iilj投性が顕併に兄いだされました。

（４）社会規範の形成

さて，携帯芯話の利用が底まると，それに対応

してさまざまな社会』伽がﾉkまれます。たとえば

{j州沌荊では''１１:援州Ｆにつながることから，lIIjlだ

↑Ii,１，１のとぎのようなlllfを仙偲-J･る挨ljWが不凹に

なります。火際，学ﾊﾐﾙｌＷｌ６によると，約1《牧(‘17.

4％)の人が，桃帯氾ｉｌ１ｉにかけたときには挨拶抜き

で，いきなり本題にはいることが多い．と群えて

います。「あ，オレ。いまどこ？」「もうすぐi''『く」

などという会‘lIIiはその典岨です。ここでは挨拶が

ないばかりでなく、′ド特定のＮＩＦ雀想定したＴ叩

炎呪もiiljえていきます。＃Ｗ地冊は川l治以来j淵〕

功表７－３挽帯マナー行動の実施率

（巾判ら．1999より）
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－〕リ 7章搬蹴脳と変宮するﾈｯﾄﾜー ｸ）』

す。

こうしたマナー行勤浸透の原因には，施設運営

側のはたらきかけがあります。たとえばＪＲ東口

本では1992年から新幹線･特急列‘|〔で，デッキで

の使用を呼びかけたのに始まり，１９９６年には将jlli

列'1〔内でも「まわりのみなさまのご迷惑とならな

いように協力を」となり，1997年からは「他のお

客様の迷惑となるのでご述虚ください」と強化さ

れ,2000年には込み合ったilf内でスイッチを切る

キャンペーンが行なわれました。さらに法による

州illもあります。辿路交通法が故lliされて，１９９９

年１１ｊ．lからI4l1肋１k皿'|低'１１の|卿M沌搬の仙川が紫

止されました。

３携帯ﾒｰﾙについて

これまでljMM1uIIlIiによる)I『のコミュニケーショ

ンについてもっぱらざ)yえてきましたが，近年さか

んになってきたのが｢拙柵Ｍｉ｣やＰＨＳを使った

メールのやりとりです。これには棚帯電話どうし

でしかやりとりができない｢文字メッセージ」（Ｐ

メールやショートメール）と．インターネットを

通してＷＩ肱く通AIができる「#IMfl§メール」（Sky

WalkeI･やｉモードメール）の２加瀬があります‘

前荷は少ない文字数しか送れませんが，サービス

開始が1995年と￥く．1997年以降若い人を中心

にブームになりました｡後考は１９９７雑からサービ

0％２０％４０艶

爺f諾

メール

叩1,1洲!Ｉ州州

）

スが開始され，より民い文を送受信できます。挑

帯電話会社がブロバイダーの役割を果たし，挑措

電話機だけで簡単にＥメールができます。ここで

はIdhj者を総称して「拙帝メール」とよびます（た

だしパソコンや挑柵梢縦端末に州沌祇を接続し

て行なう．モバイルコンピューティングは含みま

せん)。

現在．若者を中心としてこの携帯メール利剛者

が急増しています。野村総合研究所の調壷（第６

回'Mf報通偏利用者動向の洲在）によれば，イガ棚Ｉｉ

ｌ癖l川lffのうちで｢ショートメッセージサービス」

を利ｌＩｊしているのは，１９９９年l()ﾉjルＭ;23.69<》

で，とくに１０蛾代は71.3％と,淵率になっていま

す。また私たちの行なった学とk調査（前州）でも

大学生の大部分（85.6％）が挑帯メールを利川し

ていました。

拝什の桃イルメール利ＩＵの第１の特徴は，その利

川顔度がきわめて問いことです。利用頻度はi,ｆｊＩＩ

による挑帯碓話利用よりも商いほどです。たとえ

ば，１１１に５回以上利用するヘピーユーザーは，

音声利用では22.3％なのに対し,挑椛メールでは

37.7％にも達しています（学生訓森Ｍ７－ｌ）。

挑帯メール利川の第２の特徴は，やりとりされ

る内容です。携播電締で柵される内群については

すでに述べたように，待ち合わせの辿絡などの道

具的利用がめだちました。それに対して，挑椛メ

ールでは．いまどこにいて何をしているかといつ

60％８０％100％

|唇1蕊ii蕊

■10-/巳

回5-9/臼

廻3-4/日

■1-2/巳

ａ5-6/週

囲3-4/週

園－３/運
睡O

ｐＮＡ

吟図７－１捌硝耐諾の利用頻度（学生卿査】

／〆
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くなったなどの影響が顕著でした。また規範面で

は挑椛近話の利用について場所をふまえた行動が

あたり前になってきています。その一方で新しい

皮人間係や家族関係など，関係性における影響は

他の而とくらべるとはっきりしたものではありま

せんでした。蔵撤や行勤の而にくらべると関係性

の1ｍはなかなか変化しにくい領域なのかもしれま

せん。しかし小さな用件でも連絡するようになっ

たり．発偏番浄を確認して髄話に出る行為が広が

るなど，今後，人間関係に影響を及ぼす可能性が

あります。また拙椛メールの世界では,「フルタイ

ム・インテイメイト・コミュニティー」に親和的

なコミュニケーションがなされており、今後の動

きが注Ｈされます。

これまで検討してきた諸影響から，以下の４つ

のパターンがWT出できます。第１は「組み込まれ

た強化災NII」のパターンです。これはもともとあ

る傾向に州|沌蹄が組み込まれることで，その傾

向を強化・jW帆するパターンです。携帯で親の監

視が緩くなったＯＬの例や，ラコーとナバロ

（RnkOw＆Naval･ro,1993）の言う女性の低い地

