
まず，受けＦの立湯からわるい１１コミの効果に

ついて暫えてみましょう。Wiiで述べたように，

消灘締f1lMI研究の伽城では，以柵から，よい１１コ

ミよりわあい１１コミのほうが影聯ﾉﾉが大きいと汗

われてきました。実際，みなさんも，わるいLlコ

ミを(‘iじて，ある商品を買うのを思いとどまった

り，ある会社のサービスを利川するのをやめたり

したことがあるのではないでしょうか。

ではなぜわるい１１ゴミは影僻ﾉJが大きいのでし

ょう。この川胆に|川して，ハーら（11〔､r'･ｅＩａ1.,

1991）がおもしろい尖峨研究を『fなっているので‘

簡fliに細介しておきましょう。

ハーらは，１１コミのほうが印刷媒体による1W報

伝述より形郷ﾉﾉをもつのではないか，また，わる

いWi柵のほうがよい1111州より影獅ﾉ雀もつのでは

ないか，ということをlﾘlらかにするための火験を

行ないました噺】。８４人の大学生を対象として．

「ある新しいパソコン」（架空のブランド)に関す

る梢報を伝え，反応を調べるという実験です。こ

の実験では，「製,Y,屈性の良し．忠し」と「継験談

の伝述形態｣の２嬰間が投けられました。「製品鵬

性の良し・懇し」というのは，地i核のハソコンが

もつ屈性について、よいことを伝えるかわるいこ

とを伝えるかを指しています。よい製品屈性を伝

える条件ではⅢ群最や画質などの属‘性について当

該のパソコンが優れていることを伝え，わるい製

品屈性を低える条件では，容１７tやmi鷺などの屈性

について当峨のパソコンが劣っていることを伝え

ます。「維験談の伝述形態｣というのは，当該のパ

ソコンの使川経験談を，１１コミという形で伝えら

れるか印刷物を雛んで知るかをさします。

被験祈は，初めに典IWll州iを伝述されました。

そしてその後，縦1脚炎を伝えられました。わるい

似,Ｗｉ｣州;を伝逸され論糸|'|:ではわるい維職縦を，

よい狐IHI肌性を伝述される糸fl:ではよい経験縦を

１影響力が強いわるいロコミ

らの
、
“ 》
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Ｌわるい口ｺﾐzzl影恕力司
’

伝えられました。さきに伝えられていた製IHI屈性

に関する情報を強化するような形で、コミが伝え

られたと考えればよいでしょう。もっともこの実

験では．【1コミを伝えたのは，被験者とは初対面

のサクラです。一般には．１１コミは，及人や知人

から伝えられることが多いわけですから．この火

験場面は．現実の口コミ伝連場lniとは少し進うか

もしれません。

ハーらは，このような手続きで製品屈性と維験

談を被験行に伝えた後，狐iW1の良し･恐し､l1llllIrを

求めました。また，さきに侭述した狐ｌＷ１Ｉｊ性が，

どのぐらい狸IVIの良し．遮し判断の決め．]乳となっ

ているかも調べました。

その結果，製品の良し．恐し､IiIllWiは，’1コミで

経験談を伝えられる場合のほうが，印刷物を通じ

て経験縦を知る場合より，｜噸＃になることがわか

りました（Ｍ９－１）。つまり,被肱I卜fは，よい締

験淡を１１ゴミで伝えられる場合のほうが，よい維

験談を印刷物で知る場合より，製仙をよく州11iし

ました。そして，わるい経験談を１１コミで伝えら

製品の良し・悪し判断は，口コミで経験肱

を伝えられる羽合のほうが，印刷物を通じ

て経験鱗を知る堀合より，極端になる

〆
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れる場合のほうが，わるい経験談を印刷物で知る

場合より，製品をわるく評価しました。

また，わるい型IWIji性のほうがよい製品鵬性よ

り．製品の良し．忠し､Ｉﾘ断の決めｆとなりやすい

ことも明らかにされました。つまり，ある鵬性が

優れていると知っても，即,「この製品はすばらし

い」という､'111断が生じることは少ないのに，ある

鵬性が劣っていると知ると．即，「この製品はダメ

だ」と､ドﾘ断しがちだということです。

ハーらは，この４脚を,悦IﾘＩするにあたって，「カ

テゴリー化；の,りえ/jを榔人しています。ここで

いう「カテゴリー化」というのは，ＩＭＴの良し。

魁しによってﾘ州IをＫ別す為ことです。ハーらに

よれば，よい．|W報や''1並的な梢報は．カテゴリー

化に役Ｗこないのに，わるい悩椛はカテゴリー化

にfIl川されやすいということです。私たちは，あ

論拠,V,についてわるいW棚を知ると，その製砧を

すぐ噸のわるい製!Y,」というカテゴリーに入れ

てしまいがちであるということです。

しかし，「カテゴリー化」という説明以外にも、

理論的な喪づけを．〃えてみることができそうです。

印娘形成研究や迩思決定研究を参簿にすると，こ

の現縦を叩愉的に解明する糸11が↓11‘つかりそうで

す

印象形成研究では，以前から，「ネガティピテ

ィ・バイアス」という現象がが在するといわれて

きました（Ｋｆｍ()use＆IIanson,1987)。印象形成

における「ネガテイピテイ・バイアス」とは，私

たちが，さ膜ざまな性賂特性に１，１号づいて人物を評

{llけるとき，よい州ff特性よりわるい性格特性の

形僻を受けやすいということを腫味します。

「ネガティビティ・バイアス」について吉川

〈1989）は，次の仮脱を航て，印象形成実験を行

なっています瀞２．

仮脱１．胆印蚊は好I;'1蚊よりも，掴しにくい。

仮,脱２．叫印執は好印娘よりも，特統しやすい。

,'f川は．これらの仮脱を|鋤|Ｉするために，架窄

【（錐4部社会を ｢動かす！ Ｅ

の人物について．初めによい性格特性を侭えてあ

とからわるい性格特性を伝える条件と，初めにわ

るい性格特性を伝えてあとからよい性絡特性を伝

える条件を設け，日畷の変化をWMくました。

その結果，初めによい性怖特性を伝えられてあ

とからわるい性格特悌を伝えられると州l11iはわる

くなるのに，初めにわるい性格特性を伝えられる

と，あとからよい性椛特性を伝えられても，，州Ｎｉ

はさほど変わらないことが示されました。つまり，

仮説lのとおり,恕印蝋は好印娘より脳しにくか

ったのです。１週'１１後にもう一側;11眼,I州liを求め

たところ，あとからわあい‘IJM桝州iを伝えられて

細I11iをドげた場合，わるい,洲Niはそのまま時統し

ているのに、あとからよい性格特性を伝えられて

若干評価を上げた場合，１週間後にはもとのわる

い評Il11iに戻っていたということです。仮脱２のと

おり，悠印娘は好印熱より持統しやすかったので

す。

吉川の研究結果をふまえると，さきのハーらの

実験結果に関して次のような脱明が可能です。そ

れは，わるい口コミは，よい口コミより，凝しに

くく，持続しやすいということです。槻しにくくⅧ

持統しやすいのであれば，製品の良し．鵬しを判

断する際も．．!､みある仙報として影塀を及ぼして

くるでしょう。つまり，わるい１１コミのほうがよ

い口コミより，製品の良し．班し判断の決めｆと

なりやすいといえるのではないでしょうか。

今度は意思決定研究に(Iを向けてみまし‘kう。

意思決定研究の領域では、以liiiから，カーネマン

と1,ウヴァースキー（KnhncmIm＆Tvcl･Sk)･'

1979；Tversky＆Kahllcman､1981）のプロスペ

クト理論が注'二'されています。プロスペクトJIM論

は．物半をおおよその兇:'1に雄づいて判断しなけ

ればならないときく不碓実りＩ態）のさまざまな問

題を扱っていますが，そのなかに．「(|lliIIIIilIM故｣と

呼ばれる|Ｍ１数があります。この|)(I数は，仙失に対

するmlillll(‘偲識が，利{(i‘に対するl1ii(111(‘惚紬よ')峨峨
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であることを'す関数です。ｌｌｆ碓なたとえではあ