仙が存統する問題などがこれにあたります。第２

は鮒ｌのメカニズムの延奨l:で起こるのですが，

IIillWに反対J向の形稗が出る，「形轡のIi1li雑性｣の

パﾀｰﾝです。形郷が既存の側向を強化する形で

現われるとすれば，基礎となる傾向が逆であれば

』'1然逆の影響がH1るわけです。挑帯危話が家族関

係を紬瓶するﾉjlf1lで形響することもあれば，逆に

バラバラにするﾉｊＩｒＩ｣で影僻することもある，とい

うのがこの例です。鋪３は変化が社会的に｡｛{まれ

ない場合，それをⅢ没する別の変化が起きる「影

轡の棚般」のパターンです。たとえば，職場への

プライベート価域の股入作用を相殺するために，

l仙場で利用禁1ｔの規範ができたりするのがこれで

す。而推11iと似ていますがlllli縦性は両方の作用が

〃<l;するのに対して，こちらはlil一作川をうら消

す点がIllkLなります。そして節４はｰ機能的代待」

ｒ
Ｌ (（第３田社会 Ｋこ「つながる」

た現況報告（70.990）や身のまわりの''1V報（66.8

％)，あるいはちよとした気持ち(60.1％）といっ

たコンサマトリー（I‘1己充足）的利剛が多くなっ

ています。＃洲fメールではH1手に価すことを強製

しないために，どうでもよい内容を送りやすくな

る点が背)町の晒括とは異なります。州fメールは

利用年齢府が若いこと、遊びの典衆があること、

などから，かつてのポケットベル通傭と似た雰囲

気があります。しかしポケットベル通(jですら、

多くの符箭が行なっていたのは「折り返し弛括を

してもらうため」（6.1.9％)や｢待ち合わせの時川

や場所の連絡」（51.9％）といった道具的利用で，

「ちょっとした気持ちを伝えるため」に利用して

いる人はｌ／３穏喚（35.9％）でした（ＩｌＷ，

1997)。

また棚帯による術態性から，その時々の州態や

鉱持ちを瞬時に舷え．体験を州iする感覚が得ら

れる点がパソコンの畑j篭メールとも出なる点ですｃ

挑帯メールは術時気持ちを通じあわせるという，

他のメディアにはない特徴をもっているのです。

このようにみると，’|嶋ら（1999）の,１つた「フ

ルタイム・インティメイト・コミュニティー」は

ｌ１ＷｆＩＺＩＩ&の．MfJlrよりも，むしろ|抄''１;メールによっ

て実現されつつある，といえるのではないでしょ

うか（挑帯メールについては''１|､､Ｉ（2()01）も参

照)。

４まとめ

水f;fで(よ|〃H蝿IhIiの形叫について，その膜がり

を検ルルたうえで，人lllIIIAl係や'1常′噺における

影響をデータを雌にみてきました。その結鵬，と

くに意識而，行動面，規脆面でさまざまな彩郷が

碓認されました。すなわち斌細Iliではill[接慰識，

辿帯意識，迎絡111能の安心感Jbwどが形成されてい

ましたあるいはmllIIIIIiでは、mﾉの効率化、小さ

な川件でも辿絡するようになった，H制･を特たな

’Ｈ６
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4~引用文献『です。これは，挑椛を持つようになって腕時計を

持たなくなったり，挑帯電話を使うので問定電話

を使わなくなる，といったことです。

このように#州蝿ih1iの影響は考えてみると，そ

れほど恥純なものでありません。しかしそこがま

た，この研究テーマのおもしろいところでもあり

ます。ここではそれが使われる生活状況への杵１１

と，実証的データに基づいた慎重な検討が必要に

橋元良明１９９８パーソナルメディアとコミュニケーショ

ン行動竹内郁郎･児JM和人･橋元良明（柵）メディア・

コミュニケーシ，ン紬北柵出版Ｐｐ､117-138．

柵ｿIj良IﾘI．（ijl仙一･中'１功･地永，愉・辻ノく介・師ル)（

俊２０〔)(）州施,I＃を1'1心とする通イヨメデイフ'{11川にIMI

する刈在研究班j;(大学社会消雑研究所紀叫.14,83-192．

Katz．』.Ｅ・ｊ９９９Ｑｼ""“抑"ｓ：Ｓ“”α"fノＣ""『"･‘／

Ｓ/"”ｓｐｒ〃ﾉ(’た"ﾊ0"２ｍＡ】"〃”〃Ｌ舵．New

Jersey8TransactionPublishe鱈．

樫II1美佐･常川英典･瀧本葱一・羽洲一代・岡田朋之１９９８

移動ルドメディアの粁及と斑容瀬京大学社会佃恨研究所

紀喫，５６１j・

中胤・･朗･lIll11lWli-･ｌ１ｒｊｌ:lWIﾘ１１９９９移動髄iWiの杵及とそ

の社会的懲味Ｉｉｌｊ報通ｌｉ１学会誌，59,79-92，

中村功１９９７ノ姉¥状況と通信メディアの利川水野博

介・中村功・雌永論・清原慶子（共著）情報化活と

メディア北側出販Ｐｐ,80-114．

中村功２００１棚ｉｆメールの人間関係来京火喰社会仙

報研究所(側）１１‘ドﾉ､の梢椛行動２０００１１〔京大蛾出版会
輔10歳

中村功･≦l:俊治･ｌｌｆ井博明１９９９竜ｆネットワーク時

代における11州jmljマナーに関する訓琵研究Ⅱ州I法人

マルチメディア撒興センター

大平他１９９５やさしさの糖神描理岩波新譜

Rakow,Ｌ､Ｆ､＆ＮＫｗａＩ･1℃‘Ｖ･l993RGmotcmothe1･iI収

ａｎｄ【llGPKlmIM5hift：Ｗ(〕ｍａｎＭ“ＩｔｈＧＣ(､llulfM，

TCl叩holl〔P‘Ｃﾉ･"""/Ｓ/"耐ＥＳﾉ〃ＪＷＳＳＱ７ﾉ"""ｨ"伽/伽"、

10.11.1-157.

なってくるからです｡
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a戸Ｓ皇言

ＮＴＴ回線故隙証券会社の
■｡●■●■わ■■｡ご●｡●甲酋●●●今ご●屯や

株価表示が更新不能／大阪

1998/１０/28撮影
｡■｡●寺●｡□申守●甲申■‐■■ーq

(統売新lIII社提供）

情報化社会に潜む脆弱性を示す駆故として，各紙は大阪で起きた通信回線の途絶を伝えま

した。たったひとつの設備の故障が，市民生活に大きな影響を与えたからです。

1998年10月28日午前10時７分に大阪府東淀川区にあるＮＴＴの専用回線設備に障害が発
生し，専用回線約１万9000回線が一時不通となりました。事故発生から10時間後の同日午後

７時56分に復旧しましたが,このあいだ,警察や消防局,関西空港,銀行やスーバーなど3239

社に及ぶ利用者が影響を受けたのです（三上ら，1999)。

大阪府筈では,事故直後から110番回線のうち75回線で普信ランプが付きっぱなしの状態と

なり，受付ができなくなりました。110番通報を公衆網に迂回するとともに,最寄りの害察署

に回す措置がとられました。また，消防関係では，大阪消防局と吹田消防署の回線の一部が

影響を受けました。吹田消防署ではいっせいに電話が鳴りだし，応じても無音という状態が

続きました。支障の出た万博局経由の回線を衛星回線に切り替え，無音電話をなくすことに

成功しています。今回の駆故では，いろいろな対応をとり，また被害が一部だったために，

平常と同じ量の緊急通報を受眉することができたようです（三上ら，1999)。

関西空港でも三国山と東京航空交通管制部とを結ぶ一般専用線が使えなくなったために，
20分ほど離陸を見合わせ，その後も４時間にわたって離陸の間隔をあける措瞳をとりました。