りませんが．もらった１０万円より，失った１０刀

円のほうがずっしりと響く、そんなイメージでこ

の関数をとらえることができます（図９－２)。

１１コミによって伝達された内容の良し。悪しを

利柵．捌失ととらえ，１１コミに雌づく製品川値判

断をiIiiII'(i偲撤ととらえると、私たちは.よい１１コ

ミよりわるい'１ゴミに対して，敏感ということに

なります。たとえば，あるワープロソフトはトラ

ブルが起こりやすいという，わるいLIコミが伝え

られたときのllliiIli1iの低iざの程度と，あるワープロ

ソフトはトラブルが起こりにくいという，よい１１

コミが伝えられたときの価仙のｔ界のｲ'11度をくら

べあと，前行のほうが大きいということになりま

す。

さきに紹介したハーらの実験では，わるいWi報

のほうがよい情報より製品の良し．悪し判断の決

め手となりやすいことが明らかにされました。こ

の結果を．カーネマンとI、'ﾝヴァースキーの価仙

間数にあてはめて考えてみましょう。被験将が，

わるい１１コミに対してより敏感であったために，

わるい1.1ゴミをよい口コミより，製品の良し。悪

し判断の決め手にしやすかったと解釈できるので

はないでしょうか。

２受け手しだいで変わるわるいロコミ

ｌｉｉＩ節では，１１コミが印刷媒体による精報伝進よ

り彬柳ﾉJをもち，わるい怖報がよい，II1i報より影郷

ﾉﾉ患もつということを述べました。しかし笈隙に

は，わるい'１コミを聞いても，さほど形糾を受け

ないこともあります。よいものはよい，と信じて

雛わなかったり，だれがどう言おうと私にとって

はよいのだと占い張ったりすることがあるでしょ

う。こうしたことが起こる原肉の一つとして，受

け手のもとからの態度をあげることができます。

１１コミの受け入れやすさに関して、ウィルソン

とビーターソン（Wilson＆Petel･Son,1989）は，

受け手のもとからの態度に焦点をあてて．次のよ

うな潤.厳研究を行ないました。それは，全米消費

升ハネル160()人を対象にした実験的なfT間紙洲

在でした。

被峨背には．まず，架蝦の２つのテープレコー

ダーいとＢ）について簡蛎な説明がボされまし

た。Ａは，仙段は商いけれども質のよいブランド

で，ＩＩは安くて蘭はほどほどのブランドです。そ

して，被験什は，’'1分だったらどちらをよりよい

と思うか醤騨ねられました。次に，ブランドＡま

たはIＩについて，わるい1iii報が伝えられました。

それは，隣人がそのテープレコーダーを翼ったら

３か月で修理に出すはめになったという梢報です。

被験什は．この時点でそのテープレコーダーに対

する押価がドがったかどうかを尋ねられましたｃ

その後，１１コミ↑1V報が加えられました。ｎコミｈｌｉ

ＷＩは,「その隣人はそのテープレコーダーを知こ入

っている」というよい口コミか，「その隣人はその

テープレコーダーを嫌っている」というわるい!」

コミかのいずれかでした。そして雌後に，被験春

は，その１１ゴミを伝えられることによって、その

テープレコーダーを間おうという気持らになった

か，あるいは，Ｗうまいという女柵ちになったか

を、’4i#ねられました,、

⑭



に閲する結果のみを紹介します（図９－３）。Ａに

ついてわるい口コミを伝えられたとき，もとから

Ｂをよいと思っていた被験者のあいだでは６割が

Ａを買うまいと思うようになりましたが，もとか

らＡをよいと思っていた被験.荷のあいだでは５荊

弱が八を岡うまいと思うようになりました。Ｂに

ついてわるい１１コミを伝えられたときは，もとか

らＡをよいと思っていた被験者のあいだでは６割

強がＢを買うまいと思うようになりましたが，も

とからＢをよいと思っていた被験者のあいだでは

６捌弱がＢを典うまいと思うようになりました。

つまり，製品に関するわるいＬＩコミの影響力は，

もとからその製品をよいと思っていた消費者に伝

えられた場合，よいと思っていなかった消費者に

伝えられた場合にくらべれば，小さかったのですｃ

ウィルソンとピーターソンの研究から，わるい

1.1コミは，受け手がもとから好意的な態度を形成

していた場合には，さほどマイナスの影響を与え

ないということがわかりました。しかし彼らはこ

の現象に関して理論的な説明を加えていません。

ここで，参考にできそうな有名な理論を紹介し

ましょう。鮒知的不協和の理論(Festin鷲er,1957）

です。脇知的不協和の珊諭は，人は，ｌ‘1分がもっ

ているさまざまな脇知のあいだに狼合性がないと

心jql的緊恨を強め，心理的緊狼を．ドげるように動

機づけられるという理論です。ここで言う｢認知.』

というのは，ｎ分、身の態度や行動に関する知識

や個念を職味します。たとえば，気に入らないと

いう態庇をもっていた製,Yiを闘うと，態庇に関す

る偲知と行UWにlH1するi偲知のあいだに整合性がな

くなり，脇知的ｲく協和が2kじます。買ってしまっ

たという行動は，返,Ｙｌでもしない限り変えられま

せん。そこで，実は内分はこの製品を気に入って

いるのだ，と態度を変えれば整合性を得ることが

できます。

この理愉をさきのウィルソンとピーターソンの

,１１M.虎結果の脱｢ﾘIに週川してみましょう。製ﾑ1,に対

mmr
ｒ
Ｌ 【（鯛４囲社 会渥「動かび．

Ａに関するわるいﾛｺﾐＢに関するわるい口コミ

吟図９－３わるい口コミが鯛買恵図に及ぼす影圏

（Wilson＆Peterson,1989より）
い９s〔〕ciali()11『()【．Ｃ()n瓢Ｉｍｃ１･ＲＣＳ“1℃11.ｋり杵川Iを

Mﾄて掲俄〉

回収率は６２．３％でした。ウィルソンとピーター

ソンが回答を分#折したところ．製品に関するわる

い情報やわるい口コミの影稗の出方は，被験宥が

製品に対してもとからいだいていた態度と関係す

ることがわかりました。Ａに関するわるい‘W蝿を

伝えられたとき，もとからＢをよいと思っていた

被験宥のあいだでは約６削がＡの押価をドげまし

たが，もとからＡをよいと思っていた被験考のあ

いだでは約２荊しかＡの評価を下げませんでした｡

逆に，Ｂに関するわるい1i'鍬を伝えられたときは，

もとからＡをよいと思っていた被験脅のあいだで

は約６割がＢの評価を下げましたが，もとからＢ

をよいと思っていた被験者のあいだでは約２剛し

かＢの評価を下げませんでした。つまり，製品に

関するわるい情報は、もとからその製1W,をよいと

思っていた被験者に伝えられた場合，あまりマイ

ナスの影轡を'1jえなかったのです。

出おう。買うまいという気持ちへのI｣コミの影

響はどうだったでしょう。ウィルソンとピーター

ソンの調森では，よい１１コミとわるい1.1コミのiI11i

方が調べられていますが，ここではわるい１１コミ

”
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してもとからよい態度を形成していた受け手が，

わるい口コミを信じて買うのをやめる場合，もと

からの態度と現在の行動のあいだに整合性がない

ことになります。これは「認知的不協和」の状憩

です。前述のとおり，私たちは，このような状態

に陥ると不協和を低減するよう，動機づけられま

す。もとからよいと思っていた製品に対して否定

的な態度を形成するというのは一つの解決策です。

実はよくない製品だったのだと思い直し，その製

品を買わないというのであれば，整合性がありま

す。しかしそうした受け手は，ウィルソンとピー

ターソンの測査では少なかったと考えられます。

もとから製品をよいと思っていた受け手のあいだ

では．わるい口コミを伝えられることによって製

品評価を下げた受け手は少なかったからです。も

う１つ解決砿があります。それは，もとからの態

度に合致するように現在の行肋を変えることです。

つまり，わるい口コミを受け入れず，買うまいと

いう行動には走らないことです。ウィルソンとピ

ーターソンの調査ではこうした受け手の存在が確

潔されました。

潔知的不協和の理論以外にも，受け手のもとか

らの態度とわるい口コミの影響力の問題に関係す

ると思われる理鎗があります。たとえば，コミュ

ニケーション理鐘のなかの心理的リアクタンス理

諭（ＢｒＢｈｍ，１９６６；Ｂ唾ｈｍ＆Ｂ正ｈｍ,１９８１；上

野，1989）などは，この問題と関係がありそうで

す。心理的リアクタンス理論は，メッセージがさ

し示す方向とは逆の方向に態度を形成してしまう，

いわゆる「ブーメラン効果」を説明するために打

ち出された理論です。心理的リアクタンス理論に

よれば，私たちは，メッセージを受け入れること

によって選択の自由が脅かされると記識するとき，

反励を形成するということです。

わるい口コミの影響力の説明にこの理蛤を適剛

してみましょう。口コミを僧じるか僧じないかは，

基本的には個人の自由です。しかし，押し付けが

ましい口コミやおせっかいめいた口コミというも

のもあるでしょう。みなさんは，自分がよいと思

っている病院について，ヤブだからやめなさいと

筒われたり，自分がお買い得だと思って買った製

品について，実は質がわるくて損をしているのだ

と百われたりしたことがあるかもしれません。こ

のような場合，わるい口コミは，多かれ少なかれ，

自由を脅かしているといえるのではないでしょう

か。そして，かえってその製品をよいと堅く僧じ

るといった，反動が生じやすいのではないでしょ

うか。

心理的リアクタンスは，特定の立場へのコミッ

トメントが高いとき，生じやすいといわれていま

す。特定の立場へのコミットメントが強いほど，