出発便45便に30分から２時間50分の遅れが生じています。大阪証券取引所でも各証券会社等

とのコンピュータを通した売買システムの回線と決済システムの一部が使えなくなりましたｃ

銀行では一部のＡＴＭが使用できなくなり，スーパーでも発注業務に支障が出ています(三

上ら，1999)。

今回の駆故は，私たちの生活が砺気通信ネットワークに広範囲にしかも深く依存しており，

その途絶は生活の安全や利便性を脅かすものであることを教えてくれます。



、
幻るとき表ツトワー ）

１はじめに

秘たちの社会は，通城通信ネットワークや道

路・鉄道ネットワークなどのさまざまな社会的堆

雌に支えられています。１剛ルサーピスやテレビな

どのメディアも，これらの物j[１Ｍ的なネットワーク

に支えられています。ところで，前章までにみた

ように，私たちはこれらのネットワークやメディ

アを通して情報行lmIを行ない，対人関係を形成さ

せています。したがって．もし物理的なネットワ

ークが災蟹やﾘ『故で使えなくなると，私たちのhii

報行動や対人側係も，なんらかの影響を受けるこ

とになります。その行動や関係がネットワークに

依存していればしているほど，その途絶がもたら

す社会心理学的な影聯もまた大きくなります。そ

のようなネットワークに強く依存している社会で‘

まさに私たちは生活をしているのです。

それでは，物珊的なネットワークの途絶はどの

ような過程で融たちに彬響を与えると考えられる

のでしょうか。ひとつのモデルとして，次のよう

に整理することができます。まず，たとえば電気

通信ネットワークの途絶にともない．いままでで

きていたことができなくなったり，あるいは折た

な問題が発′kします。,仏たちはそれらのｲく郁介や

問題を解洲しようと何らかの対応行動をとるでし

ょう。それらの対応行動によって多くの問題は解

消されますが，一部の問題が解消されずに残され

てしまうこともありえます。この残された問)廼が，

場合によっては利用汁の1W報行動や対人関係に影

騨をjjえる，どけえられます。ところで，ネット

ワークの途絶の影轡過陛をこのような一連の過腿

ととらえると，どのような問題が発生し，どのよ

うな対応行動が可能かは，途絶の状況や途絶が起

きている状況に左ｲfされることがわかるでしょうｃ

もちろん，これらの状況は．途絶の時間的継続性，

窯間的広がりにもよりますが，他のネットワーク

の機能状況や他のシステムの変容状況によっても

大きな影響を受けます。通常、社会ではひとつの

機能を果たす類似のネットワークが用意されてい

るのが一般的です。多皿な術造になっているので

す。したがって，あるネットワークが使えなくて

も似たような機能を果たす別のネットワークで影

聯を吸収することができますが，裡放のネットワ

ーク機能が低下してしまうと吸収はむずかしくな

ります。典型的には災将に襲われたときがそうで

す。ラファエルはその雛Iド『災審の襲うとき』

（Rfllphael,1986）で、災iIfを「個人や社会の対応

能力を超えた不可抗ﾉJ的な州来Ｗや状況，さらに

少なくとも一時的には，個人や社会の機能の亜大

な崩壊状態をもたらすもの」としていますが，災

害は生命を奪うだけでなく，社会の磯能全体に甚

火な支障をもたらします。災1ｉｆは新たな梢報欲求

を急激に発生させるとI,il時に，代わりとなる対応

Ｆ段にも被filfをもたらしてしまうのです。つまり↑

11『故ではili-のネットワークが途絶しても，他の

ネットワークを使って代替できます。しかし，災

害では複数のネットワークで大きな機能低下が生

じる結果，複合的な影智が発生し、他のネットワ

ークで吸収できる能力は減少してしまうのです。

ネットワーク機能の低ドが社会にもたらす影卿

を貯えるうえで，ネットワーク(ﾉ)多'K'''1；は爪叫な

典因となるのです。そこで，このネットワークの

多電性を視座に，‘'1V報通Ⅲ;ネットワークの途絶が

私たちに与える社会心理学的な意味を問うことに

します。より具体的には，ネットワークやメディ

アの途絶がどのような新たなhIi報行動を生み出す

のでしょうか。また折たな1W報行励には何らかの

1iIl約が存在するのでしょうか。もし，制約がある

のなら，その制約が対人側係にどのような問題を

龍み出すのでしょうか。このような問いについて

ザえていくことにします。

【9'
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２事故が襲うとき

（１）世田谷ケーブル火災事故

1984年１１月１６日(金)正午ごろ，“〔伽1t田行

I>〈の11本遡諏u謡公社（§11時）’'1:川谷池仰‘Ij前で

火災が発生し，通階ケーブル104条が燃えるとい

う砺故が発生しました。この事故によって，一般

加入電話約８万9000回線,データ通侭1,1線など約

3000回線が妓大ｌＯＨにわたって不通となり，一

般家庭や商店街・事業所が馴故のⅡ‘〔接の影郷を受

けました。さらに不通地区には，銀ij:や|W報処叩

業のコンピュータ・センターが立地していたこと

から，銀行ではオンラインで行なっていた伽金業

務や為替業務，融資業務が，怖報処IM1業荷では運

輸会社の貨物追跡や売上管理などのオンラインサ

ービスができなくなりました。その結果，１１F,牧の

形響は全IIiiに２次的波及をしたのです。

Ｈ本近僻電話公社は，￥期復I｢lと臨時IiiI線の股

定や臨時公衆竃話の設匝につとめ．警察や消防な

ど亜要加入回線は当日中に，銀行等のオンライン

システムは３日後の１９日(月)までに．大部分を

仮復旧しました。他方．利用者側も．オンライン

システムの機能鮮止に倣えて川職してあった対応

を適用したり，イく通地区外に耶務所を仮砂'Ｉ:した

り，顧祥を血接訪問するなどして形郷を蚊小限に

とどめようとしました。これらの対応に加えて，

jm1liの障害が３Ｈ間にとどまり，また不jlmUlllMが

余暇の午後から週末にかけてのことであったため

に雌悪の覗態は避けられました。しかし、この111

故はまさにｌか所の羅障が全IIilに波及するという

悩報化社会の脆弱性を浮き彫りにしたのです。

一方．一般加入電話の同復にはやや時lHlを典しⅢ

611後の２２ｎから２４日にかけてほぼ復||･Iしまし

た。しかし，そのあいだの１週洲にわたって一般

家庭では自宅の髄話が使えないという1W態に1mm

したのです。以ド，‐一般家庭における'lIIIikの影騨

と対応行仙についてみることにしましょう。

【鋪3瓢社会に｢つな函mｒ

（２）不安

大半の住民にとって，１EIilIiが使えないという状

況は不安なものでした。ただ，不安の感じ方はさ

まざまだったようです。不jlli期IH1のあいだずっと

不安だった人は２１o6いますが,ときどき不安を感

じた人も２‘1％います。また時llIlとともにだんだん

不安になっていった人が８％だった一方で，不安

は小さくなっていったとした人も１９％います。そ

れぞれがおかれた状況や砲綴とのかかわり方によ

って，不安の感じ方に述いがあったことになりま

す。

それでは，典体的な|川辿とはどのようなことだ

ったのでしょうか。短納不通川llIl1ljに住民が感じ

た不安と実際に困ったことを似１８－１に示しまし

た。もっとも多くの人が不安を感じたのは，火災

や犯罪に巻き込まれたり，急捕人が出たりといっ

た緊急班態が発生することでした。幸いなことに‘

このようなﾘ『態の光′kは脹れだったようですが，

それでも何人かの人は火際に巡遇しています。ま

さに､これらの人にとって砥括はライフライン(命

綱〉だったのです。

これに対して．多くの人が不雀を感じ，また実

際に困ったのが，外出先からｎ宅への連絡あるい

は離れている親族や友人，知人といった身近な人

との連絡でした。これらの迎絡は，一定のパター

ンで発生しないので，予測しにくく，それだけに

対応がむずかしかったのでしょう。また，自宅の

電話利用のなかでは，身近な人との迎絡は頻度が

問いということもあるでしょう。Iiil時に，この傾

向は，私たちが意搬している以上に身近な人との

日常のネットワークのなかに生きるものであり，

その身近な人とのネットワークが電話に強く依存

していることをボ唆するものともいえます。個人

的な連絡に対して．仕JIlIの打ち合わせについては

懸念をした人も，また現実に問った人も予想外に

多くなかったようです。職珊がｲ《通地城外にあっ

た人が多く，峨場に行けば川〈J;すんだためでしよ
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功図８－１不安だったことと実際に起きたこと（Takanashieta1..1988より）
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もたらしました（IIill:庁，1999)。ま た．表８－１

〆

■

う。逆に，イ<迦地城内にﾉ！Iiを持つ自営業の人は、

大きな影弾を受けています（Takanashi（､１【11.,

1988)。

（３）電話回線不通への対応

電話不通による影響は，用件の緊急度や重要度

だけではなく，対応のしやすさにも依存します。

住民はどのような対応をとったのでしょうか。図

８－２，１'xI8‐３に代件限段をとった人の比率とそ

の手段を'】ﾔしました。妙<の人が発ｲ‘伽iでも受ｌｉ

面でも代紳手段を州じています。とくに発佃lrIiで

は８割の人が何らかの方法で連絡を取っています。

頑接出向いて連絡を取った人や，郵便・髄報とい

った他のメディアへ変災せざるを得なかった人も

いますが，多くの人が利附したのが臨時に投恨さ

れた公衆誼糾で，過半数の人に刊川されています。

さらに，地域外の心附や勤務先の近話で代将した

人もおり，発偲そのものはある程度は同じ竃I;l1iメ

ディアで代替できています。不通となった同線数

こそ多かったのですが，今側の不通地域は限られ

ていたうえに，交皿機側やfuﾉJなど他のシステム

は正常に機能していたことが幸いしています。

しかし．受侭而の対応は比較的むずかしかった

ようです°半数近くの人があきらめたことがあり！

またあきらめないまでも1111【接拙向く．あるいは急

いで帰宅するなどI』1分rI身が移助することで補っ

た人が多くなっています。代替手段の採りやすさ

からみても，電話ネットワークは基本的に発信者

優先メディアといえそうです。

このように，IIlt田谷ケーブル火災ﾘ(故では，電

蜘肌･Ｉネットワーク蝋仙のﾘ『故で不通期11Mも比較

I'|WlUlであったため，さ鵬ざまな代件狼段をとる

ことで，社会全休としてはTjI故の影響をなんとか

吸収できたといえます。

３災害が襲うとき

（１）阪神・淡路大腰災

1995年１月１７１１午I1iI5Ilf‘16分，最大で震度７

に達する揺れが神脚市，阪神地域，北淡路地域を

襲いました。阪神･淡路大震災です。関連死９１０名

を含めてﾀ蹄6430名,行方不明荷３名,負傷者４

ﾉﾉ3782名という人的被1ilfに加え，全壊約１０万

5()()()Ｍｉ、’1§壊約1.1ノｊ‘100()１１１という拠大な被桝を

1＝,３６
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吟表８－１阪神・淡路大霞災におけるネットワーク被習（国土庁’１９９９：＊印のものは田土庁，1995より〕

５ ４％ｕ’ｕ~
採用率手段

吟図８－３地域外から自宅への迎絡（代替手段の採用率と手段）（未来工学研究所！

に,したように，通侭ネットワークにも大きく機

能を低下させ，それ以外にも鉄道ネットワーク，

道路交通ネットワーク，近気・ガス・水道の各ネ

ットワークにも大きな被害が発生しました。まさ

に，複合的なネットワーク被蒋というJjf態となり

ました。地震の直接の被;ｌｆにこれらの機能低下が

加わり，被災者は長期にわたってﾉl;命や仙川〔を脅

かされ統けました。

′E命の危機ならびに襖合的なネットワーク被宙

のなかで．被災廿が知りたかった梢報はどのよう

なことがらだったのでしょうか。地震当日と１週

間後の情報欲求に側する典型的なデータを図８‐

４に示しました．地漉､1111では「余震の今後の見

通し」を知りたかったとする人が飛び抜けて多く

なっています｡､1111に｛｢峨地髄だけで611口Iの余震

が頻発しており，鋤、７の冊れに強いショックを

5２

β
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５
５

．
画

＝''０ィ

気
ス
道
話
逝

電
ガ
水
電
畝

譲害の観況

絶100万戸停電

大阪ガス管内：

Ｇ２屋直後は260万戸厚電）

約86万戸供給停止

約130万戸断水

交換機設備の障目訳｡約

加入省系被密で胸19万

［ＪＲ］

29万世端サービス停止

3000世贈サービス停止

，新幹線（泉鵠一姫路間不瑚）

'東海道線等花来線

[民鉄］

合計12社において不通

浸旧の概況

1房23日停電蔑消

４尾20日までに塩管もしくはパンペによるガス供給再隠｡

２月末，仮榎旧ほぼ縄了・

翌巳午前中に復旧繕了．

１月末擾旧完了。

４月８日復旧．

４月上旬までに全線開瑚・

８月23日までに全線開通。
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乃図８－４地震直後と１週間後に知りたかった情報（涜井，1996より）
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Ｌ Ｋ躯3副社会に｢つながる｣I〔

トワーク蝋独の事故との差

をみることができます。

（３）対応行動

もちろん対応行動は電話

だけではありません。１１'〔接

航,惚に行くという代僻行1mＩ

乃図８－５地震直後の連絡

（瞬井，1996より）

団
令
６
画
■
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市馬はしはかつ垣

自分やZX歴の支芭伝述

烈戚・知人の賢芭確肥

自宅の狸曾択況

豆渇や学挟の状況の碇認

ライフラインの倶旧捕報

墜原・救助・救媛の要欝

行政への伺い合わせ

（以下省略）

６０７０８０．..~･'一．‐．ーｰ．…．‐…
（％） もとられています。離れた

家族や親戚，知人，職場と

いう既存の対人ネットワークを111心に安袴確認と

救援が行なわれています。これらの対人ネットワ

ークを皿した活!'Ⅲを附秤肝11体の獅肋を例にみて

みましょう。各lwit‘,If州)M辿川体は，地震１１'〔後から

安否確認と救援↑I1i動を鵬Ⅲlしました。いずれの剛

体においても，支部間や枠部IM1の連絡がなかなか

つかずに，状況把偲や組織化に苦慮しています。

篭話同線が棚検し被災地とは通じない，鉄道は不

通となり道路も渋滞がはげしくて尋ねられない。

このような状況のなかで，Ⅱごろのネットワーク

を核に堆初の組縦化や救援がなされています。

しかし，それらの活勤が縦につながりをもつこ

とや会貝や利用将以外に拡大することは初めのう

ちはなかなかできませんでした。その理由として

次の､1つのことがあげられます。第１に，これら

の活助は，知人や仲川の安需や救扱が勤機にあっ

たからです。第２に，現火iHl題として迎絡がなか

なかとれず，状況把掘や‘洲幣がきわめてM:I雌であ

ったためです。第３に，人的資源が制約されてお

り，食いや利川什だけでＦ・・杯だったので，当初

はそれ以外にまでｆがI｢Ilらなかったからです。鮒

《lに，会此や側川背の'iiI仲Mしかなかったため，ｌ’