自身とは反対のメッセージを伝えられたとき，強

い反動が生じるのです。特定の立場へのコミット

メントが高いという状態を消費者行助にあてはめ

るなら，ブランド・ロイヤルティーが高い場合な

どを考えてみることができるでしょう。自分が

前々から気に入っており，買い続けているブラン

ドについて，わるい口コミを言われたらどうでし

ょう。反動的になるのではないでしょうか。

ここに紹介した理強以外にも，たとえば，対人

腿知における寛大性効果による説明，あるいは印

象形成におけるスキーマの理論などを適用して，

受け手のもとからの態度とわるい口コミがもつ影

智力の関係を説明することができるかもしれませ

ん。寛大性効果による説明を適用すると，製品に

対してすでによい態度が形成されている場合，わ

るい口コミは割引かれた形で受け止められると考

えられます。また，スキーマの理論を適用すると，

ブランド名などから，よい製品であるというスキ

ーマがすでにできあがっている場合．わるい口コ

ミは受け入れにくいと考えられます。他にも，社

会心理学や潔知心理学のさまざまな理胎を適用し

て，わるい口コミの影轡力を説明することができ

るのではないでしょうか。

ﾉ０ゴ
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３不満から生まれるわるいロコミ

これまでは，受けＦの立場から、わるい口コミ

の影響を考えてきました。そこで今度は送りＦの

立場に立ってみましょう。わるい【１ゴミの発(,1打

は，そもそもなぜわるい１１ゴミを伝えようとする

のでしょうｃ

ｌｌコミは，基本的に，製品梢報伝逆の一形態と

与えられることが多いようです。しかし，わるい

１１コミは，光偏される11#点では，イく澗感'lWの吐鰯

というlIIllliIiももっています。卿Ⅱ（1999）は，１１

コミというものは，杵脱的な知撒の伍柵というよ

り，主観的な評価の伝柵であると術術しています

が，ここで言う「主観的な緋価」のなかには，不

満感借も含まれるでしょう。

不満に対する消費荷の反応には，いくつかの段

階があることが，これまでに明らかにされていま

す。ウイルキー(Wilkie，199‘I）は，洲費行の不満

反応を、不満の強さにＪＩＬづいて５段階に分けてい

ます。第１段階は，不測を言わずに我慢する段階

です。第２段階は，その製,},1,を２皮と此うまいと

決めることです。鋪３段鵬が，水峨のテーマであ

るわるい11コミの伝述です。この段階になると、

洲蛮行は，間凹の友人や知人に自分の不澗を伝え

ます。このさきの段階はどうなっているのでしょ

う。第４段階は，売り手に不満を伝える段階です。

また、第５段階は，他の機関に不満を申し立てる

段階です。

ベアーデンとティール(BGill･den＆Ｔ〔'〔､1,1983）

は，ｉＩ'峻什の不澗反応を「なにも行肋を起こさな

い」から「法律にi脈えて損押賠仙を求める」まで

の６段階に分け，これらの行勤と消費者の澗足と

の間係を調べています。彼らの段階分けによると．

わるい'１コミの伝逓（彼らの研究では「家族と友

人に警侮する」という段階に州当します）はFか

ら２耐Iの不満膜応です。つまり，比鮫的侭唆の

低い不満反応として位碓づけられているわけです。

ｒ鋸4劃社会を『動かすＩ I〔

彼らは，rljﾘjIIi修理堆粁を利川した消費荷を対娘

として訓在を行ないました｡そして,375人からi￥

た細流結果にj1Eづいて，満足が不満反応に及ぼす

影蒋を分{斤しましたその結果，中穏度（0.39）

の負の捌側があることがわかりました。つまり，

消賀jWは．澗足度が低いほど，程度の商い不満Ⅸ

応を示すということです。わるい1-Jコミは比較的

程度の低い不満反応ですから，少し不満が生じた

ときに発化しやすいと考えることができるでしょ

う。

わるい'１コミを伝逸するか不満を公に災lUlする

かは．イ《洲の,１Ｗ典だけの問胆ではないという兇ﾉﾉ

もあります。リッチンス(RiChins,1983)は，不満

に対する洲費智の反応を，「なにもしない」「わる

い口コミを伝運する」「不満を公に表明する｣の３

つに分け，なにが原因で不満反応が違ってくるの

かを‘１Ｍぺましたリッチンスは、５３人の消YWfと

７２人の学生を対欺にして．洋服と家fEに側するｲ《

満の洲庇を行ないました。その結果，不満を感じ

た消礎ffがわるい１１コミを伝達するか公に不柵を

表明する力､の述いは．不測を店員に言ったときの

ﾊliLiの態庇にあるということがわかりました。ｉｉｌｉ

出荷は，州lからぞんざいに披われたと蝋じたと

ざ，不洲を炎lﾘけるにあたっての,１噸作成がlIliIfll

なものであったとき，不満を公に表明しても問迦

は解決しないだろうと推測したときなどに，わる

いI-jコミを伝進しやすかったのです｡

また，ウエストプルック（Westbrook，1987）

は．狐IWIlIiⅨ後の否定的な感冊の生起頻喚が、わ

るい1.1コミの伝述と側係すると.J#えました。そし

て，アメリカのMIlliで15‘1人の消費者を対娘に，

自動JltとＣＡＴＶに関する調査を行ないました。

その結果，Ｗ似俊に，怒りや落胆のような芥定的

な感情が4kじたとざ，そのことが原因となってわ

るい１１コミが発生しやすいということがわかりま

した郷。

以上の研究から、わるい１１コミの発生源には洲



るがままにすることで，fIllilll的な消耗，疲労，蛎

張を少なくする二とができるのです（Maslow，

1970）制神分析の領域では、このような反応は，

「カタルシス」とよばれ，１つの治療法として柵

川ざれています（浜川ら，１９７８；織川，１９９２な

ど)。

製IYIに対して不満をもちながらもそれを表にＩｌＩ

さないでいることは，一航の抑圧状態といえるで

しょうカタルシスの理論を適川すれば．不潤を

いだいた消溌舌は．わるいIIコミを伝達すること

で，無職棚のうちにWi神的な蛎狼やil1jl躯を低減し

ているとりえられます。つまり，わるい11コミは

必ずしも意図的なものではなく、無意識に，カタ

ルシスとして発生する可能性もあると考えること

ができそうですず、

｡）
「
』9姻消買琶からの傭鞭発喝）１

費粁のｲく洲感情があるといえます。ではなぜ洲出

荷は製,W,に対する不満をわるい11コミという形で

他の消費者に伝達するのでしょう。この現象は、

理論的にはどのように脱明されるのでしょう

サンダラムら（SlllldaI･ｉｌｍｅ心11.,1998）は、３９

人の学生を対熱に．わるい１１コミとよい１１コミの

伝述励機に関する訓庇を行なっています。そして

わるい１１コミの伝達動機が,①愛他心,②不安(怒

り，欲求不満も含む）の低減，③仕返し，①アド

バイスを求めること，の‘lカテゴリーに分類でき

ることをjILいだしました。①愛他心というのは，

I'|分のまわりの人々 が，ｎ分が犯した失敗とｌｌｉｌじ

失敗をくり返さないようにとの配慮をさします。

②不安（怒り，欲求不満も含む）の低減というの

は，怒りや欲求不満をぶちまけることによる発散

をさします。③仕返しというのは，その製品を無

に人ってＷったりしないように，周りの人々に倣

えることです。多くのil'峨行がその製1W遊山〕な

くなれば，仕返しをしたことになるというわけで

す。①アドバイスを求めることというのは，製品

に対して不満をもってどう解決したらよいかがわ

からないとき．他宥に解決篭を詠れることを怠味

します。

これら‘Ｉカテゴリーのうち，②不安（怒り，欲

求不満も含む）の低減は，わるい１１コミを不測反

応としてとらえたときの動機といえるでしょう。

しかし，あえて不安（怒り、欲求不満も含む）を

低減しようと意識してわるい１１コミを伝述すると

いうことは，火隙にはそう鯵くないかもしれませ

ん。私たちは，ｌ』1分の行助を改めてふりかえった

ときに，わるい11コミを伝逮したことが不安や怒

りの解消として役立っていたと気づくのではない

でしょうか。

マズ[J－（Masl〔)ｗ,1970）によれば，怒りの炎

州は，水人が動機を職紬していない，無II的な'又

応の１つであるということです。怒りの炎川は．

i1I接の問題解決にはならなくても．自分脚身をあ

４わるいロコミの2つの側面

本j,;tでは，わるい『Iコミを，まず受け手の側か

らとらえ、次に送り手の側からとらえて検討して

きました。そこで今度は．送り．Ｆと受け子の柑互

作川を．￥えてみましょう。つまり，わるい１１ゴミ

が腹まっていく過拠について，〃りえてみましょう

ブラウンとベルトラミニ（Ｂ１．()ｗＩ１＆

Bcltramini,1989)は，あるアパート団地でガスの

供給が停止したとき，ガス会社への不満の表明が

起こるようすと，わるい口コミが発生して膜まっ

ていくようすを調べました。この１．１１地にはＩｌ７ＩＩＦＩ：

の家が入っていましたが，被‘,IfのP!唯は家によっ

て巡っていました｡２６''11:ではガスの供給が光全に

停止し、８７粁では，ガス式の暖し}，ガスストーブ

等，－．部のガス器具へのガスの供給が停止しまし

た。のこり304軒は被害を被りませんでした。

ブラウンとベルトラミニの研究では，前述のとお

り，会社に対する不満炎明についても洲在が行な

われていますが.以ドでは.わるい11ｺﾐに閲す

る結果のみを紹介していきましょう． さて，ブラ

〃)７
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1995）は，ある飲料メーカーの澗従結果を紹介し