ごろのネットワークをもとに組織化せざるを僻な

かったからです。

やがて，これらの活動は支援の内容を拡大して

いくとともに，対象者も拡大していきました。避

雌所での|恥'f荷の状況が予想外にきびしいことを

Iiのあたりにしたからです。支援内群と対象,汁の

批大に際して、全国の仲IlIlにmljuをかけ．凹辿団

受けた被災＃にとって，余震は強いストレスだか

らです。また，余震によって壊れかけた建物に被

仰が砿ﾉ<したり，IMMlれなど２次災‘ilfも懸念され

ていました。余鯉の1,,L通しに側心が染まるのは内

然なことでした。

次いで地震I尚後に商いのが，「家族や知人の安

否」です。知人や親戚の安否を確認したいという

柵報欲求は商いのです。1週間後にも依然３割近

い人があげています。なかなか安否の確認ができ

なかったからです。災1ｉｆ後には必ずと言ってよい

ほど安奔碓腿の逓話が被災地に向けて集中し，電

話回線が出常な混雑をきたし，結果として電話が
ふ《受う

つながりにくくなるという謁譲現象が生じます。

阪神・淡路大震災のときも多くの電話が殺到し，

限られた,側!Niを厭い合ったうえに．砺要fIi話を確

保するために一般の加入芯簡の利川は規制されま

した。このため，物理的に被響を受けていなくて

も．｜‘I宅の噛柄はほとんど通じなくなりました。

半数近くの人が､liHにかけた屯話は１つもつなが

らなかったとしています。かかっても一部しか通

じなかった人が多く，すべて通じたとする人はl

Wllしかいません(l出jl:，1996)。このため，３１'31の

人が，優先披いとなっている公衆遁詔を使ってな

んとかI‘1分や家族の安否を伝えよう，あるいは親

戚や知人の安祷を確認しようとしています。災害

では唯命が危険にさらされ，かつ生活自体が大幅

に変災を余雌なくされるため,図８－５にボしたよ

うにまつさきに安否や被‘どの:ｲ無の硫縄に使われ

９４

０１０２０３０４０５Ｃ

欲求の急琳という点に．近気通信ネッます，悩報

ｉ24・
Ｉ
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体との巡柵を図っています。しかし．もっとも大