ています。それは．消W端がメーカーに苦情を荷

ったとき，メーカー側の対応に対して生じた満足

や不測が１１ゴミとなって伝えられていったかどう

かをiﾘMべたものです。ルリ通の結果，メーカーＩＩ１１の

対応に油足した消費祥がそのことを４，５人に低え

ていたのに対し，十分な対応を受けなかったと感

じたiii竣者はそのことを９，１０人に伝えていたこ

とがわかりました｡ホワイトハウス･オフィス(the

Whil(PII()usＣＯ｢ficGo｢ConsumerAffairs）が行

なった,IMIi11iでも，不測をもったWlj費符は，少なく

とも９人にそのことを低え，そうした消笹淵のう

ち１３.‘’は，２０人を超える人々に不満を伝えてい

たことが示されました(Walker,1995；Solomon，

1999)。

これらの訓侮結果をみると．わるい口コミはよ

い１１ゴミにくらべて．慨して広まりやすいと思え

てくるでしょう。しかし，必ずしもそうとは!iえ

ません。というのも，一般に．仏たちは，わるい

話題よりよい話題を好む傾向があるからです

（Solomon,1999)。ソロモンは、批判される対蚊

が企紫であれば，この伽向はみられないと指摘し

てい､l｛すが，そうとも‘ｉいきれないようです。た

とえばアントニデスとファン・ラーイジ

い11t()nid“＆vanRaaij，1998）では，商貼附

賀に際しての消費荷どうしの会話のうち．よい1.1

コミは59％もあるのに対し，わるい１１コミは１０

％にすぎないというデータが椛告されています。

私たちが一般にわるい,Ｉｌ１ｉ胆よりよい話題を好む

ことは，叩揃的にも裏づけられています。テッ･ﾘ・

－とローゼン（TGsser＆Rose11,1975）は、私た

ちがこの価向をもつ理由として，①送り手自身の

ため，②受け手への配慮，③規範意識の３つをあ

げています。①送り手''1身のためというのは，わ

るいiIlIi題を伝えることによって，送り手脚叶が卯

悠悠をもったり．受け手から詩定的にみられたり，

みずから雌な戴分になったりするのを避けようと

ウンとベルトラミニは，わるい口コミのⅨまりや

すさに影響を及ぼす要阿として，次の４つを考え

ましたそれらは。①問題の深刻さ，②統制可能

性，３ガス会社の対応，、)不便さです。１間脳の

深刻さというのは，さきに述べた被'１１fのf',砿と対

応します。②統制､I能l1iというのは，ガス会ｉＩ:の

過火が原因であると思う偲度をさします。③ガス

会社の対応というのは，ガスの供給が停止してい

たときの会社側の対応が適切であると思う侭度を

意味します。④不便さというのは，ガス供給が停

止したときの不便さ（ｲ§佃と思う細めをさしま

す。彼らは，これら.1州火lがわるい｜｜コミのⅨま

りやすさに影響を此ぽしているかどうかを洲くま

した。この調査では，わるい口コミの広まりやす

さの指標として、わるい１１コミを言ったりIⅡｌいた

りしたかということと，１．↑った場合．何人に伝え

たかということの２つが川いられました。

JM:IIlfの紬果，わるい'１コミを‘?ったり聞いたI）

することは，問題の深刻さと不便さの影蒋を受け

るということが明らかにされました。問題が深刻

であるほど，また，不低さを痛感するほど．住人

はわるい１１コミを‘１つたり聞いたりしていましたｃ

肌/こ、わるい１１コミを|‘１人に伝えるかは，｜Ｎｌ胆の

深釧さ，不便さ，統制''1能性の彬郷を受けるとい

うことが明らかにされました。問題が深刻である

ほど．また．不便さを痛感するほど、そして，ガ

ス会社の過失が原因であると思うほど，住人はわ

るい１１コミを多くの人に伝えたのです。ブラウン

とペルトラミニは，２かjl後にｉｉｉ噛り賊を行ない

ましたが，そこでもこれとI‘iI隙の形稗側係が兄い

だされました。

ところで，わるい１１コミの広まりやすさは，よ

い'１コミの広まりやすさと進うのでしょうか。わ

るい１１コミのほうがより膜まりやすいとか，逆に

わあい１１コミのほうが広まりにくいといったこと

はないのでしょうか

この問題に側迎して、エンゲルら(Ｅ､輿clctaI.，

IDs



することを意味します。②受け手への配胆という

のは，わるい話題を伝えることによって受け手を

嫌な気分にさせまいと考えたり，受け手がわるい

話題よりよい話脳をlHlきたがっているのではない

かとおもんぱかったりすることを意味します。③

規範愈識というのは，わるい話幽を他者に伝える

べきか伝えないでおくべきかに関する認識を愈味

します。私たちは，よい話題に関しては，梗極的

に伝えるべきであるという規範意識をもっている

と考えられますが，わるい話理に関しては，伝え

るべきか伝えないでおくべきかについて，はっき

りした規範意釧をもっていないのです（Tesser＆

Rosen,1975)。

以上のことから．わるい口コミには，広まりや

すい側面と，広まりにくい側面があると考えるこ

とができます。発生源付近では，不満をもった消

費者が周囲の多くの消費肴に不満をぶちまける可

能性が大きいですから，急迎に広まることが予想

されます。しかしその後は，さほど広範囲には浸

透していかないかもしれません。前述のように，

私たちには，一般に，よい話題を好み，わるい括

題を避ける傾向があるからです。

もっとも，わるい口コミの広まりやすさに関し

て，一概に，立ち上がりの時点では咳く流布し，

その後さほど流布しないと決めつけることはでき

ません。流言に関する古くからの研究では．流言

の流布戯は伝達内容のあいまいさや重要度に左右

されるということが指摘されているからです。あ

いまいなほど，また，瞳要なほど，流言は広く流

布すると考えられています（深田．１９９８；川上，

1997など)嬢』。また，喚起する不安の程度も流冒

の流布逓に影響を与えるといわれています（深田，

1998；川上，１９９７など)。不安を喚起する流言ほ

ど．広まりやすいのです。

わるい口コミのなかには，あいまいなものもあ

れば比較的はっきりしたものもあり，不安を喚起