きな問題は，会貝以外の梢報がまったくない点で

した。脈脊関巡の各剛体ともその会員は同じ障害

をもつ人々の一部分でしかありません。このため，

陳‘,If背の多くをIliめる非会此に支援を拡大しよう

としても，対蚊:升がわからないし，所在場所がわ

かりません。知らせる手段もありません。行政に

は陣害者手帳の原簿等がありますが，プライバシ

ーの問題から原則として公表はできません。結局，

避雌所を巡Ii1lしたり，掲示をしたり．マスコミを

通じて川知を刷ったり，あるいは袖装具販売店に

協力を求めたりと，人力で把握に努めています。

とくに非会貝については．避難所への掲示やマス

コミを通じて周知を図るしかありませんでした。

そういう意味では．各団体ともマスコミ対応を活

発にしています。電話の代替として，また会員以

外の人やボランティアとの新たな対人ネットワー

クの形成にマスコミを使ったといえます。

このように、阪神・淡路大震災では複数のネッ

トワークやメディアの機能が同時に低下しましたｃ

その状況下で，既存の人的ネットワークを中心に，

マスコミ，ＩｉｌＩ便，電話，パソコン通１，;など強され

たメディアの能力を利用したり，而接出向くなど

の行肋をとることで，地震やネットワークの機能

低下の影響をカバーしています。限られながらも

いろいろなメディアを使えたことが大きかったの

です。なかでも，日常の対人ネットワークを超え

てつながろうとするとき，求められたのは対人的

な接触であり、マスコミの利用であったといえる

でしょう,、

いたのです。むしろ，日ごろの対人ネットワーク

の強さやそれに蛙づく活動が表面化しています。

それでは，すべてのネットワークやメディアが艮

川に途絶してしまった状況においてはどうでしょ

うか。

１９２３（火碓１２）年９１１１日午IiiIllllJr58分.1‘１

秒．側束地方をマグニチュード７．９の大地震が襲

いました。世にいう関東大震災です。被害は広い

価1用にわたりました。死粁・行方不明軒は東京府、

神奈川ﾘ,↓をはじめ，千葉県，埼玉県，茨城県，１１１

梨ﾘ！↓ならびに帥岡ﾘ‘Lの１府６ﾘ,Lに及び，あわせて

10万人以上に連しました。総数254万8000人あ

まりが全焼，半焼，全壊，半壊，流失の被害を受

けています。なかでも火災による被害は激烈で，

死粁の８３％、行方不明者の実に９１％が全焼の被

押を受けた人たちだったのです。

社会堆盤も火きな被押を受けています。水素に

側辿する交通・jlli(‘ドネットワークの被秤状況と似

'11状況とを衣８－２に示しましたが，大正震災総

（内務行社会局，1924）には「報道機関は-一時ま

ったくその機能を失い，電信電話郵便の通儒機関

も汽.'|〔fujliの交通機関も杜絶し、椛災地は挙げて

111W‘Mの渦流にただよってゐた」と肥されています。

ラジオ放送が|川始されたのはこの震災の２年後

の１９２５年のことで､当時はテレビ放送もラジオ放

送もありませんでした。唯一のマスメディアであ

った新聞も,東京市内に１６社あった日刊新聞社の

うち，焼失を免れたのはわずかに３社だけでした。

それらのWNIIl社も活字ケースが倒壊し，近力が止

まったことから，折聞の発行能力は大きく低ドし

てしまいました。焼失を免れた東京日々新聞や概

知析側社は当ｎから号外を発行していますが，部

数はごく限られたもので惜報空白を埋めるにはい

たりませんでした。手許きの乃外から謄写版印刷，

活'↑:の)｣･外へ，そして送屯が始まった５「'ごろか

ら徐々 に側:|'されはじめ．水枯的な洲Ⅱlの復|･'1は

１２１１以陥のことでした、

４ﾈｯﾄﾜｰｸが壊れるとき

（１）関東大鹿災

いままでの２つの‘l『例からは，ネットワークの

途絶が社会的1M係に影糠するようなことはありま

せんでした。ネットワークの多斌{ﾉkが効を奏して

９J
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吟表８－２関東大震災ネットワーク被害と復旧

ﾘ６

１１i州I;も心;IIiAjや回線，施設，加入唯話に大きな

彼‘Ilfを受け，サービスを停止しました。火1Ｋ１２年

の､11時，ｆ醜iliはまだまだ一部のⅣ1のメディアであ

り，加入荷は東京特内でまだ８万強でした。しか

し，近緬の不通によって，被災地と外部との連絡

は途絶えてしまいました。かろうじて震災救護』１１

携局のための通話が８日から、市外通話は５１１か

ら取り次ぎが始まっています。他方，一般加入荷

の通括は９ｊｊも末からのことで，それも被懇のな

かった.lAjにとどまったのです。さらに．もっと

も･･･般的だった郵便も交通機関の停止から、９jｊ

６，まで止まってしまいました。つまり，すべて

の''11i報メディアがほぼ１週間近く途絶してしまっ

たのです。

（２）期鮮人鯉殺

このような‘|)!i報途絶のなかで，朝鮮人暇殺は発

ﾉﾋしました。地震後，帆鮮人が放火している，あ

るいは此』．fに雌薬を投げ入れているという流!.『が

流れ，砂くの帆鮮人が''1瞥肌群の手にかかって没

‘,!fされたのです。放火のうわさは根拠のないもの

で．司法省の文普では，東京における138件の出

火点のうち，家屋の倒壊にともなう発火が82件，

飛び火が39件を占め，放火はわずか８件でした。

また横浜では228件の出火のうち．倒壊にともな

う出火が205件ですが放火は確認されていません

（災・雑，1963)。

Ｗｊ鮮人の店殺の実態は明らかになっていません

が，内務省警務局の記録では，朝鮮人が233人．

''1111人が３人，日本人58人となっています(内務

f↑社会ﾉ』j，192‘l)。しかし，この数は稗察'淵にAI|け

られたものに限られており，噛殺された火際の人

数はもっと多いと診貯えられています。l1f1lIj:作造は

注１）

注２）

注９〕

(春臓昭彦，１９５９；騒井情，1987より）

(内務省社会局，1924より）

(日本電信電話公社東京電気通信局，1958より〕

新聞

〔注１）

郵便

(注２）

諭鮪

(注３）

践亘

(注２）

波雷の状況

残る３

できず

ガ著しく減じる

13社が焼失。

社も活字ケーｽ倒壊や停電で発行

交通機関の停止により全面停止

市外・市内通路とも全面停止

･19電話局中13局焼失

梨京府内８万3000加入電脂中５万3000が

娩失。損壊

織正痘崖Ｉ業420マーデル

栗通道線』横須賀綴，横浜鼠熱溜瞭．

111手練，奉宍率線，東北本綴．常磐綴，

総武本線，房総線，北嫌綴．久囲里蝋

成田葱

･育楽町，

頚横浜，

水道畷

西国，

新据，浜松町，脳浜．桜木町．

汐箭，禅田‘腿世縄．お茶の水，

鋲田町，上野．秋蕊原‘隅田川‘

錦糸珂の182R腕失

個旧の碕堀

９月１日：顛烹日々新問，報知新聞など号外

９月５巳：送電が始まり。貝猿日々，報知が2頁発行

９月８日：都新聞，発行開始

９月12日：簡砺新問．東泉朝日新聞など発行開始

９月６日：市内iこ残った郵便局で受位配達開始

10月５日：柵災地宛小包皿腿の引き受け開始

91:｣２国：日光ご用側・干住間の噂用爾話開通

9門５ｕ：lNmRj電朋間で市外通諸の一部取り扱い間蛤

９月８巳：庸災槻股顎協宮署用に74回線開通

９月29日：眺失を免れだ４電話局で一般加入電話開通

[東溜道槻］

９月４日：品川一六郷

９月５日：六郷一鶴見

９月６日：朋見一興神奈川

９月７日：照靭溌川-脳浜

[山手蝿］

９月４日：副１－田端，池袈一赤飼

[中央螺］

癖
嘩
垂
璽

一
翼
日
一

町
一
一
里

緬
懇
１
ｍ
串

：
；
職
：
・
・

幅
犯
峰
幅
銅

月
月
疑
月
月

９
９
１
９
９
[常磐尽］

９月１日：北干住一日忌照

など



I））８章ﾈｯﾄﾜー ｸの壇れ登と巻)】

帆鮮雁災同胞慰問班の棚戒数として２６１３人をあ

げ，なかには6000人をあげるルリ在もあります

（災･琴、1963)。いずれにせよ，警察料で多くの

朝鮮人を保護していることから，朝鮮人への攻準

はかなり大規模であったと排察することができま

す。

この軍件は，情報通侭ネットワークの途絶によ

って，対人ネットワークが破壊された，あるいは

態度が変容したということではありません。むし

ろ，Ｉ~1本と韓同や中岡との政治的・社会的な側係

のなかで砿成されていた，しかしWMrIlには隠さ

ＩＬていたⅢ$兇や不安が，侭災を契仙に一弧に浮上

したとみるべきものでしょう。しかし，うわさが

広まった理由のひとつに，梢報ネットワークの途

絶をあげることができます。阪神・淡路大震災と

くらべて，関東大震災当時は，１１州iネットワーク

の多耐性に乏しく、そのうえメディアの･つひと

つの機能が完全に止まってしまいました。このhii

報空白のなかで，朝鮮人が放火しているというう

わさが，震災による不安を説明し，対処のしかた

を,Jくす「-.一般化された信念」（Smclsen,1963）と

して多くの人に受け入れられたのです。

（３）結びに代えて

Ｗｉ柵空!《Iを避けること，そのためには'１州』ネッ

トワークの多軍性が必饗だということ，この２点

こそ関東大震災が私たちに与える教‘iIllといえまし

ょう。情報ネットワークの多砿性という点では，

現在の私たちは．電話,近子メール，ＦＡＸといっ

た逓気通傭メディア，折間，テレビやラジオとい

ったマスメディアをもっています。また、そのい

ずれもが複数の事業肴によって提供されていますｃ

さらに，その物理的基盤である電気通(!；ネットワ

ークや施設，放送施設は，偏頼性と安全性を飛雌

的に商めています。だからこそ，IltIII谷ケーブル

火災ﾘ『故でも，阪神・淡路大鰻災でも，蝿された

メディアの機能を活川し，あるいは'111接的な接触

によって深刻な惜報不雌を補うことができたので

）

す。

しかし，現代社会にもいくつかの問題はありま

す。１つは．，li1i報ネットワークはメディアとして

は多血性が碓保されていますが，情報生産から加

工，流辿，受個のいずれの段階においても近力ネ

ットワークと近筑通佃ネットワークに依存してい

る点です。阪神・淡路大震災においても，停電で

テレビが，ＦＡＸが，パソコンが使えませんでし

た。電話の概嫉のために取材に制約を受けていま

すし，過去の災榔ではf雌蝿侭投術の被群で放送

'''１線が,'ｉｆ脈して映仰を送ることができなかったこ

ともあり讃した。しかも，物叩的なネット'フーク

は効率性や，維済的なJ州W，地理的な制約から特

定の箇所にいろいろな機能が架中しやすい，とい

う弱点をもっています。それだけに世田谷ケーブ

ル火災祁故や阪神，淡路大震災時の状況を上回る

情報途絶シナリオも描けないわけではありません。

ただ，その隙の社会心理学的な影響については，

私､たちは判断資料をもっていないのです。

２つ1-1の問題は，社会全体における情報ネット

ワークの多飛性は確保されていても，その多重性

が個人レベルで保111Kされるかはまた別の問題だと

いうことです。多メディア化や多チャンネル化は，

‘hI州i行ﾘﾙの多搬化を可能とする。それはそれでよ

いのですが，メディアやチャンネルの選択のしか

たによっては，ある{|A1人は単一の情報ネットワー

クにのみに依存する桁報行動や人間関係を形成さ

せる可能性があります。かりに、限られたジャン

ルの梢報にしか接しない人や．電ｒメールのみの

対人側係しか発鵬させない人が登場してくると、

その人にとってネットワークは単一となっている

のです。そのネットワーク．あるいはメディアが

途絶しても，代件手段がなく対応のしょうがあり

ません。仙人レベルの迩択の結果として，１つの

ネットワークのみで形成され，維持されている側

係は，他のＦ段ではi11iうことがむずかしく，また

容払に壊れやすいのです。

'７
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社会に自分を開き，

つながることで，社会

私たちの行なう情報行

わめて私的な行為にみ

しかし，実際には，私

そが社会を動かしてい

社会を知り，社会Iこ

が「動く」のです。

動は，一面では，き

えるかもしれません。

たちの私的な行為こ

ることを述べたいと

思います。２０世紀は，マスメディアが私た

ちの情報環境を作り上げてきたかにみえた

のですが，実は私たちのパーソナル・コミ

ュニケーションが，昔もいまも，そしてこ

れからも社会を肋かすと思われます。

第４部では，私たちの情報行動がどのよ

うに社会を「動かす」力となるかを検討し

ます。現代社会を規定する消費行動におい

て，またマスメディアを含めたネットワー

ク社会のなかで，いかにパーソナル・コミ

ュニケーションが重要かを述べ，最後にイ

ンターネットを利用した個人の発言が「社

会」を大きく動かした事例から’私たちの

憤報行動が社会を動かす可能性について述

べます。

ダ
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カップめんの容器は、

環境ホルモンなど出しません。
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一・部の報道を否定し,カップめん

容露の安全性をうたう恵見広告
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私だちは，「口コミ｣といえばよいロコミを思い浮かぺるでしょう。あの店はおすすめ腫とか，あの

映画は感動ものだとか，そういつだロコミを思い浮かぺるのではないでしょう力ｂしかし実際には否

定的なロコミ(以下，「わるいロコミ｣とよぶ)も多いもので恥あの店は侍だせるうえに感じがわる

い，あのメーカーの製品は壇れやすい，といつだわるいロコミは案外多いもので醸そうしだわるい

ロコミを眉じてその店に行くのをやめだり，そのメーカーの製品を買うのをやめだりしだことのある

人は，多いのではないでしょうか。消費者行動研究の領域では，よいロコミよりわるいロコミのほう

が消賢者の態度や諏買行動に大きな影響を及ぼすといわれていますｂそのだめ，商品に関してわるい

ロコミが流れると，流されだメーカー側が受けるダメージはかなり大きいと考えられます。

世界規模のある食品メーカーは，イスラム圏で，ある製品に豚肉が入っているというわるいロコミ

を流され，だいへんなダメージを受けましだ(SoIomon,1996)。イスラム圏では豚肉を食べてはい

けないからです。そのメーカーは大々 的な広告キャンペーンを展開し，必死でこのわるいロコミを消

そうとしだといわれています。日本でも似だような例があるでしょう。だとえばｂ顔をテーマとしだ

ある展覧会では，生首が展示されているというわるいロコミが流されましだ。このロコミを聞いて，

その展覧会に行くことを思いとどまつだ人がいだかもしれません。しかし実際には生首の展示などは

なかっだのです。まだ，カップ園の容関が有害であるという蕗題が発生しだこともありましだ。この

賭題は，マスメディアでも報道されましたが，ロコミを通じても伝えられました。このような状況の

なかで，カップ園製造にかかわる企菜は，全面広告を新聞に掲峨し，消貿者に理解を求めましだ。

このようにわるいロコミは消費者の悪度や罰買行動に大きな影留を及ぼし，さらにそのことが企業

に大きな影留を及ぼしています。わるいロコミは，社会を動かしているといえるでしょう。

わるいロコミに関する研究はこれまでにも若干は報告されていますｂしかしそれらはきちんと整理

されておらず，まだ，そのほとんどが理騎づけられていません。これまでのロコミ研究では，よい口

コミに焦点があてられやすく，わるいロコミが見過ごされがちだっだのです。

そこで本章では，わるい口コミに関して先行研究から明らかにされていることを堅理し，それらを

理騰的に脱明することを試みます。