するものもあれば不安を喚起しないものもあるで

しよう。ですから，わるい口コミの広まりやすさ

を説明するためには，こうしたさまざまな要因を

考慮する必要があると思われます。

５ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ上のわるいロコミ

ロコミは，従来，その名のとおり口から口へと

伝えられていくものでした。しかし近年は，イン

ターネットを利用したコミュニケーションが私た

ちのあいだで急速に広まっています。それにとも

ない，インターネット上の口コミというものも避

場しました。あの店はよい，わるい．あの製品は

よい，わるい，といった梢報が，インターネット

を通じて，消費者から消費者へと伝えられるよう

になったのです。

インターネットを通じてのわるい口コミは，従

来の，口によるわるい口コミより強力であると考

えられます。森田（1999）は，「ネット上の口コミ

は広範囲に供されるので，影卿が拡大する可能性

が高い」と考え，ビジネスホテルに関する口コミ

を題材とした耶例研究を行なっています。彼は，

インターネット上の口コミが，①選択のための悩

縦源となり柵るだろう，②利川者の耶後の満足度

を高めているだろう，という２つの仮脱を立て，

それらの検証を試みました。彼は，ピジネスホテ

ルに関するあるサイトにアクセスしました。この

サイトではピジネスホテルの利用者たちがさまざ

まな情報を寄せています。それらは，インターネ

ット上の口コミと考えることができます。彼は，

郷き込まれた文章の内容分析を行ない，それらが

ピジネスホテル選択の悩報源となり得るかどうか，

また,利用したビジネスホテルに対する満足感(こ

の研究では，御き込まれた文章の内容から，満足

したかどうかを鋭み取っています）が，このサイ

トのなかで他の消費者から伝えられた口コミの影

轡を受けたものかどうかを鯛ぺました。その結果，

さきの２つの仮鋭はいずれも支持されました。つ

ﾉ０１
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まり，インターネット上の１１コミはピジネスホテ

ル選択のための情報源となり得るものであり，ま

た，このサイトに,I}き込まれた１１コミを怖報源と

した賜合のほうが，このサイトにiI糟込まれた１１

コミを1'1州獅としなかった場合にくらべて，fllll」

後に洲足することが多かったのです

森､]の研究で取り上げられたサイ1､以外でも，

ホテルに関するわるい１１コミを知ることができま

す。たとえば，国内シティホテルに関する口コミ

Wl報を集めたサイト嬢5にアクセスしてみると､次

のようなわるい１１コミが,I繕込まれています。

「且休みに3.1,000円で泊まったと思います。

部屋に入るまでは，まだよかったのですが，なん

とバスルームのなかの掃除がされておらず．火鼠

の髪のＥがそのまま蚊慨してありました。クレー

ムをフロントの人にi･ﾔったのですが，なんと断沙

汰なし！！…_Ｉ

「二１１連泊したのですが,二日１１の夜に勝手に部

屋を変えられ，おまけに前の部雌の引き出しに何

物を入れていたのに，その荷物が入ったままの部

蹴にlljIlの人を入れられてしまいました。…皮''１の

霊時になってようやく''1分の荷物醤取り返すこと

がでぎましたＩ

インターネットｋでは，このようなわるい１１コ

ミをｲく特定多数の消費者が見る可能性があるわけ

です。これらのわるい口コミを挑んだ消費背のう

ち，紗くのiilj世:片は，おそらくこれらのホテルに

泊まりたくないと思うでしょう。

ホテルに限らず，インターネット上のわるい、

コミは．多くの人盈に，さらには企業に大きな影

轡を及ぼしています。その代表例として，ある地

気メーカーに関して，インターネット上で伝えら

れたわるい口コミをあげることができます。それ

は．ある消費将が修J'11に出していた製品の修叩状

【（鋪４部社会在「IMlか蜘掴

ﾙ'１を問い合わせたところ，対応がわるかったとい

うものです。その消費者は不満をもち，ホームペ

ージを開設してその二とを神き込みました。その

消職者が岐初に11}き込んだのは1999年６ノ１３１１

でした嫌６°それが大きなｌ又靭をよび．多くの人々

が意兄をi膳込みました。この消費軒のホームペ

ージヘのアクセスは何年７月１５１１までで約370

ﾉⅣﾉ|:に達したということです（朝日新聞，1999)ｃ

このホームページでの一連のやりとりのなかで，

ある人は次のように述べています。

「なんとI↑っても,ここへのカキコの'１'tそのも

のが,×××プレッシャーになることにはまち

がいがないと思います津７」

実際，このホームベージヒでのやり取りは､【i核

メーカーへのlllソJとなったようです。このメーカ

ーは謝罪することになりました。このようになる

とは，イく柵を,』}き込んだ消費州‘|身，予想してい

なかったことでしょう。

インターネット上のわるい口コミはなぜこれほ

ど強ﾉﾉなのでしょう。少なくとも，次の３つの理

111が￥えられるのではないでしょうか。

鋪ｌは，１１．ミネットワークにおける弱い紐椛

の活性化です。一般に，１１ゴミは，日ごろの人冊

関係を伝って広まっていくと考えられています。

とくに，Ｈごろの結びつきが強い仲間どうしでは

１１コミが伝えられやすいといわれています。しか

し，口コミがいわゆる「内輪」の範囲をf超えて広

く混透していくためには，刈い紐州を通じて伝え

られることがJIi製であることもわかっています

（BI･ｏｗｎ＆RCingCn,1987)。

インターネット上では，見ず知らずの人たちが

戯1,,Lのやりとりすることができ，そこにしばしば

「新しい緋｣が4kじます(川浦，1993)。そしてイ

ンターネットを通じてできあがった新しい対人関

係は．広く浅いという側而をもっています（樹出‘
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日に伝えられた人が２爵'１に伝えた人に伽川する

とか，別の経路で知った人に慰1,J・をIドうといった

ことが起こるのです。つまりひとたび伝えてしま

ったあとでも，再活性化する､｢能惟があ為のです‘

また樺、（1998)が指伽しているように，時Ⅲ的．

窄lNl的な制約が緩和されることも，多くの人々の

接触の可能性をjWやすことによって１１コミの影響

力を強めていると考えられます

しかし，インターネットｋのわるい１１コミがな

ぜ強ﾉﾉなのかという問題を．心剛学的な理論に照

らして解明するといった試みは，いまのところほ

とんどなされていないようです。本節ではいくつ

かの説明を試みましたが，それらは．笈社会で生

じている現象の解釈に基づくものでした。現象に

1-1を向けることは亜要です。しかし今綾は，イン

ターネット上のわるい'１コミに|Ⅲしても、対|m甥

1ｍのわるい１１ゴミ研究とl‘il隙に，，Hf条件を統1illし

た‘た験研究を,試みる必哩があるのではないでしょ

うか,、

1993)。これは，「弱い紐帯」といえるでしょうｕ

つまり，インターネット上の口コミの場合．従来

のIiゴミにくらべて弱い紐帯が活性化しやすいと

けえられます。さきの電機メーカーに対するわる

い１１コミの伝述では，伝述を通じて弱い細柵が次

つぎと活性化していったように兇受けられます。

第２は，インターネットｔのわるい１１コミの，

送り手，受け手双方にとっての軍婆度のI断さです

さきに述べたように．流言研究では，伝述内容の

爪腿庇が問いほど流言の流布厳が多いといわれて

きました。川浦（1993）や二ｋ（1999）が撮摘し

ているように，インターネット上では、側心領域

が此通する人々が集まり，その範Ⅲ|内でWi縦が伝

わると考えられます。ですから，インターネット

上のわるい１１コミには、そもそもそこで伝述され

る|ﾉ1群に側心のある人たちが接す為可能‘l1iがIWiい

とげえられます。そうであれば，側心ある人たち

に限定されるとはいうものの，その範|川内では広

まりやすいと考えられるのではないでしょうか。

第３は，社会的抑制の解除です。松尾（1999）

は，コンピュータ・コミュニケーションの問題の

１つとして．匿名性による社会的抑制の解除をあ

げています。前述のように，一般に、仏たちには、

よい‘IiIi脳をわるい話題より好むという傾向があり

ます。しかし，社会的抑制が解除されると，受け

手に対する配慮が少なくなり，否定的な捕脳も対

而場iniほど臆することなく伝えることがでざるよ

うになるようです。そのため、インターネットｋ

では，対1m助|ｲｌｉにくらべて．わあい１１ゴミが伝述

されやすいとザえられます。

これらのほか，インターネット上のわるい１１コ

ミの影響力には，伝達経路の複雑さも関係してい

るかもしれません。対面場面では，口コミは，ひ

とたび伝えられてしまうと，発僧肴に炭るとか．

別の継賂につながるといったことはほとんどりえ

られません。しかし．インターネット上の１１ゴミ

の場合、こうしたことが容易に発生します。５稀

｡；･Ｉハーら（HcrrL･【811.,1991）は．二こで細介したＸ験

のほか，１．Jゴミ以外の{州IがｒＩコミの影習ﾉ確り１める

かどうかについても火験していよ．ｒ

･;･2門川（1989)の研究では,もう1つ侭脱が立てられて

います。悪印象の帰属(性格特性に州111Ｉするか状況に帰

属するか）に関する仮脱です。

･1.3ウエストプル､ソク〔Ｗ“1bl･《)〔〕k,1987）のiMli{hは消費

汗の感梢全般をI淵ぺたものであり，'ド棚だけで炊く，洲

jllとのHM係なども分りiしてい虫す

．；・ｌＴＩｉ典庇は流ｲＩｉ尿に側係しないというIiⅡ兜結ＩＬも+Mイヤ

されています（深111.1998：川１．１９９７など)。

.:・５httI)://ｗｗｗ・diimIl.d1.1Ｗ.』l〕/~COllin〔P/11〔)1“｡u／
ＫＳＨ/ＫSHF・hlm

d;・６http://www１.newcb.】1峰jI〕/ｗ､/tsb/to爵hibal・

Ｉ１１ｍＩ

･;’７ｈt、://ｗｗｗ1.,(､wtPb・IMP.j】〕/wK1/lsb/mshibi11・

ｈｔｍｌ

カキコ」とは,1.1分の文寵を榔さ込むことです｡讃た

1ｘｘにＩの簡所にはメーカー名が‘肥埋 Ｉしてい族した。

ノノノ
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野性の都会つ子誕生，サル

上野励物園で

（競売新聞社提供）

○月×日深夜11時55分，インターネットの掲示板を見ていたら，こんな書き込みがありま

した。「『歌手Ｋ氏がロサンゼルスで愛車のフエラーリで事故を起こし助手席に乗っていた日

本人女性が即死しだ模様｣とテレビのニュースでたったいま放送していた｣。鋤き込まれたの

は10分ほど前です。この前日に，Ｋ氏の元恋人Ａ子というタレントが自殺騒動を起こしたば

かりでした。

さっそくインターネットチャットでおしゃべり。この時間帯は，チャット仲間がいっぱい

います。芸能ネタのお話はいつも盛んです。Ａ子やＫ氏についてあれこれ書き込みガ多く，

いつも以上に盛り上がりました。要するにＫ氏とＡ子の悪口が飛び交ったということです。

チャットをしつつ念のために通信社と新間社のホームページを軒並み検索してみましたが，

まだ伝えられていません。やはりテレビのほうが情報が早いようです。ついでに，親しい友

人で作っているメーリングリストにこのことをさっそく画いてしまいましだ。これで簸初に

知ってから１時間のあいだに，いったい何人にこの話を伝えたことになるのでしょうか。

しかし，Ｋ氏は事故など起こしていなかったし，実際は東京にいました。だれかが掲示板

におふざけで書いただけだったようです。翌日のテレビも新聞も何も報じていません。すっ

かりひっかけられてしまいました。

有名人を引き合いに出してしまいましたが，実はＫ氏は，読者のあなたなのかもしれませ

ん。あなた自身についての「うわさ」がこんな調子でインターネットで語られていく可能性

がこれからはあります。これまでは単なる私的なおしゃべりにすぎなかったものが，私的な

おしゃべりのままで不特定多数の場に容易に流れ出していくのです。

かつてのように「私」的な領域と「公」的な領域の区別がはっきりした情報環境では，パ

ーソナルなコミュニケーションは社会的に大きな影響力をもち得ませんでした。「公｣的な領

域と「私」的な領域は，電弄メディア社会においては，限りなくあいまいになっていきます｡

パーソナル･コミュニケーションということで，「私」的領域に押しやられてきたものが，公

と私のあいまいな領域に進出することで，これまでマスメディアが有していた「梱力」を無

化しようとしているのです。本章では，ネットワーク社会のなかでのパーソナル・コミュニ

ケーションの役割とその意漉を検罰していきましょう。
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の

「群れの規模が現在の瀬人挟において限界とな

っている数字からゆっくり瑚火し始めるにつれて，

ﾉljの毛づくろいが次第に肉体的な毛づくろいを補

い始めたのだと思っている。（''1略)肉体的な毛づ

くろいではなくﾉ肘の毛づくろいの〃に、結束のた

めのit組みとしての亜点がだんだん棚かれるよう

になった」（Dunber,1996）

災剛のいっそうの拡大のために声による毛づく

ろいが発展し，さらに単なるFfJ"から「帝声が意

''ｲﾐを卿(ﾄするように」なり批ﾉｋしたのが甫柵だと

いうのです。！『鼎の鮒{ﾄによって，人川は卿､１１の

規棋を拡ﾉ<することができたのです。ここでiii蝿

しておきたいことは，肴諮が，hii報伝達のために

誕生したのではなく，果剛の結合力と帰屈意識を

尚めるために誕生したという点です。つまり．言

,淵は、ネットワークをより大ざくし．そして，結

びつきをよ})揃問にす為ための道!↓として,延生し

たというのです。1対１をベースとする毛づくろ

いに対して，ｌ対多を可能とするi､『語による毛づ

くろいが，ネットワークの規棋をずっと拡大する

ことを可能にしました。

このようにして、人間におけるi;稚の機能は．

彼のＥづくろいの機能とl‘iIじであるという主張に

到述するのです。そして，人煎の11,M;のｉｆたる悩

能が，狼の毛づくろいとIiil槻社会的な関係を発

展させることにあるという考えを検証するために

次のような調査を行ないました。

「災々はイギリス全土をまわって会話を聞き,年

齢や社会的11慨の異なる個人の慨本を典めた。そ

のﾉﾉ法はいたってili純だった｡三|･抄ごとに｢彼／

彼女はいま何について話しているかｊを洲ぺただ

けだ。結果は一貸して何じパターンを生じた。会

話１１州jの約三分の二が社交的な話題に費やされて

いたのである」（Dunbe1..1996）

社交的な漸題には，個人的な人IHI関係，個人的

な好き嫌い，仙人的な継験、他人の行為というよ

うなｉＩｌｆ胆が含まれていて，それをダンパーはゴシ

１はじめに

猿山といったらすぐに思い浮かべる光於に猿の

毛づくろいがあります。動物lilllの狼111のそこかし

こでペアーの娘たちがなかよく毛づくろいをして

います｡全行1mj時間の20％の時ⅢlをI1iめる棚もあ

るといいます。なぜ，それほどまでに熱心に毛づ

くろいを行なうのでしょうか。このもづくろいに

こそ，人間の蒲諮の始まりであると1銀する学者

がいます。１Jピン･ダンパー（Ｒ・I)''''1x,'.）という

イギリスの人煎学:,!fです。少しダンパーの脱に耳

を傾けるのも，本蹴のテーマである「ネットワー

ク社会のなかのパーソナル･コミュニケーション」

について考えるうえで役に立つでしょう。

「霊提蛾の群れを,他の髄の群れと兇ならせてい

るものは，その『多忙さ』である。’1を覚まして

いる一瞬--慨において，なにか意'1,|《があることが

織り広げられている。こちらでは．Eづくろいがあ

り，あちらでは同盟によって体制を縦えた小競り

合いがあり，どこか他の場所では巧妙な策略があ

る。（中略)そのすべての根底には，まさしく霊長

類社会に特異な性街である，是々と行われる毛づ

くろいがある。この'1Ｉに，｜･分には叩解されてい

ないが．識災峨祉会に紬合ﾉﾉと州帆斌搬をﾉえて

いるプロセスへのカギがあるのだ」(1)unbc1.,

1996）

毛づくろいこそが，猿たちの群れを社会集団と

して成立させているのです。毛づくろいにかける

時間に比例し，椛災顛の群れの規恢がきまるので

す。凶すあに色づくろいの時1111が｣とければ，群れ

の規棋を大きくすることが.''J能になり，僻れが大

きくなれば．それだけ種の進化にとって有利にな

るのです。ところが，毛づくろいによる築団の規

模はせいぜい５０匹が限界であり，それを越えて集

団の規棋を舷大して進化するためには，毛づくろ

いに代わる槻能を果たすものが必喚になったので

す。

ノノー５
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ツプとよびます。そしてこのゴシップこそが狭の

毛づくろいの発雁した姿なのであると結論づける

のです。私たちの身近な体験からも，会話の多く

がゴシップ,というのはうなずけます。

と（社会的現実{I標)。

③会舗を通して他者のなかに作られる自己の印

象を操作したり，自己をうまく呈示したり．Ｉ‘１

尊感iWを維持できるようにIと1分の体1ｍを作り上

げるということ（フェイスＨ標)。

①架I'jlでの仰幽を会話をj、して問胆を解決した

り課題を達成すること（作業目標)。

⑤コミュニケーションそのものを楽しむこと

（峡楽日標)。

コミュニケーション行動は．対人関係でこのよ

うなlIlW(を避成するためのけ肋だというのです。

また，サル（Sul,1977）は，ゴシップの機能と

して、次の３つを指摘しています。

①ゴシップは，社会的な境界を確紹する作梁で

す。ゴシップを交わすかどうかは．社会的な境

界を砿認する作業でもあるのです。いわば巣１，１１

の内と外とを形成するはたらきをしています。

②ゴシップは，他行の行勤を評価す為ことを含

み，そこでは規範が述べられ，再碓鮒がなされ

ることで集団の規範の形成と剛時に，規範への

同調を作り上げます。

③ゴシップをいろいろな人と交わすことで，’'１〔

接ではなく川接的に社会的な比較をすることが

できると述べています。

このように,|i洲Iを伝連するという:,りえから離れ

て，対人関係に果たしている機能に改めて注目し

て考えてみると，日常交わしているハーソナル･

コミュニケーションは、ダンパー(Duilbcr,1996）

が主弧するように，私たちの社会を形成するため

にとても爪喫な役W1Iを果たしてきたといえるので

はないでしょうか。本章では，２０１'t紀に爆発的に

拡大した多様なネットワークのなかでダンパーの

いう声の毛づくろい＝パーソナル・コミュニケー

ションが，どのような役割を果たしてきたのかを

検証し､そして２１１M;紀のネットワーク社会のなか

で、パーソナル・コミュニケーションがどのよう

な役剖を果たしていくのかを縦論してみようと忠

はじめに，社会心理学が！『,禍コミュニケーショ

ンをどのようにとらえているかを耐fIiに述べたい

と思います。社会心理学では，コミュニケーショ

ンを怖報伝逮のプロセスとしてとらえることが一

般的でした。コミュニケーションの流れを「1iY報

源」－》「送侃体」→「チャンネル」→「受ｌｉＩ体」

-＞剛述地点」への流れとしてとらえるのです。

送り手から受け手への柵報伝達をモデル化したも

のです。多くの社会心理､勝の研究は，コミュニケ

ーションを暗黙のうちに怖報伝運のプロセスとし

て瀞えてきました。送り手の側からの一方向的な

コミュニケーシ罰ンモデルです。ですから、送り

下の伝述内祥が'1畠碓に受け．Fに伝わったのか，あ

るいは，送り手の伝達内容が受け手に予定した影

響をIjえたのかがおもに縦論されてきました。

このような悩報伝達モデルを除いて，言語コミ

ュニケーションが対人関係そのものに与える彫響

を研究したものは社会心理紫ではほとんどみられ

なかったのですが，ヒギンズ（IIi“ins，1981）

は，コミュニケーションは，ケームのように'１MＭ

をもった社会的な梱互作川であると労え，コミュ

ニケーション・ゲームの11標として次の５つをあ

げています。

①他.行と社会的な関係を開始したり、それを維

持・発鵬させること（祉会的側係1.1慨)。

②コミュニケーションを通して「社会的現火」
を確認すること。物理的な現実とは性質の逃う

社会的な現火を他者とi折を交わすことで確かめ

あい，共通した現実の紹識をもとうとするので

す。あいまいな社会状況に陥ったときに，川川

の人と活発に,'''１を交わすことで，あいまいな社

会的現実を他脅と共一〃して理解しようとするこ

ﾉバ



吟表１０－１ニュースの伝播速度（川上，1997〕

１
Ｊ】１０章ネットワーク社会のなかのパーソナル・コミュニケーション）】

ル．コミュニケーションの果たす役割はきわめて

小さなものと考えられてきました．本節では，マ

スコミュニケーションの111:紀にパーソナル・コミ

ュニケーションがどのようなはたらきをしてきた

のか.lfえてみましょう。

炎１０－１は,１９９３年から１９９８年に起こったニュ

ースの伝播速度についての調査結果(川上．1997）

です。事件が起きてから，時間の経過とともにど

のくらいの割合の人がニュースを知ったのかを細

くたものです｡表１０－１には,時間ごとにニュース

を知った人の累破が示してあります。渦F1§された

り『件の多くはテレビや折l川が大きく取り上げたも

のばかりですが．ニュースの伝播速度にきわだっ

た差がみられます。

ニュースの伝捕速度を規定する要因の１つは，

'1W'|:の発生した時刻があります。覗件の起こった

時間帯によって伝捕迎庇が』''4なります。また，’1１

いますｃ

２マスコミュニケーションの世紀

２０仙紀は，マスコミュニケーションのlIt紀でし

た。マスメディアの形成するネットワークのなか

で，私たちは無数の受け手の１人であり，前節で

ふれた１．１V報伝達モデルの最後に位iifしていたので

す。マスコミュニケーションの果たした役割で，

もっともin【嬰なものはニュースの伝述があります｡

|１１:界の一隅で起こったできごとが瞬時に'11:界に伝

えられます。１Ｍ,たちは，マスコミュニケーション

を通してのみ世界を認識し，私たちの社会的現実

を作っていたのてす。マスコミュニケーションに

よって送られてきたものが，’1t界のすべてだった

といっても過I↑ではなかったのです。

このようなネットワークのなかで．パーソナ

ノJ７

ﾉ〆

（）内の歎寄は‘順伯を7J『す

Ｏ明日・既記Wi間の中央版について聯件錘後の丸２日分の明夕刊を対敷とした

）ニュース到逮鰯は，ニュース第１報から２～100V間鰻の二コースを知っている人の剖合
パーソナルは，パーソナル，コミュニケーションで二コースを知つだ人の割合

脚漸名

朋近１賞・りえ蝿約

閥置2国太寺妃内定

騎萱３りえ・自婚約窯消

調童４ロシア軍突入

諸萱５村山政椛成立

調置６阪神・淡沼大震災

鯛蔽７価浜服凪只＄件

別繭８１斑､鋤Ｕ

澗蔵９砿ijiW中止

謁萱１０全日空興っ取り職掌

謂萱１１ベル一人買震叙

調査１２梱田照弄電撃再婚

調蔚１３朴翼須焚溺油

二ユースの到速衆

２肺間後

34.4（６）

62.8（１）

58.7（２）

3.5(‘２３）

53.1（３）

12.1(11＞

42.7（４）

41,7（５）

6.4(12）

33.6（７）

18.0（９）

29.4（８）

13.4<10）

3Ⅲ間後

42.3（８）

76.0（２）

62.9（４）

5.4(13）

71.9（３）

29,6(10）

79‘8（１）

62.8（５）

6.4(12）

43.8（６）

39‘4（９）

42‘7（７）

20.9(11）

4吋間後

44.9(10）

８３‘1（２）

70.2（５）

8.3(12〕

76.9（３）

52.1〈７）

89.3（１）

74.5（４）

7.0(13）

60.0（６）

51.7（８）

46.3（９）

30‘6(11）

６０６間後

45.8〔10）

85.9（４）

90.2（２）

21.0(12）

78‘7（５）

75‘4（６）

95.0（１）

87.2（３）

11.4(13）

72.8（７）

65.1（８）

50.9（９）

42‘1(11）

8肋間後

１１８‘O(11）

86.6（４）

90.8（３）

26-1(13）

79.8（７）

84,2（６）

97.3（１）

92.7（２）

35.6(12）

84.6（５）

71.7（８）

61,5（９）

5ｑ６(10）

103f間後

58.6('10）

86.8（６）

90.8（４）

39.5.3）

81.4（７）

91.3（３）

97‘7（１〉

97.4（２）

49,6(12）

89.8（５）

75.4（８）

67.0（９）

58.3(11＞

新聞配馴

記小敵

9(11）

84（５）

4(12）

80（６）

141（３）

390（１）

39（９）

144（２）

70（７）

57（８）

125（４）

4(12〉

33(10）

文字獣

6817(11）

76079（５）

５００i(12）

51299（８）

150406（２）

327677（１〉

31532(10）

133987（４）

52981（７）

60177（６）

135407（３）

1447(13）

38277（９）

接触メディア

バｰｿﾅﾙ

23.7（５）

16.1（８）

14全1（９）

3.1(１３）

8.8(12）

292〈４）

53.4〔１＞

35.6（２）

13.4(10）

32.8（３）

17-0（７）

22.4（６）

42.7<11＞

マスコミ

76,3（９）

83.7（６）

84.7（５）

96.1（１）

91.2（２）

70.8(10）

46､6(13）

64.4(12〉

86.6（４）

67.2(11）

83.0（７）

77.6（８）

87‘3（３）
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野表10-2ニュース発生からの経過時間別にみた相関係数の変化（川上，1997〕

のｌＭに，’11件の鞭ｌ服を「求族」「友人」などのパ

ーソナル･コミュニケーションから知ったものの

剖合と「テレビ」「ラジオ」「新聞」などマスコミ

ュニケーションから知ったものの制合を示してお

きました。全体的にはマスコミュニケーションか

ら知るニュースが多いことがわかります。しかし，

いくつかのﾘ件では，パーソナル．コミュニケー

ションも他i州しています。とくに，１９９５年に起こ

った事件は、かなりの劉合の人が第１報をパーソ

ナル･コミュニケーションによって知っています。

そのなかでも‘Ⅲ|在７の「横浜駅異ﾘﾑ'１i件」では，

53％がパーソナル・コミュニケーションから知っ

ているのです。さらに｢麻原逮捕」「全I-l空梁っ取

り耶件」「阪神･淡路大震災」も，ほぼ３側の対象

背は，パーソナル・コミュニケーションを通して

りf件を知ったのでした。このように，事件によっ

ては，パーソナル・コミュニケーションもニュー

スの伝播に一役も二役もかっているのです。

パーソナル・コミュニケーションがニュース伝

捕に頁献するのは．たんに１１１郷を伝えるメディア

という意味だけではないのです。もう少し祥しく

ニュースの入手メディアと伝桶速峻の関係を調べ

てみると，表１０－２に示すように，パーソナル.コ

ミュニケーションによってニュースを知ったもの

の割合と到述率の側係は，当初は低い柵関であっ

たものが,lOllfllll後にはＪ･＝().７３ときわめてII1iい

剛関をボしているのです。蛎件の発生'''１後には，

事件のもつ固行な条件（発生時間など）がニュー

スの伝播速度に影軽していたのですが，時間がた

つにつれ，パーソナル・コミュニケーションの効

采がはっきりと,ｋされるのです。この結果は，パ

ーソナル・コミュニケーションからニュースを知

ったものの剖介が1Wiい堺件ほど，連くかつ陵く二

*５％水準で育意b木本１％水準で育意であることを示す

('i:の1k哩庇やニュース{ｌｌｌｉ価なども伝冊迎喚にIHl係

します。社会的に１K典なニュースほど伍捕速度は

速いし，ニュース価値が高いものほど同嫌なこと

が指摘されています(DeFleur,1987)。炎10-1で

は，朝日新聞と統売新聞の記頭数と文字数を順位

とともに示しました。記ﾘド数や文‘候放を11i件の'、

喫度やニュースⅢ航の脂標と好えると，これらの

噸位とニュース到述串の順位のあいだにIlfの相関

があると予想されます｡表10-2に,締過時間別に

I氾哨数や文字数とのあいだの順位相川係数を示し

ました。どのI|州lでも記半数と到述率のあいだに

は，まったく側係がみられないのです。折聞が大

きく取り上げたニュースだから速く低わるという

ことはないのです。

ここで指摘しておきたいのは，マスコミュニケ

ーションが蝿要なニュースと巻えるものが必ずし

も速く伝わるというものではないという市実と，

マスコミュニケーションが大きく級道したからと

いって、どのようなニュースでも人々の11や耳に

碓火に脳くものではないというリド火なのです。と

もすれば，マスコミュニケーションが大きくとり

あげれば，人々に硫笈に届けられるという誉え方

をしがちですが，現実はけっしてそうではないの

です。表１０－１に承すように．訓売･Ｉの｢ロシア軍

突入」のニュースや洲充９の「部'ljil1川'11:」のニ

ュースは，Ｊ川'|:からＩ()'1州後でも５()Q6にも到述

しなかったのです。いずれも'1'[後から，現場から

の生中継や特別番組が放送されたのです。また新

聞においても火きく報道されているのです。

では，ニュースの伝播速度を規定している要閃

(よなんなのでしょうか。ニュースの低冊研究の1；

喚な,愉点に,ﾆｭｰｽをどのようなメディアから

知ったのかという点があります。炎１０－１の妓後

二１スの匝恋暦 記瓢畝

文字政

パーソナルメディアの割合

2肘間後

２
７
３
７

ｊ
Ｏ

ｎ
Ｕ
（
》

0.242

3IRI間後

－０．０４９

－０．０２２

0.412

41Ｎｉ間後

O‘231

0,247

0.451

6Ｕ３間枇

C､132

0.132

０５０５

８１W伺後

0.137

0.448

0.626.

10胴間後

0.242

0.242

0.731.・
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ユースが伝わることを示しているのです。ニュー

スの伝達においてもパーソナル・コミュニケーシ

ョンは怖報伝達のメディアとして機能していただ

けではなく，実はニュースが速く伝わることにも

買献していたことをこれらの結果は示しているの

です。

パーソナル・コミュニケーションによってニュ

ースを知った人数が多い背景には，当然のことで

すがニュースを聞いた人が周囲の人にみずからニ

ュースを伝えるというプロセスが築合的に存在し

ていたことを示しているのです。マスコミュニケ

ーションは，一時に多くの人にニュースを伝える

ことはできます。しかし，そのニュースを聞いた

人が周囲の人にニュースを伝えるわけではないの

です。ニュースを聞いた人がその話を周囲の人に

伝える動機は，そのニュースの内容によるのです。

メディアが運ぶその内容が．人々に脳らせる何か

をもっているときに，ニュースは速くかつ咳く伝

わるのです。もちろん，言うまでもないことです

が，それはパーソナル・コミュニケーションを通

して行なわれるのです。

池田と村田（1991）は，大きな事件後のニュー

スの伝播について「コミュニケーションを通じて

意見や判断が収散することによって，新しい社会

的現実＝みんなの「共有』する主観的耶実が形成

されていくことも頻繁に起こる。…（中略）…ケ

ネディ暗殺直後のアメリカ人のコミュニケーショ

ン行動は，大統領が賠殺された意味を共有しよう

という社会的現実の形成過程だった」と述べてい

ます。パーソナル・コミュニケシーョンは，悩報

伝逮とともに，社会的現実を巣合的に作りあげる

プロセスでもあるのです。

３聖望劉ー ｿﾅﾙコミュ
テレビが伝えるものは，ニュースよりは娯楽が

中心です。現在テレビ番組で視聴率の高いジャン

ルにバラエティ番組とよばれるものがあります。

昔はバラエティ番組というジャンルはなく，放送

内容に応じて，クイズ稀組とよばれたり，歌細番

組，料理番組とよばれていました。それが．スタ

ジオトークとＶＴＲの再現コーナーを組み合わせ

ることで，バラエティ稀組の基本形である“二元

方式.，を最初に始めたのが，『テレビ三面記珊･ウ

ィークエンダー』（1975-84年・日本テレビ）やワ

イドショーで，それを確立させたのが『天才・た

けしの元気の出るテレビ』（1985-97年・日本テレ

ビ）であるといいます（放送文化鯛典部，2000)。

現在では，ドラマとともにもっとも高い視聴率を

稼いでいます｡2000年のある週の視聴率ベスト２０

では，バラエティ番組が８本，ドラマが６本を占

めていました。

そのようなバラエティ番組のひとつに

『ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ』という稀組があります。夜の

１０時台というのに毎週20％以上の視聴串を稼ぎ

ます。そのなかに「ＢＩＳＴＲＯＳＭＡＰ」という料理

を扱ったコーナーがあります｡ＳＭＡＰのメンバー

の1人が司会，残りが２組に分かれて，ゲストの

出したテーマに応じて料理を作り，どちらのチー

ムの料理がおいしいかを競うという内容です。毎

InIなかなか手の込んだ料理が紹介され,ＳＭＡＰが

プロのコック並みの手順で料理を作ってみせるの

です。少なくとも，これらの料理がいい加減な料

理でないのは，レシピが料理本としてすでに４冊

も出版され，ベストセラーになっていることから

も推測できるでしょう。放送内容から分矧するな

らば料理悉組ですが．もちろんこれは典型的なバ

ラエティ番組です。

図10-1は．この番組の内容を分析した結果で

す(大竹ら，1999)。この図から，第１に，ＣＭを

除いたこのコーナーの放送時間１６分強(979秒）

のうち会話が占める割合が82％であること，要す

るに放送時間のほとんどは．おしゃべりから椛成

されていることがわかります。第２に，これらの

Iノ，



口料理に関しての会葛

■それ以外の会話
口会話以外のU5間

ｒ
Ｌ L(第４団社会を「動かす』(‘

ﾉ２６

人気の高いバラエティ稀組が伝えようとしている

ものは，実はパーソナル・コミュニケーションそ

のものではないでしょうか。

４二留聖8バー ｿﾅﾙﾛﾐｭ
践能人のゴシップを伝えるｖＴＲに統いて，メ

インキャスター，サブキャスター．ゲスト，コメ

ンテーター，さらにはレポーターたちがスタジオ

でいま流したビデオについておしゃべり缶始めま

す。このようなワイドショーが脈11午前と午後の

かなりの時間放送されています。多くは他愛ない

ゴシップが占めるのですが，時にはメディアスキ

ャンダルとよばれるものに発展することもありま

す。一片のビデオ映倣から，メディアスキ.１，ンダ

ルに発腿し，時の椛刀付さえも棚ﾉJの腿から追い

落とすこともでぎるのです。このようなﾉがある

ので，マスメディアは第４の椎ﾉJとさえいわれる

のです。

ラルとハイナマン（LuⅡ＆lIiI1CI･mall，1997）

はメディアスキャンダルを図１０－２にボナ３つの

タイプに分けています。第１のタイプは．組織ス

キャンダルです。小‘,険化のときに舗扮され９年も

のあいだ犯人に監禁された新潟の事件がありまし

た。この事件への警察の対応のわるさが111家公安

委、会にまで波及し、腎察スキャンダルへと発展

したのは組織スキャンダルの典哩です。粥２のタ

イプ'は、スタースキャンダルです。ワイドショー

がもっとも州１通とする械域です。イi名人の不祥ﾘリ

吟図１０－１番組のなかで会脂が占める割合（大悩ら，1999〕

〆

会話の全休を100％とすると，料理に関する会話

は.11％であり，料班以外の会ill1iが59％をＩ１ｉめる

のです。料叩以外の会i1門のほうがずっと多いので

す。

テーマとして料理を似ってはいるものの，この

番組がほんとうに伝えようとしているのは「おし

ゃべり」なのです。そのことは，冊組中で，料理

'附椛にあたる料理の作り/jや調味料の分刷などが

ほとんど紹介されないことからもわかります。バ

ラエティ滑細は，料Ｊｌｌ１をテーマにしていても，貯

楽をテーマとしても，料理や青楽はおしゃべりの

話題の１つにすぎないのです。

現在もっとも安定して卿い視聴率が稼げるのは

バラエティ研組です。また，現代のテレビの顔と

もいえるのは，’1ﾘ恥に伽I放送されるワイドショ

ーです。バラエティ勝組にしろ，ワイドショーに

しろ，その離水的な椛造を作っているのは，出波

脅のあいだの「おしゃべり」なのです。これらの

番細が安定した視聴率を獲得していることは，視

聴背が「おしゃべり」を楽しみに視聴しているこ

とを示しているのです。マクウエール(McQuaiI，

1983）は，視聴行の利川と澗足の１つのタイプと

して，「他什とｌｒｉＩ・・化し，姫山への所ﾉ瓜感をiりる」

とか，あるいは「実在の交友関係の代用物として

利川」する受けＦについて述べています。そこで

は、１１１i報を求めるのではなく．おしゃべりを楽し

むためにチャンネルを合わせているのです。テレ

ビの川で，会IIlIi卿；ilの･･L1として出城･杵とともに

総り，笑い，うなずき，共感しあうのでしょう。


